
フランスの教育機関は、このような国家改革の側面とパフォーマンステスト（
あるいは「ベンチマーキング」）の実施を重視した教育を提供していますが、そ
こには、公法や公行政に現在起きている変動について、学生に自問と考察を
促す狙いがあります。中央、あるいは地方公務職に応用されるマネージメント
方法論の習得と人材管理はこの学問領域に不可欠な専攻分野であり、さらに
公共衛生、教育、環境、安全保障も特有の分野として含まれます。

フランスの特殊性
フランス行政の特色は、「コール」と呼ばれる国家公務員やその他の公務員で
構成される、アイデンティティーの強い職員群の比率が高いという点にありま
す。
フランスでは公共機関の主たる雇用主は国家であるとされています。この位
置関係は、中央政府に価値を置くというフランスに長く続く伝統の遺産でした
が、国が管轄の一部やそれに相当する財源を地方自治体へ委譲するプロセ
ス、つまり地方分権が始まった2002年からは変化を遂げています。

専門分野  : 経済学、政治学
「国際関係論」、「政治学」、「法学」、「マネージメント論」の項目もご覧ください。

就職業種 : 地方自治体などの公共行政機関幹部、民間企業管理職や経営者／
行政学教育

多くのフランスの大学が行政学の学士課程（Licence）を開設していま
すが、法学、政治学、経済・経営学、社会科学、または経済社会行政学
それぞれの学士課程からも、行政・公共経営学の修士課程（Master）
への進学が可能です。
公法の修士2年次（Master 2）では、行政法や行政学も含めて多数の
専攻が用意されています。

École nationale d’administration, Strasbourg 
フランス国立行政学院ストラスブール校（ヨーロッパにおけるガバナ
ンスの高等専門学校）: www.ena.fr/accueil.php 
高等公務職への就職の機会均等と、高等公務員養成の専門化という
開校理念のもと、フランス国立行政学院は、1945年10月にド･ゴール
将軍によって創設されました。
その後、領土、ＥＵ、そして世界という新たな脅威にも次々と適応し、
多様な価値を持つ学際的な教育機関として今やヨーロッパにおける
ガバナンスの高等専門学校となっています。
毎年、120名が初期コースに入学し、2500名を越える公務員や企業幹
部が生涯学習枠として登録しています。フランス人学生については、
内容の異なる3種類の選抜試験の実施により多彩な人材が集まり、加
えて国際課程に外国人学生が在籍します。こうしておよそ100か国か
ら集まった学生が、日々共に学業を続けています。

入学要件（個別の要件が定められているコースもありますので、詳細
は、国立行政学院、あるいはストラスブール欧州問題研究所（Centre 
d’études européennes de Strasbourg, CEES）のホームページをご覧
ください）： 公務員であること、稀なケースとして、自国で公務職を志
望する学生であること、高等教育の免状保持者であること、話す・書
く、の両面で優れたフランス語能力を会得していること、国立行政学
院作成の選抜試験に合格すること。
授業料は無償ですが、生活費は学生の負担となります。入学希望者
は奨学金を利用することが可能です。

カリキュラムの編成

行政学は、組織運営の改善を目的と
し、公 共 機 関の機 能、公 共 政 策の展
開、公共財政経営、経営とガバナンス
の基本を学ぶことから始まる学問領
域です。フランス政府は数年前から公
共企業部門の刷新という挑戦を始め
ています。具体的には、公職の特殊性
を独断に走ることなく勘案したうえで
経営の概念を国家事業の成果に活用
し、行政サービスの享受者とあらゆる
民間のサービス利用者、そして自由意
志で消費する客（クライアント）の識別
についての、また、近代民主主義にお
ける望ましい国家の領域についての
考察を続けています。
さらに行政官庁は、新しい社会的絆へ
の欲求に勝る非常に大きな勢力を持
つ潮流をも考慮しなければなりませ
ん。それは、グローバリゼーションの産
物である共同体法やＥＵ法、また国
際法が拡大している現在、「ローカル」
というレベルだけの決定はもはや存
在しないという流れです。したがって、
リスク管理、協議に応じ耳を傾ける姿
勢、公共政策が自治体に与える影響
の予測と評価など、すべてが行政事業
の新たな制約となるのです。

行政学と公共経営学
2009年



外国人学生向けの教育コース 　
学校ホームページ「国際課程《Cycles internationaux》」の項目に詳し
い情報がありますのでご覧ください。
•長期国際課程（Cycle international long, CIL）：フランス人学生向け
の初期コースに組み込まれた18か月間のジェネラリスト養成コース
で、35歳未満が対象です。ストラスブール校で行われます
•短期国際課程（Cycle international court, CIC）：フランス人行政職実
務経験者練成教育の高等課程に組み込まれた9か月間のジェネラリス
ト養成コースで、すでに実績のある外交官などの国家公務員で、フラ
ンスでの実務を希望する30歳以上（原則）が対象です。ストラスブール
校で行われます。
•行政学国際課程(Cycle international d’administration publique, 
CIAP)：すでに実績の認められた25歳以上の公務員が対象の6ヶ月半
のコースです。行政と諸機関、経済と公共財政、国際関係の3つの専攻
があります。ストラスブール校で行われます。 
•短期行政学課程（Cycles courts spécialisés d’administration publi-
que, CISAP）は2週間か4週間の集中型練成コースで、主にパリ本校で
行われ、およそ30の専攻があります。英語とスペイン語での受講が可
能な専攻もあります。
•長期欧州研究課程（Cycle long d’études européennes）
www.cees-europe.fr/fr/etudes/long.php : 様々な職業に就く（高等公
務員、議員、企業幹部）受講者向けのコースで、ストラスブール校欧州
研究センターにおいて7ヶ月間行われます。実務との併行が可能で、Ｅ
Ｕ加盟国、あるいは加盟候補国出身者が対象です。

CILの学生は、同時にMaster recherche en administration publique 
(MAP)を受講することができます。CICまたはCIAPを一定の成績（20
点中14点以上）で修了した学生も、このMasterを受講することができ 
ます。

ガバナンスと行政学のＥＵ修士課程, Le Master Européen de 
Gouvernance et d’Administration (MEGA)
仏独共同の公務員生涯教育コースとして、2005年から4期の学生を受
け入れています。ディプロムはポツダム大学とパリ第1大学パンテオン
＝ソルボンヌから交付され、フランス、ドイツ、ＥＵ圏で同等に認めら
れます。
以下のサイトを検索ください。
 * ガバナンスと行政学のＥＵ修士課程（MEGA）のサイト: 
www.mega-master.eu 
 * MEGA 卒業生によるサイト : 
www.mega-alumni.eu 
フランス、ドイツ、ＥＵ・ＥＵ加盟候補国出身の社会の若い担い手達
が対象となります。授業はフランス語とドイツ語の二か国語で行われ
ます。　

政治学院 
www.mpa.sciences-po.fr
政治学院では、特に修士課程（Master）で公共経営学の幅広い教育を
受けることができます。パリ政治学院を除いて多くが大学の付属機関
です。

パリ政治学院Sciences Po Paris
www.sciences-po.fr/portail/
パリ政治学院は、以下のように公職分野に複数の修士課程（Master）
を開設しています。 : 
- 公共関係学職業修士課程（Master professionnel mention Affaires 
publiques)
- 経済ガバナンス研究修士課程(Master recherche mention Gouver-
nance économique)
公共関係学修士課程(Master of Public Affairs,　MPA) はフランス
で唯一のプログラム（英語による修士課程で修業年限は2年）で、米
コロンビア大学とロンドン経済政治学専門学校（London School of 
Economics and Political Science, LES）との協力によって行われてい
ます。対象は、公共経営学の一貫教育を修了した実績の認められた実
務経験者や、優れた研究成果をあげた若い有資格者です。

グランゼコール
グランゼコールには、以下のように公共マネージメントの諸問題を研
究するMastère spécialiséを開設している学校があります。  
国立土木学校　École nationale des Ponts et Chaussées, http://
enpc.fr : 公職分野

経済商科大学院大学（ESSEC）, http://essec.fr : 都市と国土のマネージ
メント。
このプログラムは、モロッコの商業・企業行政高等学院（ISCAE）との提
携によりカサブランカへ移設されました。　

　役に立つリンク

• Portail de l’administration française
www.service-public.fr
• Ministère du Budget des comptes publics et de la fonction 
publique 　
http://modernisation.gouv.fr
• L’Institut de la gestion publique et du développement 
économique　
www.institut.minefi.gouv.fr  
• Sites de droit public français
www.affaires-publiques.org 
www.opuscitatum.com
• La bibliothèque des rapports publics　
www.ladocumentationfrancaise.fr
• Portail Vie publique 
www.vie-publique.fr
• Legifrance, le service public de la diffusion du droit
www.legifrance.gouv.fr
• École nationale d’administration　
www.ena.fr
• IEP de Rennes
www.sciencespo-rennes.fr 
• IEP d’Aix-en-Provence
www.iep.u-3mrs.fr
• IEP de Bordeaux
www.sciencespobordeaux.fr
• IEP de Grenoble
www-sciences-po.upmf-grenoble.fr
• IEP de Lille
http://iep.univ-lille2.fr
• IEP de Lyon
http://iep.univ-lyon2.fr
• IEP de Strasbourg
www-iep.u-strasbg.fr
• IEP de Toulouse
www.sciencespo-toulouse.fr

　検索キーワード
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– management – organisation – politique – risque fiscal – santé 
publique – sciences économiques – sciences politiques – sécurité 
publique – services publics – social – sociologie – solidarités 
internationales.

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/


