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第２章 フランスにおける学士課程改革と 

学習成果アセスメント 

 

夏目 達也 

（名古屋大学高等教育研究センター） 

 

フランスでは、大学に入学したものの学業不振で留年や中退を余儀なく

される学生が多い。状況改善のために高等教育・研究省は学士課程改革に

乗り出している。一環として、成績評価のあり方も課題とされている。 

成績評価のあり方については、高等教育・研究省と大学関係者の双方で

関心が高まりつつあるが、多様な利害が絡み改善はスムーズに進まない。

同省による改革の一環としての大学関係団体との意見交換では、成績評価

のあり方が重要な論点になった。質保証の観点から厳格化を求める意見

と、留年・中退を防止する観点からそれに反対する意見がみられた。結果

的に、改革では後者の意見が採択された形になった。 

一方、学士学位の参照基準設定を決定するなど、成績評価を適切に行う

ための措置も改革施策として盛り込まれた。成績評価をめぐる議論が契機

となって、教育の質保証を達成するための改革が進められている。 
 

 

１．はじめに 

本稿は、フランスの大学における学生の学習成果の評価をめぐる問題を扱う。 

フランスの大学では、学業不振のために留年や中退を余儀なくされる学生が多いこ

とが、かねてより指摘されてきた。その中でも、学生が大学教育を通じて専門的な知

識・技能を習得できるように、政府は従来から多様な政策を講じてきた。現在もその

取組を一貫して追求している。とくに最初の１～２年を重要な時期として、教育の組

織や学生の学習支援に取り組んでいる。 

その一環として、近年では学生の成績評価のあり方を重視する傾向がみられる。成

績評価は最終的な学習の成否を示すだけではなく、学生自身による学習プロセスや大

学側から学習支援のあり方や質を検証するうえで重要な指標になるためである。行政

による問題提起や働きかけの影響もあり、大学関係者の間でも、成績評価のあり方に

対する関心が高まりつつある。 

本稿では、こうした学生の成績評価をめぐる近年の政策動向やそれに対する教員や

学生等の見解を概観するとともに、そこで提起されている問題について明らかにする。 

本稿では、以下の理由により、大学に限定して考察することとする。フランスでは、

多様な種類の高等教育機関が存在する。修業年限３年以上の長期教育機関として大学

やグランゼコール、修業年限主として２年の短期高等教育機関として技術短期大学部

等である。それぞれ対象とする学生のプロフィールや提供する教育の目的・性格が異
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なっており、一律に論ずることは難しい。大学は最大規模の高等教育機関であり、学

生数が多く学生のプロフィールも多様である。それだけに、学生の成績評価や学習支

援をめぐる問題が集中的に現れていると考えられる。 

 

２．大学の質保証システムの特徴 

高等教育の質を保証するために、多様なシステムが設けられている。これらがそれ

ぞれの機能を果たすことにより、各高等教育機関の教育・研究活動の質を維持・向上

させる仕組みである。ここでは、主な質保証システムとして、学位授与システムと大

学評価システムについて概観する。 

 

2.1 学位授与システムの概要 

各大学が学位を授与するに際しては、高等教育・研究省(1)の認可を受ける必要があ

る。大きく捉えると、国と大学が交わす契約によって、学位授与が大学に認められる。

各大学は、契約期間の４年間に行う教育および研究活動の内容をまとめ、それに基づ

いて必要経費を高等教育・研究省に要求する。同省は、その内容について審査すると

ともに、大学側と詳細について調整を行う。最終的に両者で合意した内容を契約とし

てまとめ締結する。契約内容に基づいて補助金を各大学に交付するというものである

（夏目・大場、2010）。 

この契約内容に含まれる教育活動の一部として、学位授与が含まれる。つまり、ど

のような種類の課程を置き、どのような種類の教育を行うのか、修了認定の結果とし

てのどのような学位を授与するのかは、この契約を通じて確定する。このような方法

により、国と機関が契約の当事者として契約内容の遂行に責任を負うことを相互に確

認する仕組みになっている。 

各大学に認められる学位授与の期間は、契約の有効期間と同様に４年間である。各

機関は、４年ごとに契約更新の手続きをすることが必要になる。 

 

2.2 大学評価システム 

2.2.1 2006 年以前の評価システム 

フランスで大学評価の必要性が広く認識されるようになったのは、1980 年代以降の

ことである。著名な数学者による問題提起を受けて、政府は大学評価委員会（Comité 

national d'évaluation, CNE）を 1984 年に設置した。同委員会は各省庁から独立した

行政機関として位置づけられた。 

主に、各種高等教育機関の教育全体の評価を担当している。大学が高等教育・研究

省との間で交わす上述の契約に際して、大学評価委員会は長らく関与してこなかった

が、2000 年代に入り大学の教育・研究活動に関する評価結果を契約の内容に反映する
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ことが決定された。同委員会は、こうした各高等教育機関の活動内容についての評価

を行う傍ら、高等教育の重要テーマを定め、全国の大学の実態調査と評価を行ってき

た。政府の高等教育政策に反映させるべく、調査と評価の結果を報告書として公表し

てきた。 

一方、大学の研究活動に関する評価については、高等教育・研究省の科学・技術・

教育審査委員会（Mission Scientifique Technique et Pédagogique, MSTP）が担当し

てきた。大学の研究活動や大学院教育の評価を中心に、以下のような活動を行ってき

た。①大学等の研究室の研究活動に関する評価、②大学院課程（écoles doctorales）

の教育課程や活動状況の評価、③大学と高等教育・研究省間の契約内容の評価、④研

究助成金配分に関する提案、④博士教育・研究指導助成金の申請書の評価（夏目・大

場、2010）。 

 

2.2.2 2006 年以後の評価システム 

この両機関による大学評価システムに代えて、2006 年には新たな評価機関が設置さ

れた。「研究・高等教育評価庁」（Agence d'évaluation de la recherche et de 

l'enseignement supérieur, AERES）がそれである。CNE と MSTP、その他の機関を統合

し、機能・職員を引き継ぐ形で発足した。主な活動内容は、これまでと同様に各高等

教育機関およびその連合体の教育・研究活動に関する評価である（夏目・大場、2010

年）。 

訪問調査委員会（高等教育教員、行政官、社会・経済界の代表、学生等で構成され

る）が、高等教育機関を訪問し調査を行う。この調査では、各機関において聞き取り

調査を行う。訪問調査委員会が面接する対象は高等教育機関の連合体（Pôle de 

recherche et d'enseignement supérieur, PRES(2)）の総長、議決機関である管理評議

会の委員（地方議会の代表や学生代表を含む）、財政責任者、PRES を構成する大学・

グランゼコールの長・各種サービス部門の責任者、その他である。各機関は、訪問調

査委員会に対して、PRES に関する統計データをはじめ、PRES の活動報告書や自己評価

報告書等の書類を提出する。 

このうち、各高等教育機関による自己評価は、旧大学評価委員会が作成した「基準

書」（Livre des référence）に基づいて行う。この基準書は、各機関の教育方針、学

術研究方針、大学経営の３章で構成されており、各章に機関の果たすべき役割や実施

条件等が示されている。各機関は活動状況を、根拠資料とともに提出することになっ

ている。 

 

３．学習成果アセスメントの事例(3) 

3.1 学士課程在籍者に共通に求められる能力 
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大学在学中あるいは修了時の学生を対象として、修得した知識や能力の水準を全国

統一の基準や方法で測定・評価しようとするシステムは設けられていない。また、政

府の文書を見る限り、設置に向けた動きもこれまでのところみられない。 

ただし特定の能力については、共通の水準を設定しようという動きが以前から見ら

れ、一部はすでに全国的な評価・認定システムとなっている。その具体例として、情

報・インターネットに関する能力と外国語の能力をあげることができる。 

 

3.2 情報通信機器操作の能力 

情報通信機器操作に関する能力を評価・認定するために、「情報・インターネット

能力認定証」（certificat informatique et internet, C2i）と呼ばれる能力認定証

が設けられている。情報通信機器操作の能力は、高等教育機関で教育を受けたり修了

後に就職したりするうえで不可欠のものとみなされており、学生たちがこの能力を確

実に獲得できるようにするために、2002 年に創設された（初等中等教育レベルでも同

様の認定証（brevet informatique et internet, B2i）が設けられている）。認定証

はレベル１とレベル２があり、レベル１は学士課程の学生が対象で、課程修了までに

取得することとされている（実際には、大学入学後の早い段階に取得することが推奨

されている）。レベル２は修士課程の学生を対象としている（ Ministère de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche 2012）。 

取得のための試験は、各大学が行っている。筆記試験と実技試験からなっており、

筆記試験はオンライン上の多肢選択問題（45 分間）であり、自動採点で行われる（20

点満点）。実技試験は 40 点満点である。両試験とも 50％の得点で合格でき、合格者

には各高等教育機関から能力認定証が授与される。 

 

3.3 外国語能力証（un certificat de compétences en langues de l'enseignement 

supérieur, CLES） 

知識社会といわれる現在、諸外国との関係はますます重要になっているとの判断に

基づき、政府は外国語の能力の育成を重視している。学生の外国語の能力は、高等教

育全体、中でも大学においては不十分な状況にあり、事態改善の必要がかねてから指

摘されていた。高等教育・研究省は、2000 年５月 22 日付け省令により、外国語能力

証（CLES）を創設した。これにより、学生に外国語習得の意欲を持たせ、彼らの外国

語能力を高めることが期待されている。対象となるのは語学を専門としない学生であ

り、彼らが各専攻領域の勉学との関係で外国語を活用する能力を証明するものである。

将来的には、高等教育の学生全員に外国語能力証の取得を必修とし、さらに２種類の

外国語での取得を必修とすることが目標として掲げられている。 
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４．学生の学習の状況と学習成果アセスメント 

4.1 留年・中退の存在 

フランスの大学では、最初の１学年を中心に、学業不振のために上級学年に進級で

きない学生が多い。留年を繰り返して、やがて退学に追い込まれる学生も多い。この

ことは、高等教育での学生数の増加が指摘された 1980 年代から、ほぼ一貫して指摘さ

れてきた事実である。その理由の一つは、大学が開放制の入学システムを採用してい

ること、つまり後期中等教育の修了者＝バカロレア資格（後期中等教育修了と高等教

育入学基礎資格をあわせて認定する国家資格）の取得者に対して、原則として無選抜

での入学を認めてきたことである。理論的には、同資格取得者は高等教育での勉学に

耐えるだけの学力を有するはずであるけれども、必ずしも十分な学力を獲得できてい

ない学生も少なくないのが実情である。リセ（高校）普通教育課程は、高等教育学生

の伝統的なリクルート源であり、教育課程の面で高等教育と接続しているため、その

修了者（普通バカロレア取得者）には学業不振に陥る学生は少ない。一方、リセ技術

教育課程修了者（技術バカロレア取得者）や職業リセ修了者（職業バカロレア取得者）

の場合には、教育課程面での接続が十分に図られていないために、しばしば学業困難

に陥っている。 

 
＜１年目＞  ＜２年目＞  ＜３年目＞  ＜４年目＞ 
 
リサンス 
課程登録 
：100人 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

→ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・リサンス課程在

籍：77人 
第2学年：53人 
第1学年：24人 
 
 
・大学以外に転学 

IUT/STS：9人 
その他： 8人 

・離学：   6人 

 
 

→ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・リサンス課程在

籍：67人 
第3学年：43人 
第1/2学年：24人 
 
 
・大学以外に転学 

IUT/STS：11人 
その他： 11人 

・離学：   11人 

 
 

→ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・修士課程在籍 
：33人 

・リサンス課程在籍 
：28人 
第3学年：21人 
第1/2年：7人 

・大学以外に転学 
：19人 

・離学：20人（修了
証未取得:6人） 

 
図２－１．大学進学のバカロレア取得者（2002 年度）の進級状況 

【出典】Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 2010, L'état de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche no.4 édition 2010, p.41. 

 
【注】図２－１は、リサンス課程登録（＝入学）後１年ごとの進級や進路変更の状況を示した

ものである。リサンス課程登録（＝入学）した者を 100 人とした場合の各進路の分布状

況を示している。 

 

図２－１は、大学リサンス課程に入学したバカロレア取得者が、その後にどのよう

な状況にあるか、その概要を示したものである。これによると、大学進学後２年目に

大学同課程に在籍継続の者は入学者全体の 77％（うち 24％が留年）であり、17％は他

機関に転学している。さらに６％が離学（退学）している。学年を追うごとに、大学
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に在籍し続ける学生は減少し、転学や離学する者が増えてくる。４年目をみると、順

調に修士課程に進んだ者は入学者全体の 33％にとどまり、リサンス課程で留年してい

る者が 28％、修了証未取得のままに離学（＝中退）した者は６％という結果になる。

大学で順調に進級することが難しいことが、確認できる。 

このような状況は、進学先としての魅力を疑問視させかねない。表２－１は、バカ

ロレア取得者の進学先を示したものである。 これをみると、2008 年度の取得者は 1996

年度の取得者に比べて、大学に進学する者の割合が低下している。大学が進学先とし

て敬遠されている可能性がある。少なくとも、積極的に選択されていないことが窺わ

れる。 

表２－１．バカロレア取得者の進学先 

 

バカロレア取得者 

バカロレアの種類別 

普通バカロレア 技術バカロレア 職業バカロレア 

  年 
2008 

  年 
1996 

  年 
2008 

 年 
1996 

  年 
2008 

 年 
1996 

  年 
2008 

 年 
1996 

 
大学 

１学年 
歯薬系 

CPGE 
技術短期大学部 
STS 
その他 

小計：高等教育進学 
高等教育以外進学 
非進学 

   % 
31 

  24 
   7 
8 
9 
23 
14 
85 
4 
11 

   % 
40 

  36 
   4 
8 
9 
21 
7 
85 
3 
12 

   % 
46 

  35 
  11 
13 
11 
8 
17 
95 
2 
3 

   % 
56 

  50 
   6 
12 
10 
9 
9 
96 
2 
2 

   % 
13 

  12 
   1 
2 
10 
46 
14 
85 
4 
11 

   % 
20 

   9 
   1 
1 
11 
49 
6 
87 
4 
9 

   % 
5 

   5 
   - 
- 
1 
39 
2 
47 
8 
45 

   % 
6 

   6 
   - 
- 
1 
21 
2 
29 
8 
63 

合計 100 100 100 100 100 100 100 100 

【出典】Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 2010, 

"Que deviennent les bacheliers après leur bac ? Choix d’orientation et entrée dans 

l’enseignement supérieurdes bacheliers 2008, Note d'information,10.06, p.2 

【注】CPGE はグランゼコール準備級、STS は上級テクニシャン養成課程の略。 

 

4.2 学生の成績評価をめぐる状況 

学生の修得した知識や能力の水準を、全国的に統一した基準や方法で測定・評価す

るシステムは整備されていないとはいえ、個別大学ではもちろん学生の学習成果に対

する評価は行われている。もっとも一般的なのは、各セメスターで履修した科目ごと

の評価である。この評価の結果によって、上級学年への進級や、課程修了・修了証の

授与が決定される。 

学生の成績評価の重要性は改めて指摘するまでもない。たんに単位を取得して修了

することだけを目的にするのであればともかく、修了後の社会生活や職業生活で一定
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の成果を得ようとすれば、大学でそれなりの知識や技能を習得することが必要になる。

青年の失業率が高い水準で推移しているフランスにあって、大学修了者でも就職困難

を余儀なくされている現状では、学生も学習成果について意識的にならざるを得ない。

各セメスターごとに行われる成績評価についても同様である。学生にとっては、上級

学年・上級課程への進級やより有利な就職先確保にかかわる重要問題である。 

大学修了者を雇用する側にとっても事情は同じである。たとえば、代表的な経営者

団体であるフランス企業運動連合（MEDEF）は、学生の成績評価に関して、修得したコ

ンピテンス・知識の認定にかかわる問題であり、リサンス改革の核心をなす問題と位

置づけて、そのあり方に関心を示している（MEDEF，2011）。 

しかし、多くの大学では、成績評価をめぐる実態は、必ずしも学生の切実な要求に

こたえる状況になっていない。大学の成績評価の実態について調査した教育行政視学

官は、その実態についてきわめて問題の多い状況を的確に指摘している(4)。 

成績評価をめぐる各大学の実態を踏まえて、最大の学生団体である全仏学生連盟

（Union Nationale des Etudiants de France, 以下、UNEF と略）は、以下のように

指摘する。ボローニャプロセスに伴う改革の一環として、全国的な学位取得に関する

規制が 2002 年に廃止され、教育課程等の編成は大学の裁量に委ねられることになっ

た。試験方法は、外部からは見えにくく、非公正であり、全体として大学間で不平等

が発生していると述べる（UNEF，2011）。そのうえで、成績評価について以下のよう

に指摘している。 

「試験の実施様式の選択は、技術的な論争点にとどまらず、学生の学業成功にと

って決定的に重要である。評価はしばしば事務的な作業課題と見なされている

が、実際には学生の教育にとって重要である。評価方法が適切であるかどうかは

教育の質に関わる。にもかかわらず、大学の現行の試験方法は、学生全体の水準

やコンピテンスを考慮していない。また、学業成功に向けて学生が成長すること

を支援するものになっていない。」（UNEF，2011） 

 

4.3 学生の成績評価をめぐる論点 

学生の成績評価の実施形態・方法をめぐっては、大学関係者の間で必ずしも合意が

形成されているわけではない。むしろ、いくつかの点で見解が分かれ、しばしば論争

になっている。主な論点をみると、以下のようなものである。 

 

4.3.1 「科目間得点調整」の是非について 

各大学の学士課程の各セメスターでは、各専攻領域ともいくつかの科目群（unité 

d'enseignement, UE）が置かれている。科目群には関連する複数の科目が含まれてい

る。科目群の履修は、科目群を構成する科目で合格点を取得することにより認定され
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る。必ずしも全科目で平均点を取得できなくてもよく、科目群全体で平均点を取れば、

科目群としての単位が認定される。場合によっては、同一セメスター内の他の科目群

との間で平均点に達することで、単位認定される場合もある。さらに、学士課程では、

同一学年内であればセメスターが異なっていても、平均点として認められる場合もあ

る。これらの措置は「科目間得点調整」（compensation）と呼ばれる。 

この科目間得点調整をめぐって、意見は分かれている。UNEF は、この問題について

以下のような見解を示している。 

年間での科目間得点調整の廃止を決定する大学も増えている。合格最低点を導入す

るのと同じで、教育の質を担保する手段と見なしている。しかし、学位は、学生にと

っては資格への接近を可能にする知識やスキル全体の習得をカバーするものである。

評価の様式は、同じ原則に対応すべきであり、学生の全体的水準および学年全体を通

じた進歩を考慮すべきである。年間での科目間得点調整は、評価を学生の進歩に役立

つ手段にするための不可欠な条件の一つという（UNEF，2011）。 

最大規模の教員団体 SNESUP の立場はやや微妙である。ボローニャプロセスによる

改革とともに成績評価に関する規則の制定が各大学の裁量に委ねらるようになったた

めに、成績評価の方法は大学によってかなり多様化していることを指摘している

（SNESUP，2011）。換言すれば、大学によっては科目間得点調整を採用していないこ

とを示唆している。しかし、科目間得点調整の是非については言及を避けている。 

経営者団体の立場は、科目間得点調整に対して厳しい姿勢を示している。MEDEF は、

学習成果の認定の方法にはとりわけ慎重を期することが必要であるという。科目間得

点調整の実践は（教育評価の）欠陥を覆い隠すものであり、修了証や認定証の価値を

低下させる。結果的に、大学が授与するすべての認定証を辱めることにつながると指

摘する（MEDEF，2011）。 

別の経営者団体である UIMM も、ほぼ同様の立場である。科目間得点調整の結果を

「危険」と断ずる。仮に科目間得点調整を認める場合にも、同一単位内、あるいは一

貫性を保てる単位群の間で行うにとどめるべきであるという（UIMM，2011）。 

仮に留年する学生を増加させることにつながるとしても、成績評価を厳格にする必

要があるという立場と、留年が同じことの繰り返しで時間の浪費になりかねないとし

て、これを回避すること、科目間得点調整は回避するための一手段であり、これを認

めるべきとの立場の２つがある。つまり、成績評価の厳格化をめぐる見解の相違ない

し対立がみられるのである。 

 

4.3.2 合格最低点の設定について 

合格最低点（note éliminatoire）についても同様に意見が分かれる。合格最低点

の点数は大学や学部（UFR）によって異なり、20 点満点で７点であったり８点であっ
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たりする。理系は５点という場合もある。全教科の平均点が 10 点以上の場合でも、合

格最低点以下しか得点できない科目が一つでもあれば科目間成績調整が認められない

システムである。 

UNEF は、合格最低点の設定に批判的立場をとっている。大学間の競争が強化される

状況のなかで、大学は学生全体の学力水準を一定に保つことを重視し、そのために学

業不振の学生に対しては厳しい措置をとろうとしているという。「失敗による選抜」

（sélection par l'échec）、つまり学業不振に陥った学生を排除するための手段とし

て試験規則を活用しているとして批判する（UNEF，2011）。 

一方、経営者団体の UIMM は、科目間得点調整で見せた厳しい姿勢を一貫させて、

合格最低点についてもこれを設けるべきとの立場を鮮明にしている。 

 

4.3.3 継続評価の実施について 

上記のように、科目間得点調整の採用や合格最低点の設定については見解の相違・

対立がみられた。しかし、合意が成立している面もある。継続評価（contrôle continue）

である。これは、期末の試験という多くの大学で一般的になっている方法とは異なり、

多様な方法を組み合わせること、しかもセメスターの全期間を通じて時間をかけて学

生の知識・能力の獲得状況を評価しようとする方法である。これについては、多くの

団体が実施すべきとの立場をとっている。UIMM は、継続評価は教育的な観点からも、

学生の指導をていねいに行う点からも、確かに好ましいとしている（UIMM，2011）。 

 

4.4 学士課程改革（2007 年）後の学生の成績評価をめぐる状況 

教育行政視学局は 2007 年改革の実施状況調査を実施するとともに、その報告書を

2010 年７月に高等教育・研究大臣宛に提出した。報告書は、５章構成となっており、

そのうち１章を学生の成績評価の実施状況に充てている。そこでは、主要大学におけ

る学生評価の実施状況とその問題点を明らかにしている（Inspection générale de 

l'administration de l'éducation nationale et de la recherché，2010）。 

教育行政視学局によれば、調査対象大学では、期末試験ばかりでなく継続評価も採

用されるようになっている。その方法は大学や専攻領域により多様である。たとえば、

レポート、特定テーマに関する文献リストの作成とコメント、小論文作成、実験、多

肢選択テスト等である。複数の方法を用いたり、期末試験とセットで実施する場合も

ある。 

継続評価の採用状況も多様である。大学本部から継続評価を採用する方針を全学部

に伝えて、実施を支援する方策も提示している大学もある（ポー、ルーアン、アビニ

ョン、ラ・ロシェル、エクス・マルセイユ、パリ第１、ニースの各大学）。継続評価

がなじみにくい特性の学生（高度スポーツ系学部の学生や社会人学生等）を除いて、
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実施率の目標を定めている大学もある。 

全体としてみると、継続評価を実施している大学は必ずしも多くない。学部による

ばらつきがみられる大学もある。とくに学生が多い学部では、継続評価実施に伴う作

業（評価実施の広報、教室の確保、試験監督、採点）が膨大になるため、実施に積極

的になれない場合もある。学生の方も、評価を何度も繰り返すことにより、結果的に

授業時間数が減るとして抵抗があるという。 

継続評価に関する評価も多様である。メリットとしては、以下のようなものが指摘

されている。１）学業不振に陥りやすい学生の早期発見になること、２）学生の規則

正しい学習を促すことができる、３）授業に真面目に取り組むように学生を促すこと

ができる、４）授業を欠席する学生を減らすことができる、５）担当教員との面談を

行いやすくなる、ことなどである。 

一方、デメリットも指摘されている。①評価を複数回実施することによる財政上の

負担（特に人件費）が大きい、②最終試験の方が客観的な評価ができる、③複数回の

評価を行う場合には、最初に高得点を得ると学生が安心して以後学習しなくなる（そ

のため、毎回の評価結果を学年末まで公表しない大学もある）、④反対に、学生がつ

ねに勉学の圧力にさらされる、⑤セメスター間での科目間得点調整を実施することが

困難になる（学生の反応がよくない）等である。 

 

５．学習成果アセスメントのインパクト 

5.1 2007 年以降の学士課程改革(5) 

後期中等教育の修了は、本来、普通教育に関して、大学での勉学に耐えうる水準に

到達したことを意味する。しかし、それが必ずしもその通りになっていない。中等教

育の拡大政策により後期中等教育で生徒の学力の多様化が進み、結果的に所定の水準

には到達しない者が増加している。こうした事態を前に、政府はこれまでに多様な施

策を講じてきた。 

高等教育・研究省は、学士課程の改革案を独自にまとめて、2007 年 12 月に発表し

ている。その一つは、「学士課程成功のための複数年計画」（Plan pluri-annuel pour 

la réussite en licence）である。同計画では、新たな政策目標として、以下の３項

目を掲げている。 

1. 第１学年の留年・退学・進路変更の学生を、５年間で半減させる。 

2. 学士学位を、進学と就職をともに保証する国家学位にする。 

3. 学士学位取得者を同一年齢層の 50％にする。 

それを具体化すべく、学士課程の改革内容について、知識・コンピテンスの漸進的

な習得を掲げ、学士取得者に「教育サプリメント」（supplément qualitatif de 

formation）を保障すること、教育と成績評価について全国のすべての学生に公正さと
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調和を保障すること、学生の多様性を配慮して「教育的な指導」（l'encadrement 

pédagogique）を強化することなどを掲げている。同時に、改革を担保するために、2008

～2012 年の５年間で７億 3,000 万ユーロの予算措置を講ずることを表明していた。高

等教育・研究省が打ち出した具体的な改革施策のうち、各学年の教育のあり方に関す

るものは以下のとおりである。 

まず、第１学年の教育について、同学年を「基礎学年」として位置づけ、以下の施

策を講ずる。 

①文化的・社会的な不平等と戦うための知識の獲得 

基本的知識（自然科学、法律、経済等）の習得を重視すること、複合領域の教

育を促進すること、それを通じて、学生の知識の範囲を拡大すること等をめざす。 

②就職と進学を準備するためのコンピテンスの強化 

外国語、情報・コミュニケーション、学習方法（自習、文献検索、批判的読書

等）、表現能力（口頭・筆記）の能力を高める。 

③入学前および入学後の学生に対する教育的指導の強化 

入学前の指導としては、大学教育に関する学生の理解を促進するために、高校

生が大学入学前に大学関係者と面会したり、各種の文献資料にアクセスできるよ

うにする。さらに、学生が大学との間で「学業成功契約」（Contrat de réussite）

を結ぶ。これにより、大学での教育・勉学を成功させるために、大学と学生が双

方の役割と責任を明確にするとともに、その達成のために相互に努力することを

促す。学業成績の結果に基づいて、大学は学生に対して定期的に指導を行う。学

業困難な学生に対しては、特別指導の受講を義務づけることなどが盛り込まれて

いる。くわえて、チュータによる指導を重視する。これは上級生、とくに修士課

程の学生が担当するものであり、第１学年の学生に大学での学習を支援すること

を目的としている。すでに、1990 年代から実施されており、これをさらに拡充し

ようという方針である。 

その他、ICT 活用、補講なども盛り込まれている。さらには、学生の学業不振を招

く要因の一つになっていると思われる大教室での授業の制限を打ち出している。学生

に個人の将来計画を立案させることも盛り込まれている。 

第２学年については、「基礎固めの学年」と位置づけて、以下のような施策を行う。 

1) 特別指導の実施：第１学年における学習成果の評価結果に基づいて実施。 

2) 外国語の習得 

3) 専門教育の強化 

4) 職業の世界の理解：セミナー、フォーラム、企業派遣チューターによる指導 

5) 学生の将来計画に関する継続的指導 

第３学年については、学生の計画に沿って専門教育の学年として位置づける。 
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a. 専門的知識の深化 

b. 就職試験課による支援：教育チームと連携して一般社会との接触の促進 

c. 外国語の習得 

d. 職業世界接触の強化 

正規教育課程として、行政機関、教育機関、企業、NPO 等でのインターンシ

ップを全学生に１回以上実施 

全学年に共通するものとして、以下のような措置を講ずる。 

・補習セメスターを実施： 

学業困難に陥っているバカロレア取得者の指導を行ったり、通常の学士課程

から短期高等教育機関への進路変更を可能にする。 

・上記の進路変更を容易にするための調整クラスを設置する。 

通常の学士課程で学業不振に陥っている学生を技術短期大学部（IUT）、上級

テクニシャン養成課程（STS）で収容定員に余裕のあるクラスに進路変更をさせ

る。両機関にセメスター制を導入する。 

・通常の学士課程の学生に対しても職業学士課程を開放する。 

職業学士（licence professionnelle）課程は、課程修了後の就職を促進する

ために、12～16 週間の企業実習を含む職業志向の教育を行っている。短期高等

教育機関（修業年限２年）の修了者を主たる対象に、第３学年の教育を行って

いる。これを通常の学士課程の学生にも開放する。 

 

5.2 第１期リサンス改革に関する論点：各方面の反応 

高等教育・研究省は、リサンス継続調査委員会を設置している。これは、リサンス

改革の進行状況を継続的に調査し、全国の大学における実施状況を確認しつつ、その

改善につなげることを目的とする措置である。この委員会は、リサンス改革に関する

各関係団体と個別に面談して、改革の内容や進め方等に関して意見・改善提言を聴取

している(6)。この場では、多くの問題が取り上げられているが、ここでは以下の点に

ついて、各団体の見解の内容と論点を整理してみよう。①リサンス学位の参照基準、

②学生の学習支援方策、③学生の就職支援の３点である。 

 

5.2.1 リサンス学位の参照基準 

教職員団体の一つである高等教育・研究自治組合（Fédération Nationale des 

Syndicats Autonomes de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, Autonome SUP）

は、参照基準設定の必要性を主張している。同組合によれば、フランスの大学制度の

特徴は教育の仕組みがわかりにくい点にあるが、ボローニャプロセスに伴う改革によ

りその傾向はさらに顕著になっていると指摘する。学生と社会的・経済的パートナー
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にとって見えやすいものにすることが必要であるという（Autonome SUP，2011）。 

経営者団体である UIMM は、参照基準設定の必要性を認めつつも、それだけでは不

十分であるという。学位制度のわかりにくさを指摘しつつ、学生が達成すべき学習成

果を明示するとともに、その達成状況をベースにして修了証を授与する方法を奨励す

べきという（UIMM，2011）。その一方で、学位の内容のわかりやすさ、統一性を担保

すること以上に、企業側の要望を取り入れて教育内容を柔軟に編成する必要性につい

ても主張している。 

「同じ専門領域の修了証の証明する教育内容や学生の獲得能力が大学によって異

なっていたとしても、企業にとっては大した問題ではない。それよりも、柔軟性を

もって大学の環境を考慮したり職業人と対話したりしながら、教育を構築する能力

を大学責任者がもつことがより重要である。」（UIMM，2011） 

 

5.2.2 学生の学習支援方策 

学生の学習支援について、UNEF は「教育の個別化」（individualisation de la 

pédagogie）や学生の追跡指導を実施することを要求している。この方策により、就学

期間全体を通じて継続的に指導を行うこと、とくに学業不振に陥っている学生を早期

に発見し指導すること、彼らを学業成功へと導くことができるという。第１学年で多

く見られる大教室での多人数講義をなくすこと、上級学年や修士課程で採用されてい

る少人数指導を、第１学年でこそ実現することを要求している（UNEF，2011）。 

大規模教室での授業を制限すべきであるという見解は、教員団体からも提出されて

いる。SNESUP は、多人数講義と実験・実習の比率を定めることにより、多人数授業の

減少と少人数指導の時間数の確保を図るべきだと主張している（SNESUP，2011）。 

学生の学習支援をよりていねいに、より効果的に実施しようとすれば、少人数指導

が必要になるという点では、関係者の間で意見の相違はみられない。 

 

5.2.3 学生の就職支援 

学生の就職支援は、高等教育・研究省がリサンス改革にあたりもっとも重視した施

策の一つである。2007 年に成立した「大学の自由と責任法」（2007 年８月 10 日付け

法律）においても、大学の基本的使命の一つとして、学生の就職支援が掲げられてい

る（さらに、高等教育所管局の名称を、「高等教育総局」（Direction générale de 

l'enseigement supérieur）から、「高等教育・就職局」（Direction générale pour 

l'enseigement supérieur et d'insertion professionnelle）へと変更している）。

この点での取組を強化することについても、各団体ともほぼ同一見解を示している。 

 

６．大学教育改革におけるインパクト：第２期リサンス改革（2011-12 年） 
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高等教育・研究省は、第１期のリサンス改革について、多くのアクターの取組を促

し、学生の注意を喚起したり革新的な実践を生み出すことにつながったと積極的に評

価した。そのうえで、2011-12 年度を改革の第２期として実施すべく、改革案の内容

を検討してきた。その検討結果に基づいて、新たな施策の概要を 2011 年６月に発表す

るとともに、８月に省令（2011 年８月１日付け）によりその内容を定めた(7)。 

新たな施策の目標は、①アカデミックな要求水準の引き上げ、②職業準備的性格の

強化、③学生の多様性に配慮した教育内容の提供、の３点である。この３目標を具体

化する内容は以下のようなものである。 

 

6.1 学生の成績評価 

成績の科目間得点調整については、継続することになった（同省令第 15 条及び第

16 条）。実施方法の詳細については、各大学の管理評議会（学内における諸問題に関

する議決機関）および教育・学生生活評議会（教育・学生支援問題に関して審議し管

理評議会に提案する）が決定する（同省令第 16 条）。また、合格最低点や追試につい

ても、引き続き採用される（同省令第 16 条、17 条）。この点では、学生の要求に沿

った内容になった。 

さらに、成績評価の方法については、継続評価、期末試験、両者の組合せとするこ

とが規定された。なかでも継続評価は、リサンス課程全体を通じて優先的に実施する

こととされ、その評価結果を学生に定期的に通知すること、とくに学生が求める場合

には答案等をも提示することが規定された（同省令第 11 条）。 

 

6.2 リサンス課程・学位の参照基準の設定 

第２期リサンス改革においてもっとも注目されるのは、専攻領域ごとに学位の参照

基準の設定を決定した点である。参照基準は設定後も５年ごとにリサンス継続調査委

員会等の審査を受け、内容の見直しを行うことになった。参照基準では各専攻領域に

全国共通の目的が設定され、リサンス学位はこの目的に沿って内容を決定する。とく

にリサンス課程修了者（＝学位取得者）が獲得すべきコンピテンス（専攻領域に関す

るもの、言語能力、他領域科目に関するもの、職業準備に関するもの）を明記するこ

ととなった（同省令第３条）。 

 

6.3 授業時間数の増加 

リサンス課程で提供される教育の総授業時間数についても規定され、３年間の授業

時間総数を 1,500 時間以上とすることが規定された。 

ボローニャプロセスに伴う改革以前の 1997 年省令では、当時の大学における「第

１期課程」（最初の２年間の課程）と第２期課程（次の２年間の課程。通算で第３学
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年と第４学年）について、それぞれ専攻領域ごとに授業時間数が規定されていた。し

かし、同改革以後はリサンス課程３年間の授業時間数に関する全国基準が設けられて

いなかった。そのため、大学や専攻領域により時間数にはかなりのばらつきが生じる

結果となっていた（表２－２）。 

 

表２－２．学士課程各専攻領域の総授業時間数（３年間） 
（単位：時間） 

 
専攻領域 

2002年以降の状況 2002年以前の状況 
（省令による規定） 

 最少   最大    平均 

芸術、人文、言語 
人文・社会科学 
法律、経済、経営 
科学、工学、保健 
身体・スポーツ活動科学技術 

1,200   1,824   1,432 
1,200   1,824   1,432 
1,200   1,850   1,548 
1,200   2,180   1,745 
1,200   2,180   1,745 

1,270 
1,270 
1,500 
1,510 
1,750 

【出典】Ministere de l'enseignement superieur et de la recherche, 2011, "Dossier de 

presse, La Nouvelle Licence, 22 juin 2011" 

【注】2002 年以降は、LMD への移行後の現状。2002 年以前の数値は、1997 年の省令による規

定で、最初の３年間の合計の授業時間数。 

 

とくに、芸術、人文、言語、人文・社会科学は、他の専攻領域と比べて時間数が少

ない。75％の大学が、総授業時間数で 1,500 時間以下になっている（身体・スポーツ

活動科学技術では、その割合は 8.1％にすぎない）。時間数が確保されない限り、教

育の質や学生の学習成果を確保することは難しいという判断が示された形になった。

しかも、1,500 時間という数値は、芸術、人文、言語、人文・社会科学では、LMD 移行

前の３年間の授業時間数よりも多めに設定されている。 

 

７．まとめ 

フランスでは、大学に入学したものの学業不振に陥り、留年や中退を余儀なくされ

る学生が多いことが、かねてより指摘されてきた。その背景には、後期中等教育技術・

職業系コースと大学との接続が教育課程面で図られておらず、同コース出身学生が学

業困難に陥りやすいという事情がある。大学教育のあり方自体にも問題はあり、歴代

政府はその対策を高等教育政策の優先課題に位置づけてきた。 

その一環として、最近では成績評価のあり方が問われている。成績評価は、学生の

学業の成否にかかわるとともに、教育の質を測定する重要な指標にもなり得る重要な

事項である。長年の慣行によって行われており、成績評価の見直しは大学関係者の間

ではとくに重要課題として意識されてこなかった。 

高等教育・研究省の側の働きかけの影響もあり、成績評価に対する認識は変化しつ
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つある。その一つの契機は、高等教育・研究省による学士課程改革であり、それを進

めるための大学関係の各団体との意見交換である。 

意見交換では、成績評価について教員団体、学生団体、経営者団体から改革の提言

が提出された。継続評価にみられる一定時間をかけて多様な方法を用いて丁寧に学生

の学習成績を評価することでは意見の一致を見た。その一方で、成績評価の厳格化に

かかわる科目間得点調整や合格最低点の扱いをめぐっては意見の対立がみられた。 

その一方で、政府が進めている学士課程改革の第２弾では、2011 年８月 11 日付け

省令により、科目間得点調整の採用と合格最低点の不採用という形で一定の決着がつ

けられた。学位取得に必要な水準に達したかどうかを不明確にするものとして経営者

団体から提出されていた反対意見を退け、学生側の意見に沿った形になった。依然と

して多い留年や中退をこれ以上増やさないためには必要と判断された結果と見ること

もできるが、厳格さという点では課題を残す結果になったと言える。 

改革では、留年や中退を増やさないために多様な施策も盛り込まれた。その一つは、

学位の参照基準の設定である。大学学位の国家学位としての質を保証するための措置

である。大学側がカリキュラムを確定したり、成績評価をより客観的な基準に基づい

て行うための一つの手段になり得る。学生にとっても、何をどの程度学習すべきかの

参考になる。その意味では、学業成績のあり方を巡る問題は、学士課程改革の中核に

位置する重要問題とみることができる。 

さらに改革では、幅広い施策を通じて学生の学習を支援しようとしている。改革を

進めるために、高等教育・研究省は専門家による委員会を設置し、全国の実施状況を

恒常的に調査している。教員、学生、経営者団体等、高等教育のあり方・質に直接に

かかわる人々から実情や改善に関して意見を聴取し、改革の進行状況をチェックした

り、次の改革提案に反映させたりしている。その意味では、学士課程改革を実質のあ

るものにするためには、多くの点での多様な施策が必要であることを示しているとみ

ることもできる。 

 

［注］ 

(1) 高等教育担当省庁の名称は、政権や時期により、しばしば変更されている。煩雑さを

避けるため、本稿では「高等教育・研究省」（Ministère de l'Enseignement supérieur 

et de la Recherche）で統一している。 

(2) Pôle de recherche et d'enseignement supérieur(PRES)とは、近隣の大学やグラン

ゼコール等が連携して組織する高等教育・研究機関の連合体である。国際競争力向上

の観点から政府が 2006 年に打ち出した政策であり、有力大学を中心に全国各地で組

織化が進められている。 

(3) この項は、夏目（2009）の内容と重複することをお断りする。 
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(4) 教育行政視学官の報告で示された大学の成績評価の実態については、夏目（2009）を

参照。 

(5) 2007 年のリサンス改革については、以下に拠った。 

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, 2007, "Plan 

pluriannuel pour la réussite en licence Document d'orientation". 

(6) 高等教育・研究省は、リサンス改革第２弾の内容を検討するにあたり、高等教育関係

の各団体との個別会談を通じて意見を聴取している。その内容については、以下の資

料に拠った。 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid55536/plan-pluriannuel-pour

-la-reussite-en-licence.html, 2012.01.07. 

(7) 高等教育・研究省によるリサンス改革と 2011 年８月１日付け省令は、それぞれ以下

に拠った。 

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,2011, "La Nouvelle 

Licence", Bulletin officiel no.30 du 25 août 2011, Arrêté du 1-8-2011. 
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