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1. はじめに 

 

 私の派遣されたストラスブール研究連絡センターは、ストラスブール大学の所有する日仏大学

会館にその居を構えている。ストラスブール大学はフランス東部、ライン川を挟みドイツとの境

目であるアルザス地方に位置し、１６３１年にその教育を初め、現在は学生数４万人を超える総

合大学である。私が２０１９年に派遣される前の日本では、大学医学部の不正入試のニュースが

世間を賑わせていたこともあり、フランスではどのような大学入試が行われ、どのような高等教

育がなされているのか興味を持った。また大学といっても様々な学部があるため、大まかな高等

教育を概説した上で、ストラスブール大学は私が幼少期に伝記で読んだ医師アルベルト・シュバ

イツアーの母校でもあるということでもあり、医学部について調査を行いたいと思う。私はスト

ラスブールに派遣される前はフランスについて大した知識もなく、フランスの高等教育について

もきちんとした理解を持たずにフランスに渡っている。概説的な大学の組織や高等教育について

の理解があれば、仕事上、相手を理解することにとても有益であっただろうと反省している。こ

の報告書は私の反省をいかし、私の後に続く国際協力員が一読してフランスとフランスの高等教

育についてのイメージを作る一助になればと思い作成している。 
 
 

2．フランスの国情について 

 
 まずはフランスという国がどのような国であるのかを確認したいと思う。フランスの基本的な

情報を押さえた上で、高等教育について知識を深めたい。 
（以下、出典「株式会社アドスリー：フランスの科学技術情勢 大学再編とシステム改革による

イノベーションへの挑戦」より ） 

 
正式名称：フランス共和国（République française） 
国土面積：６３２，８３４k ㎡（うち本土面積：５５１，６９５k ㎡） 

※日本の約１．５倍 
国土の大半は穏やかな丘陵地や平野で、国土の６０％が海抜２５０メートル以下の平

地。温暖な気候を有し、西欧諸国最大規模の農業国となっている。 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典：フランス・ツーリズム旅行情報局 1） 
 

人口：６６９３万人（２０１９年１月１日国立統計経済研究所） 
※イギリス６６０５万人、ドイツ８２７１万人、イタリア６０５９万人、 
スペイン４６３３万人 
フランスの人口は、イギリスとほぼ同じである。 

 
民族：フランス本土では、ケルト人・ラテン人・ゲルマン系フランク人などの混成民族であるフ

ランス人が大半を占める。本土ではブルターニュ地方、バスク地方、アルザス地方には独

特の言語、風習、文化が残る。コルシカ島はイタリアに近いコルシカ系住民が中心である。

一方、西インド諸島やポリネシアの海外県や海外領土では、非白人住民が多い。また、戦

後の移民受け入れ政策のため、イスラム系住民も人口の約８．５％を占めている。 
 
言語：１９９２年からフランス語が唯一の公用語。ただし、オック語、ピカルディ語などのロマ

ンス語系の地域語が存在するほか、ブルターニュ地方ではケルト系のブルトン語、アルザ

ス地方ではアルザス語、北部フランドル・フランセーズではフランス・フラマン語、コル

シカではコルシカ語、海外県や海外領土ではクレオール諸語など７７の地域語があるが、

日常語として話す人口は減少している。 
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宗教： 

最大宗教はカトリック教であるが近年熱心な信者は減少傾向にあると言われている。近年イス

ラム系住民が増加してきており、公共の場での無宗教主義の確保がイスラム系住民との共存のた

めの課題となっている。 
 
地方行政区分と主要都市： 
フランスは１７の地域圏に分かれ本土に１３、海外に４つの地域圏がある。本土の地域圏の下

に現在９６の県がある。さらにその下に市町村レベルにあたる行政単位（コミューン）は、フラ

ンス全土で３万５３５７ある。なお、地域圏とは必ずしも一致していないが、全国を１７に分け

て「地域アカデミー」という学区が置かれており、学区の長が国の出先として教育行政を管轄し

ている。 
首都はパリ。人口は約２２４万人（パリを中心とした地域県であるイル・ド・フランスで約１

２００万人）である。パリは政治、商業および文化の中心地であるが、パリを含むイル・ド・フラ

ンスとして都市計画などが立てられることが多い。次に人口が大きいのはマルセイユの約８５万

人（都市圏で約１７０万人）、続いてリヨンの約５０万人（都市圏で約２２０万人）、トゥールー

ズの約４５万人（都市圏で約１３０万人）であり、パリへの一極集中が目立つ。 
 
現政治体制－第五共和制： 
フランスでは、第二次世界大戦後制定された第四共和国憲法の下で小党が分立して不安定な政

府が連続したため、１９５８年１０月に公布された新たな憲法に基づいて、議院内閣制をとりな

がらも大統領権限が大幅に強化された第五共和制が採用された。 
 第四共和制で形式的・儀礼的な権限しか持たなかった大統領は、第五共和制では議会解散権、

首相・閣僚任免権、条約批准権などの権限を有することになった。このように第五共和制は、大

統領に大きな権限を付与しており、「大統領制的議院内閣制」とも呼ばれる。 
 現在の大統領の任期は５年で（連続した任期は２期１０年まで）、直接普通選挙によって選出さ

れる。大統領は首相を任命し、首相の提案に基づいて大臣等を任命する。また、大統領は閣議を

主宰し、法律を公布するほか、軍隊の長を務める。一方、首相は政府の活動を指揮し、政府は国

政を決定し、遂行する。首相は国会の両院に対して責任を負う。 
 なお、第五共和制において、大統領と対立関係にある政党が議会で多数派を占め、その政党か

ら首相が選出される状態、コンビタシオン（conhabitation：共存）がたびたび生じた。これは大

統領が首相の任免権を持つが、同時に議会も首相の信任・不信任権を持つことになる。大統領と

首相の属する二つの政党イデオロギー、支持層からの要求、政治信念および性格などによって、

両者の間で抑制と均衡が効果的に機能する場合もあれば、確執から国家の運営に大きな支障をき

たす場合もある。このような事態を緩和するため大統領任期を７年から５年に短縮し、大統領選

の直後に国民議会選挙を行うよう２０００年９月に憲法改正が行われた。参考として、第五共和

制下での歴代大統領名と就任期間を整理しておく。 
 



表１ 第五共和制下での歴代大統領 
大統領名（臨時代理を除く） 就任期間 
シャルル・ド・ゴール １９５９年１月～１９６９年４月 
ジョルジュ・ポンピドゥー １９６９年６月～１９７４年４月 
ヴァレリー・ジスカール・デスタン １９７４年５月～１９８１年５月 
フランソワ・ミッテラン １９８１年５月～１９９５年５月 
ジャック・シラク １９９５年５月～２００７年５月 
ニコラ・サルコジ ２００７年５月～２０１２年５月 
フランソワ・オランド ２０１２年５月～２０１７年５月 
エマニュエル・マクロン ２０１７年５月～（現役） 

 
国会： 

フランスの国会は、国民議会と上院の両院制をとっている。国民議会はブルボン宮殿を議事堂

とし、上院はリュクサンブール宮殿を議事堂としている。 
 国民議会には、国民議会のみが有する政府の信任・不信任の権限があり、また、国民議会が上

院に優越する権限として、予算法案の審議権や両院不一致の場合における最終議決権（憲法改正

を除く）がある。 
 国民議会の総定数は５７７名で、本土から５３９名、海外県・海外領土から２７名、在外フラ

ンス人から１１名が選出される。被選挙権は２３歳以上の国民とされ、任期は５年である。選挙

制度は１区１人選出の小選挙区制で、有効得票の５０％超かつ登録有権者の２５％以上の得票を

得た候補者がいない場合、上位二者による決選投票を行う二回投票制が導入されている。 
 一方、上院の総定数は３４８名で、被選挙権は３０歳以上の国民とされ、任期は６年で議席は

３年ごとに半数が改選される。間接選挙制が採用されており、９６の本土県および５の海外県、

そして在外フランス人対象者の中から構成される選挙人によって選挙が実施される。 
 
マクロン政権： 

２０１７年５月の大統領選挙の結果、エマニュエル・マクロンが第五共和制第８代大統領に就

任した。マクロン大統領は、オランド前政権（社会党・左派）で経済・産業・デジタル相を務めつ

つ、既成政党の枠外で改革派の結集を目指すとして自身の政治運動「前進！」（現在は政党「共和

国前進」）を立ち上げた後、閣僚を辞任し大統領選挙に独立系候補として出馬したものである。 
 マクロン大統領は、共和党・右派からフィリップ首相を指名し、左派、中道、右派、環境主義者

といった政治的多様性を考慮しつつ、男女同数で、民間から半数を登用した内閣を設置した。同

年６月の国民議会選挙では「共和国前進」が単独で過半数を獲得した。労働法制改革、社会保障

改革、税制改革などが政権の重要課題であると言われている。 
 ２０１８年９月の燃料税値上げの表明を契機として始まった「黄色いベスト運動」の広がりに

対応して、同年末マクロン大統領は、最低賃金の値上げを決断したうえで２０１９年予算を成立

させた。２０１９年１月にマクロン大統領は、国民に書簡を出し国民の声を聴く姿勢を打ち出し



ているが、現在もこの運動が続いている。 
 
外交・国防： 

フランスは、第二次世界大戦の戦勝国として、国際連合安全保障理事会常任理事国の地位を確

保し、国連を中心とした伝統的な「国際協調」路線に立った外交を展開している。また、仏独の

連携を軸とした欧州における協力と統合を積極的に推進し、ＥＵを通じたフランスの影響力拡大

を目指している。さらに、国内の低迷する経済状況を踏まえ、輸出促進・対仏投資誘致を目指し

た外交を積極的に推進している。 
 安全保障に関しては、核抑止力を要石とするフランスの独自性を維持しつつ、ＮＡＴＯと両立

した形での欧州の防衛体制および対応能力の強化・発展に注力している。旧植民地を多く擁する

アフリカ地域に対しては、それぞれの諸国のイニシアティブを尊重しつつ、人道主義に基づく難

民政策、軍事的協力も含めた支援を展開している。 
 
 

３．フランスの高等教育について 

 
 フランスにおいて高等教育とは、リセ（高等学校）卒業前に受験するバカロレア 2試験に合格し

た者等に用意された教育を指す。全体はかなり複雑であるが、大学かそれ以外か、公立か私立か

などの設立形態による区分がある。また、進路で見れば、一般、商業・マネージメント、技術、商

業という区分もある。さらに、競争選抜によるグランド・ゼコールか比較的自由に入学できる公

立の大学かという区分も可能である。グランド・ゼコール入学のための準備学級も大学相当の高

等教育機関として位置付けられる。一定の資格がそれぞれの卒業者に付与され、職業上の進路と

密接につながっている。 
 バカロレア取得直後のフランスの高等教育機関への進学率は、約７５％（２０１７年）であり、

このうちの約４０％に相当する学生がいわゆる大学へ、同じく約７％がグランド・ゼコール準備

学級（通常２年間）へ進学しており、残る約２８％は、その他技術系、商業系等の高等教育機関

に進む。これら高等教育機関に在籍する学生総数は２０１７／１８年学期で２６８万人となり、

前年に比べて２．７％増加している。 
 
３－１．沿革 
 現在の姿に近い大学が世界で最も古く登場したのは、自由都市国家ボローニャである。大学は、

元々ラテン語の「組合」や「団体」を意味する ”universitas” を起源とし、学生のギルド（組合）

から始まる。ボローニャは１１世紀末以来、多くの法学者が私塾を開いたことで名を馳せ、ここ

に各地から集まってきた学生たちが市民や市当局に対して自分たちの権利を守るために結束して

作った組合が、大学の起源となった。 

                                                   
2高校卒業（中等教育終了）認定兼大学（高等教育）入学資格試験である国家試験のこと。 



 一方、１２世紀のパリには、ノートルダム司教座聖堂付属学校や聖ジュヌヴィエーヴ修道院付

属学校をはじめとして多くの学校があり、１２世紀末までに権力者の介入に対抗して結集したの

がパリ大学の始まりである。１２００年には国王の勅許を得、１２３１年の教皇勅書「諸学の父」

によって自治団体として認められた。その後移住によりパリ大学からオルレアン大学が生まれ、

さらにローマ教皇によってトゥールーズ大学が設立された。 
 パリ大学は、英国の初期の大学の起源とも関係がある。英国のオックスフォードには、１１世

紀から１２世紀にかけて私塾のような施設が存在しており、そこに１１６７年ヘンリー２世が英

国の学生に対してパリ大学で学ぶことを禁じたことによりオックスフォードに学者が集まり、パ

リから移住してきた学生たちを含めて大学が形成された。 
 近世に至り、近隣諸国との紛争やフランス革命などを経て、国家における管理職、幹部層を効

率的に確保する高等教育機関が必要となり、グランド・ゼコールが設立された。 
 ２０１８年５月現在、ＭＥＳＲＩ3が所管する高等教育機関は１３８あり、主な機関は６７の大

学、１９の大学・高等教育機関共同体（ＣＯＭＵＥ）、２０の高等教育機関（コレージュ・ド・フ

ランスなど）、４の高等師範学校（ＥＮＳ）、２２のその他の高等教育機関となっている。このほ

か、ＭＥＳＲＩを含む各省が所管するグランド・ゼコールと高等職業学校が設置されている。 
  
３－２．大学  
 大学は、２０１３年の高等教育・研究法により定められた法人格を有する科学・文化・専門的

性格の公的機関（ＥＰＣＳＣＰ）であり、自主性を重んじる教育機関である。フランスでは、教

育は無宗教で無料であることが憲法上保障されており、大学にかかわる費用も原則として入学時

に支払う登録料のみである。具体的には、大学では学士課程１８４ユーロ、修士課程２５６ユー

ロ、技術学校課程６１０ユーロ、博士課程３９１ユーロである。私立の高等教育機関の場合はこ

の登録料が少し高額で、３０００ユーロから１万ユーロとなる。バカロレア合格者は、複数の大

学に入学願書を提出できる。 
 近年の学生数の増加に大学側の施設、体制の設備が追い付かず、また入学希望先の偏りもあっ

て、希望に応じた大学への入学が困難となり、一部抽選による入学という事態も起き、学生の中

に混乱、不安が生じている。入学システムの改革が継続して行われている。 
 フランスの大学は、高等教育における学位認定に関する水準を統一するために欧州諸国で合意

されたボローニャ・プロセスに基づいて教育の内容、質を確保している。学士、修士、博士の３

段階について、取得単位数と履修期間が決められている。また、多くの大学には、職業教育を目

指した２年間の技術短期大学校（ＩＵＴ）が併設されており、毎年、１０万人以上に技術者資格

に関わる教育がなされ、３．５万人以上にさまざまな技術資格が付与されている。 
 
３－３．学士、修士および博士の資格 
 ボローニャ・プロセスに沿って１年２学期制で統一され、履修単位も欧州単位相互移転制（Ｅ

ＣＴＳ）で定められており、大学の指導教員との合意に基づき外国の大学で取得した単位や別の

                                                   
3科学技術・イノベーション政策の立案・決定で最も重要な政府機関。トップは、フレデリック・ヴィダル大臣。 



コースの単位も合算することができ、個人の希望に沿った柔軟な履修科目の選択ができる。言語

も母国語プラス２か国語が履修の標準であり、６段階評価で言語間相互の能力のレベル合わせが

できている。 
 学士の取得には、６学期３年間の教科の履修を要し、修士は博士課程を経て研究職を目指す学

生が履修する課程で、４学期２年間の教科を受ける必要がある。 
 博士の資格は、修士課程修了者あるいは高等商業学校卒業資格者が履修する原則３年間の教科

の履修を必要とし、論文の公開審査の後に授与される。博士号への登録は、大学の長が博士課程

責任者の提案に基づいて行う。 
 
３－４．学生 
 ２０１７年のバカロレア受験資格者は７３万２７００人で、同合格者は６４万３８００人で

あった。この合格者および大学入学検定試験等の合格者など大学入学資格保持者から３４万人が

大学、４万２６００人がグランド・ゼコール準備学級に進学した。この進学者数はいずれも、近

年一貫して年率約２％前後で増加している。また、大学のみの全学年の学生総数１６４万人の内

訳で見れば、学士課程１０１万人、修士課程５７万人、博士課程６万人である。学生の約６割が

人文社会科学系である。さらに、外国人学生は総数約２４万人と、前年に比して約４％の増加を

示しており、２０００年頃から倍増している。アフリカ諸国からの学生が約４５％を占める。学

生数の増加は、大学職員の確保、施設の充実などを要し、政府にとって重要な課題である。 
 国が、大学の学生一人あたりに投ずる費用としては、１９９５年の約７０００ユーロから約１

万ユーロに増加しているが、グランド・ゼコール準備学校の場合、約１万５０００ユーロとなっ

ている。 
 なお、フランスでは、入学後、相当数の学生が勉学を中断する傾向にあり（たとえば、２０１

２年入学者が２０１５年に卒業した比率は４１％）、卒業率を上げることも重要な課題である。 
 
３－５．具体例：パリ・サクレー大学 
 パリ・サクレー大学は、２０１４年１２月、大学の再編・グループ化政策の一環で設立された

ＣＯＭＵＥである。パリ南大学、グランド・ゼコールであるサントラル・スペック、ＣＮＲＳ、Ｃ

ＥＡ、ＩＮＳＥＲＭなど合計１４の構成メンバーからなる。パリ近郊に位置するサクレー地域の

中核大学である。 
 教職研究員等９０００人、学生総数６万５０００人（外国人比率４２％、国籍４５か国）、修士

課程学生９０００人、博士課程学生５５００人となっている（いずれも２０１６年）。 
 パリ・サクレー大学は、合計２６名で構成される運営委員会の助言の下、その議長が大学を運

営する。２０１５年から２０１９年の国との契約では、運営費総額は約１９億ユーロである。 
 修士課程は、生物多様性、農業・食料、生物・医学・薬学、法律・政策科学等多岐にわたり、４

９のコースが用意されている。博士課程では２０の博士課程共同体が構成されており、２３の機

関がこれに参加している。パリ・サクレー大学には、ＣＯＭＵＥへの参加研究機関による３００

の研究ユニットがあり、１５００人の研究者、教職研究者、技術者、博士課程学生が研究に従事

している。 



 ２０１６年に学生が起業したスタートアップ件数は１００件で、また、起業精神に関する訓練

を６０００人の学生に行った。 
 この大学の改革が成功するか否かは、フランスの高等教育と研究の協調と発展を見極めるうえ

で極めて重要である。なお、かねてよりパリ・サクレー大学への統合などが論じられていたこの

地域のエコール・ポリテクニーク等グランド・ゼコール５校との調整は難航し、２０１８年末に

いたりパリ・サクレー大学には合流しないこととなった。 
 
 

４．グランド・ゼコール 

 
４－１．歴史と概要 
 グランド・ゼコール（Grandes Ecoles）は、バカロレアではなく「競争的選抜」による試験で

学生を採用する入学制度を有し、高度の教育を保障する特別な高等教育機関である。 
 近世、近隣諸国との紛争やフランス革命などを経て、即戦的に役立つ知識・技術を伝授し、国

家を支える基幹的なエンジニアを効率的に確保する高等教育機関が必要となり、グランド・ゼコ

ールが設立されていった。今日では、難関の試験によりエリート候補生を選抜し、技術、商業、

行政の分野において技術者層、幹部層を養成することに成功し、その結果、グランド・ゼコール

は、フランスの高等教育機関の中で特異な地位を占めることになった。特に国立行政学院（ＥＮ

Ａ）、エコール・ポリテクニーク（理工科学校）などは、名だたる高級官僚、大企業の経営者を輩

出する機関となっている。ちなみにフランスの代表企業４０社（ユーロネクスト・パリ（旧・パ

リ証券取引所）の上場銘柄のうち代表的業種に属する銘柄）の社長のうち３６名（２０１８年）

がグランド・ゼコール卒業者である。 
 最も古いグランド・ゼコールは、１５７１年にシャルル９世によりマルセイユに設立された「水

理学学校」と言われており、１６７９年には、ルイ１４世により砲兵士官学校がドゥエに設立さ

れた。パリに最初に設置されたグランド・ゼコールは、１７４８年の軍事士官学校である。白眉

たるエコール・ポリテクニークは、革命の最中の１７９４年に創立され、その後のグランド・ゼ

コールのモデルとなり、科学技術の進歩、産業の発展とその要請により、さまざまな分野にグラ

ンド・ゼコールが広がった。最も最近の設立は１９５８年の産業高等研究センターである。さら

に近年、商業系グランド・ゼコールの躍進も見られ、ＨＥＣ経営大学院など国際的な評価が高い

機関もある。 
 技術系グランド・ゼコールというと、超高級の官僚を輩出するエコール・ポリテクニークが注

目されるが、それ以外にも国の産業の基盤となる技術の根幹を長年支え、その道一筋の専門家と

なる有為の人材を養成してきたグランド・ゼコールが、航空、宇宙、エネルギーから土木、建築、

農業などの分野まで多岐にわたって存在しており、これらのグランド・ゼコールの卒業生は、そ

れぞれの分野で誇りを持って活動している。なお、グランド・ゼコールは主に技術、商業および

行政分野における実務的教育を施す機関であり、医学、法学はないと言われるが、軍医、裁判官・

検察官など非常に特化した高度な専門家を育成するグランド・ゼコールは存在する。 



 グランド・ゼコール準備学級は、グランド・ゼコールへの入学を目指して履修する高等教育課

程であり、大学と同程度の教育を施す機関として扱われる（この準備学級を経ずに大学等で資格

を取ってから選抜試験を受け入学する者もいる）。通常リセ（高等学校）に付設され、リセ・アン

リ４世校などが有名である。グランド・ゼコール付属の準備学級もある。いずれもバカロレア試

験の結果に基づく書類選考で入学が許可される。通常の２年間で卒業できるのは７割程度であり、

主にこの準備学級の卒業生が、競争試験を受けてグランド・ゼコールに入学する。ＥＮＡやエコ

ール・ポリテクニークなど一部のグランド・ゼコールでは、学生は公務員扱いとなって給与が支

給され（ＥＮＡの場合、２０１７年時点で月額１６７２ユーロ）、在学年数が退職金算定対象の年

数にも参入される。給与支給を受けた学生には、卒業後１０年間の当該所管省への就業義務が発

生するが、最近は給与分を返還してでも企業に就職する卒業生がいる。 
 
４－２．所管 
 所管省は全部で８省あり、１７７校を管理運営する。最大の所管はＭＥＳＲＩで、パリ、カッ

シャン、レンヌ、リヨンにある４つの高等師範学校（Ecole normale supérieur :ENS）のほか、約

１００校に上るグランド・ゼコールを傘下に置いている。また、軍事省は、エコール・ポリテク

ニークのほか、航空宇宙高等研究所（ＩＳＡＥ）、国立先端技術高等学校（ENSTA Paris Tech）
など４校を所管する。 
 これとは別に、商工会議所等が運営する公営および民間のグランド・ゼコールは、４９校ある。 
 
４－３．学校数と学生数 
 グランド・ゼコール機関長会議（ＣＧＥ）の会員として２２６校が登録されており、２０１７

／１８年学期の学生総数は２６万４４２３人となっており、高等教育機関の学生数の９．８％を

占める。女性比率は全体で３７．９％と、前年に比べ０．３％増加した。 
 グランド・ゼコール一校あたりの学生数は、３００人から１万１０００人で、大学に比べると

少ない。グランド・ゼコールを卒業するまでの費用は、平均で３万２９６２ユーロという統計が

あるが、一般的な私立の高等教育機関と比較してそれほど高額でない。同じ統計で学生全体の２

３．３％は海外からの留学生となっており、２０１５年以来米国（＋１１．９％）、ドイツ（＋１

３．９％）、中国（＋１１．６％）、インド（＋２５．５％）の伸びが大きい。 
 
４－４．資格の授与、卒業後の進路など 
 グランド・ゼコールは、基本的には修士号を授与でき、特定のグランド・ゼコールは博士号も

授与できる。２０１８年の卒業生のうち、８１．１％が卒業後半年以内に正規職に就いており、

前年より２％ほど上昇し、２０１０年以来最高の就職率である。新卒者の給与も上昇傾向にあり、

２０１８年新卒者の年収は３万４１２２ユーロである。 
 グランド・ゼコールの卒業生は、人文社会科学系の２人に約１人、技術系の３人に１人以上が

公務員等公的な部門に就職している。すでに述べたように、ＥＮＡやエコール・ポリテクニーク

など国の幹部職員への道に進む卒業生を多く輩出するグランド・ゼコールもある。優秀者は成績

順に上級のポストを選択できると言われている。 



 国会議員のグランド・ゼコール卒業者は、Science Po が７０名、ＥＮＡが１７名に達する。前

述のとおり主要な企業の経営陣および公的研究機関の長についても、グランド・ゼコール卒業者

が多い。また、卒業生の海外への就職率は１５．２％で減少傾向にはあるが、英国がトップで、

ドイツ、中国、スイスと続いている。 
 
４－５．具体例：国立行政学院（ENA） 

 （写真 ENA：当方撮影） 
国 立 行 政 学 院 （ École nationale 

d’administration：ENA）は比較的新しいグラ

ンド・ゼコールで、１９４５年１０月、ド・ゴ

ールにより第二次世界大戦後の行政機関の再

構築を目指して設立された。首相府に属する。

当初は国の高級官僚の育成が中心であったが、

１９９０年に企業・地方自治体への就職希望者

にも門戸が開かれ、１９９１年には本部がパリ

からストラスブールに移転された。 
 ＥＮＡの教育目的は、高度な責任を有する行政業務に必要なマネージメント手法や、公共政策

の立案、遂行、評価に必要な能力を教授することにある。教育は２４か月間にわたり、実習では

欧州機関、大使館、企業、地方自治体などの現場で責任ある部署を経験する。運営予算は、４．４

０億ユーロで、うち３．１０億ユーロが国からの支出である。職員１８８人が教務部、訓練部、

国際関係部および欧州部で勤務しているが、常勤の教授陣は置かれず、外国人を含む外部講師を

招いて講義が行われ、２０１７年は総数２８７８人が招聘された。 
 同校には１年に２度入学を認めており、２０１８年はフランス人学生１７７人、外国人学生４

５人が入学した。近年の合格率は６％から７％である。設立以来、フランス人７１６人、１３４

か国の外国人３７１９人の養成を行ってきた。優秀な卒業生は、国務院、財政監査、会計検査院

の３つの高級官僚職に就く。このほか各省の行政官職に採用されることが多い。一方、エリート

主義批判の矢面に立つことが多く、「黄色いベスト」運動への対策の一つとしてＥＮＡ廃止が議論

されている。 
 同校はアジアおよびオセアニア諸国との協力も進めており、ここ２０年程度の間は、特に中国、

インドとの協力を重視している。日本は、ドイツ、モロッコに次いで３番目に卒業生の多い国で

あり、公務員養成のため人事院とも協力して相互の交流を強化している。 
 
 

５．高等職業学校 

 
 フランスは、大学、グランド・ゼコールに限らず資格と職業が密接につながっている社会と言

え、リセ（高等学校）入学の頃から人生設計の一つとしての資格の取得に大きな注意が払われる。



技術系、商業・マネージメント系の高等職業学校（商工・農業会議所が経営する場合も含む）は、

より職業専門的な教育を施しており、国の認証の下に技術系約５０機関、商業・マネジメント系

約６０機関が運営されている。分野は幅広く、ジャーナリズム、建築、コミュニケーション、デ

ザインなどを教える高等職業学校もある。創設１００年ほどの歴史のある高等職業もあるが、公

立の高等教育機関に付属する比較的新しいものが多い。このほか公益法人が私立の高等職業学校

を運営している場合もある。技術系の高等職業学校は最近レベルが向上していると言われ、民間

調査機関が卒業生の初任給等の情報を下に２０１８年における技術系資格を付与する高等教育機

関１３０校のランキングを行ったところ、１０位以内に２校、２０位以内に６校の技術系の高等

職業学校がランクされている。 
 技術系では授業料が年間３０００ユーロから９０００ユーロとなるが、国の奨学金制度を活用

して履修する学生もいる。全ての学年を合計した技術系の学生総数は、１５万２５００人（２０

１６年／１７年学期）となっている。 
 
 

６．フランス学士院およびコレージュ・ド・フランス 

 
６－１．フランス学士院とアカデミー 
 フランス学士院（Institute de France）は、フランス革命の最中の１７９５年１０月、それま

でのアカデミーを統合して創設されたものであり、学会の議会とも呼ばれる。芸術、科学および

文学の発展に貢献し、かけがえのない遺産の価値を高め、あらゆる創造的な生業を醸成すること

を任務としており、その学際的な学術活動において諸外国からも注目を集める独特な組織である。 
 現在はフランス・アカデミー、碑文・文芸アカデミー、科学アカデミー、芸術アカデミー、倫理

政治科学アカデミーの５部門で構成されている。カルチェ・ラタンの北西端、ルーブル美術館の

対岸に位置する。 
 
６－２．コレージュ・ド・フランス 
 コレージュ・ド・フランス（Collège de France）は、フランスにおける学問・教育の頂点に位

置する機関であり大学等を含むＥＰＣＳＣＰの中で、一段高い「高等機関」に位置付けられてい

る。パリ五区カルチェ・ラタンのマルスラン＝ベルトロ広場にある。 
 創設は古く、１６世紀初頭にさかのぼる。１５３０年、フランソワ１世が王室講師を任命した

ことが始まりで、１５５０年、数学、ギリシャ語学およびヘブライ語学の３学科をもって開設さ

れた。その任務は、まだ大学では認められていない学問を教えることであった。 
 コレージュ・ド・フランスで定期的に行われる講義は一般の人々にも公開されており、「市民大

学」的なものとなっている。教授に選任されることは、フランスの最高の学問的栄誉として位置

づけられ、テーマの選定を含め学問上の一切の自由が保障されており、報酬も高額である。４７

名の教授から構成され、数学、物理学、化学、医学、人文社会科学、文学、哲学まで幅広い範囲を

網羅している。４７名の５分の１ほどは外国人である。 



 毎年、国内外の科学界を刺激するため社会的に重大な課題について学際的なシンポジウムを開

催している。コレージュ・ド・フランスは２００８年には直属の財団を設立しており、寄付金を

活用して教授の研究活動、博士課程学生教育、ポスドク支援および資料のデジタル化などを進め

ている。 
 
 

７．フランスの医学教育 

（以下、出典「日本経済新聞出版社：フランスの教育・子育てから学ぶ 人生に消しゴムを使わ

ない生き方」より ） 
 
 医学教育制度は国によって異なる。類型としては主に３つである。 
 
①高校卒業後１８～１９歳で大学医学部に入学し、５～７年間の医学教育を受ける（フランス、

日本、ドイツ、オランダ、ベルギーなど）。 
②４年制大学を卒業し、選抜試験に合格してメディカルスクールで４年間の医学教育を受ける（ア

メリカ）。 
③①と②の混合（オーストラリア、韓国など）。 
 
現代のフランスの医学教育はどうなっているか？日本との大きな違いは国立学校であることだ

ろう。僅かにカソリックの医学校があるが、いわゆる私立学校の存在はない。国民の負担した税

金が投入されての教育だから、学費も（初年度学費は保険込みの年間３００ユーロほど）無料に

近い。 
 理系バカロレアの資格を取れば、建前としては誰でも大学の医学部を志望できる。現実には成

績によって進学できる大学の範囲は狭まってくるが、有名大学の医学部となると、初年度の入学

者数は１０００人以上となる。それが２年次となる前の大選抜で２００名くらいとなる。この後

も卒業までに段階的に絞られていく。留年は同一学年で１回許されるのみで、２回目は大学から

アウトだけでなく医師への道も断たれる。 
 ２年次からはＣＨＵという大学病院の中での講義となる。日本と比べれば早い時期から病院の

雰囲気に慣れていく。６年次の卒業に際してはコンクールという名の選抜試験があり、志望者の

上位の半分が専門医に、専門医を希望しない者と志望者の下位がジェネラリストという一般医に

振り分けられる（ジェネラルは「総合」ではなく「一般」である）。ランクとしては成績の通り下

位で（もちろん希望してなる人もいる）、平均年収も専門医の１３．３万ユーロに対し８．２万ユ

ーロ程度である。専門医の収入トップは放射線科、麻酔科、外科で１９万～１７万ユーロ、皮膚

科、小児科、精神科は８．６～８．２万ユーロと大きな差がある。専門医でも希望する診療科の

可否がコンクールで決まる。日本のような医師国家試験はなく、それぞれの大学においてこれら

の合否が決められていくのである。 
医師免許を取得できるのはまだ先である。ジェネラリストは卒後さらに３年、専門医は約４～



６年を要する。その段階に到達すると、免許取得のための論文を提出して面接口頭試問の審査を

受ける。無事通過すると「ヒポクラテスの誓い 4」を宣誓して晴れて医師となる。 
 日本の専門医制度は診療科ごとの、またはさらに専門の学会が、それぞれの基準で認定してい

るが、フランスでは統一したカリキュラムの中に組み込まれて養成される。 
 フランスの専門医制度は、専門医と認定された者以外が医療行為をすることを許さない。フラ

ンスでは医学教育が国家管理のもとに行われている。医師の男女構成比は、男女半数ずつとなっ

ている。 
 
 

8．まとめ 

 
 これまでフランスの基本的なデータや高等教育全般、医学教育について概説した。掲載した情

報は、自分にとって興味深いものばかりであった。上述「1．はじめに」のとおり、私はフランス

の高等教育について深く知らずに渡仏していたが、もし渡仏前にこれだけの情報を得ることがで

きていたら、フランスで業務する上でとても有用であっただろうと思う。医学教育についていえ

ば、日本とは異なり門戸はかなり広いが、途中のセレクションが厳しく、出口がかなり狭いこと

が分かった。構造的には日本と真逆と言ってもよいのではないだろうか。日本とフランスのどち

らがよいとは判断できないものの、大学教育の一部について認識することができた。 
 
 

9．謝辞 

  
本研修中ご指導くださった日本学術振興会東京本部の皆様、また２年間という長期の研修に送

り出してくださった九州大学の皆様にこの場を借りて御礼申し上げます。そして、ストラスブー

ルでの１年間に本当にお世話になった西郷和彦センター長、飯嶋博副センター長、中谷陽一先生

をはじめ日仏大学会館関係者に心から感謝申し上げます。ストラスブールではセンター運営に係

る多岐の業務に携わる機会を与えていただき、ありがとうございました。本当に素晴らしい経験

                                                   
4 医師の倫理・任務などについての、ギリシア神への宣誓文。1508年、ドイツのヴィッテンベルク大学医学部で初めて医学教

育に採用された。1804年、フランスのモンペリエ大学の卒業式ではじめて宣誓され、以降医者にとって重要なものとして長ら

く伝承されてきた。1928年では北米の医学校の 19％で卒業式の誓いとしていたが、2004年では北米のほぼ全ての医学校の卒

業式に誓われている。20世紀末より、医学生が臨床実習を始めるにあたっての白衣授与式が米国で行われるようになったが、

この際にヒポクラテスの誓いが読まれることもある。（Wikipediaより抜粋：

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%9D%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%86%E3%82%B9%E3%81%AE

%E8%AA%93%E3%81%84  2020年 2月 10日アクセス） 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E5%B8%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%AB%E7%90%86%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%AB%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%82%A2%E7%A5%9E%E8%A9%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/1508%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%AF%E5%A4%A7%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/1804%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%82%A8%E5%A4%A7%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/1928%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/2004%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E8%A1%A3%E6%8E%88%E4%B8%8E%E5%BC%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%9D%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%86%E3%82%B9%E3%81%AE%E8%AA%93%E3%81%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%9D%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%86%E3%82%B9%E3%81%AE%E8%AA%93%E3%81%84


をさせていただいたと思っております。この貴重な経験を糧に、また日本で成長していきたいと

思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考文献・出典 
[1] フランスの科学技術情勢 大学再編とシステム改革によるイノベーションへの挑戦  

発行：株式会社アドスリー 著者：国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター  

白尾隆行氏、林幸秀氏、八木岡しおり氏 

[2] フランスの教育・子育てから学ぶ 人生に消しゴムを使わない生き方 

発行：日本経済新聞出版社 著者：岩本麻奈氏 

 


