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フフラランンスス優優先先教教育育政政策策のの存存在在意意義義とと今今後後のの課課題題 

―地域に対する積極的差別是正措置の影響分析― 
 

服部 憲児  田口 遥 

 

 

 

 

1． はじめに 
社会経済的背景によって生じる学力格差にいかなる政策をもって立ち向かうかという問題

は、今後も議論が求められる重要課題の一つである。近年の日本では、教育機会均等や社会経

済的背景に起因する格差是正のため、要保護児童生徒援助費補助金や高等学校等修学支援金・

高校生等奨学給付金といった、家庭の教育費負担を軽減させる措置の導入や、スクールソーシ

ャルワーカー・スクールカウンセラーの配置等の支援策が導入されている。他方、日本には現

在、国が学校や地域ごとの事情を個別に考慮した支援を導入する潮流は無いと考えられる。し

かし、居住地選択、ひいては子どもの学区・学校選択が実質的に可能な保護者の存在によって、

学校間や地域間に社会経済的格差が生じ得る可能性が大いに考えられる状況にある。そのため、

教育機関や地域に対する個別・重点的な教育支援の組み入れについても議論の余地がある。 

フランスにおいても、学力格差は解決すべき重要課題の一つである。同国では、1981 年から、

深刻な社会経済的困難に直面する「地域（zone、territoire）」の教育機関を積極的差別の対象と

した優先教育（éducation prioritaire、以下 EP）政策が実施されている。教育分野において地域を

対象とした積極的差別是正政策を行う例としては、イギリスの EPA（Educational Priority Areas）

や EAZ（Education Action Zones）、アメリカの HCZ（Harlem Children’s Zone）等が代表として

挙げられる。一方、EPA は 1960 年代終わりから 1970 年代半ばまで、EAZ は 1990 年代終わり

から 2000 年代初頭まで実施された政策であり1、EP 政策のような長期的な継続性は見られなか

った。また、HCZ はニューヨーク市のハーレムを対象とした取組みであるため、フランス全土

に導入されている EP 政策とは性格が異なると言える。フランス政府は、EP 政策の導入以降、

EP の対象として指定された地域の教育機関に対する人的・財政的支援を進めてきた。本政策の

歴史の中では、EP の対象地域を選定し、同地域へ重点的な資源配分を行う優先教育地域（Zone 

d’Éducation Prioritaire、以下 ZEP）政策が著名であり、長年多数の研究者によって調査や評価の

対象とされてきた。2021 年現在は、「地域」ではなく「ネットワーク（réseau）」の概念を名称

に取り入れた「優先教育ネットワーク（Réseaux d’Éducation Prioritaire、以下 REP）」政策及び

「教育最優先ネットワーク（Réseaux d’Éducation Prioritaire Renforcée、以下 REP+）」政策が実

行され、EP 校における少人数学級の形成や、先進的な教授法の実践、保護者や地域との連携、

EP 校に勤務する教員に対する特別手当の支給等、さまざまな積極的措置の実施が進められてい

る。なお、2016 年度の EP 政策の予算規模は、初等教育学校及び中学校に向けた予算の４％弱
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に値する約 10 億４千万ユーロで、この額が同年度の就学児童生徒の 20％の教育のために使用

されたことになる2。 

 

（１） 先行研究及び本稿の目的 

本研究の前提として、フランスにおいて約 40 年間実施され続けてきた EP 政策が、学力格差

の問題に対して十分な成果を生み出せていないことは明白であると言ってよい。これまでに同

国で行われてきた EP 政策に関する諸調査の結果が、その証左となる。 

第一に、フランス会計院（Cour des Comptes、以下 CDC）による EP 政策報告書（2018）は、

政策の定期的な見直しにも拘わらず、フランスの教育システムは大変決定論的であり、児童生

徒の学業結果と各人の社会・経済・文化的階層には強固な相関があると指摘した。さらに、EP

政策は EP 校と非 EP 校の児童生徒間に存在する格差を 10％に抑えるという政策目標を今のと

ころ達成できておらず、科目によっては 20％から 35％ほどの格差があることを明らかにして

おり、「EP 政策は 80 年代の創設以来、EP 校とその他の教育機関の学業成績に存在する格差の

縮小に成功していない」と分析した3。 

なお、同政策が学力格差に対して望ましい成果を出せていないことは、上記報告書以前の調

査によっても度々示されている。たとえば Bénabou et al.（2004）は、中学校１年目の学年にあ

たる第６学年（sixième）の生徒に対する調査を通じ、ZEP 政策が本格開始された 1982 年から

1992 年までの成果を分析した。ここで Bénabou らは、ZEP 政策が、修了資格の獲得、一般クラ

スへの進級やバカロレアの取得といった観点からはいかなる目立った成果も生んでいないこと

を示した4。さらに、Stéfanou（2017）は、2007 年度にフランス国民教育省（Ministère de l’Éducation 

Nationale、以下 MEN）の評価・計画・業績局（Directrice de l’évaluation, de la prospective et de la 

performance、以下 DEPP）によって、中学生を対象に実施されたパネル調査のデータ分析をス

タート地点とした上で、2007 年から 2012 年までの RAR（Réseaux Ambition Réussite、詳しくは

後述）中学校の生徒の特徴や、彼らの学業過程に注目した。Stéfanou は結論として、同政策は

EP 対象外の中学校に比べて RAR 中学校の生徒の学業を向上させることができておらず、第６

学年入学時に存在する大きな遅れを取り戻す助けとなっていないことを明らかにした5。 

次に、園山（2010）は、「こうした地域（zone）に対する積極的差別是正政策を施してきた

経緯は、残念ながらそこに明らかな偏見や差別を生み出し、深め、社会混交を促すことには失

敗している」と説明した6。これに関連して、園山（2015）においても、積極的差別の対象とし

て「地域（=zone、territoire）」が設定されたことにより、この政策が「ゲットー化」、「隔離

化（ségrégation）」への一途を作りだした枠組みとして多くの教育社会学研究で問題視されてき

た点が指摘された7。また、EP の「指定地域となることによるスティグマ化が、中間層をその

地域から逃避させ、より貧困化、格差が拡大することによる弊害を改善しなければならない」

との問題意識が示された8。これらの指摘からは、前述の諸調査のデータが示す EP 政策の機能

不全の背景には、本政策自体が「EP の対象に指定された教育機関」というレイべリングを創出

し、それによって生み出された偏見や差別が中間層による EP 指定地域からの逃避行動を生み

出し、EP 校への学業困難がより集中しているという現実が存在していることが窺える。 

以上から、これまでの EP 政策に関する研究を次のようにまとめることができる。まず、EP
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政策がその目的である社会経済的背景に起因する学力格差の是正に成果を上げられていないこ

とは、本政策の然るべきフェーズにおいて実施された諸調査によって明らかである。その背景

には、EP の対象として指定された地域及び教育機関がスティグマ化されることで起きる「ゲッ

トー化」や「隔離化」が生み出す、EP 校への学業困難の集中といった事態の存在や、EP 校で

勤務する教員の定着率の低さや若手教員割合の高さ等の課題がある。つまり、Bongrand と

Rochex（2016）が表現するように、EP 政策は「その実行面で一度も真に成功することなく（そ

れゆえ不平等を効果的に縮小する試みには失敗していて）、政策自体が長く継続して存在（社

会的不平等に立ち向かう政策を維持）することには成功している」9のである。 

 このように、EP 政策が概して悲観的な状況にあることやその原因が長年指摘され続けてきた

にも拘わらず、Bongrand らが「EP はもはや根本的な消滅の危機にはなく、改革されるのみであ

る」10と説明する通り、本政策の廃止の議論は管見の限り見られない。よって、EP 政策研究の

残された課題の一つは、EP 政策、ひいては教育行政における地域に対する積極的差別是正政策

の存在意義を問い直すことにあると考える。そのため本稿を通じて、フランス政府が一貫して

本政策を継続する理由は何か、EP 政策の実施により生じた問題を受けていかに軌道修正を行

い、政策存続の重要性が見出されてきたのか、本政策を今後どのような根拠をもって展開させ

ていくつもりであるかを究明することで、EP 政策を継続させる意義やその背景にある理念を探

りたい。なお、本政策に関しては教育社会学や都市社会学分野における先行研究が多く、政策

立案過程や変遷、各改革等の研究を通じて政策の歴史的発展を論じたものは鮮少である。加え

て、従来の先行研究は、EP 政策が学力格差を是正しているかという観点から同政策を評価した

ものや、一定の期間に注目し、その間の政府の動きについて考察したものが多く、40 年間の政

策史全体やその背景にある社会的趨勢を整理し、EP 政策廃止の議論が行われてこなかった理由

の究明を通じて政策自体の存在意義を問う研究は管見の限り見られない。 

 以上の課題意識から、本研究では、EP 政策の各段階における動向やその背景にある政府及び

社会の要請を究明し、それぞれの改革や施策がもたらした成果や影響を示すことを通じて、フ

ランスの教育領域における積極的差別是正政策の存在意義やその根拠、本政策に今後期待され

る効果や、向き合うべき課題を明らかにすることを目的とする。 

 

（２） 研究の対象及び方法と本稿の構成 

本稿は、約 40 年間実施されていながらも目的を達成できていない EP 政策の導入過程及び現

在に至るまでの変遷を研究対象とし、主に本政策導入以降政府から発出されてきた通達

（circulaire）や MEN 公式レポート（Bulletin officiel de l’Éducation nationale）、政策決定に影響

を与えているとみられる視学官による報告書等の文献を調査する。さらに、EP 政策が各分岐点

でどう変化したのか、またその影響はどのようなものであったかという点に関して諸研究者に

よる分析を参照し、本政策に対していかなる成果や課題が見出されてきているかを確認する。 

本稿の流れについて、次節の第２節ではまず、EP 政策が導入される以前のフランスで教育の

大衆化がいかに発展し、EP 政策の導入につながるいかなる問題が発現してきたのかを整理す

る。第３節では、EP 政策が導入された目的について整理する。加えて、EP 政策のもと実施さ

れた各政策及び改革について、その内容を分析する。第４節ではフランスにおける EP 政策の

に値する約 10 億４千万ユーロで、この額が同年度の就学児童生徒の 20％の教育のために使用

されたことになる2。 

 

（１） 先行研究及び本稿の目的 

本研究の前提として、フランスにおいて約 40 年間実施され続けてきた EP 政策が、学力格差

の問題に対して十分な成果を生み出せていないことは明白であると言ってよい。これまでに同

国で行われてきた EP 政策に関する諸調査の結果が、その証左となる。 

第一に、フランス会計院（Cour des Comptes、以下 CDC）による EP 政策報告書（2018）は、

政策の定期的な見直しにも拘わらず、フランスの教育システムは大変決定論的であり、児童生

徒の学業結果と各人の社会・経済・文化的階層には強固な相関があると指摘した。さらに、EP

政策は EP 校と非 EP 校の児童生徒間に存在する格差を 10％に抑えるという政策目標を今のと

ころ達成できておらず、科目によっては 20％から 35％ほどの格差があることを明らかにして

おり、「EP 政策は 80 年代の創設以来、EP 校とその他の教育機関の学業成績に存在する格差の

縮小に成功していない」と分析した3。 

なお、同政策が学力格差に対して望ましい成果を出せていないことは、上記報告書以前の調

査によっても度々示されている。たとえば Bénabou et al.（2004）は、中学校１年目の学年にあ

たる第６学年（sixième）の生徒に対する調査を通じ、ZEP 政策が本格開始された 1982 年から

1992 年までの成果を分析した。ここで Bénabou らは、ZEP 政策が、修了資格の獲得、一般クラ

スへの進級やバカロレアの取得といった観点からはいかなる目立った成果も生んでいないこと

を示した4。さらに、Stéfanou（2017）は、2007 年度にフランス国民教育省（Ministère de l’Éducation 

Nationale、以下 MEN）の評価・計画・業績局（Directrice de l’évaluation, de la prospective et de la 

performance、以下 DEPP）によって、中学生を対象に実施されたパネル調査のデータ分析をス

タート地点とした上で、2007 年から 2012 年までの RAR（Réseaux Ambition Réussite、詳しくは

後述）中学校の生徒の特徴や、彼らの学業過程に注目した。Stéfanou は結論として、同政策は

EP 対象外の中学校に比べて RAR 中学校の生徒の学業を向上させることができておらず、第６

学年入学時に存在する大きな遅れを取り戻す助けとなっていないことを明らかにした5。 

次に、園山（2010）は、「こうした地域（zone）に対する積極的差別是正政策を施してきた

経緯は、残念ながらそこに明らかな偏見や差別を生み出し、深め、社会混交を促すことには失

敗している」と説明した6。これに関連して、園山（2015）においても、積極的差別の対象とし

て「地域（=zone、territoire）」が設定されたことにより、この政策が「ゲットー化」、「隔離

化（ségrégation）」への一途を作りだした枠組みとして多くの教育社会学研究で問題視されてき

た点が指摘された7。また、EP の「指定地域となることによるスティグマ化が、中間層をその

地域から逃避させ、より貧困化、格差が拡大することによる弊害を改善しなければならない」

との問題意識が示された8。これらの指摘からは、前述の諸調査のデータが示す EP 政策の機能

不全の背景には、本政策自体が「EP の対象に指定された教育機関」というレイべリングを創出

し、それによって生み出された偏見や差別が中間層による EP 指定地域からの逃避行動を生み

出し、EP 校への学業困難がより集中しているという現実が存在していることが窺える。 

以上から、これまでの EP 政策に関する研究を次のようにまとめることができる。まず、EP
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存在意義について考察を行った上で、本政策に対する今後の期待や課題を提示する。 

なお、本政策は導入当初、４年間の期間限定の政策となる予定であったが、結局は 1990 年、

1998 年、2006 年、2011 年、2014 年と連続的に５度の改革が行われ、この 40 年間を通して拡大

または維持され続けてきた。EP 対象地域・ネットワークの展開を概観しておくと、1982 年の

政策本格開始時には 362 地域が ZEP に設定され、1990 年にはその数が 558 に増加した。次に、

1998 年度に REP(1)11が導入されると、全国に計 1,189 の EP 地域・ネットワークが設置された

12。その後も複数の改革を通じて、2006 年度には RAR・RRS、2012 年度には ÉCLAIR、2015 年

度には REP+・REP(2)13といった新しい施策（各施策について、詳しくは後述）が導入されてい

くものの、例えば 2019 年度の REP+・REP の数は 1,094 であり、90 年代に大幅に増加した EP

政策の対象地域・ネットワークや教育機関数はそれ以降ほとんど減少していないことがわかる。

このことから、1982 年度始業時から 2005 年度終了時までを EP 政策の「拡大期」、2006 年度以

降を同政策の「維持期」と区分して、以降の本論を進めることとする。 

 

2． 教育の大衆化の拡大と EP 政策の導入 

2.1 EP 政策導入以前のフランスにおける教育の大衆化とその弊害 

 フランスの学校教育は伝統的に複線的で、社会階層によって享受する教育が異なる仕組みで

あったことは周知の事実である。このシステムの不合理性は、共和国の民主的原理の名のもと

当然に批判されてきており、同国においては戦前から少なからず民主化を意識した政策が採ら

れてきた。例えば、1933 年５月 31 日付法律により、従来初等教育にのみ保障されていた公教

育無償性が中等教育まで拡大した。また、1936 年８月９日付法律により、それまでは 13 歳ま

でだった義務教育が 14 歳まで延長されることとなった14。戦後の 1956 年には、中等教育入学

試験が廃止され、初等教育機関の最終学年である CM2（Cours Moyen 2）を卒業する児童の中等

教育入学許可手続きは書類で実施することとされた15。さらに、1959 年の Berthoin 改革におけ

る１月６日付の行政命令（ordonnance）により、1953 年１月１日以後に出生した子どもの義務

教育年限が 16 歳まで引き上げられた16。以上の動向からは、中等教育へのアクセスを普及させ

るための取組みが、戦前から戦後にかけて一定程度継続的に実行されてきたことがわかる。 

 こうした教育機会拡大の中、60 年代に入ると「教育爆発」や「教育の大衆化」と呼ばれる時

代に突入する17。この時期で最も注目すべきは、1975 年に当時の教育大臣 Haby により制定さ

れた「教育に関する 1975 年 7 月 11 日の法律第 75-620 号（loi n75-620 du 11 juillet 1975 relative 

à l’éducation）」を通じて実行された Haby 改革である。同改革において「統一コレージュ（collège 

unique）」が創設され、1977 年に完全実施された。従前のフランスでは、初等教育学校終了時に

普通教育コレージュ（collège d’enseignement général、CEG）、中等教育コレージュ（collège 

d’enseignement secondaire、CES）、リセ等、様々な学校種においてコース別の課程に分けられて

いた18。しかし、Haby は従来の複線型制度が学歴による格差を生み社会階層を固定化している

としてこれを廃止し、教育へのアクセス拡大を図るため、また、全ての生徒を共通の学校に受

け入れ、共通の教育を提供するという理念を前期中等教育において具現化させるために、単線

型の前期中等教育機関である統一コレージュを誕生させた19。だが、豊田（2016）が説明する通

り、「こうした理念の維持に必要となる措置、すなわち学業困難の生徒に対する支援、そうした
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生徒を指導する教員の育成等の面で、Haby 改革は不十分であったとされる」20。さらに、この

不十分さゆえ、「学業困難を引きずったまま長い共通教育課程に留まらなければならない状況

から派生する不登校や学業離脱等の『学業失敗（échec scolaire）』が、Haby 改革の後顕著に増加

した」21という。Heurdier（2014）も同様に、統一コレージュに関するあらゆる研究22において、

統一コレージュの創設によって学級や学校において異質性が高まったこと、留年率がむしろ悪

化した層も存在したことが明確に指摘されたと説明している23。 

 以上から、フランスにおいては EP 政策開始前の 1980 年以前に教育の大衆化が拡大したとも

読み取れるが、実際にこの現象が広く発展したのは 85 年以降という指摘も多い。例えば、

Broccolichi（1995）は、1970 年から 1985 年にかけて、中等教育に流入する生徒数の増加が非常

に遅れていたことについて言及し、1973 年と 1980 年に第６学年へ入学した生徒を対象にした

縦断研究では、生徒の学業路線は各々の出身社会グループに関連しており、特に中等一般教育

（enseignement général）課程へのアクセスに関しては、この傾向が極端に不動のものとなって

いたことを指摘している24。荒井（2009）によると、「1980 年の中学入学者（第６学年生）のう

ち第４学年まで進級できなかった者が、非熟練労働者や農業労働者の子どもでは 40%であった

のに対して、教員や上級管理職の子どもではその比率がわずか３%にとどまる」25とのことであ

り、この記述からも、EP 政策開始以前の中等教育における社会階層間格差は、口を揃えて「大

衆化」と呼べるほど縮小されていなかったと考えられる。なお、80 年代後半以降のフランスで

は、荒井（2009）が詳述する「選抜の緩和」、「選抜機能の一般的低下」26や、1989 年の教育基

本方針法（loi d’orientation sur l’éducation27）において掲げられた「バカロレア取得者 80％計画」

の進展等を通じて、中等一般教育へのアクセスや中等教育における進級が比較的容易となった。

以上の経緯から、これまで社会階層別に教授される教育内容が異なっていたと言える中等教育

において、社会階層の混合が起きることで、教育格差が拡大していくことになる。 

 このように EP 政策導入以前のフランスにおける教育政策の動向を整理すると、本政策の導

入は 1981 年であることから、政府が統一的な教育システムの確立に向けて試行錯誤している

段階で開始され、その過渡期において教育の大衆化政策とともに展開していったと言える。 

 

2.2 ZEP 政策の開始とその背景 

EP 政策導入前のフランスは、資格を持たない人々の失業拡大、資格を所有している人材のニ

ーズの高まり及びディプロムを持たない若者が教育システムから退場する等の問題の数々に耐

えられなくなっていた28。また、フランスの教育制度における平等の理念は、国による学習指導

要領（programmes）の決定や教員採用の面で強い中央集権を生み出すものであるが、単一の教

育システムや通常の財政支出を通じて児童生徒のニーズを十分に満たすことは困難であった29。

この状況に一石を投じたのは主に教員組合であり、中でも、当時小学校教員であった Bourgarel

夫婦の影響が大きかったとされている。彼らは、1967 年にイギリスで発刊されたプラウデンレ

ポート（Plowden Report）上で EPA 政策が提唱されていることを発見する。ここで Bourgarel 夫

婦は、学業の失敗は個人の問題ではなく集団の問題であり、それゆえ限定された地域に住む個

人の集合体に対する解決策の提示が重要だという知見を得、フランスにもこれを導入すべきと

訴えたのである30。この訴えは 1972 年の組合の運動のもととなり、1978 年には社会党の政権公

存在意義について考察を行った上で、本政策に対する今後の期待や課題を提示する。 

なお、本政策は導入当初、４年間の期間限定の政策となる予定であったが、結局は 1990 年、

1998 年、2006 年、2011 年、2014 年と連続的に５度の改革が行われ、この 40 年間を通して拡大

または維持され続けてきた。EP 対象地域・ネットワークの展開を概観しておくと、1982 年の

政策本格開始時には 362 地域が ZEP に設定され、1990 年にはその数が 558 に増加した。次に、

1998 年度に REP(1)11が導入されると、全国に計 1,189 の EP 地域・ネットワークが設置された

12。その後も複数の改革を通じて、2006 年度には RAR・RRS、2012 年度には ÉCLAIR、2015 年

度には REP+・REP(2)13といった新しい施策（各施策について、詳しくは後述）が導入されてい

くものの、例えば 2019 年度の REP+・REP の数は 1,094 であり、90 年代に大幅に増加した EP

政策の対象地域・ネットワークや教育機関数はそれ以降ほとんど減少していないことがわかる。

このことから、1982 年度始業時から 2005 年度終了時までを EP 政策の「拡大期」、2006 年度以

降を同政策の「維持期」と区分して、以降の本論を進めることとする。 

 

2． 教育の大衆化の拡大と EP 政策の導入 

2.1 EP 政策導入以前のフランスにおける教育の大衆化とその弊害 

 フランスの学校教育は伝統的に複線的で、社会階層によって享受する教育が異なる仕組みで

あったことは周知の事実である。このシステムの不合理性は、共和国の民主的原理の名のもと

当然に批判されてきており、同国においては戦前から少なからず民主化を意識した政策が採ら

れてきた。例えば、1933 年５月 31 日付法律により、従来初等教育にのみ保障されていた公教

育無償性が中等教育まで拡大した。また、1936 年８月９日付法律により、それまでは 13 歳ま

でだった義務教育が 14 歳まで延長されることとなった14。戦後の 1956 年には、中等教育入学

試験が廃止され、初等教育機関の最終学年である CM2（Cours Moyen 2）を卒業する児童の中等

教育入学許可手続きは書類で実施することとされた15。さらに、1959 年の Berthoin 改革におけ

る１月６日付の行政命令（ordonnance）により、1953 年１月１日以後に出生した子どもの義務

教育年限が 16 歳まで引き上げられた16。以上の動向からは、中等教育へのアクセスを普及させ

るための取組みが、戦前から戦後にかけて一定程度継続的に実行されてきたことがわかる。 

 こうした教育機会拡大の中、60 年代に入ると「教育爆発」や「教育の大衆化」と呼ばれる時

代に突入する17。この時期で最も注目すべきは、1975 年に当時の教育大臣 Haby により制定さ

れた「教育に関する 1975 年 7 月 11 日の法律第 75-620 号（loi n75-620 du 11 juillet 1975 relative 

à l’éducation）」を通じて実行された Haby 改革である。同改革において「統一コレージュ（collège 

unique）」が創設され、1977 年に完全実施された。従前のフランスでは、初等教育学校終了時に

普通教育コレージュ（collège d’enseignement général、CEG）、中等教育コレージュ（collège 

d’enseignement secondaire、CES）、リセ等、様々な学校種においてコース別の課程に分けられて

いた18。しかし、Haby は従来の複線型制度が学歴による格差を生み社会階層を固定化している

としてこれを廃止し、教育へのアクセス拡大を図るため、また、全ての生徒を共通の学校に受

け入れ、共通の教育を提供するという理念を前期中等教育において具現化させるために、単線

型の前期中等教育機関である統一コレージュを誕生させた19。だが、豊田（2016）が説明する通

り、「こうした理念の維持に必要となる措置、すなわち学業困難の生徒に対する支援、そうした
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約に EP 政策の実施が組み込まれた31。その後の 1981 年には、社会党が第五共和政になってか

ら初めて政権を獲得し、ついに公約どおり優先地域政策が誕生することになる。 

具体的には、当時 Mitterrand 大統領のもと教育大臣に就任した Savary が、1981 年７月１日付

で『優先地域』（“Zones prioritaires.”、以下 ZP）という題名の通達を発出する32。本通達では「最

も学業の失敗率が高い地域や社会階層における教育的活動を選択的に強化することによる不平

等の是正」との目的が設定され、ここから「地域（zone）」が積極的差別の対象に設定されたこ

とがわかる。さらに、同年 12 月 28 日には７月の通達を補完する内容の通達が発出され、1982

年度から ZEP 政策が開始された33。同通達では、中等教育段階に入る生徒数の大幅な増加や、

前期中等教育段階における退学の顕著な減少は明白だが、この現象が、大きな格差の存在を隠

しているとの指摘がなされた。ここで言及された「格差」を裏付けるデータとして、当時、第

６学年で２年以上留年を経験している生徒の割合が国内平均では 13.5％であるのに対し、国内

の５％の教育機関においては 25％であったという統計が同時に示されている。また、学業の失

敗や放棄は「恵まれない（démuni）」社会・文化的階層出身の子どもたちに本質的に関連して

いるとし、それゆえ一定の地域に対する優先的な貢献が必要であるとの説明がなされた34。 

上述した学業の失敗や学力格差、失業問題の他にも、ZEP 政策の開始には複数の理由がある

と考えられる。まず、EP 政策導入当時のフランスには、社会関係課題への対処に遅れを取って

いるという問題が存在したことから、政府がオルー法（Lois Auroux）等社会政策関連の法整備

を積極的に行い、同課題の解決のために努力した時期でもあった。この背景から、当時の政府

に学業の失敗に対する政策立案の意志が生まれたとの指摘が存在する35。以上から、他国と比

較した際にフランスが抱いた焦りが EP 政策の樹立を後押ししたことが読み取れる。さらに、

岩橋（1997）は、1982 年３月の新地方分権法によって、州、県、市町村の完全自治体化が行わ

れ、1983 年１月及び７月の新権限分配法によって地方自治体としての自律的な権限が強化され

た点に注目し、その結果、ZEP 政策は、地域そのものの社会的不平等の克服と自律性の樹立の

中で学業及び学校教育の失敗の解決を試みたと説明した36。この点から、同国における地方分

権の潮流が教育政策まで波及したという背景が ZEP 政策の展開に影響を与えた様子が窺える。 

なお、前項で示した通り、60 年代以降のフランスには教育システムの統一や教育の大衆化の

大きな流れがあった。その一方で、同国の教育政策に差異化（différenciation）の特徴をもつ EP

政策が導入されたことは注目に値する。つまり、統一化政策と差異化政策が同時期に進められ

ていたことになり、教育行政の展開としては方向性の異なる行動を取っているようにも思える。

しかし、1982 年の通達にもある通り、教育機会の拡大の裏には社会経済的背景に起因する深刻

な学業困難の問題が存在していたことから、EP 政策は機会平等を目指す同国の教育システムの

欠陥を補償する役割を担うものとして導入されたと考えられる。加えて、EP 政策の特徴の一つ

として、本政策の実施はいかなる法律（loi）、デクレ（décret）、アレテ（arrêté）にも基づいてお

らず、国は「通達（circulaire）」37及び「業務通達（note de service）」という公式文書を通じて各

決定事項を伝える仕組みとなっている点が挙げられる。よって、本政策に関する議論が議会で

取り上げられることはほとんど無く、概ね MEN によってのみ施策が展開される。これに関連

して Heurdier（2014）は、従来議会が EP 政策、ひいては積極的差別の原則に関する議論の実施

を請願されてこなかったことを指摘した。その理由として、フランスにおける EP の概念の導
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入過程が特殊であったことから、1981 年７月に EP 政策が登場するまで、ほとんどマスメディ

アに取り上げられることのない政策であった点を挙げている。EP 政策は全国規模で多数の児童

生徒に影響を与える政策であるにも拘わらず、議会を通さずに展開される仕組みである点に鑑

みると、この政策が、現場レベルの教員や保護者、地域住民からの意見が十分に反映されにく

いものとなる危険性が指摘できると考える。 

 

2.3 ZEP 政策開始時点の特徴 

EP 政策は、教育資源を全員に平等に分配するのではなく、「持たざる者により多く与える（« 

donner plus à ceux qui ont (le) moins »）」積極的差別是正政策である。そのため、不平等な方法の

採用によって社会経済的困難を補償し、結果として子どもたちが平等を獲得することが目的と

されている。また、これは個人ではなく地域を対象として開始された点に大きな特徴をもつ政

策である。というのも、共和国理念に基づけばフランスには「市民（citoyens）」しか存在しな

いという前提から、EP 政策のような再分配に関係する政策の実施において考慮されるのは社会

経済的性質のみであり、民族的出自や人種、宗教は考慮されるものではないという考えがこの

背景に存在する。この部分において、フランスにおける積極的差別是正政策はアングロサクソ

ン系の国で行われるそれとは本来似つかないものであると言える38。他方、この点に関連して

Senac（2000）は、ZEP 政策はスティグマ化と「エスニシゼーション（ethnicisation）」の進行を

避けながらも教育の平等の促進に配慮するという考えから、移民の子ではなく困難な状況にあ

る就学児童生徒に働きかけを行う政策だという前提のもと成り立っていると考えられる一方で、

ZEP 政策実施の背景には、その目的が周知されることはないとしても、移民の子やその保護者

の組み込み（insertion）が本質的に存在すると指摘した39。吉谷（2001）も同様に、ZEP 政策は

フランスの子ども一般を対象とするものであったが、結果的には ZEP と移民の子が居住する地

域とが大きく重なり、移民の子の教育課題の解消をねらうものとなったと説明した40。以上か

ら、教育政策史上初の積極的差別是正政策である ZEP 政策を開始・展開させるに際し、フラン

ス政府は共和国理念との矛盾が生じない説明を行ってきたと言えるが、実際は一般的な学業困

難に加え、移民の子の学力格差是正が意識されていたと見られる。 

以上の原則のもと開始した ZEP 政策は、各学校の児童生徒と地域の事情を考慮し、財政及び

人材の重点的配分を認めた41。また、山口（2003）は Lelièvre (1990)42を引用し、ZEP 政策につ

いて、学校と地域における多様な組織（地方公共団体、アソシエーション等）との密接な連携

を図りつつ、各学校の「計画（projet）」を作り上げ、その運用における関係者の自律性（autonomie）

を高めるものであると説明した43。このように、本政策は多様なアクターとのパートナーシッ

プ（partenariat）や「学校の開放」を強く推進する姿勢を取っているが、本来共和国の学校はむ

しろ保護者や地域の有力者の影響から保護された世俗的聖域であると捉えられていることから

44、この点で本政策は教育現場へ新しい考えをもたらしたと言えるだろう。 

 前述の通り、1982 年には 362 の地域が ZEP として選定されたが、これにより初等教育段階

児童の 8.3％、中学生の 10.2％、職業高校（lycées professionnels）生の 7.4%、普通・技術高校

（lycées d’enseignement général et technologique）生の 0.8％が本政策の対象となった45。ZEP の選

定については、1981 年 12 月 28 日付通達により、各大学区46長によって選定されることとされ

約に EP 政策の実施が組み込まれた31。その後の 1981 年には、社会党が第五共和政になってか

ら初めて政権を獲得し、ついに公約どおり優先地域政策が誕生することになる。 

具体的には、当時 Mitterrand 大統領のもと教育大臣に就任した Savary が、1981 年７月１日付

で『優先地域』（“Zones prioritaires.”、以下 ZP）という題名の通達を発出する32。本通達では「最

も学業の失敗率が高い地域や社会階層における教育的活動を選択的に強化することによる不平

等の是正」との目的が設定され、ここから「地域（zone）」が積極的差別の対象に設定されたこ

とがわかる。さらに、同年 12 月 28 日には７月の通達を補完する内容の通達が発出され、1982

年度から ZEP 政策が開始された33。同通達では、中等教育段階に入る生徒数の大幅な増加や、

前期中等教育段階における退学の顕著な減少は明白だが、この現象が、大きな格差の存在を隠

しているとの指摘がなされた。ここで言及された「格差」を裏付けるデータとして、当時、第

６学年で２年以上留年を経験している生徒の割合が国内平均では 13.5％であるのに対し、国内

の５％の教育機関においては 25％であったという統計が同時に示されている。また、学業の失

敗や放棄は「恵まれない（démuni）」社会・文化的階層出身の子どもたちに本質的に関連して

いるとし、それゆえ一定の地域に対する優先的な貢献が必要であるとの説明がなされた34。 

上述した学業の失敗や学力格差、失業問題の他にも、ZEP 政策の開始には複数の理由がある

と考えられる。まず、EP 政策導入当時のフランスには、社会関係課題への対処に遅れを取って

いるという問題が存在したことから、政府がオルー法（Lois Auroux）等社会政策関連の法整備

を積極的に行い、同課題の解決のために努力した時期でもあった。この背景から、当時の政府

に学業の失敗に対する政策立案の意志が生まれたとの指摘が存在する35。以上から、他国と比

較した際にフランスが抱いた焦りが EP 政策の樹立を後押ししたことが読み取れる。さらに、

岩橋（1997）は、1982 年３月の新地方分権法によって、州、県、市町村の完全自治体化が行わ

れ、1983 年１月及び７月の新権限分配法によって地方自治体としての自律的な権限が強化され

た点に注目し、その結果、ZEP 政策は、地域そのものの社会的不平等の克服と自律性の樹立の

中で学業及び学校教育の失敗の解決を試みたと説明した36。この点から、同国における地方分

権の潮流が教育政策まで波及したという背景が ZEP 政策の展開に影響を与えた様子が窺える。 

なお、前項で示した通り、60 年代以降のフランスには教育システムの統一や教育の大衆化の

大きな流れがあった。その一方で、同国の教育政策に差異化（différenciation）の特徴をもつ EP

政策が導入されたことは注目に値する。つまり、統一化政策と差異化政策が同時期に進められ

ていたことになり、教育行政の展開としては方向性の異なる行動を取っているようにも思える。

しかし、1982 年の通達にもある通り、教育機会の拡大の裏には社会経済的背景に起因する深刻

な学業困難の問題が存在していたことから、EP 政策は機会平等を目指す同国の教育システムの

欠陥を補償する役割を担うものとして導入されたと考えられる。加えて、EP 政策の特徴の一つ

として、本政策の実施はいかなる法律（loi）、デクレ（décret）、アレテ（arrêté）にも基づいてお

らず、国は「通達（circulaire）」37及び「業務通達（note de service）」という公式文書を通じて各

決定事項を伝える仕組みとなっている点が挙げられる。よって、本政策に関する議論が議会で

取り上げられることはほとんど無く、概ね MEN によってのみ施策が展開される。これに関連

して Heurdier（2014）は、従来議会が EP 政策、ひいては積極的差別の原則に関する議論の実施

を請願されてこなかったことを指摘した。その理由として、フランスにおける EP の概念の導
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た。この通達では、各大学区長が ZEP を決定する際に参考とすべき指標が示されている。その

指標としては、例えば世帯主の社会職業カテゴリー、当該大学区における失業量、外国人比率、

共有設備や共有サービスにどれだけアクセスできる地域か、中心街等へのアクセスの良さ等の

基準が提示された。なお、これらの基準は ZEP 決定の目安でしかなく、決定基準を制限するも

のではないと説明された47。このように、ZEP 選定の参考とすべき大まかな基準は通達上で示

されたが、判断は各大学区長に委ねられる仕組みであったため、この選定作業に関する大学区

の裁量は大きかったと言える。同選定方法が採用された背景には、全国一律的な基準のもと選

定を行うよりも、この方法を採ることで地域に沿った柔軟な支援が可能になるとの期待があっ

たのではないかと考えられる。他方、後に改善されていくものの、当時から ZEP の指定区域を

決める基準の曖昧さが指摘されている48。1980 年代初頭の EP 政策には、地方分権と分散の傾

向が見られるが、政府側が全国に対し一定程度制限的で統一的な選定基準を設置するとすれば、

大学区の権限を縮小させることにつながり、地域のニーズに沿った選定がある程度困難になる

一方で、各大学区間における差異や格差は生じにくくなると考えられるため、政府に統一基準

の設定を求める意見が出たとしても驚くべきことではない。 

 以上のような特徴をもって開始した ZEP 政策であるが、1984 年に教育大臣が Savary から

Chevènement に代わると、本政策が MEN の優先事項として扱われることがなくなり、勢いが失

速していく。また、これ以降、EP 政策は発展と停滞を繰り返していくことになる。 

 
3． EP 政策の拡大と維持 
3.1 第１次・第２次振興による EP 政策の拡大 

3.1.1 EP 政策第１次振興と『Moisan=Simon 報告』：拡大期① 

80 年代半ばから一度減速した EP 政策は、導入当初、年限のある政策とされる予定であった

にも拘わらず、1990 年代からは終了するどころか大きく展開していくことになる。同政策の拡

大は、1990 年に開始した EP 政策「第１次振興（Première relance）」及び 1998 年に開始した「第

２次振興（Seconde relance）」の実施によるところが大きいと言える。 

1990 年には、当時の教育大臣 Jospin による２月１日付通達により、EP 政策第１次振興が実

行された。MEN（1990）は同振興の第一目標を「児童生徒、特に最も恵まれない（défavorisés）

児童生徒の学業成果について、顕著な改善を生み出すこと」49とし、特に社会経済的格差を被る

者に対し、従来の ZEP 政策よりも明確な結果を生み出すことを目指した50。また、これまで ZEP

政策に対する責任の所在が不明確であったことを省み、核となる学校（institution en responsable）

またはコーディネーター（coordonnateur）を配置することが決定された。加えて、都市社会開

発 DSU（Développement Social Urbain）との連携事業等、都市事業との協働といった学校外、

MEN 管轄外との共同事業も行われ始めた51。なお、この段階で ZEP の数は 558 に増加し、5,503

の初等教育学校と 796 の中学校が ZEP 校に指定された。さらに、90 年代から ZEP 校の教員に

対する特別手当の支給が開始された。このように、国が EP 政策の運営を放棄した期間を経て、

90 年代初めには国主導の振興が実施されたが、1994 年から 97 年にかけては再び政府が本政策

について沈黙する期間となった52。教育大臣をはじめとする政府の気まぐれな関心度合いが本

政策を振り回している印象を持たざるを得ないが、それでも ZEP が存続したのは、ZEP 政策の
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地方分権的性質を通じ、各大学区や ZEP 校が本政策を支え続けたからであると考えられる。 

1997 年１月には、視学官の Moisan と Simon が 36 の ZEP を調査し、ZEP 政策成功のための

要素の究明を目的に調査結果をまとめた通称『Moisin=Simon 報告』が発出され、これが ZEP 政

策初の全国評価となった。本報告書では、各 ZEP に特有の事情や歴史があるため、ZEP の成功

や失敗を決定づける要素の断定は困難であるものの、例えば緊急的状況にある ZEP では２歳か

らの就学が不十分である、ZEP が肥大化し、同施策の機能や児童生徒の成功を害している可能

性がある、パートナーシップに問題がある、教員に慢性的な諦観や苦悩、不安定性がある等の

状況が見られ、このような ZEP は単体で状況を改善させることは難しいことから、極めて注意

深く配慮した支援措置の実施が必要であることを示した。反対に、成功している ZEP では、学

校で中核を担う安定性の高い教員と若手教員の入れ替わりのバランスが良く、ZEP の計画は学

習を重視しているものの学校は閉鎖的でなく、パートナーとして機能するアクターとの協働が

見られ、手厚い配慮を行う県や大学区によって支えられているという特徴が見られた。 

以上の調査結果から、同報告書では、学習を通じた知識の獲得、市民性教育、社会的統合を

可能にする課程の提供といった学校が担う使命に再び集中すること、肥大化した ZEP から「人

間的な」サイズの ZEP（ZEP à taille humaine）へと改善すること、人々の混合を促すための学区

設定の見直しを自治体に働きかけ、また、中間層の保護者に ZEP 校で子どもが学ぶ利点を伝え、

一定の地域・学校への「恵まれない」層の集中によって生じる「ゲットー効果（effet ghetto）」

に立ち向かうこと、ZEP における２歳からの就学を促進すること、初等教育学校と中学校間の

つながりを強化し、児童生徒の学習の継続性を高めること、非 EP 校よりも困難な条件で勤務

する ZEP 校教員に寄り添い、新任教員の受入体制の整備や ZEP 校における非正規職員の削減

及び勤務の継続を希望する職員の継続雇用、ZEP 校勤務によって疲弊した教員の勤務時間の柔

軟な緩和を認めること等、EP 政策改善のための多岐に渡る提言が行われた53。 

同報告書は EP 政策の開始から約 15 年の時点で作成されたものであるが、国による沈黙の期

間を考慮すれば、政策が成熟したとは言えない時期に行われた政策評価と言え、この時点では

政策の現状把握や目的・目標の再確認が重視されていたと思われる。また、第１次振興が開始

した時期のフランスでは、就学率と教育水準が顕著に向上していた。そのため、同国全体の学

業の成功が目指される機運の中、ZEP 政策が「恵まれない」層の底上げを図る政策と捉えられ

たことにより、同政策がこの時期に拡大を見たとも捉えられると考える。 

 
3.1.2 EP 政策第２次振興：拡大期② 

これ以降、EP 政策はより一層の拡大を見せることになる。第一に、『Moisan=Simon 報告』

の公表を機に、1998 年に Rouen にて MEN 主催の全国集会が開催された。本集会では、これま

での ZEP の政策評価が行われた上で、EP 政策第２次振興が開始された。なお、第１次振興の

間は、EP 政策についてのいかなる会議も開催されてきていなかった。これはつまり、実施者側

が地域の諸アクターからの意見を聞くことのできる場が用意されてこなかったということであ

ると考えられる。この点で、この大規模な集会の開催は注目に値する。 

第２次振興は、EP 政策に関する４つの通達を発出するといった当時の教育大臣 Royal の行動

を通じて、当初は精力的に進められた。同振興の特徴は、政府が「成功の契約（contrat de réussite）」

た。この通達では、各大学区長が ZEP を決定する際に参考とすべき指標が示されている。その

指標としては、例えば世帯主の社会職業カテゴリー、当該大学区における失業量、外国人比率、

共有設備や共有サービスにどれだけアクセスできる地域か、中心街等へのアクセスの良さ等の

基準が提示された。なお、これらの基準は ZEP 決定の目安でしかなく、決定基準を制限するも

のではないと説明された47。このように、ZEP 選定の参考とすべき大まかな基準は通達上で示

されたが、判断は各大学区長に委ねられる仕組みであったため、この選定作業に関する大学区

の裁量は大きかったと言える。同選定方法が採用された背景には、全国一律的な基準のもと選

定を行うよりも、この方法を採ることで地域に沿った柔軟な支援が可能になるとの期待があっ

たのではないかと考えられる。他方、後に改善されていくものの、当時から ZEP の指定区域を

決める基準の曖昧さが指摘されている48。1980 年代初頭の EP 政策には、地方分権と分散の傾

向が見られるが、政府側が全国に対し一定程度制限的で統一的な選定基準を設置するとすれば、

大学区の権限を縮小させることにつながり、地域のニーズに沿った選定がある程度困難になる

一方で、各大学区間における差異や格差は生じにくくなると考えられるため、政府に統一基準

の設定を求める意見が出たとしても驚くべきことではない。 

 以上のような特徴をもって開始した ZEP 政策であるが、1984 年に教育大臣が Savary から

Chevènement に代わると、本政策が MEN の優先事項として扱われることがなくなり、勢いが失

速していく。また、これ以降、EP 政策は発展と停滞を繰り返していくことになる。 

 
3． EP 政策の拡大と維持 
3.1 第１次・第２次振興による EP 政策の拡大 

3.1.1 EP 政策第１次振興と『Moisan=Simon 報告』：拡大期① 

80 年代半ばから一度減速した EP 政策は、導入当初、年限のある政策とされる予定であった

にも拘わらず、1990 年代からは終了するどころか大きく展開していくことになる。同政策の拡

大は、1990 年に開始した EP 政策「第１次振興（Première relance）」及び 1998 年に開始した「第

２次振興（Seconde relance）」の実施によるところが大きいと言える。 

1990 年には、当時の教育大臣 Jospin による２月１日付通達により、EP 政策第１次振興が実

行された。MEN（1990）は同振興の第一目標を「児童生徒、特に最も恵まれない（défavorisés）

児童生徒の学業成果について、顕著な改善を生み出すこと」49とし、特に社会経済的格差を被る

者に対し、従来の ZEP 政策よりも明確な結果を生み出すことを目指した50。また、これまで ZEP

政策に対する責任の所在が不明確であったことを省み、核となる学校（institution en responsable）

またはコーディネーター（coordonnateur）を配置することが決定された。加えて、都市社会開

発 DSU（Développement Social Urbain）との連携事業等、都市事業との協働といった学校外、

MEN 管轄外との共同事業も行われ始めた51。なお、この段階で ZEP の数は 558 に増加し、5,503

の初等教育学校と 796 の中学校が ZEP 校に指定された。さらに、90 年代から ZEP 校の教員に

対する特別手当の支給が開始された。このように、国が EP 政策の運営を放棄した期間を経て、

90 年代初めには国主導の振興が実施されたが、1994 年から 97 年にかけては再び政府が本政策

について沈黙する期間となった52。教育大臣をはじめとする政府の気まぐれな関心度合いが本

政策を振り回している印象を持たざるを得ないが、それでも ZEP が存続したのは、ZEP 政策の
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と称した政策を打ち出し、従来よりもさらに学業の成功につながる計画立案と結果が求められ

るようになった点にある。Storey（2007）は、「成功の契約」の具体的な内容について、全ての

ZEP に「地域計画（projet de zone）」と呼ばれる活動計画の策定が求められ、この計画が学校と

ZEP 間の契約（contrat）の役割をもつと説明した54。しかし、前述の通り、各 ZEP における計

画の策定作業は以前から存在しており、従前の計画との明確な違いは不明である。そのため、

政府は第２次振興の時点で ZEP 計画に「成功の契約」という新しい呼称を授けることは、計画

策定とその実行の重要性を改めてアピールする狙いがあったと考えられる。 

さらに、1998 年７月 10 日付通達を通じて、優先教育ネットワーク（Réseaux d’éducation 

prioritaire、以下 REP(1)）が設置された55。翌年に発出された 1999 年 1 月 28 日付通達によれば、

REP(1)とは、社会、経済、文化的環境により恵まれない状況にある学校をまとめたネットワー

クのことで、全ての ZEP 校が REP(1)にも含まれることとされた。REP(1)の誕生により、規模が

大きすぎる ZEP を人間的なサイズのネットワークに分割することが可能となり、従来の「地域」

という区分によって生じた学校への影響を和らげる効果が見込まれるという。加えて、この通

達では、EP の目標を知識の習得、とりわけ言語の習得へと再び集中させること、及び基礎的な

知識のみに限らず幅広い知識を教授することが強調された56。1999 年度には、ZEP・REP(1)小

学校として 7,329 校、中学校として 1,053 校が指定され、2000 年度には EP の対象児童生徒数が

170 万人に及んだ。これは、初等教育段階児童の 17.9％、中学生の 21.2％が EP の対象とされた

ことを表す57。このデータから、本政策の顕著な拡大は明白である。しかし、振興の勢いは長く

続かず、これ以降本政策に対して国が再び無頓着となる時期が見られた。 

Heurdier（2014）は、以上２回の振興の違いとして、第１次振興は MEN から地域への垂直的

な働きかけに特徴づけられるのに対し、第２次振興では諸アクターや彼らの政策に対するコミ

ットメント及び実践を考慮し、地域の意見を聞くことを通じて政策が進められた点等を挙げて

いる58。この点において、これまで円滑な連携が取れているとは言えなかった国と地方の関係

性の変化が窺える。他方、国はこれらの振興の開始当初は精力的な動きを見せ、実際に政策へ

大きな発展をもたらしたものの、現場における政策の具体的な実行の段階では繰り返し無関心

を見せた。これらの状況から、過去約 20 年間の EP 政策は、国が「地方分権」をよすがとした、

いわば「地方任せ」の状態で進められたと言わざるを得ない。これまで見てきたように、Savary

辞任後の大臣たちによる本政策への関与は変動的で、一時的に大きな関心を示す場合もあれば、

全くの無関心という時期もあった。それゆえ、政府が多かれ少なかれ EP 政策について沈黙し

ていた時期には、最も本政策に関与していた諸アクターは、見捨てられたという印象を強く感

じていたとの指摘もある59。以上から、EP 政策の興隆と停滞・衰退が、政府の関心度合いに左

右されてきた様子が窺える。この点は、本政策が法律や議会での審議を通じてではなく通達等

の命令類を通じて展開される政策であることの弊害として捉えられると考える。 

 

3.2 『Armand=Gille 報告』と RAR・RRS の創設：維持期① 

 2000 年代初頭は、諸研究者やメディアによる EP 政策批判が目立つ時期となった。Hébrard

（2002）は、ZEP が一定地域をスティグマ化させたことに疑いの余地は無く、 「ZEP」は、心

配性の保護者にとって「なんとしても避けるべき学校」を意味する言葉になっていると指摘し
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た60。2003 年には CDC がフランスにおける教育システムの運営について報告書を発出し、ZEP

が「恵まれない」層の人々が被るハンディキャップを補償するに至っていない状況について説

明した61。冒頭で紹介した Bénabou et al.（2004）もこの時期に発出された研究であるが、同著は

EP 政策について「いかなる著しい成果も生んでいない」62と結論づけており、その他の詳細な

部分よりもこのまとめのみが多くの人々によって読まれ、「失敗」の印象を与えていたと見られ

る63。フランスの日刊紙 Libération のオンライン版は、2005 年９月 16 日の記事で Bénabou らに

よるこの研究を取り上げ、ZEP が公共政策における大きな失敗として現れてきていると報道し

た64。EP 政策導入の立役者である Bourgarel は、この時期を「大きな混乱」65の時期と呼び、

Libération による記事は「小さな爆弾」66であったと表現した。以上から、国が 1999 年以降無関

心であった時期に、世論は EP 政策に対する関心を寄せ始めていたと見られる。 

こうした背景の中、2005 年から 2006 年にかけて、視学官らの研究班による ZEP と REP(1)の

再定義が行われ、全体的な問題であるのが REP(1)、より対象を狭めた重点的な対応を必要とす

るのが ZEP と役割が区分された67。さらに 2006 年には、視学官 Armand と Gille によって EP 政

策の報告書（いわゆる『Armand=Gille 報告』）が発出された。同報告書では、EP 政策が期待さ

れた結果を生み出しておらず、本政策が児童生徒の素行面に前向きな影響を与えたという成果

は確認できるが、EP 地域をスティグマ化させたというネガティブな現象が与えた影響の大きさ

と釣り合いが取れる成果とは言えないと指摘されている。また、資源供給が分散されすぎてお

り、特に教育方法の刷新や教員養成、パートナーシップの構築に関連した資源が、最も必要と

している地域へ十分に行き渡っていないことが示され、限られた地域に焦点を絞った EP 政策

の遂行が不可欠であると主張された。一方、本報告書は、EP 政策の強い正当性・適法性につい

ても言及している。というのも、機会の平等は公共政策全体の課題であり、2005 年４月の「学

校の未来のための基本・計画法（loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école）」とい

った教育領域の法律のみならず、社会的統合の領域に関する同年１月の「社会結合法（loi de 

cohésion sociale）」に本政策の法的基盤が存在するという解釈がこの報告書においてなされてい

るのである。そのため、これらの法律の制定以降、EP 政策は教育分野における機会平等達成の

ための特別なツールとして存在していると捉えられていると言える68。 

『Armand=Gille 報告』は EP 政策の不十分性を指摘する内容であった一方で、政策の存在意

義を根本から問い直すのではなく、法的後ろ盾の提示や改善策の提案を通じて継続の意義や意

思を感じさせるものでもあった。導入後約 25 年経過した時点においてもなおその効果が疑問

視された政策であるにも拘わらず、機会平等というフランスが達成すべき使命のために、当時

の EP 政策は教育分野における有用な道具と捉えられていたことが同報告書から読み取れる。 

 他方、Armand と Gille が既に上述の報告書を作成していた 2005 年 10 月末から 11 月半ばに

かけて、パリ郊外を中心にフランス全土で若者による大規模な「暴動（émeutes）」が発生した。

この暴動は、警察に嫌疑をかけられた若者の死を契機に全国に広まったものであったが、この

若者暴動の背景にあるものとして、荒廃した郊外、集中する移民家族、問題多き若者の存在が、

一般的に認識されているという69。この暴動を受け、EP 政策の方向性が転換されることになる。 

 若者の不満を抑える必要性を感じた政府は急遽、当時の教育大臣 de Robien の下、2006 年３

月 30 日付通達を発出し、EP 政策の改革を図る70。この改革では、全国から 249 の中学校と 1725

と称した政策を打ち出し、従来よりもさらに学業の成功につながる計画立案と結果が求められ

るようになった点にある。Storey（2007）は、「成功の契約」の具体的な内容について、全ての

ZEP に「地域計画（projet de zone）」と呼ばれる活動計画の策定が求められ、この計画が学校と

ZEP 間の契約（contrat）の役割をもつと説明した54。しかし、前述の通り、各 ZEP における計

画の策定作業は以前から存在しており、従前の計画との明確な違いは不明である。そのため、

政府は第２次振興の時点で ZEP 計画に「成功の契約」という新しい呼称を授けることは、計画

策定とその実行の重要性を改めてアピールする狙いがあったと考えられる。 

さらに、1998 年７月 10 日付通達を通じて、優先教育ネットワーク（Réseaux d’éducation 

prioritaire、以下 REP(1)）が設置された55。翌年に発出された 1999 年 1 月 28 日付通達によれば、

REP(1)とは、社会、経済、文化的環境により恵まれない状況にある学校をまとめたネットワー

クのことで、全ての ZEP 校が REP(1)にも含まれることとされた。REP(1)の誕生により、規模が

大きすぎる ZEP を人間的なサイズのネットワークに分割することが可能となり、従来の「地域」

という区分によって生じた学校への影響を和らげる効果が見込まれるという。加えて、この通

達では、EP の目標を知識の習得、とりわけ言語の習得へと再び集中させること、及び基礎的な

知識のみに限らず幅広い知識を教授することが強調された56。1999 年度には、ZEP・REP(1)小

学校として 7,329 校、中学校として 1,053 校が指定され、2000 年度には EP の対象児童生徒数が

170 万人に及んだ。これは、初等教育段階児童の 17.9％、中学生の 21.2％が EP の対象とされた

ことを表す57。このデータから、本政策の顕著な拡大は明白である。しかし、振興の勢いは長く

続かず、これ以降本政策に対して国が再び無頓着となる時期が見られた。 

Heurdier（2014）は、以上２回の振興の違いとして、第１次振興は MEN から地域への垂直的

な働きかけに特徴づけられるのに対し、第２次振興では諸アクターや彼らの政策に対するコミ

ットメント及び実践を考慮し、地域の意見を聞くことを通じて政策が進められた点等を挙げて

いる58。この点において、これまで円滑な連携が取れているとは言えなかった国と地方の関係

性の変化が窺える。他方、国はこれらの振興の開始当初は精力的な動きを見せ、実際に政策へ

大きな発展をもたらしたものの、現場における政策の具体的な実行の段階では繰り返し無関心

を見せた。これらの状況から、過去約 20 年間の EP 政策は、国が「地方分権」をよすがとした、

いわば「地方任せ」の状態で進められたと言わざるを得ない。これまで見てきたように、Savary

辞任後の大臣たちによる本政策への関与は変動的で、一時的に大きな関心を示す場合もあれば、

全くの無関心という時期もあった。それゆえ、政府が多かれ少なかれ EP 政策について沈黙し

ていた時期には、最も本政策に関与していた諸アクターは、見捨てられたという印象を強く感

じていたとの指摘もある59。以上から、EP 政策の興隆と停滞・衰退が、政府の関心度合いに左

右されてきた様子が窺える。この点は、本政策が法律や議会での審議を通じてではなく通達等

の命令類を通じて展開される政策であることの弊害として捉えられると考える。 

 

3.2 『Armand=Gille 報告』と RAR・RRS の創設：維持期① 

 2000 年代初頭は、諸研究者やメディアによる EP 政策批判が目立つ時期となった。Hébrard

（2002）は、ZEP が一定地域をスティグマ化させたことに疑いの余地は無く、 「ZEP」は、心

配性の保護者にとって「なんとしても避けるべき学校」を意味する言葉になっていると指摘し
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の初等教育学校を「成功野心ネットワーク（Réseaux “Ambition Réussite”、以下 RAR）」に選定

することが決定された。RAR では、中学校がネットワークの基準単位として機能し、その傘下

に複数の初等教育学校が所属する形が取られた71。また、これまでの EP 政策における地域やネ

ットワークの選定権限は大学区長にあったが、RAR は国によって選定・運営されることとなっ

た。そのため、限られたネットワークのみにおいてであるが、この時点で EP 政策に一定程度

の集権化が見られたと言える72。また本通達により、RAR は、1,000 人の追加教員と 3,000 人の

教育アシスタントの投入によって支援されることが決定された。RAR に選定されなかった他の

ZEP と REP(1)は、「学業成功ネットワーク（Réseaux “de Réussite Scolaire”、以下 RRS）」に指定

され、大学区レベルで運営された。なお、RAR は最も深刻な社会的・学業的困難を抱える学校

をネットワークとして編成したものであり、RRS は最困難とはみなされない学校が対象とされ

た73。RAR 校の選定は 2004 年度における各中学校の生徒の構成が基準とされ、恵まれない社会

職業カテゴリー（catégories socioprofessionnelles défavorisées）出身の生徒が 67％以上を占めてお

り、第６学年入学時に２年以上の遅れがある生徒を 10％以上受け入れている等の条件を満たす

中学校が対象とされた。これらの基準は、MEN が５％の生徒に焦点を絞った支援を行うことを

目的に決定したものである74。RAR の登場は、Armand と Gille が報告書によって重要性を示し

た、最も必要としているところにターゲットを絞った資源配分を実現するための動きだったと

言えるだろう。なお、2006 年以降の EP 政策の目標として、EP 校とその他の学校の児童生徒間

に存在する水準の差を 10％以下にすることが掲げられた。 

RAR と RRS の登場により、ZEP と REP(1)はここでほとんど姿を消すことになる。これによ

り、以後新しいプロジェクトの名称に「地域（zone）」という言葉が用いられることはなくなっ

た。これまで「地域」と表されていた領域は、今後「ネットワーク（réseau）」という言葉で代

替されることになる。この動向は、人々が EP 対象地域に対して抱くマイナスイメージの解消

を目指したものだと考えられる。というのも、とくに 1980 年代後半の「バカロレア取得者 80％

計画」等を通じて見られる教育の大衆化や、1984 年に学区外通学の例外措置が緩和されたこと

で生じた公立学校間の格差と競争の拡大によって人々が ZEP 等の社会的に困難な状況に置か

れた学校を回避するという現象が見られていた75。この背景のもと、『Moisan=Simon 報告』にお

いてのみならず『Armand=Gille 報告』においても引き続き、EP 地域のスティグマ化やゲットー

化が問題視されていたのである。さらに、21 世紀初めから、ZEP 政策に「課程の個人化

（individualisation）」の動きが見られており、「地域」を優先するのではなく、子ども一人ひとり

を優先するという考え方に変わってきていたことも、政府が「地域」という言葉を用いなくな

った背景にあるだろう76。しかし、「ネットワーク」の定義は曖昧である。たしかに、この時期

以後の公式文書ではほとんど « zone »という言葉は用いられなくなったものの、これ以降も従

来と同様に各大学区内の一定の区域に対して重点的な資源配分を行うのであり、結局はその区

域の名称が「ネットワーク」に代替されたものと考えられる。実際に、2021 年現在の MEN 公

式ホームページでは、EP 政策は最も深刻な社会的困難に直面する「地域（territoire）」の学校に

向けた措置であると説明されており、 « zone »という言葉は用いられていないにせ

よ、 « territoire » という表現によって一定の地域に対する政策であることが表現されている77。 

最後に、全く新しい措置として導入された RAR が及ぼした影響に言及すると、まず、この施
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策が実施された４年間を通じて、RAR 校と非 EP 校間の第６学年時点の学習の遅れや留年に関

する格差は軽度ではあるが縮小した。一方で、基礎能力に関する格差については中学校修了段

階では停滞が見られ、むしろ拡大していたと指摘されている78。また、本施策を通じて追加的に

配属された職員たちが学校へうまく統合されているケースでは、この職員たちが教職員の協働、

より適切な措置や丁寧な分析の実行を通じた学業困難への対応、児童生徒の学習プロセスの個

人化といった面で好影響を与えていることがわかった79。他方、中学生の不登校率が非 EP 校よ

りも RAR・RRS で高いことや、RAR 校の生徒が非 EP 校の生徒よりも学校において安全を感じ

ていなかったことも分かっている80。以上から、RAR は部分的に EP 校における環境改善や学

力格差是正に寄与したと言えるものの、その実施期限として設定されていた 2010 年度までに

めざましい成果を発揮したとは言えないと考えられる。しかしながら、思うように結果が出な

かったとしても、より必要な人々により多くの資源を分配するとの目的に対する政府の積極的

な姿勢が、この RAR の実施によって示されたと言えるだろう。 

  
3.3 CLAIR と ÉCLAIR：維持期② 

 2010 年７月７日付通達により、「野心・革新・成功のための中高プログラム（programme Collèges 

et Lycées pour l’Ambition, l’Innovation et la Réussite、以下 CLAIR）」の実験的実施が決定した。本

施策は、学業環境や教育現場における暴力といった面で最も困難を抱えた学校を対象に、同問

題が顕著な Aix-Marseille、Amiens、Créteil、Lille、Lyon、Montpellier、Rouen、Strasbourg、Toulouse

及び Versailles の 10 大学区にある 105 の学校に１年間導入された。 

この実験期間を経た CLAIR は、翌年度に「野心・革新・成功のための幼小中高プログラム

（programme Écoles, Collèges, Lycées pour l’Ambition, l’Innovation et la Réussite、以下 ÉCLAIR）」

に名を変え、内容も進化させた。ÉCLAIR は RAR をほとんど代替するものとされたため、RAR

はこの時点で姿を消したが、実施主体が地方である RRS は引き続き継続して行われた。ÉCLAIR

は国主導のプログラムであるため、MEN の学校教育総局（Direction générale de l’enseignement 

scolaire、DGESCO）や人事総局（Direction générale des ressources humaines、DGRH）といった中

央行政が政策の枠組みや対象とすべき学校のリストを作成し、各大学区と協力しながら総合的

な政策評価を行う仕組みとされた81。また、MEN は『ÉCLAIR プログラムの手引き』（2011）を

通じて、同プログラムが、人々や彼ら固有のニーズの多様性を尊重するための「革新

（innovation）」・「実験（expérimentation）」を重視した教育実践、安定的かつモチベーションの

ある教職員チームの構成、教授と教育のボーダーレス化、教育目標に関する大学区との契約の

締結とその評価、ÉCLAIR の絶え間ない政策評価、教職員に対する継続的な研修の提供といっ

た主要な目的と手段をもって展開されることを示した82。 

なお、ÉCLAIR は社会経済的状況が最も深刻な学校に対する措置であることから、2012 年度

には ÉCLAIR 校に通う子どもの 73.0％が「恵まれない」社会階層出身の子どもであり、同年度

の RRS 校ではこの割合が 56.5％、非 EP 校では 34.5％であった83。このことから、「ターゲット

を絞った」政策の実施が本プログラムにおいても継続して重視されていたことがわかる。 

ÉCLAIR を含めたこれまでの政策評価を確認すると、2013 年に発出された EP 政策の報告書

においては、本政策が学力格差是正に成果を見せていないとしても、教育システムの望ましい

の初等教育学校を「成功野心ネットワーク（Réseaux “Ambition Réussite”、以下 RAR）」に選定

することが決定された。RAR では、中学校がネットワークの基準単位として機能し、その傘下

に複数の初等教育学校が所属する形が取られた71。また、これまでの EP 政策における地域やネ

ットワークの選定権限は大学区長にあったが、RAR は国によって選定・運営されることとなっ

た。そのため、限られたネットワークのみにおいてであるが、この時点で EP 政策に一定程度

の集権化が見られたと言える72。また本通達により、RAR は、1,000 人の追加教員と 3,000 人の

教育アシスタントの投入によって支援されることが決定された。RAR に選定されなかった他の

ZEP と REP(1)は、「学業成功ネットワーク（Réseaux “de Réussite Scolaire”、以下 RRS）」に指定

され、大学区レベルで運営された。なお、RAR は最も深刻な社会的・学業的困難を抱える学校

をネットワークとして編成したものであり、RRS は最困難とはみなされない学校が対象とされ

た73。RAR 校の選定は 2004 年度における各中学校の生徒の構成が基準とされ、恵まれない社会

職業カテゴリー（catégories socioprofessionnelles défavorisées）出身の生徒が 67％以上を占めてお

り、第６学年入学時に２年以上の遅れがある生徒を 10％以上受け入れている等の条件を満たす

中学校が対象とされた。これらの基準は、MEN が５％の生徒に焦点を絞った支援を行うことを

目的に決定したものである74。RAR の登場は、Armand と Gille が報告書によって重要性を示し

た、最も必要としているところにターゲットを絞った資源配分を実現するための動きだったと

言えるだろう。なお、2006 年以降の EP 政策の目標として、EP 校とその他の学校の児童生徒間

に存在する水準の差を 10％以下にすることが掲げられた。 

RAR と RRS の登場により、ZEP と REP(1)はここでほとんど姿を消すことになる。これによ

り、以後新しいプロジェクトの名称に「地域（zone）」という言葉が用いられることはなくなっ

た。これまで「地域」と表されていた領域は、今後「ネットワーク（réseau）」という言葉で代

替されることになる。この動向は、人々が EP 対象地域に対して抱くマイナスイメージの解消

を目指したものだと考えられる。というのも、とくに 1980 年代後半の「バカロレア取得者 80％

計画」等を通じて見られる教育の大衆化や、1984 年に学区外通学の例外措置が緩和されたこと

で生じた公立学校間の格差と競争の拡大によって人々が ZEP 等の社会的に困難な状況に置か

れた学校を回避するという現象が見られていた75。この背景のもと、『Moisan=Simon 報告』にお

いてのみならず『Armand=Gille 報告』においても引き続き、EP 地域のスティグマ化やゲットー

化が問題視されていたのである。さらに、21 世紀初めから、ZEP 政策に「課程の個人化

（individualisation）」の動きが見られており、「地域」を優先するのではなく、子ども一人ひとり

を優先するという考え方に変わってきていたことも、政府が「地域」という言葉を用いなくな

った背景にあるだろう76。しかし、「ネットワーク」の定義は曖昧である。たしかに、この時期

以後の公式文書ではほとんど « zone »という言葉は用いられなくなったものの、これ以降も従

来と同様に各大学区内の一定の区域に対して重点的な資源配分を行うのであり、結局はその区

域の名称が「ネットワーク」に代替されたものと考えられる。実際に、2021 年現在の MEN 公

式ホームページでは、EP 政策は最も深刻な社会的困難に直面する「地域（territoire）」の学校に

向けた措置であると説明されており、 « zone »という言葉は用いられていないにせ

よ、 « territoire » という表現によって一定の地域に対する政策であることが表現されている77。 

最後に、全く新しい措置として導入された RAR が及ぼした影響に言及すると、まず、この施
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発展にとって常に最先端の思索を続け、行動を起こしてきた点は評価されている84。一方で、支

援措置を最も重要な場所へ改めて集中させる必要があることも明示された。他方、MEN による

EP 政策公式 HP は、ÉCLAIR を通じて実施された活動が児童生徒のより深い理解や彼らのニー

ズに応えるという方向へ教育実践を発展させることができていなかったと省みている。さらに、

従来の EP 政策について、いくつかのネットワーク、初等教育学校、中学校にて成功は見られ

たが、その成功が拡大・継続することはほとんどなかったと評価している。加えて、時を経て

拡大してきた EP 政策におけるネットワークがますます複雑になっていることや、ターゲット

をうまく絞れておらず、不公正なものになっているとの反省を示した85。これらの評価から、最

も困難を抱える児童生徒に焦点を絞った国主導の政策は、ÉCLAIR を通じても十分な成果を見

せられず、一層の効果的なターゲティングが求められていたことがわかる。また、RAR・ÉCLAIR

の創設や、これを通じて新たに打ち立てられた「革新」・「実験」といった付加的な目的により

政策が複雑化し、国の動きによって数年単位で変化する施策についていくことが求められる各

大学区や EP 校に与える負担が大きくなっていたものと思料する。 

 
3.4 REP と REP+：維持期③ 

 EP 政策の立て直しの必要性を認識した MEN は、2013 年に EP 大学区・大学区間集会（Les 

assises académiques et inter-académiques de l’éducation prioritaire）を開催し、同集会には EP 校教

員、幹部職員、視学官、コーディネーター、地域や保護者の代表者、労働組合等、本政策で活

躍する諸アクターの代表者約 3,000 人が参加した。ここでの協議により、パートナーシップの

強化による社会混合（mixité sociale）の発展、教職員間の協議時間確保や共同業務の重要性に鑑

みた学校におけるチーム編成、初等教育学校と中等教育機関間の関係性の強化、新任教員受け

入れ体制の整備、地理的な敷居の存在による影響を避けるため、本政策が優先する地域を柔軟

に管理する必要性等、EP 政策成功のための 10 のキーポイントが提言された86。 

こうした EP 政策関係者による貢献や彼らの要望は、本政策の立て直しを宣言する 2014 年６

月４日付通達の発出につながった。本通達によれば、第６学年開始時点で学業の遅れが生じて

いる生徒の割合は、非 EP 中学校で 11.2％だったところ、ÉCLAIR 中学校で 20.4％、RRS 中学

校では 17.2％だった。こうしたデータから、本通達は、深刻な困難を抱えた人々の集中と社会

的不平等の深化が従前から一定地域で生じており、それにより多くの学校で社会混合が後退、

もしくは消滅している点を問題に掲げ、本政策再建に向けた具体的施策を提示した。ここでは

まず、2015 年度から REP+（Réseaux d’Éducation Prioritaire Renforcé）及び REP(2)政策を開始し、

ÉCLAIR と RRS を廃止することが示された。REP+は、社会経済的困難が最も深刻な状態で集

中し、より特殊な状況にある地域や学校を指し、国によって管轄される。REP(2)とは、非 EP 校

よりも顕著に社会的困難に直面している中学校及び初等教育学校によって編成されたネットワ

ークを意味し、各大学区がこれを管轄する。なお、この準備段階として、まず 2014 年に 102 の

REP+が設定・事前実施された後、翌 2015 年度に REP+として 350、REP(2)として 731 の計 1,081

ネットワークが設置され、両施策が本格的に開始した。本政策におけるネットワークの選定は、

まず、国が定めた社会的困難にかかる指標をもとに、各大学区長が EP の対象とすべき中学校

及び初等教育学校を識別した後、大学区及び県（département）の上層部がそれについて議論を
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行う。各大学区におけるネットワークの分布やリストの決定は最終的に国が行い、４年に１度

見直しが行われることとされた87。ここで言う「社会的困難にかかる指標」とは、2014 年に新

たに設定された指標のことであり、2015 年度の REP+・REP(2)政策本格開始の時点において、

EP 校の決定基準として①恵まれない社会職業カテゴリー（ Professions et catégories 

socioprofessionnelles défavorisées）に属する家庭の児童生徒の割合、②奨学金受給者の割合、③

脆弱都市地区（Zone urbaine sensible）に住む児童・生徒の割合、④第６学年（sixième）に遅れ

て入った生徒の割合の４つの指標が用いられることとされた88。この新基準創設の背景には、

RAR 及び ÉCLAIR を通じた、最も必要とする人へ焦点を絞った資源分配が不十分であったこと

を省み、より効果的なターゲティングを行いたい政府のねらいがあると言ってよいだろう。 

加えて、本通達は EP 政策の効果的な実施のための『参考書（référentiel）』を付属文書として

提示し、ここで本政策の再建を進める３つの柱と６つの優先事項を示した。ここでは３つの柱

として、（１）児童生徒の学習を EP の中心に位置づけること、（２）職員に寄り添い、彼らを認

め、養成すること、（３）EP を成功に導くこと、が設定されており、（１）については、①土台

となる能力の習得を保証するため、学校が求める能力を明確に教授すること及び「読む、書く、

話す」能力の獲得を保証すること、②思いやりがあり、目的達成に向けて物事を追求する学校

づくりを強化すること、③学業の成功のために、保護者やパートナーたちと有効な協力を行う

学校にしていくこと、（２）については、①チームによる共同業務の実施を促進すること、②職

員を迎え入れ、寄り添い、支え、養成すること、（３）については、ネットワークを活発化させ、

成功させるための導きを強化することが優先事項として提示された89。 

しかし、CDC（2018）がその報告書で示した通り、REP+は非 EP 校との格差を目標の 10%に

抑えるには至っていない。また、同報告書も、EP 政策の課題として、最も資源を必要する学校

へのターゲティングの不十分性に言及した。さらに、人材面の問題が本政策の硬直性につなが

っていること、本政策を運営するための手段、管理の構造、評価のためのツールが未だ伝統的

であることが EP の有効性を制限していること等が指摘された。一方、EP 政策は、多くの地域

で社会経済的環境が悪化した時期に、そのさらなる衰退の抑制に貢献するものであったと評価

されており、今後本政策の構造や手段に関する力強い改革が重要としつつも、今後も EP を通

じて差異化を行う本政策の維持は必要であると主張した90。つまり、CDC は監査機関として本

政策の効果を批判的に評価しつつも、もしフランスにこの政策が存在してこなければ、経済状

況の悪化に際してはより教育格差が拡大していた恐れがあると考え、この論理のもと本政策の

存在意義を認めていると考えられる。 

 
3.5 近年の EP 政策：維持期④ 

 2020 年度現在も、引き続き REP+・REP(2)政策が実施されている。MEN（2020）によると、

2019 年度は公立初等教育学校３万 873 校91のうち約 6,700 校が、公立中学校 5,289 校92のう

ち約 1,100 校が本政策の対象校に指定されたが、これは公立初等教育学校に在籍する児童の約

５人に１人（約 120 万人）、公立中学校の生徒についても同様に約５人に１人（約 56 万 9,200

人）が EP の対象であったことを意味する93（表１参照）。 

 

発展にとって常に最先端の思索を続け、行動を起こしてきた点は評価されている84。一方で、支

援措置を最も重要な場所へ改めて集中させる必要があることも明示された。他方、MEN による

EP 政策公式 HP は、ÉCLAIR を通じて実施された活動が児童生徒のより深い理解や彼らのニー

ズに応えるという方向へ教育実践を発展させることができていなかったと省みている。さらに、

従来の EP 政策について、いくつかのネットワーク、初等教育学校、中学校にて成功は見られ

たが、その成功が拡大・継続することはほとんどなかったと評価している。加えて、時を経て

拡大してきた EP 政策におけるネットワークがますます複雑になっていることや、ターゲット

をうまく絞れておらず、不公正なものになっているとの反省を示した85。これらの評価から、最

も困難を抱える児童生徒に焦点を絞った国主導の政策は、ÉCLAIR を通じても十分な成果を見

せられず、一層の効果的なターゲティングが求められていたことがわかる。また、RAR・ÉCLAIR

の創設や、これを通じて新たに打ち立てられた「革新」・「実験」といった付加的な目的により

政策が複雑化し、国の動きによって数年単位で変化する施策についていくことが求められる各

大学区や EP 校に与える負担が大きくなっていたものと思料する。 

 
3.4 REP と REP+：維持期③ 

 EP 政策の立て直しの必要性を認識した MEN は、2013 年に EP 大学区・大学区間集会（Les 

assises académiques et inter-académiques de l’éducation prioritaire）を開催し、同集会には EP 校教

員、幹部職員、視学官、コーディネーター、地域や保護者の代表者、労働組合等、本政策で活

躍する諸アクターの代表者約 3,000 人が参加した。ここでの協議により、パートナーシップの

強化による社会混合（mixité sociale）の発展、教職員間の協議時間確保や共同業務の重要性に鑑

みた学校におけるチーム編成、初等教育学校と中等教育機関間の関係性の強化、新任教員受け

入れ体制の整備、地理的な敷居の存在による影響を避けるため、本政策が優先する地域を柔軟

に管理する必要性等、EP 政策成功のための 10 のキーポイントが提言された86。 

こうした EP 政策関係者による貢献や彼らの要望は、本政策の立て直しを宣言する 2014 年６

月４日付通達の発出につながった。本通達によれば、第６学年開始時点で学業の遅れが生じて

いる生徒の割合は、非 EP 中学校で 11.2％だったところ、ÉCLAIR 中学校で 20.4％、RRS 中学

校では 17.2％だった。こうしたデータから、本通達は、深刻な困難を抱えた人々の集中と社会

的不平等の深化が従前から一定地域で生じており、それにより多くの学校で社会混合が後退、

もしくは消滅している点を問題に掲げ、本政策再建に向けた具体的施策を提示した。ここでは

まず、2015 年度から REP+（Réseaux d’Éducation Prioritaire Renforcé）及び REP(2)政策を開始し、

ÉCLAIR と RRS を廃止することが示された。REP+は、社会経済的困難が最も深刻な状態で集

中し、より特殊な状況にある地域や学校を指し、国によって管轄される。REP(2)とは、非 EP 校

よりも顕著に社会的困難に直面している中学校及び初等教育学校によって編成されたネットワ

ークを意味し、各大学区がこれを管轄する。なお、この準備段階として、まず 2014 年に 102 の

REP+が設定・事前実施された後、翌 2015 年度に REP+として 350、REP(2)として 731 の計 1,081

ネットワークが設置され、両施策が本格的に開始した。本政策におけるネットワークの選定は、

まず、国が定めた社会的困難にかかる指標をもとに、各大学区長が EP の対象とすべき中学校

及び初等教育学校を識別した後、大学区及び県（département）の上層部がそれについて議論を
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表１ 2019 年度における EP 校数と EP 対象児童・生徒数 

 初等教育学校 中学校 

学校数 人数 学校数 人数 
REP(2) 4,209 709,668 730 378,036 
REP+ 2,455 460,614 364 191,128 

計計 6,664 1,170,282 1,094 569,164 
出典：MEN, L’éducation nationale en chiffres 2020, 2020. 及び MEN Éducation Prioritaire, Chiffres 

clés de la rentrée 2019, https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/comprendre/donnees-

cles.html（最終閲覧日：2021 年７月 18 日）. をもとに筆者作成。 

 
本政策の近年の動向に言及すると、MEN は、EP 校の学級の二分化（dédoublement）、つまり、

学級の総員数の削減に特に注力した。EP における学級の二分化は、2017 年に Macron が大統領

に就任した際に公表された政策プログラムにおいて提言された計画である94。より具体的には、

学級定員を削減することと学業の成功には大きな関係性があると示す諸研究95を参考に、EP 校

の準備科（Cours Préparatoire、以下 CP）及び初級科第１学年（Cours Élémentaire 1、以下 CE1）

の学級の人数を削減するプロジェクトが 2017 年度から段階的に開始された（表２参照）。 

 

表２ EP における学級の二分化の拡大 

2017 2018 2019 
REP+校 CP の 100% REP+校 CP の 100% REP+校 CP の 100% 

 REP(2)校 CP の 100% REP(2)校 CP の 100% 

 REP+校 CE1 の 75% REP+校 CE1 の 100% 

 REP(2)校 CE1 の 74 学級 REP(2)校 CE1 の 100% 

関係する児童の総数 
60,000 190,000 300,000 

出典：MEN, Année scolaire 2020-2021 RÉUNIS, 2020, p.25. をもとに筆者作成。 

 

このプロジェクトは、学級の雰囲気や教員の労働条件の改善、児童一人ひとりに合った教育

の実践、教員養成と教員支援の強化等を主な目的として実施されたものである96。実際に、2017

年から 2019 年までの３年間で、REP(2)・REP+校における CP・CE1 の学級は当初の予定通り２

倍になり、総数にして 1 万 800 学級増加した97。2019 年に発出された MENの報告を見ると、

CP 及び CE1 において、2017 年から 2019 年にかけて 1 学級当たりの人数が実際に大幅に削減

されたことが分かる（表３参照）。 

 

 

 

 

－ 166 －

京都大学大学院教育学研究科紀要　第68号　2022



表３ 2015、2017、2019 年度末における学級構成人数の展開 

 REP+ REP(2) 

2015 2017 2019 2015 2017 2019 

幼児教育（Peéélémentaire） 23.2 22.9 22.3 23.4 23.0 22.5 

CP (Cours Préparatoire) 21.7 13.1 12.6 21.8 20.7 12.7 

CE1 (Cours Élémentaire 1) 22.6 21.4 12.8 22.7 22.3 13.2 

CE2 (Cours Élémentaire 2) 22.9 22.4 21.5 23.1 22.8 21.5 

CM1 (Cours Moyen 1) 23.0 22.6 21.8 23.3 23.0 22.0 

CM2 (Cours Moyen 2) 23.1 22.5 22.0 23.0 22.6 18.8 

平平均均 22.9 20.7 18.6 23.0 22.6 18.8 

出典：Direction de l’Évaluation, de la Prospective et de la Performance, NOTE D’INFORMATION 

N° 19.47-Novembre 2019, 2019. をもとに筆者作成。 

 

 学級総員数削減による効果に関しては、2019 年に DEPP から報告書が発出された。同報告書

によると、REP+校で二分化された CP 学級の教員たちは、本施策によって児童がより注意深く

集中するようになり、彼らのモチベーションも向上していると感じているという。一方、この

施策の成果はまだ最良のレベルには至っておらず、児童のさらなる前進のためには、教員によ

る児童のフォローアップの強化や、より親密な支援が拠り所となると分析されている98。 

 以上のように、近年も政府が積極的に関与してきた EP 政策であるが、2021 年度にも新政策

の開始が決定している。MEN によれば、Lille、Aix-Marseille 及び Nantes の３大学区において、

同年度から「支援の地方契約（Contrats locaux d’accompagnement、以下 CLA）」が試験的に導

入され、効果が確認できれば 2022 年度に拡大・一般化される予定となっている。CLA は、社

会的に EP 政策に近い、経済情勢的にショックを受けた地域に位置している、または特別な支

援の必要性が認識されているといった教育機関に対してより累進性の高い資源配分を行うため、

大学区と教育機関の間で結ばれる契約である99。CLA の実施目的は、各地方の事情を配慮し、

地方や都市周辺地域が抱える困難に解をもたらすこと及び孤児学校や職業高校に存在する問題

に対応することとされている。また、本施策を通じて地域や人々の多様性に関するより深い理

解が醸成されることで、EP 政策の有効性が補強されることも期待されている。なお、 2020 年

12 月には、Élimas EP 担当閣外大臣が日刊紙『ル・パリジャン（Le Parisien）』の取材に対し、

将来的に REP(2)を廃止し REP+のみを残す意向について語った。これは、学業困難な地域を「ゾ

ーニング（zonage）」する政策からの脱却というねらいのもと進められる措置とされている100。

そのため、まだ MEN による公式発表はないものの、今後 REP(2)が CLA に代替され、CLA と REP

+の二本柱で EP 政策が進められていくことが予想される。EP 政策は、確かに過去に「地域」か

ら「ネットワーク」へ政策名称を変え、支援対象地域や対象校のネガティブイメージの払拭を

図ってきたものの、Élimas の発言からは、本政策が結局は 40 年間を通じてゾーニングしてき

たこと、また、このことがゲットー化等の問題を生じさせてきたという事実への反省が見て取

れる。なお、2021 年度の CLA の試験的実施を受け、REP(2)が廃止されることになれば、これ

表１ 2019 年度における EP 校数と EP 対象児童・生徒数 

 初等教育学校 中学校 

学校数 人数 学校数 人数 
REP(2) 4,209 709,668 730 378,036 
REP+ 2,455 460,614 364 191,128 

計計 6,664 1,170,282 1,094 569,164 
出典：MEN, L’éducation nationale en chiffres 2020, 2020. 及び MEN Éducation Prioritaire, Chiffres 

clés de la rentrée 2019, https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/comprendre/donnees-

cles.html（最終閲覧日：2021 年７月 18 日）. をもとに筆者作成。 

 
本政策の近年の動向に言及すると、MEN は、EP 校の学級の二分化（dédoublement）、つまり、

学級の総員数の削減に特に注力した。EP における学級の二分化は、2017 年に Macron が大統領

に就任した際に公表された政策プログラムにおいて提言された計画である94。より具体的には、

学級定員を削減することと学業の成功には大きな関係性があると示す諸研究95を参考に、EP 校

の準備科（Cours Préparatoire、以下 CP）及び初級科第１学年（Cours Élémentaire 1、以下 CE1）

の学級の人数を削減するプロジェクトが 2017 年度から段階的に開始された（表２参照）。 

 

表２ EP における学級の二分化の拡大 

2017 2018 2019 
REP+校 CP の 100% REP+校 CP の 100% REP+校 CP の 100% 

 REP(2)校 CP の 100% REP(2)校 CP の 100% 

 REP+校 CE1 の 75% REP+校 CE1 の 100% 

 REP(2)校 CE1 の 74 学級 REP(2)校 CE1 の 100% 

関係する児童の総数 
60,000 190,000 300,000 

出典：MEN, Année scolaire 2020-2021 RÉUNIS, 2020, p.25. をもとに筆者作成。 

 

このプロジェクトは、学級の雰囲気や教員の労働条件の改善、児童一人ひとりに合った教育

の実践、教員養成と教員支援の強化等を主な目的として実施されたものである96。実際に、2017

年から 2019 年までの３年間で、REP(2)・REP+校における CP・CE1 の学級は当初の予定通り２

倍になり、総数にして 1 万 800 学級増加した97。2019 年に発出された MENの報告を見ると、

CP 及び CE1 において、2017 年から 2019 年にかけて 1 学級当たりの人数が実際に大幅に削減

されたことが分かる（表３参照）。 
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まで EP の対象ではないが一定程度の困難を抱えた学校との間に存在していた垣根が崩される

こととなり、EP 政策の構図が大きく変化することになるだろう。さらに、この動向により、真

に支援を必要としている REP+に対する集中的な資源分配が可能になることが期待される。 

 

図１：EP 政策の変遷過程と主要時点における対象中学校数及び中学生割合 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
出典：Stéfanou A., ÉDUCATION PRIORITAIRE: Scolarité des élèves au collège de 2007 à 2012, 
Éducation et Formations n˚95, MEN-DEPP, 2017, p.89 をもとに筆者作成。 
 
4．おわりに 
4.1 本稿のまとめと考察 

 以上から、EP 政策は、社会経済的困難に起因する学力格差の是正という目的のもと、一定地

域に対する積極的差別是正を 40 年間継続的に実施してきた。多くの悲観的な政策評価にも拘

わらず、この政策が廃止されずに存在し続けてきた背景には、以下のような状況があった。 

第一に、EP 政策拡大期の 1981 年から 2005 年頃にかけては、ZEP の誕生とその理念や方法・

目的の周知、教職員に対する手当の設置、「成功の契約」や REP(1)の創設等、本政策の基盤の

醸成及び豊富な施策の展開が進められ、また、フランス全体における就学率・学力水準の向上

により本政策の発展が後押しされた。これらを通じ、同国の児童生徒全体に占める EP 政策対

象児童生徒割合は政策導入当初多くとも 10％程度だったのに対し、2000 年度には約 20％がそ

の対象となっていた。一方、拡大期は国による沈黙と行動が繰り返された時期でもあった。本

政策の中期までに見られた強い地方分権的性格は国の無関心を引き起こす要因になったと言え、

国の不十分な政策運営が EP 地域における効果的な学校教育の実施を阻んだと考えられるが、

同時に、大学区の裁量の拡大を背景に地域による自律的な努力や工夫が生まれ、これが EP 政

策の存続を支えていたと思料する。また、フランスの教育制度は歴史的に中央集権的と言える

が、1982 年の地方分権化法に特徴付けられる行政の分権化の潮流の最中、EP 政策のもと地方

が策定する計画やその実施は、教育分野における分権化を具体的に形作る一助になったと考え

られる。以上から、EP 政策導入以降約 25 年間は、複数の停滞を挟みながら政策が発展してい

ったという要因から、政策の安定や成熟には至らなかったものと把握できる。そのため、政策

史上初の政策評価が行われた 1997 年の『Moisan=Simon 報告』では、まず ZEP の現状と課題の

整理が行われ、政策改善のための豊富な提言が行われた。同報告書は本政策が十分な成果を残

せていない点を指摘したものの、政策の存在意義を問い直すものではなく、未成熟の EP 政策
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を今後どう方向づけるか、どのように課題を克服していくかに焦点を当てたものと言える。 

第二に、EP 政策の維持期である 2006 年から 2020 年頃においては、フランスにおける社会課

題の解決に寄与するツールとして EP 政策の存在が正当なものと捉えられた。2000 年代初頭に

整備された教育・社会分野の法律は、本政策の存続を支える根拠として強い後ろ盾になったと

考えられる。また、同時期に諸研究者やメディアから批判を受けた本政策は、以降大きく形を

変化させる。例えば、拡大期には強い地方分権的性格に特徴付けられていた EP 政策は、2006

年以降、国に運営権限のある RAR、ÉCLAIR、REP+の創設によって、最も必要とする児童生徒

に焦点を絞った資源配分の実現が見込まれるようになり、国と地方が並走し、二元的に本政策

を動かす仕組みとなった。さらに、2014 年には EP 対象校を決定するための新基準が誕生し、

従来の分散しすぎていた資源配分を改善するための大きな一歩となったと言える。Macron の大

統領就任に伴い 2017 年以降進められた REP+・REP(2)校の CP・CE1 学級の二分化も、焦点を

絞った EP の実施を念頭に置いた措置の一つと思われる。真に支援が必要な学校に対象を絞っ

た資源配分や学級総員数の削減は、Bénabou et al.（2004）や Piketty（2004）101等によって従前

から有効性が主張されており、政府の検討が遅れた印象は拭えないが、今後の施策の広がりに

は期待できる。拡大期に大幅に増加した EP ネットワークは 2020 年度現在もさほど減少したと

は言えないが、新たな仕組みづくりを通じて EP 政策に対する国の関与が強化したことに鑑み

ると、本政策は「ターゲットを絞る」観点からは収斂していると捉えられる。また、近年の EP

政策には、連続的な実験と実行のプロセスが定着してきている。2011 年度以降の ÉCLAIR や

2015 年度以降の REP+本格実施は、それぞれ前年度に試験的な実施・評価が行われた上で遂行

されたものである上、2021 年度の CLA の実験的導入もこの動向に当てはまる。よって、約 15

年間にわたる維持期では、本政策の廃止を議論するのではなく、むしろ政府の関与が強化され

た新しい仕組みのもとで実験を繰り返しながら改善させていく方針が取られてきたと言える。 

 以上から、EP 政策の存続を支えたのは、教育機会平等や社会経済的背景に起因する格差是正

等の社会的要請や、それを達成できていないフランスの教育システムの欠如を補完する補償政

策としての正当性、本政策の実験的かつ革新的性質であると考えられる。この考察から、同政

策の存在理由を究明するには、明確な成果の有無のみならず、政府が教育制度の歪みに対応す

る姿勢を見せ続ける重要性等を考慮する必要があると考える。一般に、教育政策の評価は容易

でなく、成果の測定には長期的な観測が必要な場合が多いと言える102が、EP 政策は、たとえそ

の目的を達成していなくとも、補償政策の必要性や社会的要請により存在の基盤が支えられて

いる上、近年は政策内容の革新が続いている。この点で EP 政策の事例は、数値的な成果の有

無や費用対効果等の基準が政策評価や政策の存続・廃止にどれだけ影響を与えるべきかという

教育行政学的な議論について示唆に富むものであると思料する。 

 

4.2 EP 政策における今後の課題 
 社会経済的背景に起因する深刻な学業の失敗や学力格差が存在する以上、格差を被る児童生

徒に対する支援は欠かせない。そのため、「恵まれない」層出身の子どもの学力格差是正という

一貫した目的の達成のために、EP 政策を通じて長年措置を講じ続けているフランス政府の姿勢

には学ぶべき部分も多い。特に、近年スピード感を持って変化している EP 政策は、硬直化し

まで EP の対象ではないが一定程度の困難を抱えた学校との間に存在していた垣根が崩される

こととなり、EP 政策の構図が大きく変化することになるだろう。さらに、この動向により、真

に支援を必要としている REP+に対する集中的な資源分配が可能になることが期待される。 

 

図１：EP 政策の変遷過程と主要時点における対象中学校数及び中学生割合 
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整理が行われ、政策改善のための豊富な提言が行われた。同報告書は本政策が十分な成果を残

せていない点を指摘したものの、政策の存在意義を問い直すものではなく、未成熟の EP 政策
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やすい教育システムに常に刺激を与える存在になっていると思料する。 

一方で、今後の課題として、国−大学区（地方）−学校−保護者−地域住民・地域団体等の綿密

なつながりの醸成が必要になると考える。現状、EP 政策開始以降に実施された５度の改革を通

じて、ZEP、REP(1)、RAR、RRS、CLAIR、ÉCLAIR、REP+、REP(2)と次々に登場した新プロジ

ェクトは、EP 政策に関与するアクターを混乱させているのではないだろうか。例えば、

Opinionway（2017）の調査によれば、REP(2)または REP+の教育機関に通う児童生徒の保護者に

は、自分の子が EP 校の所属でないと思っている者や、EP 校に通っているか不明だとする者が

少なくない103。このことから、一概には言えないもの、EP 校に通う子を持つ保護者がその学校

の特質にあまり高い関心を持っていないことが推察され、保護者が EP 政策を十分に理解して

いない様子が窺える。EP 政策は、開始当初から保護者や地域等とのパートナーシップを重視し

てきているが、学業困難を抱える児童生徒を多方面から包括的に支えていくためにも、EP 政策

に関わる諸アクターが政策内容を十分理解できるようさらに努めていく必要があると考える。 

加えて、政府が発出する数々の通達や政策の方向性の変化は、その都度教育現場に負担を与

えるものと推察する。教育現場は政府の決定や通達に従って行動することになるが、学校教育

において常に現場を動かし、直接的に児童生徒・保護者に大きな影響を与えるのは教職員であ

る。EP 校教員に対しては、その負担の大きさに対する補償や EP 校の魅力向上を目的とした特

別手当の支給や人事異動の優遇等の措置が導入されているが、同時に授業外勤務時間の確保等、

見方によっては負担と捉えられる施策も導入されている。EP 校における教員の定着率の低さは

以前から問題とされており、教員に対する厚い支援がさらに求められるだろう。 

次に、EP 校の印象改善に努め続けることも重要と考える。EP 校・地域に対するネガティブ

イメージの存在は、社会混合を実現するには大きな障壁となる。本政策を通じて生じた中間層

の逃避行動等は、従来の多くの研究で問題として指摘されており、政府は対策を講じてきては

いるものの、明白な成果は見られていない。一方、近年の EP 政策で見られる実験・革新的な側

面からは、社会混合促進のための働きかけを止めない政府の積極的な姿勢が感じられる。政策

の変化が生む現場への負担と、政策の前進の均衡を十分に考えながらも、教育機会補償や機会

平等の追及のため、この課題に対しては積極的な行動を取り続ける必要があると考える。 

最後に、2006 年以降重視されてきた「ターゲットを絞った資源配分」については、これまで

ターゲティングの不十分性が指摘されてきており、十分な成果はまだ見られていないところ、

今後は学力格差是正の面で明白な結果を出すことが求められるだろう。このために、EP 校の指

定を決定づける基準の定期的な見直しや継続的な政策評価の実施が不可欠であると考える。 

以上から、今後の課題として、EP 校に関わる諸アクターによる従来より深い EP への理解の

醸成、EP 校で勤務する教員への効果的な支援、EP 校のイメージアップ、EP 校の選定基準の定

期的な見直しや、最も必要とする人に積極的差別の恩恵を届ける措置のさらなる促進が必要に

なると思料する。EP 政策は、子どもの社会経済的背景に起因する学業の失敗や学力格差による

影響を減少させるという社会的使命のもと、今後もフランスで存在し続けていくとみられる教

育政策である。2021 年度の実験的な CLA の実施の結果によっては、2022 年度から従来とは全

く異なる EP 政策が開始される可能性もある。社会経済的背景に基づく学力格差是正という一

貫した目的を果たすために常に変化し続ける EP 政策の動向に今後も引き続き注目したい。 

－ 170 －

京都大学大学院教育学研究科紀要　第68号　2022



註 
 
1 Dyson A., Kerr K. et Raffo C., Area-Based Initiatives in England : Do They Have a Future?, Revue 
française de pédagogie 178 janvier-mars 2012 Les politiques de lutte contre les inégalités scolaires d’un 
pays à l’autre, 2012, pp.27-38. 
2 Cour des Comptes, L’éducation prioritaire : Rapport d’évaluation d’une politique publique, 2018. 
3 同上、p.115。 
4 Bénabou R., Kramarz F. et Prost C., Zone d'éducation prioritaire : quels moyens pour quels résultats? 
Une évaluation sur la période 1982-1992, Économie et Statistique n380, Insee, 2004, pp.3-34. 
5 Stéfanou A., ÉDUCATION PRIORITAIRE: Scolarité des élèves au collège de 2007 à 2012, Éducation 
et Formations n˚95, MEN-DEPP, 2017, pp.87-106. 
6 園山大祐「戦後教育の『民主化』と『隔離化』に関する一考察」『フランスにおける社会的排

除のメカニズムと学校教育の再構築に関する総合的研究』、2010 年、79-98 頁。 
7 園山大祐「優先教育政策を通じた学力格差との闘い」『フランス教育学会紀要』27、フランス

教育学会、2015 年、19-30 頁。 
8 同上、28 頁。 
9  Bongrand P. et Rochex J.Y., La politique française d’éducation prioritaire (1981-2015) : les 
ambivalences d’un consensus, Comment l’école amplifie les inégalités et migratoires ?, CNESCO, 2016, 
p.7. 
10 同上、p.9。 
11 EP 政策史上、「REP（Réseaux d’Éducation Prioritaire）」と名付けられた政策が２つ存在する。

そのため本稿では、1998 年度から開始される REP を「REP(1)」、2015 年度から開始される REP
を「REP(2)」と表す。 
12 Garrouste M., et Prost C., Éducation prioritaire, CNESCO, 2015. 
13 前掲の註 11 参照。 
14 MEN, Les grands principes du système éducatif, https://www.education.gouv.fr/les-grands-principes-
du-systeme-educatif-9842（最終更新 2021 年１月、最終閲覧日 2021 年 10 月 13 日）. 
15 Defresne F. et Krop J., La massification scolaire sous la Ve république: Une mise en perspective des 
statistiques de l’Éducation nationale (1958-2014), Éducation & formations n91, DEPP, 2016, pp.5-20. 
16 アントワンヌ・プロ「第５章 学校と社会階層—20 世紀のフランスにおけるコレージュ改革

の逆説−」園山大祐編『教育の大衆化は何をもたらしたか フランス社会の階層と格差』、99-123
頁。 
17 園山大祐「ZEP 政策の展開と教育の民主化〜教育不平等論に対する教育社会学的アプローチ

〜」『フランス教育学会紀要』第 17 号、フランス教育学会、2005 年、59-68 頁。 
18  小島佳子「フランスにおける前期中等教育の特徴−統一コレージュの中の多様な教育機会の

確保−」『国立教育政策研究所紀要』第 145 集、国立教育政策研究所、2016 年、93-103 頁。 
19 豊田透「フランスにおける教育改革−コレージュ（中学校）の改革を中心に−」国立国会図書

館 調査及び立法考査局編『レフェランス（The Reference）』 国立国会図書館、2017 年、9-28
頁。 
20 同上、16 頁。 
21 同上。 
22  例えば、 Paty D., 12 Collège en France : le fonctionnement réel des collèges publics, La 
Documentation française, 1981, 1997. 
23 Heudier, L., La politique d’éducation prioritaire Un projet conduit hors du champ politique (1981-
2001), Vingtième Siècle. Revue d’histoire, N124, Presses de Science Po, 2014, pp.155-168. 
24  Broccolichi S., Orientations et ségrégations nouvelles dans l’enseignement secondaire, Sociétés 
Contemporaines, 21, 1995, pp.15-27. 
25 荒井文雄「フランス中等教育における学校間格差の歴史と現状」『京都産業大学論集 社会科

学系列』、京都産業大学、2009 年、207-236 頁。 
26 同上、208、210 頁。 
27 MEN, Loi d’orientation sur l’éducation (N˚89-486 du 10 juillet 1989), 1989. 
 

やすい教育システムに常に刺激を与える存在になっていると思料する。 

一方で、今後の課題として、国−大学区（地方）−学校−保護者−地域住民・地域団体等の綿密

なつながりの醸成が必要になると考える。現状、EP 政策開始以降に実施された５度の改革を通

じて、ZEP、REP(1)、RAR、RRS、CLAIR、ÉCLAIR、REP+、REP(2)と次々に登場した新プロジ

ェクトは、EP 政策に関与するアクターを混乱させているのではないだろうか。例えば、

Opinionway（2017）の調査によれば、REP(2)または REP+の教育機関に通う児童生徒の保護者に

は、自分の子が EP 校の所属でないと思っている者や、EP 校に通っているか不明だとする者が

少なくない103。このことから、一概には言えないもの、EP 校に通う子を持つ保護者がその学校

の特質にあまり高い関心を持っていないことが推察され、保護者が EP 政策を十分に理解して

いない様子が窺える。EP 政策は、開始当初から保護者や地域等とのパートナーシップを重視し

てきているが、学業困難を抱える児童生徒を多方面から包括的に支えていくためにも、EP 政策

に関わる諸アクターが政策内容を十分理解できるようさらに努めていく必要があると考える。 

加えて、政府が発出する数々の通達や政策の方向性の変化は、その都度教育現場に負担を与

えるものと推察する。教育現場は政府の決定や通達に従って行動することになるが、学校教育

において常に現場を動かし、直接的に児童生徒・保護者に大きな影響を与えるのは教職員であ

る。EP 校教員に対しては、その負担の大きさに対する補償や EP 校の魅力向上を目的とした特

別手当の支給や人事異動の優遇等の措置が導入されているが、同時に授業外勤務時間の確保等、

見方によっては負担と捉えられる施策も導入されている。EP 校における教員の定着率の低さは

以前から問題とされており、教員に対する厚い支援がさらに求められるだろう。 

次に、EP 校の印象改善に努め続けることも重要と考える。EP 校・地域に対するネガティブ

イメージの存在は、社会混合を実現するには大きな障壁となる。本政策を通じて生じた中間層

の逃避行動等は、従来の多くの研究で問題として指摘されており、政府は対策を講じてきては

いるものの、明白な成果は見られていない。一方、近年の EP 政策で見られる実験・革新的な側

面からは、社会混合促進のための働きかけを止めない政府の積極的な姿勢が感じられる。政策

の変化が生む現場への負担と、政策の前進の均衡を十分に考えながらも、教育機会補償や機会

平等の追及のため、この課題に対しては積極的な行動を取り続ける必要があると考える。 

最後に、2006 年以降重視されてきた「ターゲットを絞った資源配分」については、これまで

ターゲティングの不十分性が指摘されてきており、十分な成果はまだ見られていないところ、

今後は学力格差是正の面で明白な結果を出すことが求められるだろう。このために、EP 校の指

定を決定づける基準の定期的な見直しや継続的な政策評価の実施が不可欠であると考える。 

以上から、今後の課題として、EP 校に関わる諸アクターによる従来より深い EP への理解の

醸成、EP 校で勤務する教員への効果的な支援、EP 校のイメージアップ、EP 校の選定基準の定

期的な見直しや、最も必要とする人に積極的差別の恩恵を届ける措置のさらなる促進が必要に

なると思料する。EP 政策は、子どもの社会経済的背景に起因する学業の失敗や学力格差による

影響を減少させるという社会的使命のもと、今後もフランスで存在し続けていくとみられる教

育政策である。2021 年度の実験的な CLA の実施の結果によっては、2022 年度から従来とは全

く異なる EP 政策が開始される可能性もある。社会経済的背景に基づく学力格差是正という一

貫した目的を果たすために常に変化し続ける EP 政策の動向に今後も引き続き注目したい。 
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フフラランンスス優優先先教教育育政政策策のの存存在在意意義義とと今今後後のの課課題題 

―地域に対する積極的差別是正措置の影響分析― 

服部 憲児  田口 遥 

学力格差に対する教育政策の在り方については、我が国のみならず世界において、今後もさら

なる議論が求められる。フランスでは、社会経済的背景に起因する学業の失敗や学力格差が深

刻な地域の学校に対する積極的差別是正措置として、1981 年から優先教育（Éducation Prioritaire、

以下 EP）政策が実施されている。本政策を通じて、EP の対象校に対し財政・人材の重点的な

資源配分や新しい教授法の導入等が行われている。一方、学力格差是正の観点からは、本政策

がこれまでその目的を達成できていないことが明らかとなっている。本稿の目的は、EP 政策に

関する通達や報告書等の文献調査を通じて、EP 政策が導入された背景や過去約 40 年間の変遷

を整理することで、本政策の導入・継続の意義や、EP 政策がフランスの教育現場にもたらした

成果や影響を究明し、本政策に今後期待できる効果や課題を明らかにすることである。 

 

 

The Meaning of Existence and Issues to be Improved in the Priority 
Education Policy in France: Through Examination of the Effects of 

Positive Discrimination Policies Targeting Specific Areas 
HATTORI Kenji, TAGUCHI Haruka 

Making educational policies to solve the problems of achievement gaps is a major issue both in Japan and 

worldwide. In this paper, we propose a bibliographic study of the characteristics of the Priority Education 

(éducation prioritaire, EP) policy in France. French policy makers have implemented the EP policy since 

1981 for the purpose of eradicating the issue of student inequity in French society and the school system. 

This is the first positive discrimination policy in the educational system in France, and it grants additional 

resources to schools in socioeconomically disadvantaged areas and encourages the development of new 

teaching projects. However, several studies have shown that this policy has not achieved results regarding 

achievement gaps between EP students and others. Here, we examine the reasons why the EP policy was 

introduced in France in 1981 and discuss the meaning of the EP policy through analysis of the history of 

the measures to determine the positive and negative effects of the policy over the last 40 years. Finally, 

we discuss issues that remain to be improved. 
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