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中国の高等教育改革における教養教育の変容  

一市場化への対応に焦点を当てて一  

楊  嵐＊  

1．はじめに   

本稿は、1985年の経済への市場原理の導入に伴って開始され、1993年の市場化  

の全面推進により展開された中国の高等教育改革1）の分析を通して、この時期に  

おける教養教育の役割とその内容の変容を明らかにすることを目的とする。これ  

は、日本との比較の視点を視野に入れながら、1980年代以降中国の高等教育の変  

容を解明しようとする研究の一環であり、本稿は特に市場化への対応に焦点を当  

てて考察しようとするものである。なお、本研究における教養教育の概念は、中  

国語で「通識教育」（「generaleducation」に相当する）と言われ、日本では「一  

般教育」とか「一般教養」と訳される。1991年大学設置基準の大綱化以降、一般  

教育と専門教育の区分が廃止され、その代わりに「教養教育」という言葉がよく  

使われるようになった。本稿では、日本との対比において、「教養教育」という概  

念を用いることにした。   

中国は1950年6月1日に開かれた第一次全国高等教育会議をきっかけに、旧ソ  

連モデルを導入し、中央集権の政治体制と計画経済の経済体制に相応する高等教  

育制度を確立した。当時、中国における高等教育では、国家建設に必要な人材育  

成を目的とした専門家養成が学士課程に当たる教育2）の中核であり、全学生に対  

して授業料鰊償、生活費支給の制度があった。専門家養成制度の下で、大学は目  

的別に単科大学と文理系だけの総合大学に改編され、学生は国家建設の需要に応  

じて細かく決められた専攻によって募集され、統一したカリキュラムに基づいて  

学習した後、その分野の専門家として専攻に合った職場に配置されるようになっ  
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ている。このような専門家養成制度は、人材を計画的に盤成することを重視し、  

計画経済の需要に対応した人材を、質と量の両面から保障することができる利点  

を持っていた。しかし、同時に専門教育以外の共通科目は体育、外国語、政治科  

目しか開設しておらず、他専攻の授業を選択することが制度的に不可能になって  

いるため、学生の視野の狭さが問題視された。  

1984年、中国共産党第十二期中央委員会第三回会議で『中共中央経済体制の改  

革に関する決定』を発表し、計画経済の経済体制を変え、市場原理を導入しよう  

としていた。その翌年の1985年5月27日、中国共産党は『中共中央致育体制の改  

革に関する決定』（以下、『体制改革決定』と略す）を公布し、高等教育において  

は、計画経済時代の人材養成方式にメスをいれ、中央集権の管理制度、専攻設置、  

カリキュラムなどに関する改革に着手した。多くの大学が非専門科目の比重を増  

やし、専門家養成のカリキュラムから脱却する第一歩を踏み出した。  

1993年2月13日に中国共産党・国務院が発表した『中国教育改革と発展要綱』  

をきっかけに、高等教育の改革は新たな段階に入ってきた。学生募集制度改革、  

就職制度改革、学費徴収など高等教育に市場経済のメカニズムを導入する制度改  

革に続き、1995年7月5日、教育部は『21世紀に向けての教育内容及びカリキュ  

ラム編成の改革計画』（以下『カリキュラム改革計画』と略す）を発表し、社会、  

経済、科学技術、文化及び教育の発展に応じて高等教育の教育内容及びカリキュ  

ラム編成の改革を試みた。この改革計画の実施により、従来の専門家養成制度に  

対する改革は、制度の面だけでなく、カリキュラム、教育内容、教育観をも含ん  

だラディカルな改革へと変容した。   

このように、1980年代以来、計画経済から社会主義市場経済への移行に伴い、  

中国の高等教育では多くの改革が行われたが、これら全ての改革の原点は市場化  

対応にあると言えよう。また、中国の高等教育における市場化対応は、市場経済  

を基盤とする欧米諸国における高等教育の市場化と異なるだけでなく、同じ社会  

主義国家であった旧ソ連や束欧諸国の市場経済への対応とも違うのである。つま  

り、中国の市場原理の導入は国家所有制の下での部分的な市場化であり、社会主  

義の国家規制と市場経済を結びつけた市場化である3）。この中国独自の市場化に  

対応して、高等教育の役割が計画経済時代の専門家養成から、社会主義市場経済  
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中国の高等教育改革における敦溢教育の変容   

に対応する各種人材の養成へと転換し、高等教育機関も単科大学を主とする専門  

家養成機関から多学科・多分野に跨る総合的な大学に変化した。そして、当然な  

ことに、教育目標を具現化したカリキュラムも改革を重ね、狭い専門教育を主と  

するカリキュラムから、教養教育と専門教育の両方を重視するカリキュラムへと  

変化してきたのである。この意味では、このようなカリキュラムの変化、特にそ  

の中の教養教育の変容が高等教育の役割の転換を最も端的に表していたと言えよ  

う。なぜなら、嘗て専門家養成制度の導入期に削除された教養教育的な内容こそ  

が、カリキュラム改革の重点となり、中でも北京大学の「元培計画」4）のように、教  

養教育を中心にカリキュラムを再構築しようとする試みも見られたのである。   

ここ数年来、高等教育における教養教育に関する研究は盛んに行われるように  

なったが、教養教育自身の理論と実践例に留まっているものが多く（例えば、李  

温麓（1999）、黄俊傑（2001年）、掲忠敬（2004）、李免麗、林′ト英（2003年）な  

ど）、中国高等教育の役割の転換から教養教育の変容を論じる研究はほとんど見  

られなかった。そこで、本稿は、高等教育の役割転換という視点から教養教育を  

分析し、市場経描の対応に焦点を当てて教養教育の変容を考察する。  

2．計画経済期の高等教育制度と教養教育の役割（1985年以前）  

1）計画経済期の高等教育制度  

1950年6月1日に開かれた第一次全国高等教育会議において、高等教育の目標  

が「高度の文化水準を持ち、現代の科学技術を身につけ、誠心誠意に人民のため  

に奉仕する国家建設に必要な専門人材を育成する」ことに定められた5）。この目  

標を実現するために、中国は旧ソ連をモデルに専門家養成制度を導入し、計画繚  

済の経済体制と中央集権の政治体制に対応した高等教育制度を確立した。50年代  

以降、高等教育の目標は何度も改訂されたが、社会主義革命と社会主義建設に必  

要な各種専門人材を老成することは変わらなかった。ここで、『体制改革決定』ま  

での高等教育制度を①中央集権の管理体制、②計画経済に対応した人材養成制度  

の二つの側面から説明することにする。  

①中央集権の管理体制  

1985年『体制改革決定』以前、高等教育の管理制度は「統一的に指導し、各レ  
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ベルに管理する」という中央集権の管理制度であった。これは、限られた資源を  

利用して教育を発展するために、統一的に計画準備し、集中的に統一管理を実施  

することが中国の実情に合致すると思われたからである。  

1953年5月に政務院の公布した『高等教育機関指導関係の修正に関する規定』  

により、高等教育機関に対する中央集権の管理制度が確立され、高等教育機関の  

設置、撤廃、専攻設置、学生募集、財務計画、財務制度（予算・決算制度、経費  

支出基準、教師と学生の待遇）、人事制度（人員の任免、教師調整など）、数学計  

画6）、教学大綱7）、実習規定など全て高等教育部（後に教育部と合併）の規定、指  

示、命令により決められるようになった。   

このような管理制度は高等教育機関の道営の積極性や主体性を制限し、高等教  

育が社会や経済の変化に迅速に対応することが難しいので、1985年改革の中心と  

なっていた。  

②計画禅寺削二村応した専門家養成方式   

計画経済に対応した専門家養成方式においては、単科大学を主とする大学構  

造、細分化した専攻設置、専攻別に定められた全国統一カリキュラムなどの特徴  

が挙げられる。  

（ア）単科大学を主とする大学構造   

国家に必要な人材を養成するために、中国政府は1951年から1953年までの間  

に、国家建設の各部門に相応する単科大学を設立すると同時に、総合大学を文理  

学院だけの新総合大学に再編成し、単科大学を中心とする大学構造に変えた。こ  

の改革により、高度な技術専門家を亜成する単科大学と科学研究の人材及び中  

等・高等教育機関の教師を養成する総合大学の役割が明確になり鋸、専門家養成制  

度の基盤が整えられたのである。   

表1で表されるように、再編成が終わった時点の1953年では、総合大学が14校  

で7．7％を占めるのに対し、単科大学は166校で91．2％と絶対多数を占めていた。  

『体制改革決定』の発表される1985年では、総合大学は43校で、全体の4％しか占  

めないのに対し、単科大学は845校で、83％を占めていた。1953年から1985年ま  

で、高等教育機関の数が大幅に増加したものの、単科大学を主とする構造は変  

わっていなかったのである。  
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中国の高等教育改軌二おける教養教育の変容   

表1 中国高等教育機関の構成  

1953年  1985年  

機関数（校）   割合   機関数（校）   割合   

総合大学   14   7．7％   43   4．2％   

工業大学   39   21．4（‰   262   25．8％   

農業▲林業系大学   29   16％   72   7．1％   

医薬系大学   29   16％   116   11．4％   

師範系大学   31   17％   253   24．9％   

言語系大学   8   4．4％   1．1％   

金融・経済大学  6   3．3％   62   6．1％   

政治・法律大学   4   2．2％   24   2．4％   

体育系大学   5   2．7％   1．6％   

芸術系大学   15   8．2％   29   2．9％   

その他   2   1．1％   128   12．5％   

総数   182   100％   1016   100％   

仙典：伸嘔敵背年鑑」】（1949年－1981年）、『中国教育成就1985－19！札日 より筆者作成）  

（イ）細分化した専攻設置   

専攻（原文「専業」）とは「一種の専門職、或いは一種の特長」であり、「高度  

な専門人材を育成する目標」9）とも言える。教育部は国家建設の需要に応じて専攻  

を定め、各大学はまた教育部が制定した『普通高等教育機関における学士課程の  

専攻目録』に基づいて大学の専攻を設置するのである。専門家養成制度の下で、  

専攻こそ大学の基本単位であり、学生募集、カリキュラム編成、職場配置など全  

て専攻に基づいて行われていた。  

1954年11月に発表された中国初めての専攻日録－『高等教育機関専攻日録分類  

設置（草案）』では、全部で257種の専攻が（∋工業部門、（む建築部門、③運輸部門、  

④農業部門、⑤林業部門、⑥財政経済部門、⑦保健部門、⑧体育部門、⑨法律部  

門、⑲国家教育部門の10の部門に大別され、その中に、さらに製品による専攻（例  

えば自動車、トラクターなどの専攻）、職業による専攻（例えば船舶運転、牧畜、獣  

医、師範学校の専攻など）、学科による専攻（社会科学、自然科学）に分けられ  

る。1954年以降、経済の発展に伴い、政府が設置した専攻の種類が急速に増えら  
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れ、1957年では323種、1962年では627種、1980年では1039桂とピークに達してい  

た。このような専攻種類の増加により、過度の専門化傾向が生じ、特に一部の製  

品、工程により定められた専攻が学習内容の偏狭をもたらし、80年代の専門教育  

に対する批判の的になったのである。  

（ウ）専攻別全国統一カリキュラム   

同一専攻における専門家の質を保つため、統一した教育内容が重要である。  

1953年の『修正決定』により、高等教育部が統一編成・改訂した教学計画は全  

国全ての高等教育機関の基準となり、各大学の数学計画はそれに基づいて制定す  

ることになっていた。専攻ごとに制定した教学計画には、教育目標、カリキュラ  

ム、学習時閏と進度が掲示され、教材と参考科目も規定された。また、それに基  

づいて、主要科目の目的、内容と教授法を掲示する数学大綱も作られた。胡建華  

［2001］が指摘したように、「各専攻の教育目標に応じて制定された教学計画、教  

学大綱、教材に基づいて教育すれば、国家建設に必要な専門人材が育成できる」、  

これが中国高等教育機関の基本理念であった1川。 

2）教養教育の役割と問題点  

1980年代では、高等教育のカリキュラムは主に（手共通科目、②基礎科目、③専  

門基礎科目（当該専攻に直接関係ある基礎科目、例えば会計専攻の経済学）、④専  

門科目（専攻の科目、例えば会計専攻の会計学）と四つのパートに分けられてい  

た。   

このカリキュラム体系の中で、教養教育に当たるのが共通科目だけであり、そ  

の内容を見れば、専攻別に遠いはあるが、ほとんどは体育、外国語と政治科目の  

三種輯であり、全体の25％－30％を占めていた。   

しかし、教養教育の占める割合が少ないにもかかわらず、カリキュラム全体の  

中できわめて重要な位置を占めていた。これは、共通科目の中の政治科目が、社  

会主義建設の後継者を育成する上で重要な役割を果たしているからである。中国  

高等教育の人材育成目標に「又紅又専（政治にも通じ、専門知識にも通じる）」と  

掲げられたように、高等教育では専門教育を重視する同時に、政治教育も重視さ  

れているのである。  
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中国の高等教育改革における教養教育の変容  

以下はそれと関連して、この時期の教養教育の問題点を分析する。  

①政治教育の偏重   

新中国成立まもなく、旧大学に対する改造の中で各分野の知識統合を目的とす  

る教養教育的な内容が削除され、その代わりに、思想教育である政治教育が新た  

な教養教育として導入された。1944年の時点で、北京師範大学数育系のカリキュ  

ラムには選択科目として教養教育科目が多く存在していたが、新中国が成立した  

1949年に既に政治科目だけに変えられ、1950年以降、政治科目のほかに、国語、  

外国語、歴史、体育なども設けられるようになったが、政治科目の比重が、圧倒  

的に多かったのである11）。  

1978年の改革・開放政策以降、外国語の時間数は政治科目とほぼ同じようになっ  

たが、政治科目に対する重視は一向に変わらなかった。中国共産党中央宣伝部、教  

育部は1980年、1984年と二回に渡って政治科目の改善と強化に関する通知12Jを公布  

し、理科系各専攻では「中国共産党史」、「政治経済学」、「マルクス哲学」の三科  

目、文科系各専攻では上述三科目以外さらに「国際共産主義運動史」或いは「科  

学社会主義」が必修とされた。また、政治科目が全時間数を占める割合も理科系  

では10％ぐらい、文科系では20％ぐらいと決められた。1981年の北京大学中国言  

語・文学学部文学専攻の数学計画を見れば、教養科目38単位のうちに、政治科目  

は18単位で47．4％を占めていた。その他、単位に加算されないが、時事に関する  

政治学習も週に3時間あり、政治教育にいかに偏重されるか窺える。  

②人文教育の軽視   

専門家養成を高等教育の目標とした中国では、高等教育の発展は実用科学の単  

科大学、特に工業大学に重点が置かれている。発展途上にある中国にとって、そ  

れが先進国に追い付くための最も有効な戦略であったと言えよう。しかし、この  

ような理科系重視の傾向は、同時に文科系の褒退をもたらした。   

大学の専門分野別（表1）から見て、1985年では、単科大学の中に工業系大学  

は最も多く、全体の25％を超えていた。また、工・農・医薬系大学が合わせて  

44．3％を占めるのに対し、言語・政治・経済・法律系大学は9．6％しか占めていな  

かった。在学者数から見ても同じで、文科学生の割合は、1949年の33．1％から  

1953年の14．9％に急減し、その後も下がる一方で、1962年では6．8％と史上最低に  
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なり、1980年では8．8％であった1㌔   

このような人文教育の衰退は、教育内容の師二おいても顕著に表われていた。  

1980年に教育部が規定した工学部学生の数学計画には、文科に関する教育内容は  

18％しかなく、そのうち9．6％が外国語で、8．4％は政治科目であった。つまり、  

多くの理科系専攻においては、人文教育は政治科目と外国語に限られていたので  

ある。人文教育の貧弱は、学生の専攻以外の社会、倫理、環境問題、歴史文化な  

どの諸分野についての知識の欠如をもたらし、90年代半ばから人文教育を強調す  

る「文化素質教育」が提唱される要因の一つとなった。  

3．市場化対応初期の高等教育改革と教養教育の試み（19851闇92）  

1）『体制改革決定』の示した改革方向  

1985年、政府は教育分野の『体制改革決定』を公布し、教育の各段ド削二渡る教  

育体制の規制後和を公表した。高等教育に関しては、大学の運営自主権の拡大、  

学生募集計画と卒業生配属制度の改革、人民肋学金‖制腰の改革、教育内容の改  

革、大学内部の総務部門の改革など八つの方向牲が示されたが、以下は教養教育  

の改革と深く関連する大学の巡営自主権の拡大、募集一配属制度の改革、助学金  

制度の改革と致育内容の改革について述べる。   

まず、大学の運営自主権に関しては、『体制改革決定』は「大学が国の政策、法  

令、計画を実施する前提の下で、計画以外に委託を受けて、学生を育成し、私費  

学生を募集する権利、教学計画と教育プログラムを設定し、教材を編纂、選定す  

る権利、委託研究、または、他の機関と協力して、科学研究と技術開発を行い、  

国家教育部門、科学研究部門、生産部門の連合体を設立する権利、副学長やその  

他の各級幹部を指名、または任免する権利、政府の支出した基本建設蘭金と教育  

事業費を具体的な配分する権利、自己調達資金を利用して、I卦際的な教育・学術  

交流を行う権利などを持つ」と規定され、大学の自主権を拡大し、運営管理の規  

制緩和を図っていた。   

次に、学生募集と配属制度に関しては、従来の国家計画に基づいて学生を募集  

する以外に、委託生15J、自費生の計画外募集が可能になった。これらの学生は全  

体の5％しか占めないが、初めて学費を負担する学生が現れた点が従来との遠い  
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である。計画外の学生は就職する際に、国家の配置だけでなく、自分で就職活動  

できると規定されたが、これも市場経済への第一歩と考えられる。   

また、人民助学金制度の改革も大学教育の有料化への移行措置と考えられる。  

従来の全員に助学金を与える制度を変え、「師範系の学生と卒業後勤務条件が特に  

厳しい専門の学生に対しては、国が食費と宿泊費を提供し、授業料と雑費を免除  

する。また優秀な学生には奨学金を、経済的に困雉な学生に対しては、手当てを  

与える」ことになったので、高等教育は無償教育から一部自己負担の教育へと変  

わったのである。   

教育内容の面においては、教育内容の更新、選択科目と実習科目の増加を提案  

し、80年代以来一部の大学で試行した単位制度を正式に広げようとした。  

『体制改革決定』は、1980年代における高等教育改革の方向を示し、市場化対応  

で重要な意義を持っていた。それをきっかけに中央集権の教育体制が変わり、大  

学は自主権を持つようになり、社会の変化に対応して自主的に改革し始めた。し  

かし、85年の段階では、市場経済が未発達の段階であったため、就職制度を始め、  

市場経済に対応する諸制度はまだ確立されていなかった。学生募集制度と職場配  

置制度に関しての根本的な見直しは、1993年の『中国教育改革・発展要綱』を待  

たなければならなかったのである。  

2）学位制度の導入と教育目標の改訂  

1980年2月12日に、『中華人民共和国学位条例』が採択された。この条例により、  

中国高等教育は初めて学士、修士、博士の三つのレベルに分けられ、学士学位の  

授与は「当該専攻の基礎理論、専門知識、基本技能を身につけ、科学研究或いは  

専門技術の初歩的能力を持つ」ことを条件とし、学士課程が高等教育の基礎的な  

段階と位置づけるようになった。   

学位制度の確立と同時に、教育部は学士課程の教育目標を改訂し、専攻設置と  

カリキュラムの改革を行った。1982から1987年まで、「専攻の帽を広げ、専攻の内  

容を調整する」という目標の下で、工学、農学、医学、理科の専攻日録を大幅に  

修正し、専攻の数を945種から457種に削減し、学生の知識の拡大と仕事に対する  

適応性の増加が期待されていた。また、従来の教学計画に定めた教育目標が学生  
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の卒業後の進路に合わないと認識され、過蝮の専門教育の反省から専攻ごとに教  

育目標が修正された。例えば、哲学専攻の数学計画は、1978年では「徳育、知育、  

体育の三方面で調和の取れた発展を遂げ、マルクス・レーニン主義を身につけた  

研究、教育、普及のできる専門人材の育成」と定められたが、1987年では「国家  

文化・教育部門、党と政府の行政部門の実務に従事できる人、及びマルクス・レー  

ニン主義の教育と研究ができる政治素質と専門能力の備えた高度な専門人」の育  

成に変えられ、研究重視の専門家より実務に従事できる人材の育成を重視される  

ようになった。   

このような学士課程における教育目標の転換を公文書で裏付けたのは、1988年  

4月27日に国家教育委員会が公表した『普通高等教育機関学士課程教育の強化に  

関する意見』（以下『意見』）と略す）である。『意見』では、学士課程において  

は、「将来の高級車門人材の育成に必要なより幅広い基礎を作る」と定めた一方で、  

「必要な専門訓締を行い、問題を分析し、解決する能力の育成も重視しなければな  

らない」とされ、専門教育と同時に、「幅広い基礎」も重視し、散華教育に対する  

改革を促進したのである。  

3）学科間相互選択科目の導入を通じた教養教育の試み   

政府の教学計画改訂と教育目標の転操をきっかけに、多くの大学がカリキュラ  

ム改革を行っていた。共通の動きとして、基礎科目の強化、選択科目の増加、学  

科間相互選択科目の導入、単位制の試行などが挙げられるが、特に学科間相互選  

択科目の導入が新しい教養教育の試みとして看取される。   

例えば、武漢大学の1986年の数学計画では、カリキュラムは必修科目（すべて  

の学生が学習すべきもの）、指先選択科目（専攻に近い分野の共通基礎科目、例え  

ば理科各専攻の物理学）と任意選択料日の三種類に分けられ、卒業単位数約150単  

位の中で、必修科目は70％以下、指定選択科目は15％、任意選択科目は15％以上  

と決められていた。その中に、必修科目は全学共通科目、専門基礎科目、文・理  

科相互選択科目の三つからなっており、従来の教養教育科目である共通科目以外  

に、文・理科相互選択科目を導入し、理科系なら文科系を、文科系なら理科系の  

授業を必修科目として2－3科目を学習しなければならないと定められた。ま  
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た、指定選択科目と任意選択科目も専攻内、或いは他専攻の科目を選択し、学科  

間の知識の統合や学生の知識の幅を広げることを目標とするものなので、教養教  

育的な要素が含まれていた。このカリキュラムから、政治科目を中心とする教養  

教育に学科間知識の統合を目指す敦蕃教育の導入による変化が見られる。   

このように、経済への市場原理の導入に伴い、教育目標が転換され、従来の職  

業に直結する狭い分野の専門家から、より幅広い知識を持つ実務的な人材が求め  

るようになった。それで、各大学で行われたカリキュラムの改革において、社会  

と経済の変化に対応する教養教育的な内容が増加され、新しい形の教養教育が導  

入され始めたのである。この時期のカリキュラム改革は専攻に基づいた人材養成  

方式の枠内で行われていたので、教養教育がまだ十分に重視されていなかった  

が、専門家養成から脱却する第一歩として意義が大きかったのである。  

4．市場化対応全面導入期の高等教育改革と文化素質教育の実施（1993－1998）  

1）『中国教育改革発展要綱』の公布及び市場化の改革  

1992年、中国共産党の第14回大会において、市場経済体制を全面的に導入する  

方針が出された。そして、翌年の1993年2月13日、中共中央・国務院は『中国教  

育改革と発展要綱』（以下iF発展要綱』と略す）を公表し、教育分野に市場メカニ  

ズムを導入し、教育システムの全般において抜本的な改革を図った。   

高等教育における改革に関して、苑［2000］は、①高等教育管理体制の改革、  

②高等教育の構造改革、③高等教育の財政改革、④学生の募集と職業配置制度の  

改革、⑤人事制度の改革、⑥大学の総務制度の改革、⑦産学関係の改革、⑧カリ  

キュラムと教授法の改革、⑨民営大学の拡大、⑲高等教育に関する法整備の十大  

側面を取り上げたが16J、この中で、特に①管理体制改革と④募集一就職制度改革  

の改革が専門家養成制度の枠組みを根本的に揺るがした。   

まず、管理体制については、政府が「大学に対する直接な行政管理から…マク  

ロな管理に移行する」と政府の役割を明確にし、「大学を真に社会に日を向け、自  

主的に道営を行う法人組織に転換させる。学生の募集、専攻の調整、機関の設置、  

幹部の任免、経費の使用、職階の評定、給与の配分及び国際交流などにおいて、  

状況に応じて、大学の自主運営権をさらに拡大する」17）と大学の自主権をさらに  
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拡大した。また、「国家と地方政府から配分された予算以外に、大学は法律に別し  

て資金を集めることができる」1呂－と大学の経営権も認められ、85年『体制改革決  

定』より大きな一歩を踏み出したのである。  

『発展要綱』では、学生募集制度に関して、自費学生と委託養成学生の割合を増  

加すると同時に、計画募集の学生からもー部の授業料を徴収するように決められ  

た。また、1997年から一部の国立大学、2000年から全ての国立大学において学費  

を全額徴収すると明言し、専門家養成制度時代の授業料錬償制を廃止した。・一  

方、民営大学の拡大により、私費で大学に入る学生も増加し、高等教育における  

私的負担が大きくなった。   

就職制度については、『発展要綱』において初めて「労働市場」という言葉が盛  

り込まれ、政府による卒業生の配置制度に代えて、「人材の労働市場を通じて『職  

業を自主的に選択する侶就職制度が賀施されるようになった。  

『発展要綱』では高等教育に市場原理を全面的に導入し、大学が市場経済の需要  

に対応できるように抜本的な改革を行ったのであるn このような変化は、当然カ  

リキュラムの面にも影響を与え、政府も大学も積極的にカリキュラム改革を実施  

するようになった（〕  

2）新しい人材養成方式の模索  

1992年の市場経済の全面導入により、高等教育機関の亜成すべき人材に対する  

考え方の変化がカリキュラムにも反映されることになった。統一的な職場配置が  

行われるときは、学習内宥が将来従事する職業と密接に関連することが重要で  

あったが、学生が自ら職業を選択し、就職することが普及しつつある状況では、  

単に一つの職業に直結するのではなく、広い知識や技能が求められるようになっ  

た。1987年に同家刑・学委員会科学技術幹部局が全回で行った調動こよれば、合計  

34000人の科学技術者のうち、大学で学習した専攻と違う仕事をしている理科系  

卒業生は12900八に達し、全体の38％を超えていた19）。市場経済への移行に伴い、  

自己就職制度が登場した90年代においては、転職することがさらに頻繁になり、  

大学で学習した専門知識は必ずしも有益とはいえない状況になっていた。   

叫方、科学技術の著しい発展により、知識の陳腐化が加速し、教育内容の更な  
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る深化が要請された。それと同時に、学問分野の融合も求められるようになって  

きたので、知識の細分化と総合化の両方がカリキュラムの改革を要請していた。   

このような状況に直面して、1995年に教育部は『カリキュラム改革計画』を発  

表し、人文科学、経済、法学、理学、工学、農学、医学の六分野において「研究  

プロジェクト案内」を作成した。それに基づいて、各大学は①21世紀の社会に必  

要な人材像と人材養成方式の探索、②各専攻或いは学科分野の教育目標および人  

材育成の目標の規定、③主要専攻及び学科分野のカリキュラム構成、④基礎科目、  

核心科目の教育内容及び教科書の編成、⑤教育手段、教育方法の改革などに関す  

る研究課題を申請し、許可された課題は2年以上実験を行った上で研究成果を報  

告書にまとめ、評価を受けることになっている。  

『カリキュラム改革計画』が発足して以来、全部で221（その中にさらに985の課  

題が含まれる）プロジェクトが300校余りの高等教育機関により実施され、現在で  

は、目標とされた100部の「改革研究報告」と1，000冊の「21世紀に向ける教材」  

が既に出版されている2り）。  

『カリキュラム改革計画』の実施により、市場経済に対応する人材港成方式の模  

索が専攻別、分野別に行われ、従来の統一した専門家（「スペシャリスト」）養成  

から、個人の能力に応じた多様な「ゼネラリスト」養成への転換が見られるよう  

になった。このような転換を実現するために、幅広い基礎致育と他の学科分野と  

の連携が必要であるが、それを可能にしたのは1992年から始まった大学の構造調  

整である。   

前述したように、中国高等教育は専門家蕃成に対応する単科大学を主とする構  

造であったが、市場経済へ移行する過程において、大学の効率を高めるため、「共  

建、調整、協力、合併」という四つの方針の下で、1992年から管理体制の改革が  

行われるようになった。2000年までに、高等教育機関1813校のうち、556校が調整  

され、232校に合併された。   

90年代の構造調整は、1952年の「院系調整」と逆方「如こ進行され、大学間の合  

併を通して学科間の補完、大学の総合性の強化が目標のひとつとなっている。こ  

れらの合併により、文学院、理学院、工学院、農学院、法学院、商学院、致青学  

院など多学院を持つ総合大学が再び中国に現れるようになり、かつて一つの学科  
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分野しかもっていない単科大学も幾つかの学科を持つ多学科大学となった。 そし  

て、これらの新しく生まれ変わった総合大学と多学科大学は、多学科の優位を生  

かし、学際学科、複合学科を新設しただけでなく、多分野に跨る人材を育成する  

ために、教養教育科目も多く開設するようになったのである。   

このような90年代に試行した人材養成方式を、黄福藩［2000］は①横割り型、  

②楔形、③複合型、毎）「ピラミッド」型の凹タイプに分けている鉦。任の横割り  

型は、カリキュラムを二つの段階に分け、第一段階で文科系、理科系、或いは工  

科系の共通科目、基礎科目を履修し、第二段階で所属専攻の専門科目を履修する  

ことである。②の楔形は、専門基礎科目と一部の専門科目を低学年で開講し、共  

通科目と専門基礎科目を高学年次で必修或いは選択できる制度である。そして、  

③の複合型は「副専攻」制の実施や第二学位の導入を指しており、④の「ピラミッ  

ド」型は同じ大学、またほ同じ専門分野において、学生の成績・能力によって異  

なるカリキュラムを履修させる方法である。例えば、華南理工大学では、三つの  

レベルを設けて、学生の能力に応じて履修させることになっている｛。ピラミッド  

の底の部分は全ての学生で、スキルと基礎科目を強化するL、教学計画の基準に  

達することを目標とする。ピラミッドの中部にある学生は全体の30～40％を占  

め、副専攻制度や双専攻、双学位制度を通し、専門の幅を広げようとしている。  

およそ10－15％の最も優秀な学生が占めるピラミッドの頂点では、大学院への飛  

び入学、学士一修士一貫性、理工系と工学系の適合車成などの方 式を試行してい  

る22〕。   

これらの人材養成方式は、基礎科目と共通科目を重視する面においては共通し  

ており、80年代の学科間科目相互選択制度と比べ、異なる分野の知識の統合を目  

指す教養教育に関する科目は量的に増加しただけでなく、カリキュラムを再編成  

する場合、重要な要素として考えられるようになった。  

3）文化素質教育力リキュラムの導入   

90年代に入ってから、小・中学校における「応試教育」（受験のための教育）に  

対する批判が強まり、「素質教育」（素質を培う教育）が提唱されるようになった。  

「素質教育」とは、従来の知育中心の教育を変え、徳育、知育、体育、美育などを  
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中国の高等教育改革における教養教育の変容   

統合しようとするもので、教育観の転換を促した。「素質教育」が提唱された当初  

は、初等・中等教育が対象であったが、90年代後半から高等教育も含まれるよう  

になってきた。  

1995年、教育部は52の大学を素質教育実験校に指定し、文化素質教育を実施し  

始めた。そして、1998年4月10日、教育部が『大学生の文化素質教育の強化に関  

する若干意見』を発表し、同年5月、全国に推し進める方針を固めたのである。   

文化素質教育を実施する原因として、教育部関係者は人文教育軽視への反省、  

世界各国の高等教育改革の潮流、徳育教育の強調、教育観・人材養成方式の改革  

など四つの原因を挙げたが23）、この中で、特に市場経済の導入に伴う道徳観の低  

下を防ごうとする道徳教育の強調が重視されていた。また、教育部の解釈によれ  

ば、高等教育における素質の養成は、思想道徳の素質、文化素質、専門素質、心  

理・体の素質の国側面からなっており、その中で特に文化素質を強調するのは、  

従来の偏狭的な専門教育に対する反省であり、各専門の中で文化素質教育に対す  

る強化でもある24）。   

文化素質教育は導入当初、主に講座と社会実践活動という形で実施されていた  

が、その推進に伴い、文化素質教育に関する選択科目の増設が主流となった。以  

下は文化素質教育力リキュラム導入の先頭に立つ北京大学を例にその実施状況を  

考察していく。  

1996年の北京大学のカリキュラムは以下のように三つのレベルに分けられる。  

1．全学共通科目  

卒業単位数（150単位ぐらい）の三分の山弱を占め、以下の六種類を含めている。   

A 政治理論と道徳教育類  

六科目にわけ、文科系、外国語系、理科系により単位数が違う。  
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表2 1996年北京大学政治理論及び道徳教育頼カリキュラム  

科目   文科系（15単位）  外国語系（12単位）  理科系（10単位）   

中国軍命史   3   2   2   

哲学   4   2   2   

資本主義概論   
2   2   ワ   

中国社会主義建設   2   2   2   

世界政治経済と国際関係   2   2   2   

当代人生理論と実践   2   2   2   

（出典：1996年北京大学カリキュラムより筆者作成）  

B 外国語類  

14単位で、それ以外に各学部は専門に関する外国語科目を開設するこ  

ともある。  

C 体育と軍事類  

体育は4単位で、軍事理論は2単位である。  

D 数学とコンピューター類  

コンピューター科目は、文科系6単位で、理科系9単位（その中に、  

6単位は必修、3単位は限定選択）である。文科系の数学科目の単位数  

は学部により違う。  

E 文化芸術類  

全学必修で、最低2単位履修することになっている。  

F 文・理科系相互選択頼  

文科系の学生は理科系の科目を最低4単位履修し、理科系の学生は文  

科系の科目を滋低4単位履修することになっている。   

2．学科分野或いは学院レベルの科目  

幅広い基礎科目であり、卒業単位数の三分の山一－・強をr㌧める。   

3．専門科目或いは学部内部の必修科目、選択料日及び自由選択科目  

卒業単位数の約三分の一を占める。   

このカリキュラムの編成からは、学生の文化素質、思想道徳の素質、心理の素  

質、体の素質など各素質の滴養を重視していたことが窺える25）。文化素質教育の  
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実施に関しては、北京大学は国家教育部が選定した文化素質教育実験校として、  

講演会、音楽のコンサート、映画鑑賞、合唱祭など文化素質教育に関する活動を  

多く行っていた他、カリキュラムの中に、文化素質教育に関する選択科目も多く  

設けていた。北京大学教務部によると、1990年代に常設した自然科学や人文科学  

に関する文化素質教育関連選択科目はおよそ100科目あり、各学期30－50科目ほ  

ど開講されていた26）。   

実際、文化素質教育を実施する場合、総合大学と単科大学、特に理工系単科大  

学の実施方式に違いがあり、理工系大学が普通人文科学を強調するのに対し、総  

合大学は各学科分野の科目をよりバランスよく提供していたように見える。文化  

素質教育科目の導入により、新しい形の教養教育科目が初めてカリキュラムの枠  

内に取り入れられ、カリキュラムの欠いてはならない部分になったのである。  

5．教養教育の変容と課題   

前述したように、1984年経盲削二市場原理が導入されるまで、中国の高等教育制  

度は専門家養成を目的とするもので、職業に直結する専門敵背を主とした。した  

がって、教養教育の内容はスキルとしての外国語、身体を鍛える体育と社会主義  

の思想を確保するための政治科目という共通科目に限られ、その中に特に政治科  

目が重視され、社会主義後継者の一般教養として考えられていた。   

しかし、市場経済への移行に伴い、計画的に国家建設に必要な人材を養成する  

ことが不可能になり、専門家養成制度に破綻が現れた。市場化対応の中で、教育  

目標が専門家養成から社会の変化に対応できる人材の養成に転換され、より幅広  

い知識を習得するために、学科間相互選択制度が導入されるようになった。これ  

が教養教育改革の発端であった。この時期の教養教育は二種類に分けられ、従来  

の共通科目以外に、他の分野の選択科目が2－3科目課され、統一数学計画の外  

に置かれた。  

1993年市場化対応全面導入期以降、新たな人材養成方式に対する模索の中で学  
科間相互選択制度が改善され、履修科目の数が増えただけでなく、選択の幅も広  

くなってきた。実施方式としては、副専攻制度、第二学位制度なども導入され、  

多くの大学におけるカリキュラム改革にはスペシャリストからゼネラリストへの  
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転換が見られる。しかし、苗場経済への対策としてヰ人されたこの新Lい形の教  

養教育は主に基礎教育の強化、学生の就職のために開設されたので、人間形成の  

ためではなかった。この点が文化素質教育科目との一番大きな違いと言えよう。  

1995年文化素質教育力リキュラムの導入により、敦盤教育の内容はさらに豊富  

になってきた。文化素質教育力リキュラムは人文・社会分野の科目が多く、教学  

計画の重要な部分としてカリキュラムの中に取りいれられた「′ また、文化素質教  

育ば市場化の推進によって生じた道徳観低下を防ぐことが薫婁なl］標であり、こ  

の意味では、道徳教育の側面も持っているが、従来の政治教育中心の道徳教育と  

違い、幅広い教養を身につけることによって道徳水準の向上を目指しているので  

ある。   

このように、市場化への対応に伴い、高等教育における散発教育は政治教育偏  

重の狭い範囲の教養教育に代わって、学科間知識の統合を‖的とする新形式を導  

入し、90年代半ばからさらに人文教育重視の‾文化素質教育を導入したのである。  

それにより、教養教育の役割も社会主義後継者の東成から、学科間知識の統合、  

道徳水準の向上などの新機能を加えるようになり、現在では、この三つの役割を  

同時に果たしているのであるt〕これが、特に政治教育を堅持することが前述した  

中国独自の市場化の特徴と言えよう〔〕   

ところが、市場化対応の中で、この三根他の教養教育は様々なl軋超を抱えてい  

た。従来の政治科目については、新情勢に適応する政治科［1はどんな科トlである  

か、どんな教授法なら学生が聞けるかは常に検討・工夫の対象であり、政府から  

もよく指示が下された。学科間相互選択科目に関しては、投薬時間の薫なりなど  

制度上の問題が多かったし、幾つかの分野を学習するだけで知識の統合ができる  

かという問題もつき物である。それに対して、文化素質教育の問題点が体系化の  

問題である。李［1999］が北京8大学27Jの教学計画を調査した結果、90年代後半、  

この8校において教養教育は全科目の1／4から1／3を【j了めているが、科Hを開  

設できる教師により選択科目の種類を決める大学が少なくないのである．）例え  

ば、社会科学が優勢である人民大学では、全部で97科目の中に自然科学に関する  

科目は1科目しかないのに射し、社会科学に関する科目は全体の半分以上となっ  

ており、一部の分野への偏りが深刻である。  
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中国の高等教育改革における教養教育の変容  

このように、教養教育は市場経済に必要な人材養成方式を模索する中で改革さ  

れ、様々な問題を抱えながら、専門家養成から脱却したカリキュラムの中で重要  

な位置を占めていた。本稿は市場化対応に焦点を当てて教養教育の変容を考察し  

たが、1999年以降、急速に遂げた大衆化とグローバル化により、教養教育にまた  

新たな変化が見えてきた。それについてまた今後の課題にしたい。  

注  

1）中国の高等教育は普通高等教育と成人高等教育の二種類に分けられ、また、市場化の推   

進により、現在民営大学も現れたが、本稿の考察対象の性質上、国立の普通高等教育棟   

関の学士課程に限定する。  

2）中国では、1980年学位制度が確立されるまで、学士課程という名称はなかった。  

3）陳列、『市場経済と高等教育』、人民教育出版社、1998年  
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年、42頁  
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8）曲士培『中国大学数育発展史』、山西教育出版社、1993年、645頁  
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13）『中国教育年鑑』（1949年－1981年）、中国大百科全書出版社、1984年  

14）大学生に一律に支給する学習補助金のことで、奨学金と異なる。  

15）委託機関が締結した契約に基づいて、大学に一定額の育成費を支払って養成してもら  

う学生である。  

16）苑復傑、『中国経済の市場化における高等教育改革についての実証的研究』、文部省科学  
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「‡二偶の高等教育改革における教養教育の変容  

取ams血）rma七io孤Of Gemera温Educa七iom亙n t払e  

CoⅧrSe Of C馳imese Hig馳甜E血catiom汲e払rm：  

W玩払the focⅦS Om洩e correspomdemce to m甜ketization  

WG LAN  

This reportis aimed at clarifying the transformationsin GeneralEducation  

throughChinese higher education reform which startedwith theintroduction of  

a market prlnCiple to econornyin1985．   

Since1980’s，With the switch血・Om planned economy to socialist market  

economy；the role of higher education hasalso changed丘om the professional  

tralnlngin the planned economy timesinto the trainlng Of talented people  

specializing in various fields who would correspond to the socialist market 

economy；but this change has revealeditself mostin the transformations which  

occurredin GeneralEducation．   

In the planned economy period GeneralEducation waslimited to teaching  

forelgnlanguages，physicaleducation and politicalscience，butin the course of  

COrreSPOndence to marketization the new GeneralEducation took asits aim the  

intergration ofkn0wiedge between subjects，andfurthermorein1995introduced  

Culture quality Education・Thus，the role of GeneralEducationalso acquired  

three sides：upbringlng a SuCCeSSOr Of socialist values，integration ofknowledge  

between various subjects，and theimprovement ofa morality standard．  
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