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1980年代末中国における普通高等教育機関の構造分析

はじめに

南部広孝

An analysis on the institutional fabric of regular higher education 

in the late 1980s'China 

N ANBU Hirotaka 

中国では，文化大革命（以下，文革と略）終結以降，高等教育機関の整備・拡充に力を注いで

きた。それにもかかわらず，普通高等教育機関 1)への進学率は依然として低い水準にとどまって

おり， 1990年においてもわずか2.3％にすぎない12)。トロウは，発展段階モデルを検討するにあ

たって，開発途上国や第三世界の大学とともに共産主義諸国の高等教育制度を分析の対象から除

いているが，彼のモデルを単純に適用すれば中国の高等教育はエリート段階に属し，少数の者が

同質的な機関で学んでいることになる 13)。しかし，中国の人口を考慮に入れればすぐにわかるよ

うに，こうした見方は実際の状況と大きくかけ離れている。実数でみると 1990年には約206万人

が在学しており，規模が非常に大きいことがわかる（4)。そして彼らを受け入れる普通高等教育機

関も 1,000を超え，そこには実に多様な機関が含まれているのである。

これまで中国の普通高等教育機関は，記述の必要に応じてさまざまに分類されてきた。まず，

最も代表的な分類は，修業年限と主管部門によるものである（ 5)。前者は，主として 4~5年制の

「大学」「学院」と 2~3年制の「専科学校」「短期職業大学」とに分類するものであり，後者は

主管部門が国家教育委員会，中央政府の各部・委員会，省・直轄市・自治区（以下，省と略記）

およびそれ以下の行政政府のいずれであるかにもとづく分類である。また，修業年限と機関の機

能に注目して，①教育と研究の両方をおこなう 4~5年制機関，②教育を主な機能とする 4~5

年制機関，③ 2~3年制の機関という 3種類に分類したものもある（6)。さらに，中国で公にされ

ている統計では，大学類型（71, 学校規模，主管部門，所在する省および「大学・専門学院，専科

学校，短期職業大学」を基準にして普通高等教育機関を分類するとともに，いくつかの指標の間

でクロス集計がおこなわれている (8)0 

機関の分類が分析のレベルや研究の目的に応じておこなわれるべきであることは当然である。

この点で上述した分類は確かに中国の高等教育の一側面を示している。しかし，上述の分類から

は非常に限られだ情報しか得ることができない。例えばそれぞれの分類基準によって分けられる

具体的な機関が不明であるため，ある機関がどこに属するのかということはほとんどわからない

し，複数の基準を使用して新たなクロス集計表を作成するといったことも不可能である。また基

準の設定も機械的であることから，そこからイメージできるのは非常にぽんやりとした全体像に
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すぎず，中国の普通高等教育機関の体系的構造を把握することは難しい。したがって，本論文で

は，普通高等教育機関の組織構造を明らかにするために，個々の機関のデータをもとにして因子

分析をおこない，普通高等教育機関の構造を規定する要因を抽出するとともに，抽出された要因

を用いて普通高等教育機関の具体的な構造について検討する。

1.データの収集と変数の選定

本研究では， 1989年刊行の r中国高等学校大全』（高等教育出版社， 1989年）を中心に高等教

育機関の個別データを収集した。同書は， 1988年末時点における普通高等教育機関1,075校およ

び成人高等教育機関1,373校を対象にデータを掲載した資料である。しかも，それぞれの機関に

ついて一定の項目を設定してデータを網羅しており，同一指標にもとづいて大量のデータを集め

ている，ほとんど唯一の資料として位置づけることができる｛9)。掲載されているデータは各高等

教育機関からの報告と関連資料の整理にもとづいており，個々のデータには不正確なものが含ま

れている恐れはあるが，中国の普通裔等教育機関の組織構造を検討する際には非常に有効な資料

であると考えられる。

因子分析では， どのような変数を用いるかが後の結果に大きな影響を与える。本分析では以下

の手順で使用する変数を選定した。まず『中国高等学校大全jの普通高等教育機関の部分を中心

に，他の資料からもデータを収集した結果， 47個の変数を得た。さらに例えば学生一人当たりの

図書館蔵書数や学生総数に占める大学院生の割合というように，これらの変数を組み合わせてで

きる変数25個を加え，計72個の変数が利用可能となった。そしてこれら72変数のなかから，クラ

スター分析の結果も参考にしながら，いくつかの仮定にもとづいて中国の普通高等教育機関の構

造を規定すると考えられる変数のリストを作成した。そしてまず変数間の相関係数を算出し，次

いで主因子法 (principalfactor method) をおこなったのちノーマルバリマックス法 (normal

varimax method) によって単純構造化するとともに，機関ごとの因子スコア推定値を算出した。

これらの計算結果について，既存の知見と照らしつつ検討を加え，必要な場合にはさらに変数の

組み合わせを変えて計算を繰り返した。そしてこうした過程を通じて，分析に使用する変数とし

て最終的に次の23変数を選定した。それぞれの変数について簡単に説明しておこう 110)0 

①学生数：大学院学生，本・専科学生，通信・夜間部学生，外国人留学生の総数。

②教師数：教授，副教授，講師，教員，助教（日本の助手に相当）の総数。

③専攻（「専業」）数： 「中国高等学校大全jに設置されている専攻の総数。

④研究機関数： 『中国高等学校大全」に記載されている科学研究機構の総数。

⑤大学院学生比：大学院学生数を学生数（変数①）で除した値。

⑥通信・夜間部学生比：通信・夜間部学生を学生数（変数①）で除した値。

⑦教授・副教授比：教授・副教授数を教師数（変数②）で除した値。

⑧学生一人当たりの校舎建築面積：校舎建築面積を大学院学生，本・専科学生，外国人留学生

の総数で除した値。

⑨学生一人当たりの図書館蔵書数：図書館蔵書数を学生数（変数①）で除した値。

⑩学生一人当たりの教師数：教師数（変数②）を学生数（変数①）で除した値。

⑪人文科学系の比重：文科・芸術専攻数を専攻数（変数③）で除した値し1110
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⑫社会科学系の比重：財政経済・政治法律専攻数を専攻数（変数③）で除した値。

⑬自然科学系の比重：工科・農科・林科・理科専攻数を専攻数（変数③）で除した値。

⑭医療科学系の比重：医薬専攻数を専攻数（変数③）で除した値。

⑮教員養成系の比重：師範・体育専攻数を専攻数（変数③）で除した値。

⑯専門分野の多様性：人文・社会・自然・医療・教員養成の 5系統のうちカバーする専門分野

の数。したがって． 1から 5までの値をとる。

⑰修業年限：主として 4~ 5年あるいはそれ以上の機関… 1. 主として 2~ 3年制の機関… 0

として数量化。

⑱授与する学位のレベル：博士学位を授与する学科・専攻が設置されている機関… 3.博士学

位は授与しないが修士（「碩士」）学位は授与する学科・専攻が設置されている機関… 2. 学

士学位のみを授与する機関… 1. 学位授与権をもたない機関… 0として数量化。

⑲経過年： 1989年を起点として設立後の経過年(12)。

⑳主管部門が教育行政部門かどうか：教育行政部門である… 1. 非教育行政部門である… 0と

して数量化。

⑳所在省の一人当たりのエ・農業生産額：所在省のエ・農業総生産額を当該省の人口で除した

値。

⑫所在省の非農業人口の比率：所在省の非農業人口を当該省の人口で除した値。

⑳所在省の人口に占める普通高等教育機関の学生の比率：所在省の普通高等教育機関の学生数

を当該省の人口で除した値。

学生数（変数①）．教師数（変数②）．専攻数（変数③）の 3変数については，高等教育機関の

間の規模の格差が因子構造に極端に影響するのを抑えるため，実際の数値に 1を加えて算出した

自然対数を使用した。また，この23変数について 1つでも欠損値のある高等教育機関は除外し

た。その結果．本分析での対象校は998校となった。

2. 因子分析の結果

因子分析とは，「多変量によってあらわされる変動を，より少数の代表的・仮説的変動によっ

て説明し」ようとする方法である (13)。つまり，多くの変数によって与えられる情報の減少をでき

るだけ抑えながらより少ない架空の変数（＝因子）に集約する方法である。この因子を抽出する

方法として，本分析では主因子法を用いた。表 lは， 23の変数についてまずその相関係数を算出

し，次いで主因子法を用いて 6囚子を抽出したのち，ノーマルバリマックス法によって単純構造

化した結果である。この結果によれば，普通高等教育機関の構造は「多機能性」「地域特性」「教

育条件」「医療科学系」「教員養成系」「人文・社会系」という 6つの因子によって規定されてい

ることになる。以下で，変数と因子との関係構造について確認してみよう。

第 1因子は最大の因子寄与をもっており，寄与率は25.9％である。授与する学位のレベル，教

師数教授・副教授比，経過年，学生数，修業年限，研究機関数，大学院学生比，通信・夜間部

学生比といった変数と密接に関連している。教師数や学生数という変数に注目すれば，この因子

は規模を表していることになる。しかし授与する学位のレベル，大学院学生比や研究機関数は研

究機能の充実度を表している。教授・副教授比も研究機能の充実度を示すと考えられる (14)。また
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表 1 大学組織の因子構造

亦久 数 名
因 子

多機能性 地域特性 教育条件 医療科学系 教員養成系 人文・社会系

授与する学位のレベル 0.039 -0.016 -0.095 0.017 
教師数 (in) 0.060 -0.137 -0.177 0.036 -0.139 

経過年 -0.027 0.029 -0.005 0.087 -0.036 

学生数 (In) 0.021 -0.472 -0.235 0.108 -0.065 

教授・副教授比 0.098 0.079 0.067 -0.016 0.008 

修業年限 0.066 0.055 0.043 -0.145 -0.014 

研究機関数 -0.009 -0.052 -0.111 -0.020 -0. 046 

大学院学生比 0.143 0.070 0.037 -0.088 -0.011 

通信・夜間部学生比 0.155 -0.268 -0.040 0.136 0.130 

所在省の非農業人口比 0.114 0.925 0.044 -0.010 -0.078 0.018 

所在省の高等教育学生比 0.144 0.887 0.086 -0.018 -0.081 0.066 

所在省の一人当たり生産額 0.076 0.846 0.018 -0.029 -0.089 -0.003 

学生一人当たりの教師数 -0.058 0.055 0.821 0.078 -0.099 -0.070 

学生一人当たりの図書館蔵書数 -0.045 0.061 0.677 -0.004 0.089 0.027 

学生一人当たりの校舎建築面積 -0.007 0.000 0.663 0.087 -0.151 -0.030 

医療科学系の比重 0.244 -0.107 -0.021 0.889 -0.096 0.027 

専門分野の多様性 0.284 -0.048 -0.125 -0.521 -0.182 0.133 

専攻数 (In) 0.610 -0.025 -0.173 -0.648 0.032 -0.063 

教員養成系の比重 -0.219 -0.037 -0.134 -0.014ロニロ0.103
主管部門が教育行政部門か 0.076 -0.138 -0.044 -0.010 

社会科学系の比重 -0.233 0.048 -0.196 -0.073 -0.430 

人文科学系の比重 0.142 0.141 0.516 -0.314 0.053 

自然科学系の比童 0.116 0.014 0.011 -0.445 -0.606 

因子寄与 5.951 2.496 2.284 1.908 1.838 1. 238 

寄与率（％） 25.9 10.9 9.9 8.3 8.0 5.4 

累積寄与率（％） 25.9 36.7 46.7 55.0 62.9 68.3 

(N=998) 

通信・夜間部学生比は成人高等教育に対する関与の大きさを表している。したがってこれらを総

合的に判断すれば，第 1因子は高等教育機関の「多機能性」を示していると考えられる。

第 2因子は寄与率が10.9％で，所在省の非農業人口比，所在省の高等教育学生比，所在省の一

人当たりエ・農業生産額といった変数との関連が深く，所在省の社会経済的背景を示していると

考えられるので，「地域特性」因子と名づけた。関連する変数との関係からわかるように，人口

に占める非農業人口の割合および高等教育学生の比率がともに高く，一人当たりのエ・農業生産

額の値が大きい省にある高等教育機関の因子スコア推定値が最も大きくなる。

9.9％の寄与率をもつ第 3因子は，学生一人当たりの教師数，学生一人当たりの校舎建築面積，

学生一人当たりの図書館蔵書数という変数との関連が大きいので，「教育条件」と命名した。た

だし当然のことながら，これらの変数では教育条件についての一側面しかとらえることができて

いない。とりわけ数量化することのできない質的な条件は全く含まれていない。また，専門分野

によって施設の適正規模が異なっていることにも注意する必要があるだろう。

第 4因子は「医療科学系」である。寄与率は全体の8.3％を占めている。この因子には医療科

学系の比重がプラスの方向で，専門分野の多様性，専攻数の変数がマイナスの方向で関連してい

る。このことから，医療科学系の専攻の割合が大きいことは専門分野の多様性が低くて専攻数が

少ない，つまり医療科学系はその分野の専攻のみで一つの高等教育機関を構成することが多いと
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解釈される。

第 5因子は，教員養成系の比重と主管部門が教育行政部門であるかどうかの変数と関連してお

り，「教員養成系」とした。寄与率は8.0％である。一方，マイナスの方向で大きな因子負荷量を

もつのは自然科学系の比重と社会科学系の比重である。これらの専門分野の専攻の多い機関は，

それぞれの中心的な専攻と関連した行政部門が主管することが多いため，この因子ではマイナス

になると考えられる。

寄与率が5.4％の第 6因子では，社会科学系の比重と人文科学系の比重の因子負荷量がプラス

で，自然科学系の比重がマイナスである。このことからこの因子は，それぞれの機関の専攻が人

文科学・社会科学の文科系を中心に構成されているか，それとも自然科学すなわち理科系を中心

に構成されているかを示していると考えられる。したがって，不自然ではあるが，計算結果をそ

のまま使用してこの因子を「人文・社会系」とした。

3.各大学のプロフィール

次に，各高等教育機関について因子ごとに因子スコア推定値を求めた。表 2は，因子スコア推

定値の高い高等教育機関上位20校を，各因子ごとに示したものである。この表を中心にして，各

因子の特徴を改めて検討しよう。

第 1因子では，北京大学や清華大学といった日本でも知られた著名大学をはじめとして，歴史

もあり，規模も大きい名門の高等教育機関が上位を占めている。また医療科学系の機関も上位に

ランクされる。したがってこうした機関は， 20歳前後の学生を対象とした教育だけでなく，研究

や成人学生の教育といった多様な機能を担っている機関であると解釈することができる。これに

対して下位には，短期職業大学および規模の小さい社会科学系の機関が並んでいる。

第 2因子では，北京市，天津市，上海市の 3直轄市にある機関が上位を独占している。上位20

校では北京体育師範学院を除く 19校が上海市にある機関である。これら 3直轄市の後には，東北

の3省（遼寧省，吉林省，黒竜江省）にある機関が続いている。下位には，四川省，広西壮族自

治区，貴州省，雲南省といった西南部に位置する省および河南省にある機関が並んでいる。

第 3因子では，芸術系の機関が上位に名を連ねている。これは専門分野の特徴をふまえると当

然のことと考えられる。また規模の小さな機関のなかにも学生一人当たりでみたときには充実度

の高くなるものがあり，そうした機関も上位にランクされている。例えばトップの広東省電力専

科学校は学生39人に対して教師が127人，地震技術専科学校も学生50人に対して教師が73人もい

る(15）。逆にマイナスの得点が大きいのは，教員養成系，社会科学系の機関である。

第 4因子から第 6因子では，当然のことながらそれぞれの因子と関連の深い変数に含まれる専

門分野を提供している機関が上位を占め，とりわけその専門分野のみで構成されている機関がよ

り高い位置を占めている。逆に下位にはそれぞれの因子とマイナスで関連する変数に含まれる専

門分野によって構成されている機関が並んでいる。

次節では，以上のような特徴をもつ 6因子を用いて，普通高等教育機関の構造について検討を

おこなう。

-166-



多機能性

北京大学

中国協和医科大学

清華大学

武漢大学

西安交通大学

南京大学

浙江大学

湖南医科大学

上海交通大学

中山医科大学

中国人民大学

西北工業大学

夏且大学

四川大学

華西医科大学

吟爾濱工業大学

中山大学

同済医科大学

南開大学

天津大学

（以下省略）

医療科学系

中国協和医科大学

北京針灸骨倦学院

上海奉賢医学専科学校

張仲景国医大学

北京中医学院

上海鉄道医学院

蟄南民族医学専科学校

華東煤炭医学専科学校

蒲澤医学専科学校

延安医学院

新彊中医学院

遼寧中医学院

延辺医学院

青海医学院

藩陽医学院

南通医学院

錦州医学院

包頭医学院

桂林医学院

河北中医学院

（以下省略）
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表 2 各大学の因子スコア推定値

地域特性 教育条件

3.145 上海師範専科学校 2.999 広東省電力専科学校

2.739 上海幼兒師範専科学校 2.901 地震技術専科学校

2.670 上海法律専科学校 2.792 新彊芸術学院

2.586 上海海関専科学校 2.782 中国音楽学院

2.574 上海医療器械専科学校 2.760 新余職業大学

2.517 立信会計専科学校 2.751 中国戯曲学院

2.492 上海体育学院 2.741 中央戯劇学院

2.457 華東政法学院 2.725 吉林芸術学院

2.400 上海電力学院 2.707 中央音楽学院

2.339 上海技術師範学院 2.707 四川音楽学院

2.215 上海旅湘専科学校 2.705 西安音楽学院

2.204 上海出版印刷専科学校 2.696 天津音楽学院

2.197 北京体育師範学院 2.690 武漢音楽学院

2.193 上海科技専科学校 2.683 上海音楽学院

2.192 上海師範大学 2.681 浙江美術学院

2.184 上海冶金専科学校 2.665 北京舞踏学院

2.181 上海金融専科学校 2.657 中央美術学院

2.179 上海公安専科学校 2.654 南京芸術学院

2.169 上海機械専科学校 2.638 北京語言学院

2.160 上海第二冶金専科学校 2.632 西蔵農牧学院

（以下省略） （以下省略）

教員養成系 人文・社会系

3.170 湖南師範大学 2.029 山西財経学院

3.134 広西師範大学 1.924 西南政法学院

3.019 上海師範大学 1.919 東北財経大学

2.914 映西師範大学 1. 913 西北政法学院

2.878 安徽師範大学 1.895 中国刑事警察学院

2.859 吉林師範学院 1.875 四川外語学院

2.837 山西師範大学 1.866 山東経済学院

2.799 北京師範学院 1.853 広東商学院

2.795 浙江師範大学 1.843 山西省財政税務専科学校

2.792 緑南師範学院 1.842 湖南財経学院

2.780 貴州師範大学 1.834 蘭州商学院

2.767 斉斉吟爾師範学院 1.828 黒竜江財政専科学校

2.763 吟爾濱師範大学 1.818 西安外国語学院

2.752 寧波師範学院 1.814 雲南財貿学院

2.752 喀什師範学院 1.812 広州美術学院

2.748 錦州師範学院 1.805 中国政法大学

2.745 河北師範大学 1.797 南京審計学院

2.744 内蒙古民族師範学院 1.794 西南財経大学

2.740 聯城師範学院 1. 791 集美財政専科学校

2.740 新握師範大学 1.787 魯迅美術学院

（以下省略） （以下省略）

4.普通高等教育機関の構造

より具体的な検討をおこなうために，まずサプ・タイプを設定することにする。

12.289 
7.392 
6.917 
5.226 
4.522 
4.444 
3.988 
3.958 
3.785 
3.781 
3.749 
3.731 
3.437 
3.423 
3.391 
3.346 
3.186 
3.122 
2.986 
2.890 

2.508 
2.5-04 
2.497 
2.442 
2.407 
2.398 
2.397 
2.375 
2.374 
2.374 
2.323 
2.297 
2.296 
2.288 
2.268 
2.264 
2.261 
2.260 
2.251 
2.247 

中国の普通高等教育機関で特徴的な機関は重点大学と短期職業大学であろう。前者の重点大学

とは，限られた財源・設備・教員などを集中させることによって中核的役割を果たすよう指定さ

れた機関である。一方短期職業大学は， 1980年代初めに出現した新しいタイプの普通高等教育機
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関で，従来の無償，全寮制で卒業生の職場配置を国や地方政府が請け負う機関とは異なり，有

償通学制，そして卒業生の職場配置を国や地方政府が請け負わないという特徴をもっている。

修業年限が 2~3年で，また地方都市が主管部門となっていることが多く，当該地域の人材需要

に比較的敏感に反応できることも特徴である。このように両者ば性格や役割の点で大きく異なっ

ている。したがってこれらの機関を中心に普通高等教育機関の構造を検討することにする。

これら 2つのタイプに加え，残りの機関を学士学位を授与するか否かに注目してさらに 2つの

タイプに分け，サプ・タイプとして次の 4つのタイプを設定した。最初のタイプは重点大学であ

る。重点大学はすべての機関が学士学位を授与している。第 2のタイプは重点大学以外で学士学

位を授与する機関で，学位授与大学とする。第 3のタイプは短期職業大学以外で学士学位の授与

権を有しない機関で， 84.3％が専科学校であり，また専科学校全体の98.1％が含まれているので

専科学校とする。第 4のタイプは短期職業大学である。ここに含まれる機関はいずれも学士学位

の授与権を有していない。この分類では，機関の機能が主な基準となっていると考えられる。し

たがって多機能性因子では重点大学が最も高く，短期職業大学が最も低くなることが予想され

る。また学位授与の可否は当該機関の教育条件の状況にも左右されると考えられるので，教育条

件因子でも重点大学，学位授与大学，専科学校，短期職業大学の順に並ぶと予想される。この分

類にしたがって分析対象の998校を分けると，重点大学94校 (96校のうち北京医科大学，上海医

科大学の 2校が分析の対象外），学位授与大学434校，専科学校376校，短期職業大学94校となる。

図 1は，各タイプの因子スコア推定値を図示したものである。また各タイプおよび璽点大学以

外のタイプを合わせた非重点大学の因子スコア推定値は表 3に示している。この推定値は，それ

ぞれのタイプに含まれる機関の因子スコア推定値を機関数で除して求めた数値である。図 1およ

び表 3から，特徴として次の 3点を読み取ることができる。

図 l 大学タイプ別プロフィール

2
 

。
-1 

--:::::>・・・・ 

一重点大学

一学位授与大学

…専科学校

…短期職業大学

-2 
多機能性 教育条件 教員養成系

地域特性 医療科学系 人文・社会系
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表3 大学タイプ別の因子スコア推定値

子

多機能性

94校 1.654

因

地域特性

0.362 

教育条件 医療科学系教員養成系 人文・社会系

-0.015 -0.657 -0.266 -0.136 

学位授与大学 434 0.539 0.001 0.049 0.140 -0.071 0.016 

専科学校 376 -0.769 -0.019 -0.050 0.127 0.309 -0.082 

短期職業大学 94 -1.065 -0.291 -0.015 -0.497 -0.643 0.391 
-------------------------・・-------------------------・、--------------・・--------------------------------------------------------------------非重点大学 904 -0.172 -0.038 0.004 0.069 0.026 0.013 

まず第 1に多機能性囚子では，重点大学，学位授与大学，専科学校，短期職業大学の順に並ん

でおり，他の 5つの因子と比べてタイプ間の差が非常に大きくなっている。これは，サブ・タイ

プを設定したときの基準を考えると当然の結果だといえる。まず学生数，教師数についてみる

と，ともにこの順で数が減少していく。一校当たりの平均学生数をみると重点大学7783.6人，学

位授与大学3172.7人，専科学校1166.l人，短期職業大学740.0人であり，同じく一校当たりの平

均教師数は重点大学1100.4人，学位授与大学446.7人，専科学校167.2人，短期職業大学88.5人で

ある。また研究機能の 1つである大学院教育についてみれば，すべての重点大学が学士学位およ

び修士学位を授与しているほか，博士学位を授与する機関も88.3% (83校）にのぼっている。学

位授与大学もすべての機関で学士学位を授与しているが，修士学位および博士学位を授与する機

関の割合はそれぞれ61.3% (266校）， 19.6% (85校）である。そして専科学校および短期職業大

学は学位を全く授与していない。これ以外の，この因子との関連が強い変数についても，通信・

夜間部学生比を除いてほぼ同様の傾向を読み取ることができる。このような多機能性因子と密接

に関連した変数における傾向が，因子スコア推定値に反映していると考えられる。

第2に教育条件因子では，教育条件が4つのサブ・タイプ間でほとんど変わらないことを示し

ている。ここでの教育条件は，学生一人当たりの教師数，学生一人当たりの校舎建築面積，学生

一人当たりの図書館蔵書数が中心となっている。このうち例えば学生一人当たりの校舎建築面積

についてみると，重点大学40.8m', 学位授与大学44.8m', 専科学校51.5m', 短期職業大学38.6m'

である。他の 2つの変数についても同様の傾向がみられ，教育条件因子の因子スコア推定値には

こうした数値が反映している。

これはサプ・タイプを設定した際の基準を考えると意外な結果である。これまでの常識からも

非常にかけ離れている。このような結果となった理由としては，推測ではあるが次の点が考えら

れる。それは，文革後の高等教育政策では一貫して，各機関の潜在力を生かしてより多くの学生

を入学させることが強調されてきたということである。まず1978年の第 5期全国人民代表大会第

1回会議における政治活動報告のなかで，高等教育機関の新設とともに既存の機関の潜在力を十

分発揮して新入生数を積極的に拡大することが強調された (16)。また1985年の中国共産党中央「教

育体制の改革に関する決定」でも潜在力を十分発揮することが強調され，それとともに新設を抑

制することも明示されていることから，潜在力の発揮はいっそう求められることとなった (17)。こ

のように潜在力の発揮を求められたことによって，条件的に余裕のある機関が定員外の学生を入

学させたため，学生一人当たりの教育条件ではタイプ間の差がなくなったと考えられる。このほ
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か第 2の理由として，平均を求めたことによって各タイプに含まれる機関で提供されているさま

ざまな専門分野の状況が相殺され，結果的に差異がなくなったことも考えられる。

ただし，次の 2点には留意しておかなければならないであろう。第 1に，因子の説明のところ

でもふれておいたように，本分析では教育条件のうち非常に限られた側面しか明らかにしておら

ず，ここで明らかにできていない条件の中には，タイプ間で差が生じるものがあるということで

ある。例えば，教師の職階別構成はタイプによってかなり異なっている
(181 

。本分析で用いた学生

一人当たりの教師数という変数では教授も助教も教師として同様に扱っているが，教師の職階に

よってその教師の能力や役割に違いがあり，提供できる教育の質も異なるのは当然である。また

第2に，条件の整備が不十分ないくつかの機関が数値の公表を控えたために，結果として比較的

教育条件のよい機関だけが対象となってしまった恐れもある。これらの点をふまえると，この結

果からただちに， 4つのタイプ間で教育条件に差がないという結論を導くのは危険である。各タ

イプにおける教育条件の違いについては，今後さらに詳細な検討が必要である。

第3に，医療科学系，教員養成系，人文・社会系の 3因子から，提供している学問分野の特徴

をみると，医療科学系は主として学位授与大学および専科学校で提供され，教員養成系は専科学

校が主たる担い手となっている。これに対して重点大学と短期職業大学はこうした分野の教育は

あまり提供しておらず，相対的には重点大学は自然科学系，短期職業大学は人文・社会系の専攻

が中心となっているといえる。

おわりに

これまでの分析の結果は，次の 2点にまとめることができる。

まず第 1に，中国の普通高等教育機関の構造を規定する要因として 6つの因子があり，これら

の因子は大きく機関の基本的状況に関する因子と提供する専門分野の構成に関する因子に分けら

れる。前者は機関の機能，所在省の社会経済的背景，教育条件にかかわる因子であり，残りの 3

つ，医療科学系，教員養成系，人文・社会系の因子が後者に含まれる。また 6つの因子のうち，

最も主要な要因は機関の規模と機能に関するものであり，規模の大きさとともに機能について，

研究機能をどの程度果たしているか，また教育機能において 2~ 3年制の専科教育中心と 4~5 

年制の本科教育中心のどちらであるか，さらに成人高等教育にどの程度関与しているかといった

要因によって，中国の普通高等教育機関はかなり分化していると考えられる。同様の因子は中国

に関する本分析のみならず， 日本を対象にしておこなわれた研究においても抽出されており (19),

このことはこうした機関の機能による分化が中国固有のものではないことを示唆している。

第 2に，このような因子分析の結果と重点大学，短期職業大学に注目して設定したサブ・タイ

プを用いておこなった分析を通して，①当然の結果として多機能性因子では大きな違いがみられ

る，②教育条件ではほとんど差がみられない，③タイプによって提供する専門分野にかなり違い

がみられることがわかった。また分析結果から，重点大学は社会経済的背景に恵まれた省を中心

に設置され，主として 4~ 5年制の本科教育と大学院教育をおこない，自然科学を中心とした多

様な専門分野を数多く提供している規模の大きな機関である，とみなすことができる。これに対

して短期職業大学は，社会経済的背景に恵まれない省を中心に設置され，主として 2~3年制の

専科教育のみをおこない，人文・社会科学を中心とした多様な専門分野を提供している規模の小
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さい機関であると考えられる。

以上の分析結果から，個々の機関の実情にもとづいて中国の普通高等教育機関の新たな分類を

設定する際には，機関の機能と提供する専門分野の構成に注目するのが適切であると考えられ

る。また構造を規定する要因として地域特性因子が第 2因子として抽出されたことから，各機関

のおかれている省の社会経済的背漿もその機関の特性にかなり大きな影響を及ぼしているといえ

る。こうした省の社会経済的背景と高等教育との関連は，上述した教育条件とともに，今後さら

に検討することが必要である。加えてこうした研究においては，方法のさらなる精緻化と情報の

収集が必要である。これらの点も今後の課題としたい。

［注］

(1) 中国の高等教育は大きく分ければ普通高等教育機関と成人高等教育機関によって構成されてい

る。前者は全日制で，学生は全国統一入試を経て入学しておりほとんどが25歳以下であるのに対

して，後者は主としてそれ以上の年齢の学生に対してさまざまな形式を通じて高等レベルの教育

を提供する機関である。両者の間には形態や性格，役割といった点でかなりの差異があり，同列

に扱うことができないため，本論文では前者の普通裔等教育機関のみを対象とした。

(2) 1990年の普通高等教育機関の入学生は608,850人であり，同年の該当年齢人口 (19歳人口）は約

2,607万人と推定される (1990年の入学生の統計は国家教育委員会計劃建設司「中国教育統計年

鑑 1990』人民教育出版社， 1991年， 22頁。 1990年の人口は〈中国教育年鑑〉編輯部組『中国教

育年鑑 1990.1人民教育出版社， 1992年， 68頁および83頁から算出）。

(3) マーチン・トロウ（天野郁夫・喜多村和之訳）『高学歴社会の大学 エリートからマスヘJ(U 

P選書159)東京大学出版会， 1976年。

(4)前掲『中国教育統計年鑑 1990』,22頁。

(5)例えば，大塚豊「中国 壮大な全国統一入試一~」中島直忠編著『世界の大学入試』時事通信

社，昭和61年， 626-648頁や， WangYongquan, "China, People's Republic of". In Clark, B. R. and 

Neave, G. R. eds., The Encyc叫pediaof Higher Education, Vol. 1, Oxford: Pergamon Press, 1992, pp. 

137-151。また「中国の教育」文部省大臣官房調査課，昭和62年ではこの 2つの基準のほか，大

学類型（注(7)参照）による分類もなされている。

(6)北京師範学院教育管理学院「論当代中国高等教育」福建人民出版社， 1989年， 109_110頁。

(7) 統計年鑑では，普通高等教育機関はしばしば①総合大学，②工業系機関，③農業系機関，④林業

系機関⑤医学・薬学系機関，⑥教員養成系機関，⑦語学・文学系機関，⑧財政・経済系機関，

⑨政治・法律系機関，⑩体育系機関，⑪芸術系機関，⑫その他の機関（民族学院および短期職業

大学）に分類されている（例えば前掲『中国教育統計年鑑 1990」,20頁）。ここではこの分類を

大学類型による分類としている。ただし，例えば工業系機関には関連する他の学問分野の専攻が

設置されている場合も多く，必ずしも単科の機関ではないことに注意しておく必要がある。

(8)例えば前掲「中国教育統計年鑑 1990J,20-23頁および116-143頁。

(9) これまで個々の普通高等教育機関に関するデータは体系的にはほとんど収集できなかった。〈中

国高等学校簡介〉編審委員会編『中国裔等学校簡介」教育科学出版社， 1982年は， 1980年末時点

で設置されていた機関についてかなり統一的な記述をおこなっているものの，すべての機関につ

いて集め得るデータはそれほど多くない。そしてこれ以外には，不定期に公表される一覧表など

によって断片的な情報を集めることができるにすぎなかった。

(10)変数として用いるデータは，次の資料にもとづいている。変数①―⑯，⑳……国家教育委員会計

劃建設司，財務司編『中国高等学校大全』高等教育出版社， 1989年。変数⑰……国家教育委員

会・高等教育出版社監修，遠藤誉編著『中国大学総覧」第一法規，平成 3年。変数⑱……前掲

「中国高等学校大全』および前掲「中国大学総覧」。変数⑲……前掲『中国高等学校簡介』，前掲

『中国教育年鑑 1949-1981」，前掲『中国教育年鑑 1982-1984」,〈中国教育年鑑〉編輯部編「中

国教育年鑑 1988』人民教育出版社， 1989年。変数⑳•…••国家統計局編「中国統計年鑑 1989」中
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国統計出版社， 1989年。変数⑫……中華人民共和国公安部編「中華人民共和国全国分県人口統計

資料」中国地図出版社， 1989年。変数⑬……前掲「中国統計年鑑 1989』および国家教育委員会

計劃建設司「中国教育成就 1986-1990」人民教育出版社， 1991年。

(11)専攻は，前掲「中国大学総覧」， 36-82頁に掲載されている一覧表にもとづいて分類した。なおこ

の一覧表では，例えば数学や物理学といった専攻は師範（教員養成）と理科の両方にあるので，

教員養成系の機関にある場合には師範，その他の機関にある場合には理科として分類した。ただ

し一ー師資とあるものは，師範とした。

(12)経過年を算出する際に基準とした設立年については，すべての機関の正確なデータを得ることが

できなかったので，次のような処理をおこなった。まず1980年以前に設立された機関は「中国高

等学校簡介』によって設立年のデータを得た。それ以降に設立された機関は，『中国教育年鑑

1949-1981』の一覧表に名前があるが「中国高等学校簡介jには掲載されていない機関（例えば

中国音楽学院）には1981年，「中国教育年鑑 1982-1984」の一覧表に名前があるが『中国教育年

鑑 1949-1981」の一覧表には掲載されていない機関（例えば北京信息工程学院）には1982年，

「中国教育年鑑 1988」の一覧表に名前があるが『中国教育年鑑 1982-1984」の一覧表には掲載

されていない機関（例えば中国金融学院）には1986年，「中国高等学校大全」には掲載されてい

るが「中国教育年鑑 1988』の一覧表には名前がない機関（例えば天津城市建設学院）には1988

年という暫定的な設立年を与えた。

(13) 芝祐順「因子分析法」（第 2版］東京大学出版会， 1979年， 1頁。

(14) 「託等教育機関の教師の職務に関する試行条例」では，大学院生の教育は教授，副教授が中心と

なっておこなうことが規定されており，また学術活動への参加や特定課題での責任者の担当など

は講師以下の教師の職務としてはあげられておらず，教授，副教授の職務として明記されている

（国家教育委員会緬『中華人民共和国現行教育法規匪編 1949-1989』人民教育出版社， 1991年，

609-613頁）。したがって，高等教育のもつ主要な機能の 1つである研究機能は，主として教授と

副教授によって担われているといえる。ただしこのことが，講師以下の教師は研究に従事しない

ことを意味するわけではないのは当然である。

(15)筆者が手紙によって確認したところ，広東省電力専科学校は1988年に成立した大専，中専，技工

学校が一体となった機関で，最初の年に入学した大専レベルの学生が39人だったのに対し，所属

する教師は他のレベルの教育とともに大学専科レベルの教育も担当することになっており，その

総数が127人だったため，このような結果になったということである。

(16) 「人民日報』 1978年3月7日。

(17)前掲『中国教育年鑑 1982-1984」, 6頁。

(18)例えば重点大学の職階別構成をみると教授6.5%，副教授26.3%，講師37.6%，教員2.2%，助教

27.4％であるのに対し，短期職業大学では教授0.5%，副教授11.2%，講師34.4%，教員10.8%,

助教43.1％である。

(19)例えば江原武ー『現代裔等教育の構造』東京大学出版会， 1984年，第 3章で第 1因子として抽出

されている「規模」因子や，山崎博敏「日本の大学の組織的特性に関する因子分析」『広島大学

教育学部紀要」第 1部第39号， 1990年， 45-51頁で第 1因子として抽出されている「総合・研

究・大学院」因子には，本研究における多機能性因子との共通点がみられる。ただし本文中でも

ふれたように因子分析は使用する変数が結果に大きな影響を与えるので，類似の変数を用いたこ

とによって同じような因子が抽出されたという面も考慮しなければならない。

＊本研究の計算にあたっては京都大学大型計算機センターの SASを利用した。

（博士後期課程）
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