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第９章 中国における高等教育の質保証と 

学習成果アセスメント 

 

南部 広孝 

（京都大学） 

 

中国では、マス化が進み私費負担が増大すると同時に、機関の運営自主

権が拡大しており、グローバル化の影響も限定的ながら生じている。この

ような状況のもと、高等教育の質を維持・向上させるために、大学の設置

認可基準の設定や、教育課程編成基準の公表、教学評価の実施、学位授与

手続きを通じた学習成果の認定などさまざまな施策が行われている。こう

した質保証のしくみは依然として政府主導ではあるが、事後評価への移行

がみられ、従来の入口管理の重視から多様な側面での管理へと展開してき

ている。その中で、全国英語四級、六級試験、大学院碩士課程入学試験、

そして全国工学教育分野認証などの取り組みは学習成果アセスメントの

事例であるとみなすことができる。より直接的に学習成果を測定するアセ

スメント手法は、将来的には、大学や専攻分野を単位としてある程度共通

のものが導入される可能性はあるように思われる。 

 

 

１．はじめに 

本稿の目的は、中国の高等教育を対象として、質保証システムを概観したうえで学

習成果アセスメントの取り組みを事例的に紹介し、そうした評価のあり方が中国の高

等教育システム及び各大学に対してどのような影響を与えるかを検討することである。 

まず、中国高等教育をとりまく背景としてマス化の状況、私費負担の増大と運営自

主権の拡大、そしてグローバル化の状況の３点を確認し（第１節）、次に質保証システ

ムの特徴を検討する（第２節）。そのうえで学習成果アセスメントの取り組みを事例的

に紹介し（第３節）、最後に学習成果アセスメントの観点からみたときの中国の取り組

みとそれが中国高等教育に与えるインパクトを考える（第４節）。 

本論に入る前に、中国の高等教育制度の概要を改めて整理しておこう。中国の高等

教育は目的や教育方法によって大きく、普通高等教育、成人高等教育、軍事高等教育

の３つの類型に分けられる。普通高等教育は全日制で、通常は対面式で教育が行われ

る。成人高等教育はテレビ・ラジオの利用や通信制により教育を行ったり、夜間や週

末といった余暇の時間を利用して教育を行ったりするものである。そして軍事高等教

育は、軍関係の人材を養成することを目的とした教育である。一方、教育課程に注目

すれば、大きく大学院課程、本科課程、専科課程に分けることができる。大学院課程

には博士課程（３年）と碩士課程（３年。日本の修士課程に相当）があり、それぞれ

の課程を終えて条件を満たせば博士学位、碩士学位が授与される。本科課程はわが国
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の学士課程に相当する４～５年制の課程であり、この課程を終え条件を満たせば学士

学位が授与される。専科課程は２～３年制の短期高等教育である。本稿ではこの中で、

本科課程教育、特に普通高等教育のそれに主として焦点を当てる。また、高等教育機

関の種類には普通高等教育機関、成人高等教育機関、軍事高等教育機関などがあり、

機関名称としては大学、学院、専科学校があるが、本稿で対象とする教育を提供して

いる機関の総称として、本稿では主として普通高等教育機関を念頭におきつつ「大学」

の語を用いることとする。 

それではまず、中国高等教育をとりまく状況を確認することにしよう。 

 

1.1 高等教育のマス化 

中国では 1990 年代末以降、高等教育全体の規模を示す指標として「粗就学率」と

呼ばれる数値が公表されている。これは高等教育を受けていると考えられる学生等の

合計を 18～22 歳人口で除して求められる。1990 年から 2008 年にかけての「粗就学率」

の変化をみると（表９－１）、1990 年の 3.4％から一貫して上昇傾向にあり、2008 年

には 23.3％となっている。ただしこの「粗就学率」の算出にあたってはさまざまなタ

イプの高等教育を受けている者が考慮されていることには注意が必要である。本稿で

主として焦点を当てる本科課程に注目すれば、「粗就学率」はおよそ 9.9％、普通高等

教育の本科課程だけを取り出すと 8.1％となる(1)。つまり、全日制で学士学位の取得

をめざす教育段階に在籍している学生は当該年齢人口の１割程度である。 

 

表９－１．中国高等教育の「粗就学率」（％） 

年 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

「粗就学率」 3.4 3.5 3.9 5.0 6.0 7.2 8.3 9.1 9.8 10.5 

年 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

「粗就学率」 12.5 13.3 15.0 17.0 19.0 21.0 22.0 23.0 23.3 

出典：教育部発展規劃司、2009 年、15 頁。 

 

このように就学率はいまだ低い水準にとどまっているものの、巨大な人口を抱える

ことから、絶対的には世界的に有数の規模を誇るまでになっている。具体的に確認す

れば、普通高等教育を受ける学生の数は 1980 年には 114 万人（うち本科課程学生は

86 万人）だったが、1990 年には 206 万人（同 132 万人）とほぼ倍増し、1998 年の 341

万人（同 223 万人）にまで増加した後、急激な拡大を経た 2008 年にはそれが 2021 万

人（同 1104 万人）に達している。これに加えて成人高等教育や軍事高等教育を受ける

学生もおり、前者については、2008 年にはその数が 548 万人（うち本科課程学生は 235

万人）となっている(2)。 
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1.2 私費負担の増大と運営自主権の拡大 

1980 年代以前は、計画経済体制の下で、高等教育経費はすべて国家財政による負担

だったが、1980 年代以降、各大学が多様なルートから資金調達を行うことが認められ

てきた。そこには学費、校営産業、社会サービス、寄付、金融ローンなどが含まれ、

このうち学費は、1980 年代末から徴収が試験的に始まり、徐々にその範囲が拡大され

た後、1997 年からは普通高等教育を受ける学生からは基本的に学費を徴収することと

された。同時に、民営機関の設置・運営が認められ、その規模が拡大したことも財源

の多様化を促してきた。その萌芽は 1980 年代からみられたが、1990 年代以降法的整

備が進んだこともあり、民営高等教育の規模は拡大して、2008 年には 2263 校の普通

高等教育機関のうち民営機関は 638 校（全体の 28.2％）を占め、そこに 392 万 7410

人（同 19.4％）が在籍するまでになっている。 

2006 年時点での普通高等教育機関の収入状況をまとめたのが表９－２である。これ

によれば、中央政府及び地方政府の予算から支出される経費（予算内教育経費）は全

体の４割程度にすぎず、同じ程度の経費が、学費を含む事業収入によってもたらされ

ている。学費・雑費として得られた機関収入は全体のほぼ３割に達している。 

 

表９－２．普通高等教育機関の収入状況（2006 年） 

費 目 額（千元） 比 率 

国家財政的教育経費 125,957,124 ( 42.9) 

 うち予算内教育経費 120,748,420 ( 41.1) 

社会団体と公民個人による運営経費 23,274,982 (  7.9) 

社会からの寄付経費 1,933,151 (  0.7) 

事業収入 122,394,653 ( 41.6) 

 うち学費・雑費 85,750,281 ( 29.2) 

その他の収入 20,327,775 (  6.9) 

合 計 293,887,685 (100.0) 

出典：教育部財務司・国家統計局社会和科技統計司、2008 年、4～5 頁。 

 

他国のデータとの比較を考えて、高等教育への支出を公財政支出（すべての公的機

関からの支出）とそれ以外に分けるとすれば、公財政支出に相当するのは表９－２に

ある費目のうち「国家財政的教育経費」であり、その比率は 42.9％とするのが適当だ

と考えられる。 

私費負担の増大を含むこうした財源の多様化と同時に、大学の運営自主権の拡大も



168 

 

進んできている。従来は、主要な事項は政府の主管部門が決定し、大学はそれを遂行

するという状況であったが、1980 年代から徐々に自主権の拡大が行われ、各大学が自

ら決定できる事項が増やされてきた。そして、1998 年に制定された「中華人民共和国

高等教育法」（以下、「高等教育法」と略）において、「高等教育機関は、設立が認可さ

れた日より法人の資格を取得する」（第 30 条）ことが明確に規定されるとともに、第

32 条から第 38 条で、学生募集案の策定や設置する学問分野・専攻の調整、教学計画

の策定と教材の選択・編集、科学研究や技術開発、社会サービスの実施、国外の高等

教育機関との科学技術文化交流、内部組織機構の設置と人員の配置、財産の管理と使

用等の活動は各機関が主体的に行うことが規定された（長谷川・南部・吉村、1998 年；

1999 年）。現在これらすべての事項が機関ごとに自由に決められているという状況に

は至ってはいないが、このような自主権の拡大を通じて、各大学は自らのおかれた環

境の中で発展の方向性やそのための戦略を自ら決めることが可能になりつつある。 

ただし、政府の役割は以前よりは限定的になっているとは言え、基本的な枠組みは

依然として政府が策定している。「高等教育法」では、「国は、経済建設と社会発展の

必要に基づいて、高等教育の発展計画を策定し、高等教育機関を設置し、あわせて多

様な形式をとり高等教育事業を積極的に発展させる」（第６条）ことや、「国は、社会

主義現代化建設と社会主義市場経済を発展させる必要に照らして、異なる類型、異な

る段階の高等教育機関の実際に基づいて、高等教育の体制改革と教学改革を推し進め、

高等教育の構造を高度化し、資源配分を効率化し、高等教育の質と効果・利益を高め

る」（第７条）ことが規定されている。また、学長の任命は大学を主管する中央政府ま

たは省政府の関連部門によるなど、重要な権限がまだ政府の手の内にあり、各機関の

自主権はあくまでも、政府の定めた方向性と範囲においてのみ発揮できるにすぎない。 

 

1.3 グローバル化の状況 

1970 年代末からの改革開放政策の展開は、高等教育に対しても国際化、グローバル

化への対応を求めてきた。1980 年代から 1990 年代にかけての時期、政府は「基準を

堅持し、優秀な者を選んで入学させ、条件を創り出し、徐々に増加させる」方針をと

っていた。正規の学生として受け入れる者については中国人学生と同じレベルの入学

試験を課すこととされ、留学生を増加させる方策として、留学生教育に必要な教員や

管理担当者の配置、教育用・生活用の建物の建設などのために財政支出が行われた。

1985 年には、留学生の受け入れと養成が対外交流において戦略的な意義を持っている

という考えに基づき、「外国人留学生管理規則」（原語は「外国留学生管理辦法」）が制

定されている（南部、2007 年、108～109 頁）。 

2000 年代に入ると、WTO に加盟したこともあり、国際交流をいっそう活発にするよ

う方向づけられた。2004 年に出された「2003－2007 年教育振興行動計画」では、外国
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人留学生の受け入れに関して「規模を拡大し、レベルを向上させ、質を保証し、管理

を規範化する」という原則に基づいて進めることが明記された（教育部、2004 年 a、

19 頁）。同時に、香港を含む海外から高等教育プログラムの積極的な導入が図られて

おり（南部、2011 年）、このことも海外から留学生を呼び込む要因となっている。 

こうした背景のもと、中国が受け入れる留学生の数は大きく増加している。2008 年

時点で、本科課程で学ぶ留学生は４万 9855 人で、2003 年（１万 7030 人）からわずか

５年でほぼ３倍になっている。ただし、上述したように本科課程で学ぶ学生の絶対数

も大きく増えているため、普通高等教育の本科課程学生総数に占める留学生の比率は

2008 年でも 0.5％にすぎない。 

 

２．大学の質保証システムの特徴 

中国でも、政府を主としつつ、多様なアクターがさまざまな形で高等教育の質を評

価したり、その維持・向上を図るための役割を果たしたりしている。ここでは、①大

学の設置認可、②教育課程の編成基準、③本科課程教学評価、④学位授与と卒業認定

のしくみの４点を取り上げる。 

 

2.1 大学の設置認可 

高等教育機関の設置にあたっては一定の基準を満たすことが求められている。本科

課程を設置しているのは大学や学院という名称をもつ大学だが、「高等教育法」におい

て、「大学若しくは独立設置の学院は、優れた教学・科学研究の力量と高い教学・科学

研究の水準、相応する規模を備えて、本科課程及び本科課程より上の教育を行い得る

ようにするものとする。大学はさらに、国が規定する学問分類のうち３種類以上を設

置し、主要な学問分野としなければならない。高等教育機関を設立する具体的な基準

は国務院が制定する」（第 25 条）とされている（長谷川・南部・吉村、1998 年；1999

年）。 

こうした設置基準の１つとして「普通高等教育機関設置暫定条例」（1986 年）があ

る。この条例では、設置基準として教員数、土地・校舎建築面積、図書数などが示さ

れるとともに、機関名称、審査・認可と検収、検査処理などが規定されている。また

2006 年には「普通本科高等教育機関設置暫定規定」が制定された。この規定では、学

生数、開設する専門分野の数、教員（学生教員比、兼職比、大学院修了学歴取得比）、

教学水準評価結果（「良好」以上）、科学研究経費獲得額、土地・校舎建築面積、教育

研究機器、図書数などに関する基準が定められている。例えば、教員に関する基準で

は教員１人あたりの学生数が 18 人以下で、兼任教員の人数が専任教員総数の４分の１

以下でなければならないこと、大学と称する機関の場合専任教員のうち大学院修了学

歴を有する者の比率が 50％以上、特に博士学位を有する者の比率が 20％以上であるこ
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とが求められている。また図書数は、学生１人あたりで理工系、農学系、医学系では

80 冊以上、人文・社会科学系、教員養成系では 100 冊以上、体育系、芸術系では 80

冊以上必要であるとされている（《中国教育年鑑》編輯部、2007 年、854～855 頁）。 

機関の設立審査・認可については、「高等教育機関の設立にあたっては、国務院の

教育行政部門が審査・認可を行うが、そのうち専科課程教育を行う高等教育機関の設

立にあたっては、国務院が権限を与えることにより、省・自治区・直轄市人民政府が

審査・認可を行うこともできる」（「高等教育法」第 29 条）とされ、具体的には「高等

教育機関の設立を審査・認可するにあたっては、専門家により構成される評議機構を

招聘して評議するものとする」（同）とされている。 

なお、本科課程の専門分野を新設する際には、「高等教育機関本科課程専門分野設

置規定」（1999 年）にしたがって審査・認可の手続きが進められる。この規定では設

置条件、設置の権限、設置手順、目録外専攻(3)の認証、設置評議機構、監督・検査な

どが定められている。 

 

2.2 教育課程の編成基準 

中国ではこれまで、高等教育の内容に関わる基準が政府から示されてきた。1970 年

代末、文化大革命終結直後の時期には、指導的な教学計画が作成されたが、すぐに参

照的な教学計画へと改められた。具体的な教学計画は各大学が策定し政府から出され

たものは各機関が策定する際の参考資料にするとされた。こうした教学計画には、養

成目標、教学原則、課程の全体的編成（時間数及びその割り当て）、開設科目、教学段

階などについて原則が示されていた。ただし、1985 年に中国共産党中央から示された

「教育体制の改革に関する決定」で教育課程の編成権が大学にあるとされたことによ

り、それ以降参照的な教学計画は統一的には作成されなくなった。しかし、大学の教

育に対する指導・管理を強化するために、実際にはさまざまな形式で、各機関が教学

計画を策定する際の基本的要求を示した（張、2006 年）。 

1998 年には、本科課程で設置される専攻及び各専攻の教学計画の見直しが行われ、

新たな専攻一覧が作成された。そしてその公表にあたって、各専攻の紹介という形式

で教育内容等の参照的な基準も同時に示された（中華人民共和国教育部高等教育司、

1998 年）。そこには、当該専攻の養成目標、養成に対する要求、主要科目、主要な実

践的教学内容、修業年限、授与される学位、近接する専攻などが説明されている(4)。

「紹介」となっているが、ここで挙げられている内容は「各専攻において達成すべき

最も基本的な要求であり、それを基礎として高等教育機関は自らの状況に基づいて教

学計画を制定し、それによって特色を持った専攻としなければならない」とされてお

り（中華人民共和国教育部高等教育司、1998 年、２頁）、遵守すべき最低基準という

性格を有したものとなっている。 
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また各専攻の教学計画の見直しを行う際、学習した専攻にかかわらず学生が到達す

べき基本的な要求として次の３点が示された(5)。 

(1)社会主義祖国を熱愛し、中国共産党の指導を擁護して、マルクス・レーニン主

義、毛沢東思想と鄧小平理論の基本原理を理解する。社会主義現代化建設に奉

仕し、人民に奉仕することを望み、国の富強と民族の興隆のために奮闘する志

向と責任感を有する。業務・職務を尊重し、刻苦奮闘し、労働を熱愛し、法規

を遵守し、団結協力する資質を備える。良好な思想品徳、社会道徳、職業倫理

を備える。 

(2)人文社会科学と自然科学の基本理論・知識を一定程度有し、当該専攻の基礎知

識、基本理論、基本技能を理解し、自ら知識を獲得し、問題をみつけて分析し、

問題を解決する基本的な能力と、新たなものを開拓する創造的な精神を有し、

当該専攻に関連する業務に従事する一定の能力と近接する専攻の業務に適応す

る基本的能力・資質を備える。 

(3)体育と軍事に関する一定の基本知識を有し、科学的に身体を鍛錬する基本技能

を理解し、身体の鍛錬と衛生に関する良好な習慣を育成し、必要な軍事訓練を

受けて、国が規定する体育と軍事訓練の合格基準に達し、健全な心理と充実し

た体力・精神力を備え、祖国を建設し祖国を守る神聖な義務をしっかりと実行

することができる。 

各大学は現在、上述したこれらの基準をふまえながら自らの状況に応じて教育課程

の編成を行うことになっている。 

 

2.3 本科課程教学評価 

中国では、いくつかの試行を経て、大学における教育の質を評価するために、2004

年８月、本科課程及び専科課程の教学評価を行う教育部高等教育教学評価センター（原

語は「教育部高等教育教学評估中心」）が設置されて５年周期の評価（本科課程教学評

価）が始まり、第１期の評価活動が 2008 年にかけて実施された(6)。 

この評価は、「評価によって改革を促し、評価によって整備を促し、評価によって

管理を促し、評価と整備を結びつけ、整備に重点をおく」ことを原則としている。評

価を通じて、国は高等教育の教学活動に対するマクロな管理と指導を強め、各段階の

教育主管部門が大学の教学活動をいっそう重視して支持するようにし、各機関が自覚

的に国の教育方針を貫徹執行し、教育の規律に照らして運営指導思想を明確にし、運

営条件を改善し、教学の基本的整備を強化し、教学管理を強化し、教学改革を深化さ

せ、教学の質と運営の効果を全面的に向上させるよう促すことが目的とされている。

具体的な評価の指標としては、教学活動を中心として、それに直接・間接に関わる７

項目が列挙されている。またこれらの項目に加えて、「特色項目」という評価項目が設
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けられている(7)。 

評価の手順は大きく、自己評価、専門家グループによる視察、全体的な改善という

手順になっている(8)。このうち専門家グループによる視察は、自己評価を基礎として、

①事前調査活動、②専門家メンバーの事前研修及び準備、③機関での調査研究及び全

面的な視察、④メンバー間での視察意見に関する討論、⑤専門家グループによる評価

の決定と上級部門への報告、⑥視察状況報告会の開催という手順で行われる。実際の

視察では、見学、授業参観、座談会の開催、質問紙調査の実施、資料の閲覧、総合的

な素質及び教学の効果に関する検査の実施などの方法が用いられる。 

最後の全体的改善の段階は、専門家グループの視察意見に基づき、教学活動全体に

対する改善を進め、教学活動の水準と人材養成の質をさらに向上させ、さらなる改革

と発展のためにしっかりとした基礎を固めることが目的とされている。評価結果がど

のようなものであっても、つまり評価がたとえ「優秀」であったとしても、こうした

目的のために１年間がこの段階に当てられる。各機関は、専門家グループの視察が終

了した後できるだけ速やかに改善プランを提出し、１年後改善状況報告を提出するこ

とが求められている。 

この評価はどちらかと言えば、機関の教学活動の優劣を競ったり合否をつけてしっ

かりとしていない機関を淘汰したりするというよりはむしろ、評価とそれに基づく改

善の活動を行うことによって対象となる機関の教学水準をより向上させようとするも

のである。同時に、各大学が特色のある教学活動を展開するのを促そうとしているも

のの、その前提として教育のインプットに関する最低水準を満たしていることが求め

られているのである。ただし、評価の指標や手順が画一的で多様な機関を評価するの

に適切ではないといった批判もあり、第２期に向けて現在見直しが進められている。 

 

2.4 質保証システムとしての学位授与及び卒業認定 

中国の大学における出口管理を考えてみると、学位授与のあり方が大きな特徴の１

つになっている。 

中国において学位授与の基準は、学士学位を例にとれば、「高等教育機関の本科課

程卒業生で、成績が優秀で下記の学術水準に達した者に学士学位を授与する」とされ、

①当該専門分野の基礎理論、専門知識及び基本的技能をかなりよく習得していること、

②科学研究活動に従事するか、若しくは専門技術活動を行う初歩的能力を有すること

の２点が挙げられている（「中華人民共和国学位条例」第４条）。碩士学位、博士学位

に関しても同様の規定がある。つまり学位は、相応する課程の修了を前提とし、一定

の水準に達している者に対して与えられることになっている。こうした規定からすぐ

に理解されるが、中国では、課程の修了（＝卒業）と学位の授与は同じことを意味し

ていない。実際 2008 年には、普通高等教育の本科課程卒業生総数が 225 万 6783 人だ
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ったのに対して授与学位数は 208 万 2558 人で、卒業生総数に対する授与学位数の比率

は 92.3％であった（教育部発展規劃司、2009 年、23 頁）。つまり約８％の卒業生は学

士学位を取得できていないのである(9)。このことは逆に言えば、大学の卒業生は学位

取得水準に達しているかどうかという観点から学習の成果の評価を受けていることを

意味している。 

こうしたしくみをより具体的に検討するため、ここでは復旦大学での学士学位の授

与に関する学内規定を取り上げる(10)。「復旦大学学士学位授与活動細則（試行）」（2006

年再修訂）によれば、学士学位を授与される学生は「紀律・法規を遵守し、道徳・品

行が良好で、相応する教学計画の各種要求を満たし、その科目の学習と卒業論文（卒

業設計若しくはその他の卒業実践部分）の成績が、すでに当該専門分野の基礎理論と

専門知識、基本技能をしっかりと把握し、しかも科学研究活動に従事するか、若しく

は専門技術活動を担う初歩的な能力を有していることを示しているもの」であり、し

かも①規定の学制の年限内に規定の単位をすべて取得し、本科課程教学養成案が規定

する各種要求に達して、審査を経て卒業が認められていること、②成績の平均評定点

が 2.0 以上であることという２つの条件を満たしていることが求められている(11)。こ

うした基準に基づいて、最終的には同大学における全学レベルの学位評定委員会が学

位授与の可否を決定する。 

このような学位授与の基準がどの大学でも制度化されているのか、またそれがどれ

ほど学習成果の実質的な評価を伴っているのかなどについてはさらなる情報収集と分

析を行う必要がある。しかし、少なくとも卒業時に学位授与の可否について改めて判

定が行われることは、一定の程度で学習成果の認定が行われているとみなすことがで

きるのではないだろうか。 

 

2.5 中国の質保証システムの特徴 

以上から、中国における高等教育の質保証には次のような特徴があるとまとめるこ

とができるだろう。 

第１に、中国における高等教育の質を保証しようとする動きは政府主導で進んでい

る。機関の設置基準の制定や設置認可手続きが政府によって行われ、教学評価も政府

機関によって担われている。市場経済が拡大するにつれて高等教育をめぐる市場も活

発になり、大学評価に関しても民間評価機関が設立されたり、ランキング形式での評

価が実施されたりするようになってはいるものの（王・劉、2009 年、273～287 頁）、

主要な評価は依然として政府主導型であり、他の評価機関が大きな役割を果たすには

至っていない。 

ただし、第２に、各大学における運営自主権の拡大に伴って、政府が一方的に基準

を定めてそれを守らせることで質をコントロールしようとするやり方は徐々にとられ
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なくなり、政府は原則的な方針を示し、大学はそれを参考にしながら自らの活動を展

開していくのが望ましいと考えられるようになっている。これによって、質保証の重

点は事前のチェックから事後評価へと移ってきている。 

第３に、質の保証において入り口、プロセス、出口のどこに主たる重点がおかれて

いるかに注目すると、従来は入り口での管理が重視されていたのに対して、現在では

教学評価の形でプロセスの管理が本格的に導入されるようになっている。そして出口

に関しては 1980 年代以降一貫して、学位授与の基準や教学計画に含まれる養成目標な

どをふまえながら機関ごとに適切な管理を行うこととされている。 

 

３．中国における学習成果アセスメントの事例 

中国における学習成果アセスメントについて考えると、以上のような状況の中で、

質保証としての学習成果の評価はまだ必ずしも重要な関心事にはなっていないように

思われる。本科課程卒業者の大部分を対象としてその学習成果を共通の枠組みや基準

で測定しようとする試みは管見の限り見当たらない。ただし、そうした役割の一部を

担っているとみなすことのできるしくみはいくつかあるので、本節ではそれらを事例

としてみてみたい。ここで取り上げるのは、全国英語四級、六級試験、大学院碩士課

程入学試験、そして全国工学教育分野認証（原語は「全国工程教育専業認証」）の３つ

である。 

 

3.1 全国英語四級、六級試験 

まず取り上げるのは全国英語四級、六級試験である。これは教育部が主管する全国

的な教育試験で、大学生の実際の英語能力について客観的で正確な測定を行い、大学

の英語教育に対するサービスを提供することが目的とされている。試験実施の責任を

負うのは、教育部が任命して設置する全国大学英語四、六級試験委員会であり、顧問

２名、主任委員１名、副主任委員若干名、専門委員会及び諮問委員会委員各若干名か

ら構成される。試験は四級試験（CET-4）と六級試験（CET-6）の２種類が実施されて

おり、一部の業務は教育部試験センター（原語は「教育部考試中心」）が担当している

（全国大学英語四、六級考試委員会、2011 年）。 

従来はこの試験の合格が上述した学位取得の際の条件の１つとされ、例えば学士学

位を取得するためには四級合格が求められたりしていたが、2005 年以降両者を切り離

す動きが生じている。すなわち、大学によっては、この全国試験を利用するのではな

く大学が自ら実施する試験により学生の英語能力を判定することが認められるように

なっているのである。 
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3.2 大学院碩士課程入学試験 

次に取り上げるのは大学院碩士課程の入学試験である。日本とは異なり、中国では

この試験の一部が全国統一で実施されている。もちろん本科課程のすべての卒業者が

受けるわけではないので、必ずしも本研究でいう学習成果アセスメントに当たるとは

いえないものの、それでも各大学で行われている本科課程教育を横断的に評価する側

面を有していると考え、取り上げることにした。 

碩士課程の入学試験は大きく、第１次試験と第２次試験からなる。第１次試験では

筆記試験が課され、受験者は思想政治理論、外国語、専門科目（１～２科目）の計３

～４科目を受験する。この段階で募集定員の 120％程度を合格とし、続く第２次試験

で専門的能力、創造性、総合的資質等に対する検査が大学ごとに実施され、最終的な

合格者が決定される。 

第１次試験の試験科目には、全国統一試験科目、全国連合試験科目、各機関で独自

に作成される試験科目の３種類がある。このうち全国統一試験科目に指定されている

のは、思想政治理論、英語、ロシア語、日本語、数学、教育学専門基礎総合、心理学

専門基礎総合、歴史学基礎、西洋医学総合、中国医学総合であり、全国連合試験科目

として農学系、管理学系、法学系科目がある。全国統一試験科目及び全国連合試験科

目は教育部試験センターが出題する。思想政治理論科目や外国語科目は従来から全国

統一の出題だったが、教育学、歴史学、医学分野の基礎科目は 2007 年から統一試験化

された。 

碩士課程の入学志願者は 2008 年時点で約 120 万人となっており、これは同年の本

科課程卒業者（226 万人）の約 53％に相当している。もちろん志願者の中には過年度

卒業者や留学生など多様な者が含まれていて、単純に同年卒業者の半数が受験するわ

けではないが、志願者の相対的な規模が大きいことは各大学で実施されている本科課

程教育に対してもある程度の影響を与えるのではないかと考えられる。なおこの年の

合格者数は 39 万人だった。 

 

3.3 全国工学教育分野認証 

３つ目の事例は工学教育分野での認証制度である(12)。これは「高等教育機関本科課

程教学の質と教学改革プロジェクト」の一環として実施されるようになっており、国

際競争力を備えた工学人材を養成して、中国で養成されたエンジニアが国際的に認め

られない状況を改めること、高等工学教育の質保証システムを構築して工学分野の教

育の質を高めることが目的とされている。なお現在、医学教育分野でも同様の認証シ

ステムが構築されている。 

実施組織についてみると、まず 2007 年に設立された全国工学教育分野認証専門家

委員会が認証活動を組織・実施するとされている。委員は工学教育の専門家と企業界
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の専門家から教育部が招聘任用する。委員会の職責は、認証システムの構築、認証実

施規則の制定、認証の共通基準及び実施手順の決定、分科委員会が提出した当該分野

に関する補充基準の審査である。また、各分野の認証に関わる下部組織として分野認

証分科委員会（原語は「専業認証分委員会」）が設置されている。これは工学教育界、

企業界、業務管理部門の代表から構成され、メンバーは同じく教育部が招聘任用する。

これらの委員会が教育部の主導で組織されることは日本の JABEE との大きな違いとし

て特に指摘しておきたい。さらに全国工学教育分野認証監督・仲裁委員会が置かれて

いる。これは教育部の指導を受けながら独立して活動を実施する委員会で、認証活動

に対する監督、認証結果や認証過程に関する申し立ての受理と調査及び最終決定、社

会各界からの訴えに対する調査と処理を職責としている。 

認証は次のような手順で進められる。認証の申請資格があるのは、教育部の関連規

定にしたがって工学分野の本科課程専攻を設置し、すでに３年にわたって卒業生を出

している大学である。 

まず第１段階として、機関の自己評価が求められる。機関及び関連部局（原語は「院

系」）が、「全国工学教育分野認証基準」に照らして、認証を申請した専攻の運営状況

と運営の質に対して自己評価を実施し、「自己評価報告」を作成した上で、認証分科委

員会に提出する。同委員会は、この「自己評価報告」の審査を行う。 

第２段階は、現地視察である。分科委員会から委託を受けた専門家グループによる

現地視察が、通常は３日間の日程で実施される。この主要目的は、「全国工学教育分野

認証基準」をもとに、「自己評価報告」の正確さの確認と同報告に反映されない関連状

況の理解である。具体的には、①実験室の条件や図書資料など施設設備の視察、②学

生の卒業設計（論文）、試験答案、実験レポート、実習レポート、宿題などの検査、③

授業、実験、実習、課外活動の参観、④在校生、卒業生、教員、機関幹部、関連管理

部門の責任者等に対する面談などが行われる。こうした視察を経て、「現地視察報告」

が作成され、分科委員会に提出される。 

第３段階は、審議と結論の提示である。分科委員会が「自己評価報告」、「現地視察

報告」及び機関から提出された意見を審議し、最終的に無記名投票によって結論を決

定する。その結果は専門家委員会に提出される。結論は、「認証（６年有効）」、「認証

（３年有効）」、「不認証」の３種類で、専門家委員会が最終決定した後、教育部を通じ

て公表される。 

認証を受けた機関は、機関の認証意見と当該専攻の整備・発展について専門家委員

会事務局に状況を報告（３年有効の場合には毎年、６年有効の場合には２年に一度）

することになっており、有効期間内に大きな調整や変化が生じたときにはその部分に

ついて改めて認証を受けることが必要である。 

認証にあたっての基準としては、すでに述べたように、「全国工学教育分野認証基
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準」が策定されている。この基準では、どの分野にも共通する基準（共通基準）と、

各専攻に関する基準（専攻補充基準）がそれぞれ定められている。共通基準は、①専

攻の目標、②カリキュラム体系、③教員集団、④支援条件、⑤学生の成長、⑥管理制

度、⑦質の評価の７つの項目から構成される。多くの項目は各専攻の状況に基づいて

それにふさわしいものであることが求められているが、カリキュラムの構成と卒業生

に求められる能力については共通の要求が示されている。すなわち、カリキュラムの

構成に関しては、科目内容が①人文社会科学系科目（外国語を含む）、②数学及び自然

科学系科目、③工学基礎科目、学問分野の専門基礎科目と専攻科目、④実践的内容部

分、卒業設計（論文）に分けられたうえで、それぞれ総単位数の約 15％、約 15％、約

40％、約 25％を占めることとされている。一方、卒業生に求められる能力として、次

の 10 項目が挙げられている。 

１．かなり優れた人文社会科学の素養、かなりしっかりとした社会的責任感と優れ

た工学系職務道徳を有すること。 

２．工学業務に従事するのに必要な数学と自然科学に関する知識及び一定の経済管

理知識を有すること。 

３．確かな工学基礎知識と当該専攻の基本理論知識を身につけ、当該専攻における

最先端の発展の状況と趨勢を理解していること。 

４．学習した科学的な理論と技術手段を総合的に運用するとともに工学的な問題を

解決する基本的能力を有すること。 

５．文献検索、資料収集及び、現代的な情報技術を用いて関連情報を取得する基本

的方法を身につけていること。 

６．創造的意識と、新しい製品、工芸、技術、設備について研究、開発、設計する

初歩的な能力を有していること。 

７．当該専攻と関連する職業と業種の生産、設計、研究・開発の法律、法規を理解

し、環境保護と持続可能な発展などの方針、政策、法律、法規を熟知して、客観

的な世界や社会に対する工学の影響を正確に認識できること。 

８．一定の組織管理能力、かなりしっかりとした表現能力とコミュニケーション能

力及び集団の中で役割を果たす能力を有すること。 

９．発展に適応する能力及び生涯学習に対する正確な認識と学習能力を有すること。 

10．国際的な視野と、文化を越えて交流し、競争し、協力する能力を有すること。 

このような認証を受けた専攻は、2008 年には 18 大学 19 専攻、2009 年には 27 大学

30 専攻、2010 年には 20 大学 27 専攻とまだ多くないが、徐々に増えてきている。 

 

４．学習成果アセスメントのインパクト 

ここまで見てきたように、中国では学習成果アセスメントの事例であるとみなすこ
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とができるいくつかの取り組みが進んでいる。また、第２節で言及したように、各大

学が教育課程を編成する際の参照基準が政府によって作成され、同様に法的に定めら

れている学位授与の基準とあわせて、各機関における学生の到達目標を方向づけ、水

準を明示することとなっている。同時に、学生の卒業時に課程修了（卒業）の認定と

学位授与の認定が切り離され、それぞれについて判定が行われていることで、学習成

果に対する評価が一定程度実施されているとみなすことができる。つまり各機関が、

学生が卒業時に必要とされる能力等が身についているかどうかを、政府が示した基準

を参照して卒業と学位授与の２段階の判定として確認する制度が存在している。 

こうした学習成果アセスメントの特徴として次の２点を挙げることができるだろ

う。１つ目は、アセスメントがより統一的でなくなる方向へと推移し、大学単位で進

められるようになっている点である。教育課程の編成基準が拘束性をもつものから参

照基準へとその性格が変わったり、英語能力の判定が全国試験を必ず利用しなければ

ならなかったのが機関ごとの試験実施を認めるようになったりしている。この動きの

背景には、機関の運営自主権拡大という高等教育改革の方向性がある。２つ目は基準

の策定が分野別で進んでいる点である。教育課程編成の参照基準は細かい専攻分野ご

とに示されるとともに、全国工学教育分野認証のように、分野ごとにより具体的で統

一的な基準を作成する動きも生じている。学習した分野を越えて共通に習得が期待さ

れる能力・技能・態度等は政府文書レベルでは制定されているものの、それを直接測

定しようとする取り組みは見当たらない。 

以上のような状況から考えると、少なくとも学生のいわゆる汎用的能力を全国的に

直接的に測定しようとする動きが生じるようにはみえない。それに対して専門的能力

については、各大学の運営自主権の拡大傾向ともあいまって、共通の参照基準に基づ

きながら、機関レベルで個別の取り組みとして進められるかあるいは専攻分野ごとに

実施される可能性が高いのではないだろうか。後者に関しては、すでに述べたように、

工学分野のようなプログラムの認証においてそのプロセスの一部として実施されたり

するかもしれないし、上述した大学院碩士課程入学試験として一部実施されていると

みなすこともできるかもしれない。 

つまり、学習成果アセスメントの導入を考えると、全国的に画一的なテストのよう

なアセスメントを導入することは難しいとしても、将来的には、機関や専攻分野を単

位として学生の学習成果をより直接的に測定するしくみは、巨視的な高等教育政策に

政府が依然として強く関与し、期待される共通の水準が公表されている中国において

は、さまざまな政策のルートを通じて導入を図ることが可能であろう。例えば、第２

節で挙げた質保証の枠組みの中で評価指標として組み込んだり教育課程編成基準に盛

り込んだりする方法が考えられるし、大学教育改革は重要な政策課題として一貫して

挙げられていることから、その一環として導入を提案することもあるかもしれない。
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そのようになった場合どのような変化がもたらされるかを予測することは容易ではな

いが、現在の本科課程教学評価の考え方をふまえれば、説明責任のツールとしてより

も大学教育の改善を促すツールとして導入されるのではないだろうか。他方で、結果

の用いられ方、公表のされ方によっては、アセスメントの結果を高めるために教育内

容を評価指標にあわせるような大学も現れるかもしれない。いずれにせよ、目的、実

施方法、アセスメントの内容、結果の利用のされ方などによって高等教育システム及

び個々の大学に与える影響は異なるものとなるだろう。 

 

５．おわりに 

中国では、マス化が進み私費負担が増大すると同時に、機関の運営自主権が拡大し

ており、限定的ではあるがグローバル化の影響もみられる。このような状況のもと、

高等教育の質を維持・向上させるために、大学の設置認可基準の設定や、教育課程編

成基準の作成・公表、教学評価の実施、学位授与手続きを通じた学習成果の認定など

さまざまな施策が行われている。こうした質保証のしくみは依然として政府主導では

あるが、機関の運営自主権の拡大とあいまって規制緩和が徐々に進んで事後評価への

移行がみられ、従来の入口管理の重視から多様な側面での管理へと展開してきている。

その中で、学習成果アセスメントの事例であるとみなすことができる取り組みとして、

全国英語四級、六級試験、大学院碩士課程入学試験、そして全国工学教育分野認証な

どがある。 

より直接的に学習成果を測定するアセスメント手法は、将来的には、機関や専攻分

野を単位としてある程度共通のものが導入される可能性はあるだろう。日中両国は数

多くの高等教育機関がヒエラルキーを構成する高等教育システムを有する点で共通し

ており、中国が質保証における標準化指向と多様化の促進のバランスをいかにとろう

とするのか、どのような目的、形式を持った学習成果アセスメントを展開していくの

かといった点はわが国の質保証を考える際にも有益な手がかりとなるように思われる。

今後の動向に注目したい。 

 

［注］ 

(1) 算出にあたっては以下のような手続きを行った。すなわち、「粗就学率」の分子を構

成する学生や高等教育を受ける者のうち規模が大きい４つのタイプ－すなわち大

学院生（128 万 3046 人）、普通高等教育を受ける学生（本科課程 1104 万 2207 人、専

科課程 916 万 8042 人）、成人高等教育を受ける学生（本科課程 235 万 2832 人、専科

課程 313 万 117 人）、高等教育独学試験卒業者（92 万 4771 人×５倍＝462 万 3855 人）

－のうち普通高等教育及び成人高等教育の本科課程で学ぶ学生の比率を求め、それ

を 2008 年の「粗就学率」に乗じた。 



180 

 

なお、軍事高等教育においても本科課程が設置されているので、厳密に言えばそこで

学ぶ人数も考慮する必要があるかもしれない。ただ、軍事高等教育は全体として規模

が普通高等教育の１％程度であると推測され、またそのカテゴリーの学生数に関する

正確な統計が入手できなかったことから、上記の計算結果に大きな影響を与えないと

考え、ここでの対象には含めなかった。 

(2) 本稿において高等教育機関や学生の数を挙げる場合、特に断らない限りは『中国教育

統計年鑑』（人民教育出版社）各年版をふまえている。なお軍事高等教育に関する統

計はこの年鑑には含まれておらず、正確な状況は不明である。 

(3) 中国では、国務院学位委員会が学問分類の策定を行っており、その分類は目録の形で

公表されるとともに、大学で設置される専門分野は基本的にその目録にある分野でな

ければならない。 

(4) 例えば南部（2003 年）では、宗教学に関する具体的内容が紹介されている。 

(5) 「関於普通高等学校修訂本科専業教学計劃的原則意見」（中華人民共和国教育部高等

教育司、1998 年、262 頁）。 

(6) 本科課程教学評価に関する以下の記述は、主として教育部（2004 年 b）による。 

(7) 具体的な評価指標については南部（2009 年、113～117 頁）を参照のこと。 

(8) 以下、評価の手順に関する記述は、許茂祖（2009 年）による。 

(9) 卒業と学位授与が一致しないことは大学院段階でも同様である。例えば 2008 年の状

況をみると、博士課程卒業生数４万 3759 人であるのに対し、同課程での授与学位数

は４万 2217 人で卒業生に対する比率は 96.5％となっており、碩士課程卒業生数 30

万 1066 人であるのに対し、同課程での授与学位数は 29 万 8937 人で卒業生に対する

比率は 99.3％となっている。一方、成人高等教育本科課程の卒業生でも条件に合致す

れば学位授与権を有する高等教育機関に申請して学位を取得することができる。同じ

2008 年には、成人高等教育本科課程の卒業生の総数が 68 万 4506 人だったのに対して

学士学位の授与数は９万 6438 人で、比率は 14.1％だった。 

(10) 以下の復旦大学に関する情報は、復旦大学教務処（2010 年）所収の各規定による。 

(11) 他のカテゴリーの学生に対しては異なる基準が設けられている。例えば本科課程を

卒業する留学生の場合、本文に挙げた一般的な基準に加えて、留学生対象の中国語

専攻を終える学生には HSK と呼ばれる中国語能力試験に参加して８級に達すること

が条件になっている（「復旦大学学士学位授与活動細則（試行）」復旦大学教務処、

2010 年）。 

(12) 以下の記述は、専家委員会秘書処（2007 年）による。 
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