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北海道大学官学生センタ一紀姿 第 7弓 (2004) [liJf究ノート]

北海道大学に学ぶ留学生と

日本人大学院生の教育の価値観

関 道子

[t is cssential lo llndersland lifcstyles and cdllcalional vallles of 

stlldenls from variolls cOllntries， in order to improve edllcational systcms 

for inlernalional stlldents at the llni、ersilyle、巴i

Inlcrnational sllldents and ]apancse gradllatc sllldenls were 

adminislcred queslionnaires. Eighteen questions relaled lo lhe lifeslyle 

and valllcs on edllcation wen: selccted from exιlillplcs from Hofstede's 

l-dimensional model of differences among nalional culturcs. Thosc 

questions were answered on fivc-point-scale 

Inlernational students were divided inlo 6 groups according lo lheir 

home countries: Kanji Region， Non-Kanji Region句 Europe-America-

Oceania， Latin-America， Middle EasL and Africa. The following featurcs 

were shown from the comparisons of lhe answcrs of inlernalional 

studcnts in 6 regions and of ]apancse sludents 

Powcr distance climcnsion且ndindividualislll dimension showecl morc 

cllllural clifferences. Masc口linity dimcnsion showcd strong negativc 

tcnclcncy in a11 the regions， but femini日ityclilllension showecl posilive ancl 

ncgative lenclencies. [ntel・nalional sludenls showecl strong uncerlainl， 
a、oidancebut Japanese students showecl weak uncertainty avoiclance 

]apanese gracluate student's values were、ery similar to those of 

Europe-Alllerica-Oceanian stuclenls. Kanji Region stuclenls hacl slllall 

power clistancc values and they require clirccl ancl cxplicit 

cOlllmunication. Thcv clid not show collcclivist valucs. Non-Kanji Rcgion， 

Midcllc Easl， ancl Africa showccl co11ecti、islval ucs ancl large power 

clistance 
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1.はじめに

日本の外国人留学生数は、2003年 5月 1日付けで10万9508人に達し、1983

年に政府が掲げた「留学生受け入れ10万人計画」は20年がかりで達成され

た。今後政策的には、留学生受け入れの質的な充実と、日本入学生の派遣

留学に焦点が移行する O

受け入れ環境のハード函に関しては、さまざまな取り組みがなされかな

り改善されてきているが、どのように留学生を教育していくか、という根

本的な側面に関しては、個々の指導教官に全面的に依存している状態であ

る。われわれは、成長する過程でアドラーの言う「ライフスタイル(マ

ナスター&コルシ一二、 1995)を確立し、行動の習慣的様式を身につける。

また、それぞ、れの丈化には、教師に対する一定の態度や期待、大学教育に

対する心理的構えや幅値観がある。これまで「留学生」とひとくくりで論

じられることが多かったが、留学生教育というソフト面の質的充実・向上

のためには、その文化差や価値観を考慮する必要があろう。また、同時に、

留学生が身近に接する機会が多い日本人大学院生のライブスタイルや{itti1n奇

観も基礎的なデータとして把握しておく必要がある。そのデータは、日本

人学生の海外派遣留学促進のためにも役立つだろう。

筆者は、 1991年に北海道大学留学生センター留学生指導部に赴任以来、

留学生から様々な問題について相談を受けてきた。奨学金が受給できない、

大学の宿舎に入れない、保証人が見つからない等々の相談件数は多かった

が、それによって帰国を余儀なくされるというケースはほとんどなかった。

しかし、一番解決が難しい問題は対人関係のこじれであっ指導教官と

の車L瞭の場合は非常に深刻で、結局は学位を取れないまま退学・帰国する

事態になるケースもあったO 相談者である留学生の許可を得て、指導教官

に状況を尋ねてみると、ヰlL牒の産接原iElは他にあるとしても、留学生を教

育指導する上で、留学生自身の教育に対する{i同値観や、ライフスタイルの

違いが妨げになっているように感じられることが多々あった。 1例を挙げ

ると、ある留学生は、指導教官との共同研究の学会発表を無断で、欠席して

母国でお見合いをしていたとのことであった。当の留学生に訊いたところ、

両親は彼が長男なので、「家を継ぐ」ということが生まれながらの最重要

課題であり、学会発表よりもお見合いの方を優先させるべきであると考え

ていた。その留学生にしてみれば、親と指導教官との板ばさみで、指導教

員に言い出せないまま学会発表を欠席してしまった。しかし、従来の日本
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的{[tfi1i直観から言えば、私的な理由で公的な義務を遂行しない(しかも指導

教官に学会の場で恥をかかせる)ということは、ゆるせないことである O

このような場合、たとえ官学生が優秀であったとしても日本人の指導教官

との関係が悪くなるのは当然で、ある O

そこで、本稿では、筆者が研究代表者として平成10年度~平成13年度科

学研究費補助金(基盤研究(C)(2))により実施した F外国人留学生と日

本人受け入れ側の異文化接触による相互の意識変容に関する縦断的研究」

における質問紙調査のIt1から、留学生と日本人大学院生の教育に対する価

値観およびライフスタイルについて述べる O

1 .調査の方法

l.1 .1 留学生調査

1998年11月 1日現在に北海道大学在籍中の留学生595人を対象に質問紙

調査を行った。調査期間は1998年12月中旬から1999年1月中旬。調資票は、

日本語・英語版、 Î↓1毘語版、韓毘語版、スペイン諸問を作成し、教務長i、の

協力を得て各留学生に配布・回収された。回収率は、 57.8%だったが、米

記入が多かったものをのぞき、 331件を有効回答とした(有効色!答

55.6%)0 

l.l.2 日本人大学院生調査

1999年 5月1臼現在北海道大学に在籍する日本人大学院生の中系統無作

為抽出法によりランダムに抽出した修士389人、博士211人の計600人に2000

年 2 月 9 日 ~2 月 29 日の期間に調査票を教務掛から配布・回収した。凶答

者は240人、回収率は40%であった。

1.2 質問項目

本研究では、臼本人大学院生および各国の留学生の価値観を比較するた

めに、ホフステード(1995)の4次元の価値観モデルを参考にした。

ホフステード (Hofstede.1980) は、 50か同 3地域の IBM社の社員から

得た膨大なデータから、同民文化の違いを表す、権力格差の次元(小→大)、

個人主義の次元(対極:集団主義)、男性らしさの次元(対極:女性らしさ)、

不確実性回避の次元(弱→強)の 4次元の価値観モデルを見出し、この 4

つの次元が具体的に、家庭生活、学校、職場、組織、国並びにアイデアの

発展などにどのように現れているかを例示している O
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ここでは、その豊富な具体例の中から、権力格差の次元41列、個人主義

の次元 6例、男性らしさの次元 4倒、不篠実性回避の次元 4191]の計18例を

選び、語句等を大学生活に合うように変更して、「全くそう思わない」か

ら「大変そう思う」までの 5件j去による尺度を作成した。教育に関する備

値観 <E>が14項目、ライフスタイルに関連する儲値観くL>が4項目で

ある O

以下は、ホフステード(1995) による 4つの次元の定義、および IBM

データの各次元で特徴的であった諸問についての記述、そして18項目につ

いての解説である O

1 .2.1 権力格差の次元

ホフステードの定義によれば、権力格差とは、「それぞれの悶の制度や

組織において、権力の%jJ~、成問が、権力が不平等に分布している状態を予

期し、受け入れている程度」である O ラテン系諸国とアジア、アフリカ諸

国で権力格差が大きく、アメリカ、イギリスと!日イギリス連邦ならびにラ

テン系以外のヨーロッパ諸国の値は低い。

1)学生が指導教宮と学問的なことが5について毘解が違えば、当然反論

してもよい(権力格差小)くE>
権力格差の小さい状況のもとでは、教師は生徒を基本的に平等な存在と

して扱うものと考えており、教師も生徒から平等な存在として扱われるこ

とを期待している。教育のプロセスは生徒中心であり、生徒の自発性に高

い価値がおかれている O 生徒は自分自身で勉学の道筋を見つけるように期

待されている。生徒は教師と議論するし、教師に反論したり、批判したり

する。

2)教官はその人格とは無関係に事実を伝える専門家である(権力結差

小)<E> 
権力格差の大きい状況のもとでは、教師は自己の英知を伝えるグルー(尊

師)と認知されているが、権力格差の小さい状況のもとでは、教官が伝え

るものは、人格とは無関係と考えられている。

3)指導教官は学生の研究に全主導権を持つべきである(権力格差大)<E> 

権力格差が大きい状況のもとでは、教育のプロセスは教師中心で、生徒

が従うべき勉学の道筋の輪郭を抗き、教師が全てのコミュニケーションの

主導権を握るべきであるとされている O

4)学生は教官に対しては常に従順であるべきである(権力格差大)<巨〉
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権力格差の大きいJ犬?兄のもとでは、子どもたちは両親に対して従順であ

ることが求められているが、教師と生徒という役割関係にも基本的な価値

観と行動は維持され、生徒は教師に対して従順で、あることが求められる O

1.2.2 個人主義の次元

個人の利害が集団の利害よりも優先される社会を個人主義社会、集団の

利害が個人の利害よりも使先される社会を集団主義社会と!I乎ぶ。

個人主義指標の高い国々は、欧米、オセアニア諸国で、低い国々(集匝

主義国)は、 rt1南米、東南アジア、東アジア諸国である O

1)教育の自的は異体的な事柄を学13iことより、学留の仕方を学ぶことに

ある(個人主義)<E> 

個人主義的な社会における教育の目的は、一人ひとりが個人として存在

する社会のなかで、何らかの地位を達成するために個人に準備をほどこす

ことである。その準備とは、新しい状況、未知の状況、予期せぬ状況に対

処する方法を学ぶことを意味する O

2 )研究室の人間関係より、研究そのものが題先されるべきである(f毘人

主義> <ξ〉

集団主義的な社会では、人間関係が職務よりも優先される O まず、人間

関係が結ばれなければならない。一方、個人主義的な社会では、職務が人

間関係よりも優先される。

3 )コミュ二ケ…ションには、常にあいまいではなく、明確な言語表現を

用いる必要がある(個人主義)<E> 

ホール(1976) は、文化を「高コンテキスト」から「低コンテキスト」

までの次元のどこに位置するかによって文化を分類した。集団主義的文化

では自明な事柄も、伺人主義的文化で、は、はっきりと言葉で表現されなけ

ればならない。

4)常に対人関係の調和;を保つために、反対意見に対して直接対決をさけ

たほうがよい(集団主義) <ξ〉

集問主義のような人との親密な接触が継続するような状況では、自分の

置かれている社会的環境との調和を保つことが、美徳として、家族を超え

た社会生活の領域でも重要になってくる

5 )自分自身がしたいことより、所麗している集毘や組織に協力すること

の方!こ{酎直がある(集盟主義) <ξ〉

「われわれJの集団(もしくは内集出)は、みずからのアイデンティテイ
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の主な源であり、人生の荒波のなかでみずからの安全を篠保する唯一の防

波堤である。従って、人は生涯にわたり自分の内集団に忠誠を誓う O この

忠誠を破ることは人にとって最悪の行為である。個人と内集団の間には、

現実的にも心理的にも依存関係が形成されていく O

6 )私は、これまで自分が所属してきた集団や組織(家族を含む)か5強

い影響を受けてきた(集団主義)くし〉

集団主義は、個人を支配する国家権力のことではなく、集団の権力のこ

とを指している。人の一生で最初に出会う集団は、自分が生まれた家族で

ある O 集団主義的社会ではたいていの場合拡大家族に囲まれて育つ。

子どもたちは、成長するについて、自分が「われわれ」の集団の一員であ

ると考えるようになる O

1.2.3 男性5しさの次元

生物学的差異に対しては、男性と女性という言葉を用い、社会的文化的

に規定された役割に対しては、男性らしさと女性らしさという言葉を用い

る。伝統的な社会も現代社会も性別役割に関して共通の頻向を持っている。

日本が「男性らしさ」が調査田中もっとも強く、オーストリア、イタリア、

スイス、!日西ドイツが続いている。「女性らしさ」のもっとも強い 4カ国は、

スウェーデン、ノルウエ一、オランダ、デンマークであった。

1)男性は自己主張が強く、野心的でたくましく、女性はやさしく人間関

係に気を配るのがよい(男性うしさ)<E> 
「男性らしさ」を特徴とする社会では、社会生活上の性別役割がはっき

りと分かれている。

2)人間関係よりも金銭や物質が大切である(男性5しさ)<E> 

「男性らしさの強い」社会において支配的な価値観は、物質的な成功を

遂げ、進歩することである。「女性らしさの強い」社会で支配的な価値観は、

他者に配慮して控えめにふるまうことである。

3)自分の生活や家庭よりも業績を上げることを優先すべきである(男性

5しさ)<E> 
「男性らしさの強い」社会では、仕事のエートスは「働くために生きる」

という方向に向かい、女性らしさの強い文化では、仕事のエートスは「生

きるために働く」である O

4)最も優れた学生になる必要はなく平均的であればよい(女性5しさ)

〈巨〉
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スウェーデン、ノルウエー、オランダ、デンマークが「女性らしさ」が

もっとも色濃く表れた 4カ国で、平均的な学生であることがその文化の規

範であり、「男性らしさ」の強い丈化では一番ょくできる学生であること

がその丈化の規範になっている O

1.1.4 不確実性回避の次元

ホフステードは、不確実性の回避を「ある文化の成員が不確実な状況や

未知の状況に対して脅威を感じる程度」と定義している O 不確実性の凶避

は恐怖の間避とは違い、何かが起こるのだがそれがやIだのミわからないとい

う状況である O あらゆる人聞社会で、は科学技術や法律、宗教などによって

その不安を和らげている O 不確実性回避が強かったのは、ラテン・アメリ

カ・ラテン系ヨーロッパ・地中海諸国、日本(7位)、韓国であった。不

確実性回避が弱かったのは、シンガポールを始めとする東南アジア諸国、

スウェーデン、デンマーク、アイルランド共和国、イギリスであった。

1)私は盟昧な状況や予測不可能なことがあっても気になうない(不確実

性回避弱)くし〉

不確実性を回避しようとする行動は、危険を減らすことよりもむしろ、

あいまいさを減らす方向に向かう O そのような文化では、あいまいな状況

が嫌われる O

2)社会生活を富む上ではできるだけ細かな規則やとりきめがあった方が

よい(不確実性回避強)<E> 

不確実性回避が強い杜会では、何が起こるかを明確に予測でき解釈でき

る構造が、組織や制度や人間に求められており、権利や義務が多くの法律

や規則によって定められている O

3)私は常に忙しくしていないと気がすまない(不確実性回避強)くし〉

不確実性回避の強い社会で、は、人々は一所懸命働くことを好み、少なく

ともいつも忙しくしていないと気がすまない。時は金なり、人生にはマッ

タはない。不確実性回避の弱い社会でも、必要があれば、人々は一所懸命

働く。しかし、いつも何かをせずにはおれないというような内面的な衝動

に駆られる人はいない。くつろぐことが好きなのである。時間は自分を方

向づける枠組みではあるが、絶えず気にするものではない。

4)私は「自分とは異なるもの」に好奇心がそそうれる(不確実性回避

~~) くし〉

この項目は不確実性を回避する傾向が弱しミ留に見られる価値観である O
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反対に、不確実性をi回避が強い文化の心情には、「違うということは危険

なこと」という外国人嫌いの傾向がある。

1.3 回答者の基本的特徴

1.3.1 留学生

331人 (63か国・地域)のうち、多いJlli'rに中国26%、韓国10.0%、インド

ネシア8.5%、ノてングラテゃシュ6.0%、 タイ 5.4%、マレーシア5.4%と車売いて

いる。 1か問・地域から一人のみの凶答者は31人であった。これを地域別

に次のように6地域に分類し、回答を分析する。

表 1-1 留学生の地域部分類

土色 よ或 出 身 国. 1也 上戎

漢字樹アジア 韓国、台湾、中国、香港

(129人、 39.0%)

非 漢 字 国 ア ジ ア インド、インドネシア、シンガポール、タイ、

(125入、 37.8%) ネパール、パキスタン、パプアニューギニア、

ノtングラテ、シュ、フィリピン、ブータン、

ベトナム、マレーシア、ミャンマ一、モンゴル

欧米・オセアニア アイルランド、アメリカ、イギリス、イタリア、

(31人、 9.37%) オーストラリア、カザ、フスタン、カナダ、

スウェーデン、スロベニア、ニュージーランド、

ハンカリ一、ブルガリア、ポーランド、

ルーマニア、ロシア

中 南 米 アルゼンチン、ウルグアイ、エルサルパドル、

(23人、 6.9%) グアテマラ、コロンピア、 ドミニカ、

パラグワイ、ベネズエラ、ペル一、*'リビア、

ホンデュラス、メキシコ

中 近 京; アゼルパイジャン、エジプト、エチオピア、

(10人、 3.02%) オマーン、シリア、チュニジア、レバノン

→ / フ カ 力一ナ、ケニア、コートデ、ユボアール、

(13人、 3.9%) ザンピ、ア、スーダン、ナイジエリア、

マダガスカル

性別は、男性66.8%、女性33.2%、年齢は18歳-48歳(平均年齢30.41歳)

であった。無宗教32.6%の他は何らかの宗教を信じている。主な宗教は、
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キリスト教24%、イスラム教19.6%、仏教18.1%である。約半数が結婚

(49.2%) しており、 36.9%が家族と同居、 37.2%は子どもがし、ると回答

している。

大学院レベルの所属が多く、博士課程46.5%、修士課程20.2%、研究生

18.1%、学部生9.1%であり、専攻分野は理系60.4%、医系15.7%、丈系13.6%、

その他(留学生センタ一所属)である。回答者の内、国費留学生が50.5%、

私費留学生は49.5%であった。

留学前の身分が学生だ、ったのは29.3%で、その他は、大学・研究所教官・

研究員35.3%、会社員10.3%、医師・商科医師・獣医師6.3%、公務員6.0%、

小学校・中学校・高校の教員2.4%、その他9.1%であり、留学生の約70%

が母 fc~'lでは社会人で、あったことを示している。

留学の目的は、「博士号取得のためJ が26.2%、「専門の研究をさらに深

めたし勺が19.9%、「母国の発展に寄与するため」が15.1%で、明確な目的

を持っていることがわかる。

回答者の滞在期間は、 l年未満が37.8%、1年-2年未満が23.6%、2年 ~

3年未満が15.1%、3年-4年未満が10.0%、4年以上が13.6%であった。

1.3.2 日本人大学院生

回答者240人の性別は、男性76.3%、女性23.8%で、留学生データと比べ

ると男性が約10%多し、。年齢は22歳から54歳まで (50歳以上 2人)で、平

均年齢29.4歳で、留学生データより告し、。留学生の場合とは異なり、既婚

者は9.2%、未婚者が90.4%で、!玉倒的に未婚者が多しミ。

また、博士課程29.6%、修士課程70.4%で、修士課程の方が多く、これも、

博士課程の在籍が多い留学生とは呉なる点である O 専攻分野は、理系

72.9%、医学系13.3%、文系13.8%であった。研究室に留学生がし、ないと

した凶答者が44.2%いた。チューター経験は、「なし勺が87.9%だ、った。

2.結果

2.1 教育およびライフスタイルに関連する価値観の地域別比較

2.1.1 権力格差の次元

1)学生が指導教宮と学問的なことがうについて見解が違えば、当然反論

してもよい(権力格差小)くE>(図 1-1) 

全ての地域で肯定的(以ド、「大変そう思う」と「そう思う」の割合の合

計)に回答するものが多く、 68.8%-100.0%の間に分布していた。最も肯

定的傾向を示したのは中南米 (100.0%)で、次いで日本 (97.9%)、欧米・
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オセアニア (83.9%)、漢字国アジア (77.5%) であった。最下位は非漢字

国アジアで、指導教官とは少し距離があるようである。

ロそう思う口どちらとも言えない口そう思わない

17% 04九

日本 (238人)I 97.銭 11 

漢字菌アジア(129人)I ns覧 I 116~. I 10郎 i

~F護字霞アジア (125人) I 68.8% 24.8九 16.4吋

欧米量オセアニア(31人)I 83.9% I 9.7% 165号|

中南米(23人)I 1ilO.O% 

中近東(10人)I 70.0% I 1 OO~， I 20郎

アフリカ(13人)I 69.2告 I 7.7~ I 23.1% 

図1-1 学生が指導教宮と学問的なことがらについて

見解が違えば、当然反論してもよい

2)教官はその人格とは無関係に事実を伝える専門家である(権力格差

JJ ¥)くE>(図 1-2) 

肯定的傾向は、中南米 (82.6%)、アフリカ (76.9%)、中近東 (60.0%)、

非漢字国アジア (55.2%) で、否定的傾向(以下、「そう思わなしっと「全

くそう思わなし勺の合計)を示しているのは漢字国アジア (73.6%)、欧米・

オセアニア (48.4%)、日本 (47.0%) の順であった。

ロそう思うロどちらとも言えないロそう思わない

日本 (234人)I 25.6主 27.4% 47.0% 

漢字冨アジア(129入)I 13.2% I 13.2九 73.6% 

非漢字圏アジア(125人)! 55.2% 20.0~ 24.8% 

欧米・オセアニア(31人) 25.8% 48.4% 

中南米(23人) 82.6% 

中近東(10入) 60.0告

アフリカ(13人) 76.S事
一ー一一一一一一一』一一一L一ー一一ー一一一一一一一一一一-'-一一一一ー一一一一ー‘一一一一」一一

図 1-2 教官はその人格とは無関係に真実を伝える専再家である

F
l
h
d
 

A
同

υ



」

3)指導教官は学生の研究に全主導権を持つべきである(権力格差大)

<E> (図 1 3) 

肯定的傾向を示しているのは、非漢字掛アジア (70.4%)、中近東(60.0%)、

アフリカ (53.8%) であるのに対し、否定的fg!向を示しているのは、中南

米 (69.6%)、日本 (68.9%)、漢字闘アジア (67.4%) であり、欧米・オ

セアニアは、肯定的関向 (35.5%)と百定的傾向 (38.7%)に分かれている。

中南米は、否定的傾向が非常に強く見られたが、これは、人間関係は対等

であるという、田寸1 (1996) の中南米の留学生の価値観調査の結果とも呼

応する。

日本 (238人)

漢字圏アジア(129人)

非漢字菌アジア(125入)

欧米'オセアニア(31人)

中南米(23人)

中近東(10人)

77拍(13人)

図 1-3 

ロそう患うロどちらとも言えないむそう怠わない

24.8% 68.9% 
~ 

14.7% I 17.8九 67.4% 

70.4% I 15.2% I 14.4首

35.5% 25.8% 38.7弘

21.7% 69.6% 

60.0% 30.0% I 10.0% 

53.8% 38.5% 

指導教官は学生の研究に全主導権を持つべきである

4)学生iま教宮に対しては常に従順であるべきである(権力格差大)

<E> (図 1-4) 

定的傾向を示しているのは、アフリカ (76.9%)、非漢字醤アジア

(51.2%)、rl-j近東 (50.0%)、否定的傾向を示しているのは臼本 (72.7刻、

欧米・オセアニア (61.3%)、rj-j南米 (60.8%)、漢字国アジア (50.4%)

であった。

2.1.2 個人主義の次元

1)教青の目的は異体的な事柄を学ぶことより、学習の仕方を学ぶことに

ある(個人主義)<E> (図 2 1) 

肯定的傾向を示しているのは、中南米 (82.6%)と漢字国アジア (72.1%)

であった。その他の地域では、「どちらとも言えなしりがかなりの割合を

占めているが、比較的否定的傾向を示しているのは中近東 (40.0%) と非
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i莫寸二圏アジア (30.4%) であった。

ロそう思うロどちらとも言えないロそう思わない

臼本 (238人)L8.4li 

j真字菌アジア(129入)

非漢字国アジア(125人)

アフリカ(13人) 76.9主

72.7% 

29.6も

61.3見

60.9% 

40.0% 

図 1-4 学生は教官に対しては常!こ従順であるべきである

日そう思うロどちらとも言えないロそう思わない

43.7哲 39.9% I 16ι4% 日本 (238入)

謹字圏アジア(129人)

非漢字圏アジア(125人)

欧米・オセアニア(31人)

中南米(23人)

中近東(10人)

771)力(13人)

72.1% I 7.0~， I 20.9% 

4s.o% 21.6~， 

38.7% 38.7'， 

82.6目

50.0覧 110m， I 

23.1覧 53.8¥ 

図2-1 教育の目的は具体的な事柄を学ぶととより、

学習の仕方を学ぶことにある

30.4告

22.6% 

1 13仇 14JI

40.0% 

23.1% 

2 )研究室の人間関係より、研究そのものが橿先されるべきである(個人

主義〉くE>(図2-2) 

中近東 (60.0%) と漢字闘アジア (50.4%) が肯定的傾向を示し、非漢

字国アジア (46.4%)、アフリカ (46.2%) が続いている O 否定的傾向を示

しているのは、ペI南米 (73.9%) と日本 (51.7%) だった。しかし、肯定

傾向を示した地域を見ると、ほとんどが集団主義的な丈化闘である。坪井

(J 994) が、留学生は日本入学生と良軒な友人関係を結びにくいと述べて
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いるように、留学生にとって研究室での人間関係は、 rp句集団」と理解さ

れるには至っていないようである O

ロそう思うロどちらとも言えないロそう思わない

日本 (238人)

漢字図アジア(129人)

非護学菌アジア(125人)

欧米，オセアニア(31人)

中南米(23人)

中近東(10人)

アフリカ(13人) 46.2% 

30.0% 

30.8% 

図2-2 研究室の人間関係より、研究そのものが優先されるべきである

3)コミュニケーションには、常にあいまいではなく、明確な言語表現を

用いる必要がある(個人主義) <主)(図2-3) 

肯定的{頃i白jは、漢字国アジア (85.3%)、中南米 (82.6%)、中近東 (70.0%)、

非漢字国アジア (67.2%)、アフリカ (61.5%) で、ほとんどの地域で回答

者の 6割以上が明確な言語表現を用いる必要があると答えている O 日本

(45.0%) と欧米・オセアニア (35.5%) はその割合は少なかった。

ロそう思うロどちらとも言えない口そう思わない

日本 (238人) 45.0% 

漢字関アジア(129入) 85.3覧

非漢字麗アジア(125人) 67.2% 

欧米・オセアニア(31人) 35.5も 38.7% 

中南米(23人) 82.6% 

中近東(10人) 70.0監

アフリカ(13人) 61.5% 

図2-3 コミュニケーションには、常にあいまいではなく、

明確な言語表現を用いる必要がある

0
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4)常に対人関係の調和を保つために、反対意見に対して麗接対決をさけ

たほうがよい(集団主義)くE>(図 2 4) 

アフリカ (53.8%) と非漢字国アジア (40.0%) が肯定的傾向を示し、

否定的傾向を示しているのは欧米・オセアニア (71.0%)、漢字闘アジア

(65.1%)、日本 (64.7%)、中南米 (60.9%) であった。

ロそう思うロどちらとも言えない臼そう思わない

7総 j 27.7% 日本 (238人)

漢字圏アジア(129人)

非漢字覇アジア(125人)

欧米・オセアニア(31人)

中南米(23人)

24.0% I 10.9% I 

40.0覧

12.9も 16.1~， I 

30，4% 

30.0% 中近東(10人)ド一一」と

州 (13入)巳三

L 

53.8% 

I 8.7弘 i

64.7% 

65.1% 

30.4% 

71.0覧

60.9% 

30.0% 

にお1~

296思

40.0覧

竺 J
図 2-4 常iこ対人関係の調和を保つために、反対意見!と対して

直接対決をさけたほうがよい

5)自分自身がしたいことより、所属している集団や組織に協力すること

の方に価値がある(集団主義)く芭>(図 2-5) 

肯定的傾向を示しているのは、非漢字国アジア (59.2刻、中近東(50.0%)、

アフリカ (46.2%)であり、否定的傾向を示しているのは、日本 (53.4%)、

欧米・オセアニア (51.6%) であった。日本が欧米・オセアニアよりも個

人主義的な回答をしているのは興味深い。

6 )私iま、これまで自分が所属してきた集団や組織(家族を含む)か5強

い影響を受けてきた(集団主義)くし>(函2-6) 

ほとんどの地域で肯定的関向の方が多く見られた。 7地域の}順位は、日

本 (79.3%)、漢字酉アジア (57.4%)、欧米・オセアニア (48.4%)、中南

米 (43.5%)、非漢字国アジア (42.4%)、中近東 (40%)、アフリカと続く

が、アフリカは肯定的傾向と否定的傾向を示す回答者の割合が同じ38.5%

であった。
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2膏1.3 男性うしさの次元

1)男性は自己主張が強く野心的でたくましく、女性はやさしく人関関係

に気を配るのがよい(男性うしさ)<E> (殴 3-1) 

伝統的な性別役割には、全地域が否定的傾向jを示した。最も否定的傾向

を示したのは中南米 (87.0%) で、次いで、アフリカ (84.6%)、欧米・オセ

アニア (74.2%)、日本 (72.7%)の順で、最下位は、漢字圏アジアであっ

た。

日本 (238人)

漢字霞アジア(129人)

非農字国アジア(125人)

欧米・オセアニア(31人)

中高米(23人)

中近東(10人)

アフリカ(13人)

ト

21.7覧

日そう思うロどちらとも言えないロそう思わない

38.7% T 53.4出

41.1% 22.5% 

59.2% 26.4% 

38.7% T 51.6告

43.5% 

50.0% 40.0% 

46.2% 23.1% 

一寸一一

36.4% 

34.8目

30.8% 

図2-5 自分自身がしたいことより、所属している集団や組織に

協力するζとの方に価値がある

日本 (237人)

藻字圏アジア(129人)

非漢字圏アジア(125人)

欧米・オセアニア(31人)

中南米(23人)

中近東(10人)

771)カ(13人)

ト

H 

白石息うロどちらとも言えない口そう息わない

m覧

57.4% I 13.2% I 

42.41弘 25.6% 

48.4% 19.4% 
¥ 

43.5詰 30.4% 

40.0% 30.0% 

38.5% 1 23.1% 

I 12.7% I 8.0% 
J 

29.5% 

32.0% 

32.3% 

26.1出

30.0% 

38.5% 

図2-6 私は、これまで邑分が所蔵してきた集匝や組織

(家族を含む)かう強い影響を受けてきた
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日本 (238人)

漢字圏アジア(129人)

非農字圏アジア(125人)

欧米・オセアニア(31人)

中南米(23人)

中近東(10人)

アフリ力(13人)

むそう即日どちらとも言えない口そう思わない

5.5%1 21.8% 72.7出
L 

36.4話 20.2% 

24.0% 32.0% 

12.9% 1 12.9% 1 74.2% 

13.0% I 87.0覧

20.0% 200% 60.0覧
仁

84.6% 

43.4% 

44.0弘

図3-1 男性は自己主張が強く野心的で、たくましく、

女性はやさしく人間関係に気を配るのがよい

2)人間関係よりも金銭や物語が大坊である(男性5しさ)<E> (図 3-2) 

全ての地域で強い否定的傾向を示した (81.4% ~ 100.0%) 0 11'1近東

000.0%)が最も否定的で、欧米・オセアニア (96.8%)、中南米 (95.7%)、

非漢字国アジア (87.2%)が続いている。最ド{立は漢字国アジアであった。

日本 (238入)

護字圏アジア(129人)

非漢字圏アジア(125人)

歌米zオセアニア(31人)

中南米(23人)

中近東(10人)

771)力(13人)

1.3% 

11 13.9% 1 

4.71 14.0~ I 
ト1?~ 

I 9.6% I 

3.f% 

4.3~ 

7乃 I7.7% I 

ロそう思うロどちらとも言えないロそう思わない

84.9% 

81.4見

87.2% 

96.8% 

95.7% 

100.0% 

84.6% 
一千

図3-2 人間関係よりも金銭や物質が大切である

一一

3)自分の生活や家庭よりも業績を上げることを優先すべきである(男性

5しさ)くE>(函 3 3) 

百定的傾向を示した地域が多い。多い順に、欧米・オセアニア (80.6%)、

日本 (78.9%)、r1'南米 (69.6%)、漢字闘アジア (67.4%)、非漢字圏アジ
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ア (56.0%)、アフリカ (53.8%) であったが、唯争中近東が肯定的傾向

(60.0引を示した。

ロそう思う口どちらとも言えないロそう思わない

5本(237人) 3が 18.n， 78.9% 

漢字霞アジア(129人) 15滋 1 171'， I 67.4% 

非漢字国アジア(125人) 20.8% 23.2~， 56.0% 
ド

'ニア (31人)~わ 16P， I 80.6% 
」

中南米(似)l i糊 17.4% 69.6% 

中近東(1凶 l 60.0覧 40.0% 

アフリカ(13人) 46.2も 53.8% 

図3-3 自分の生活や家庭よりも業績を上げることを優先すべきである

4)最も優れた学生になる必要はなく平均的であればよい(女性5しさ)

く正) (図 3-4) 

丙定的傾向を示した地域がほとんどで、日本 (65.8) %、漢字国アジア

(62.8%)、中近東 (60.0%)、アフリカ (53.8%)、欧米・オセアニア (51.6%)、

中南米 (47.8%)、非漢字国アジア (46.4%) の順となっている。肯定的傾

向の割合も多かったのが、非漢字国アジア (35.2%) と中近東 (30.0%)

であった。

B本(237人)

違字盤アジア(129人)

非漢字盤アジア(125人)

欧米・オセアニア(31入)

中南米(23人)

中近東(10人)

771)カ(13人)

ロそう思う包どちらとも言えないロそう思わない

I 11.4'百i 22.8% 65.8% 

20.9告 I 16.3% I 62.8弘
卜

352覧 18.4九 46.4% 
単一

19.4% 29.0~i 51.6出

21.7覧 30.4も 47.8首
L 

30.0% I 10.0九! 60.0% 
仁

30.8% 1 15.4"， I 53.8% 

図3… 4 最も優れた学生になる必要はなく平均的で、あればよい
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4詐

2.1.4 不確実性回避の次元

1)私は盟昧な状況や予測不可能なことがあっても気にな5ない(不確実

性回避弱)くし)(図4 1) 

ほとんどの地域で否定的傾向を示しており、 rf~l 近東 (70.0%) で、非漢

字菌アジア (57.6%)、漢字菌アジア (55.0%)、中南米 (52.2%)、日本(48.7%)、

アフリカ (46.2%) の}II買であった。

ロそう思うロどちらとも言えないロそう思わない

一5本(236人) 21.5% 23.7¥. 48.7 
J 

j真字醤アジア(129人) 24.8% 202% 55，0% 

非漢字富アジア(125人) 23，2% 19~2% 57，6% 

欧米・オセアニア(31人) 45，21j 25~3% 29.0% 

中南米(23人) 21.7% 26，1% 522% 
γ 1 

30，0% 70，0告
干二

中近東(10人)

アフリカ(13人) 23.1% 30.8% 46，2% 

図4-1 私は陵妹な状況や予測不可能なことがあっても気にならない

2)社会生活を営む上ではできるだけ細かな規則やとりきめがあった方が

よい(不確実性回避強)<巨)(図4-2) 

肯定的傾向を示しているのは中南米 (78.3%)、中近東 (70.0%)、非漢

字国アジア (60.0刷、漢字国アジア (51.9%) で、否定的傾向は、欧米・

オセアニア (58.1%)、日本 (52.5%)、アフリカ (46.2%) の}II&であった。

3)私は常に忙しくしていないと気がすまない(不確実性回避強) <し〉

(図4-3) 

肯定的傾向を示したのは中近東 (60.0刻、漢字国アジア (49.6%)、中

南米 (39.1%) で、百定的傾向を示したのは日本 (64.6%)、殴米・オセア

ニア (54.8%)、中南米 (43.5%)、アフリカ (38.5%) であり、日本が否

定的傾向の筆頭であるのは、非常に面白い。時代も変わったものである 0

4)私は「自分とは異なるもの」に好奇心がそそうれる(不確実性自避

弱)<し>(図4-4) 

全ての地域で肯定的傾向を示している O 最も肯定的であったのは欧米・

オセアニア (93.5%) で、アフリカ (76.9%)、j英字国アジア (74.4%)、
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中近東 (70.0%)、日本 (65.7%)、非漢字圏アジア (56.8%)、中南米 (56.5%)

の顕であった。

日本 (236人)

漢字圏アジア(129人)

非理学冨7ジア(125人)

欧米・オセアニア(31人)

中南米(23人)

中近東(10人)

アフリカ(13人)

14.8覧

12.9% I 

30.8% 

ロそう思うロどちらとも言えない口そう思わない

32.6% 52.5% 

51.9覧 I 1U; I 

60.0% 23.2% 

29.0% 58.1% 

78.3% 

ノ 70.0%

23.1% 46.2% 

33.3% 

16.8% 

17.4% 14.31 

20.0% 

図4-2 社会生活を営む上ではできるだけ総か芯規則や

とりきめがあった方がよい

むそう思うロどちらとも言えないロそう思わない

日本 (237人)i 16.9覧 18.6九 64斜
L 

漢字圏アジア(129人)| 49.6覧 35.7% 

非j実字国アジ7(125A)i 29.6% 36.8% 33.6% 
L 

歌米ーオセアニア(31入)| 29.0詰

中衛米(23人) 39.1% 43.5覧

中近東(10人) 60.0覧 30.0% 
」

77州 3人)| 30.8% 30.8% 38.5 

図4… 3 私は常!こ忙しくしていないと気がすまない

2.2 地域別特徴

以上の結果から、 7地域で見られた価値観の特慨を以|ごにまとめる。

〈昌本〉

常に明確な言語表現を用いる必要はなしミ。しかし、対人関係の謂和を保

つためといって反対意見に対し直接対決をさけるべきではない。所属集団

への協力よりも自分自身のしたいことをする方に価値がある。 研究室の人
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日本 (236人)

漢字圏アジア(129人)

非道字国アジア(125人)

欧米・オセアニア(31人)

時米(23人d
中近東(10人)

アフリカ(13人)

日そう思う口どちらとも言えない口そう思わない

65.7% 

74.4% 

56.8% 

93.51覧

56.5監

10郎

76、鈴

23.7'， f1O.6百i

I 14.7% 1 10.9目i

32.0'， 

30.4% 

I 11.2% I 

品bj%

Eコ

図4-4 私は「自分とは異なるものJに好奇心がそそられる

開関係は研究そのものよりも優先されるべきである。指導教官は人格者で

あることを望んでいる。教官が研究に関して全主導権を持つことに対して

は再定的で、教官に従順であるべきとは思わないし、教官と研究上の意見

が合わなければ当然反論する。業績よりも自分の生活や家庭を優先するが、

最も優れた学生になりたいという気持ちもある。男はたくましく女はやさ

しくといった伝統的な男女の性別役割は受け入れられない。社会生活を営

む上で細かな規則や取り決めは必要なし、。予測j不可能なことも別に気にな

らない。常に忙しくしていたくはなしL 育った過程では内集団の影響を強

く受けたと思っている O

〈漢字国アジア〉

教育の目的は学習の仕方を学ぶことである。指導教官は人格者であるべ

きであるが、学生に対しては全主導権を持つことはゆるせないし、研究上

の意見が合わなければ当然反論する。対人関係では明確な言語表現を要求

し、反対意見には直接対決をする。研究室(多くは日本人)の人間関係よ

りは研究を優先するが、業績よりも自分の生活を優先させる。割合として

は少ないが、人間関係よりも金銭や物質が大切と考える者が他の地域より

も多い。 伝統的な男女の性別役割を好む。常に忙しくしていなければ気が

すまず、最も優れた学生になろうとする。成長の過程では内集団からの影

響が強い。

〈非漢字圏アジア〉

教育の目的は具体的事柄を学ぶことである c 指導教官は、学生の研究に
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全主導権をもつべきである。教官に対する学生の反論は好ましくないし、

学生は教官に対して従阪でなければならない。対人関係の調手11を重んじ反

対意見に対しては直接対決をさける。自分のことより所属している集団や

組織に協力することの方に儲値がある。自分と呉なるものには好奇心がわ

かなし、。他よりも抜きんでなくても平均的な学生であればよい。予測不可

能な事惑には不安を抱く O

く欧米・オセアニア〉

常に明確な言語表現を)fJいる必要はない。しかし、対人関係の調和を保

つためといって反対意見に対して電装対決をさけるべきではない。所属集

凶への協力よりも自分自身のしたいことをすることに価植がある O 指導教

官は人格者で、あることを望んでいる。教官が研究に関して全主導権を持つ

ことに肯定的な者と否定的な者が半々であるが、教官に従順であるべきと

は思わないし、教官と学関上の意見が合わなければ当然反論する。業績よ

りも自分の生活や家庭を優先するが、最も優れた学生になりたいという気

持ちはある O 社会生活をする上で細かな規則jや取り決めは必要なし、。自分

とは異なるものに好奇心がそそられるし、予測不可能なことも別に気にな

らない。伝統的な男女の性別役割は受け入れられなし、。常に忙しくしてい

ないと気がすまないということはない。

〈中南米〉

教育の目的は学習の仕Hを学ぶことである O 教官はその人格とは無関係

に事実を伝える専門家である。学生に対しては全主導権を持つことはゆる

せないし、教官に対して従昨夏であるべきとは思っていなし、教官と学問と

の意見が合わなければ当然反論しでもよいc 対人関係の調和を保つために

反対意見に対して直接対決をさけることには反対である。コミュニケー

ションには常に明確な言語表現をmいる必要がある。社会生活を営む上で

は細かな規則や取り決めがあった方がよい。業績を上げることよりも自分

の生活や家庭の方を優先する。伝統的な男女の性別役割は受け入れたくな

く中近東〉

教育の目的は具体的な事柄を学ぶことにある。教官はその人措とは無関

係に事実を伝える専門家である。指導教官は学生の研究に全主導権を持つ

べきであり、学生は教官に対して従順であるべきである。 日分自身のした

いことよりも所属集団に協力する方に価値がある O 対人関係で、は明確な言
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語表現を要求する。研究室の人間関係より研究そのものに{而佑がある。 qJ

近東の I:jJでは、最も優れた学生であるべきという価値観と平均的な学生で

よいとする価値観に分かれている。常に忙しくしていないと気がすまない。

予測不可能なことには気にならない。自分とは異なるものに好奇心がそそ

られる。

〈アフリカ〉

教官はその人格とは無関係に事実を伝える専門家である。指導教官は、

学生の研究に全主導権をもつべきであり、 は教官に対して従順である

べきである O 対人関係の調和を保つために反対意見に対して直接対決をさ

けるべきである O 自分自身のしたいことよりも所属集団に協力する方に倒

値がある O 対人関係では明確な言語表現を要求している。成長の過程では

所属している集団から強い影響を受けている。

3.おわりに

以上、留学生を 6つの地域に分け、日本人大学院生のデータとともに比

較検討してきた。結果の解釈には、日本の留学生の 9割がアジア諸国から

きていることから、この震間紙調査の回答者もアジア国が多く、他の 4地

域のサンプルが少ないことが制約としてあげられる。また、同一地域に分

類された国々にも独自の文化や価値観があり、個人差もあることから、上

述の特徴をそのまま個人にあてはめることはできないが、このデータから

は、官学生の出身地域別の教育の価値観ヤライブスタイルの文化差と、「留

学生」としての共通の価値観を示すことができた。

権力格差に関する項目では、権力格差が大きい社会に特般的な価値観の

場合、地域によって肯定的な回答と否定的な回答に分かれ、丈化差が大き

いことが示唆された。個人主義の次元で、も、肯定的な凶答と否定的な回答

に分かれている。男性らしさの次元では、男性らしさを特徴づける価倍観

に対して全ての地域で強し、否定的傾向を示したが、女性らしさを特徴づけ

る価値観では肯定と否定とに分かれた。不確実性Illi避の次元では、留学生

は全体的に不確実性回避が強い傾向を示したが、日本人大学院生は、不確

実性回避が弱い傾向を示している O

日本人大学院生の価値観は、欧米・オセアニアからの留学生の価値観と

非常によく似た開向を示していた。ホフステード(1980)がデータを収集

した 1世代前の価値観とは遠い、かなり個人主義的で「男性らしさ」が弱
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くなっている。 トリアンデス(1995) が「経済的に最かになるとより個人

主義になる」と指摘しているように、日本が経済的に豊かになったことも、

彼らが個人主義的な価値観を持つ原因のひとつにあげられよう。ここに示

された結果は、当時の「モーレツ社員」を反吠した「男性らしさが世界で

最も強い日本人J というイメージからはほど遠い。不確実性を回避する傾

向も弱くなっている。この傾向は、現在の若者のライフスタイルが、かつ

ての終身雇用からよりフリーターなどのように不定期で自由な雇用形態を

求めるものに変わってきていることにも現れている。

日本人大学院生と欧米・オセアニアからの留学生の価値観が近似してい

ることの理由のひとつに、欧米・オセアニアからの留学生の多くが、日本

学あるいは日本文化に関連した学問領域を専攻していることがあげられ

るO 彼らは一般的な欧米人に比べ、より日本的価値観を身につけているの

ではなかろうか。

漢字国アジアからの留学生は、権力格差の小さい価値観を持ち、直接的

で明確な言語表現を求めている。集団主義的な価値観はあまり認められな

かった。非漢字国アジア、中近東、アフリカからの留学生は集団主義的で

権力格差が大きい価値観を示していた。

今後は、価値観項目の精査と、留学生が少ない国々のデータを集積して

いく必要がある。また、価値観がそのまま日常的な行動に結びついている

かどうかに関してはこの調査では車り上げておらず、この点も今後の課題

として残っている O
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