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 11 管理運営 

 

＜はじめに＞ 

 大学の自治的運営の象徴のひとつは、教授会である。教授会の民主的な運営を図るために、

各箇所はさまざまな工夫を凝らしている。 

 民主的な運営の影響として、意思決定までに長時間を要するという実態もある。本学では、

関連する学部、大学院、研究所の系統全体の管理・運営上のさまざまな問題に柔軟に対応する

ため、この後述べるように、学術院を設置した。 

 

（教授会） 

ⅠＡ群 教授会の権限、殊に教育課程や教員人事等において教授会が果たしている役割とその

活動の適切性 

ⅠＢ群 学部教授会と学部長との間の連携協力関係及び機能分担の適切性 

ⅠＢ群 学部教授会と評議会、大学協議会などの全学的審議機関との間の連携及び役割分担の

適切性 

【理念・目的】 

 大学の管理運営において最も重要視されるのは、いかに民主的に意思決定がなされ、皆が納

得する結論によって組織運営がなされるかである。 

 なかでも、教授会は、大学の教育・研究上の重要事項を民主的かつ自治的に議決する機関で

あり、学校法人の経営者は、教授会の意思を尊重しながら、大学経営をすべきものと考えてい

る。 

【実態】【長所】 

＜学術院＞ 

 早稲田大学では、長い間、大学の大部分の専任教員は学部を本属とし、学部教授会を中心と

した組織運営がなされ、また、大学院、研究所、研究教育センターごとにも独立した意思決定

組織が置かれる状況にあった。 

 しかしながら、大学院の独立研究科の数が増えたことに伴い、専門職大学院を含めて大学院

本属の教員が増え、二階建て大学院においても学部中心の運営だけでなく、大学院教育の充実

化等が求められたことから、新たな教学の管理・運営体制が必要となった。 

 そこで、学部・大学院教育の強化および研究機能の強化を目指し、関連する学部、大学院、

研究所の系統全体の管理・運営上のさまざまな問題に柔軟に対応するため、2004年９月に、新

たに専任教員の所属する組織として系統ごとに学術院を設置した。 

 学術院、および各学術院を構成する学部、研究科、研究所の構成は、2005年度の場合、以下

のとおりとなっている。 

 

学術院 学部 研究科 系統独立研究科 研究所 

政治学研究科 
政治経済学術院 政治経済学部 

経済学研究科 
公共経営研究科 現代政治経済研究所 

法学学術院 法学部 法学研究科 － 比較法研究所 
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学術院 学部 研究科 系統独立研究科 研究所 

第一文学部 
文学学術院 

第二文学部 
文学研究科 － － 

教育・総合科学学術院 教育学部 教育学研究科 － 教育総合研究所 

産業経営研究所 
商学学術院 商学部 商学研究科 

ファイナンス研究科 

会計研究科 ファイナンス研究センター 

各務記念材料技術研究所 
理工学術院 理工学部 理工学研究科 － 

理工学総合研究センター 

社会科学総合学術院 社会科学部 社会科学研究科 － － 

人間科学学術院 人間科学部 人間科学研究科 － 人間総合研究センター 

スポーツ科学学術院 スポーツ科学部 － － － 

国際教養学術院 国際教養学部 － － － 

 

 学術院には、系統の大学院研究科、学部、研究所等の系統全体にかかわる意思決定機関とし

て学術院教授会が置かれている。同教授会は、以下の事項を決定する権限を持っており、系統

全体をとらえながら、十分審議を尽くせる体制となっている。 

 

①研究および教育に関する事項 

②学生の指導訓育に関する事項 

③学科課程および教育課程に関する事項 

④学生の入学、退学、休学、転科、転学および懲戒に関する事項 

⑤授業科目および研究指導の担当に関する事項 

⑥学生の試験、履修単位および卒業に関する事項 

⑦その他教務教則に関する事項 

⑧教員の嘱任、解任、進退その他に関する事項 

⑨学術院長候補者の選挙に関する事項 

⑩学術院を構成する箇所の箇所長の選出に関する事項 

⑪教授会の運営に関する事項 

⑫将来計画に関する事項 

⑬施設利用計画に関する事項 

⑭学術院に属する箇所の研究および教育に関する予算 

 

 また、学術院に属する学部、研究科、研究所にはそれぞれ運営委員会が置かれ、学術院教授

会の定めるところにより、上記の事項のうち当該箇所固有の案件については、それぞれの運営

委員会において機動的に意思決定することができるようにもしている。 
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＜学術院の役職者＞ 

 学術院の役職上の運営体制であるが、学術院には系統の統括者として学術院長１人が置かれ、

その補佐として、副学術院長および学術院長補佐が若干名置かれている。 

 学術院長は、系統の学部の学部長や、研究科の研究科長等も兼ねることが原則（副学術院長

が兼ねる場合もある）となっており、また、その他の学部等の役職者（教務主任等）について

も、学術院長補佐が兼ねることとなるため、学術院体制においては、系統についての一体的で

効率的な責任ある運用が行えるという長所がある。 

 

＜学術院長会＞ 

 複数の学部、研究科、研究所に影響する重要案件については、従来、学部長会、研究科長会、

研究所長会において審議されてきた。 

 しかしながら、学術院体制の発足により、それらの会議は必要に応じて開催することに変更

し、教学部門の最高意思決定機関として、以下のことを議論するために学術院長会を設置した。

このことにより、基本的に教学関連の意思決定については学術院長会で行われることになり、

意思決定の迅速性、効率性の向上に加え、それぞれの案件について、じっくり掘り下げて議論

できるようになったといえる。 

 

 

 また、学校法人としての意思決定事項のうち、教学に関する重要案件についても、決定の前

提として学術院長会の同意を得ることとしているし、学術院長は、学校法人の諮問機関である、

評議員会の構成者としなっており、法人部門と教学部門は、常に連携を図りつつ運営を行う状

況となっている。 

【問題点】【改善の方法】 

 以上のように、学術院体制の発足は、それまでの運営上の課題を解決するものと期待されて

いる。 

 しかしながら、発足してまだ１年であり、運用上旧来の運営体制を結果として引きずる部分

や、学術院体制にしても、まだ改善すべき点があると思われる。 

 現役職者の任期は、2006年９月までとなっており、その時点で、学術院体制第１期について

の評価を行い、第２期につなげていく予定である。 

 

（大学院の管理運営体制） 

ⅡＡ群 大学院研究科の教学上の管理運営組織の活動の適切性 

ⅡＢ群 大学院の審議機関（大学院研究科委員会など）と学部教授会との間の相互関係の適切性 

ⅡＢ群 大学院の審議機関（同上）の長の選任手続の適切性 

【実態】【長所】 

＜独立研究科運営協議会＞ 

①研究および教育に関する基本方針 

②教則、大学学則、学部規則、および大学院規則等の制定、改廃および運用に関する事項 

③大学の諮問事項 

④その他教務に関し必要と認められた事項 
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 前述のとおり、学部、研究科、研究所のうち、系統を形成する箇所については、学術院によ

りグループ分けがなされたが、その他の学術院に属さない５つの独立研究科（法務研究科、ア

ジア太平洋研究科、日本語教育研究科、情報生産システム研究科、国際情報通信研究科）につ

いては、基本的に従来の運営体制がそのまま残された。 

 しかしながら、各独立研究科の主体性を図りながら総合的な運営を図るため、2004年９月に

独立研究科運営協議会を設置し、以下の独立研究科に共通する重要事項について審議するこ

ととした。 

 

①将来計画等に関する重要事項 

②予算の編成方針等に関する事項 

③教員人事の基本方針に関する事項 

④自己点検および外部評価に関する事項 

 

 また、独立研究科運営協議会では、学術院長会の正規の構成員として、１人の独立研究科の

研究科長を選出することとしており、またその研究科長は、評議員会の構成員となるため、独

立研究科運営協議会が学術院的な性格をもっているといえる。 

 

＜独立研究科における研究科長の選出＞ 

 学術院に属する研究科においては、学術院教授会（教授会が、研究科長候補者の選出につい

て研究科運営委員会の議決をもって教授会の議決とすることとした場合にあっては、研究科運

営委員会）が、その学術院本属の研究科運営委員会の運営委員である教授のうちから１人の研

究科長候補者を選出することとなっているが、学術院に属さない独立研究科においては、研究

科運営委員会が、その研究科本属の運営委員である教授のうちから１人の研究科長候補者を選

挙する方法となっている。 

【問題点】【改善の方法】 

 学術院に属さない独立研究科が従来の運営体制となっていること、独立研究科運営協議会の

機能が発揮されているかということについても、現体制が発足してまだ１年という状況である。 

 これらの評価についても、学術院体制の第１期の評価を行う中で取り上げる予定である。 

 

（学長、学部長の権限と選任手続） 

ⅠＡ群 学長・学部長の選任手続の適切性、妥当性 

ⅠＢ群 学長権限の内容とその行使の適切性 

ⅠＢ群 学長と評議会、大学協議会などの全学的審議機関の間の連携協力関係及び機能分担、

権限委譲の適切性 

ⅠＢ群 学部長権限の内容とその行使の適切性 

ⅠＣ群 個性ある学長の募集・選任を可能ならしめるような学内的条件の整備状況 

【実態】【長所】 

＜学部長の選任手続きと学部長権限＞ 

 学術院体制に移行したことにより、系統の箇所長の選任については、まず学術院長の選任が

基本となった。 
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 規定上、学術院長候補者の選任は、学術院教授会における選挙によることとなっているが、

初代学術院長候補者については学術院成立前の選任となったため、「同一の学術院を構成する

ことが予定される箇所間の合意に基づき合理的な選出規定を定めた上で、それら箇所のいずれ

かを本属とする教授のうちから選出するものとする」という特例措置によった。 

 学部長の選任については、規定上「その学部が属する学術院の学術院長が教授会の承認を得

て推薦した候補者につき、大学が嘱任する」となっているが、系統における研究科・学部・研

究所の組織が一体的で効率的な責任ある運用を行う必要性があることから、原則として学術院

長が系統内の箇所長を兼ねるという申し合わせがなされており、現時点ではそのようになって

いることから、学術院の成立の趣旨が反映されているといえる。 

 また、学部長の権限の適切性については、より広い権限を持つ学術院長が兼ねているので、

本学の場合は、学術院長の権限の適切性として考えるのが適当である。 

 学術院長は、前述のとおり、系統の統括者であり、学術院に属する学部、研究科、研究所に

かかる重要事項を審議する学術院教授会を招集し、かつ議長となるため、学術院運営上におけ

る影響力は大きいものがある。 

 しかしながら、学術院の意思決定権限は、学術院教授会が持っており、これら学術院長の影

響力と学術院教授会の決定権限とのバランスの上に、学術院が運営されているといえる。 

 

＜総長が学長＞ 

 本学においては、総長制度を採用しており、選挙により選出される総長は、校規（寄附行為）

上「この法人の理事長とし、かつ、この法人の設置する大学の学長とする」と規定されている

ため、学長単独の選任手続きは存在しない。 

 また、大学学則を見ても学長の権限についての規定がない。このことについては、各箇所の

運営が、教授会といった箇所の意思決定機関において、民主的かつ自治的に決定され、学長と

いえども過度の統制は許されないという考え方に由来すると思われる。 

 学長の権限規定がないとはいえ、教学の最高意思決定機関とされる学術院長会は、「総長が

招集し、かつ議長となる」と規定されているため、大学運営にかかわる重要事項の審議につい

ては、学長のイニシアチブを担保しているともいえる。 

 さらに、総長という、学校法人の経営者と設置する大学の学長を兼務する役職がある以上、

両者の連携は十分とられる体制にあるといえる。 

 

＜総長選挙制度＞ 

 総長選挙において特徴的であるのは、連続３選が禁止される以外に、総長の被選挙資格に一

切の制限が設けられていないことである。したがって、本学の教職員等以外の者も、総長にな

ることが可能であり、制度的には極めてオープンなものといえる。 

 総長選挙は、以下の３段階にわたる極めて厳格な手続きを経て行われる。 

①総長候補者推薦委員会による総長候補者の推薦 

 総長候補者推薦委員会（以下「推薦委員会」という）は、信任投票および決定選挙に付すべ

き総長候補者を推薦することを目的として設置する委員会で、専任教職員（専任職員について

は年齢・勤続年数により若干の制限がある）および学外評議員のうちからそれぞれ投票によっ

て選出された委員によって構成される。 
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 審議手順としては、推薦委員会の下に置かれる５つの小委員会において総長候補者としてふ

さわしい者を審議し、最終的に推薦委員会における投票によって、上位５位までを総長候補者

として決定することになっている。 

②学生による信任投票 

 信任投票は推薦委員会が決定した総長候補者（辞退者を除く）一人ひとりについて、学部や

大学院研究科に在籍する学生がその候補者を信任するかどうかの投票を行うものである。管理

委員会はこの信任投票の結果を発表するとともに、信任しない旨の投票が在籍学生数の過半数

に達する候補者がある時は、その候補者について後述の決定選挙の候補者となるかどうかの意

向を確かめる。 

③決定選挙 

 決定選挙は、上記によって定まった候補者について、専任教員全員、年齢 30 歳以上または

勤続８年以上の専任職員全員および学外評議員等の校友の選挙人によって行われる。投票の結

果、投票総数の過半数の得票者が当選者となり、次期総長が決定する。 

 2002年度の総長選挙の場合、決定選挙人の人数は以下のとおりであった。 

 

区      分 選挙人の数 

専任教員 1,195 

勤続８年以上または年齢30歳以上の専任職員 687 

学外評議員 41 

評議員会推薦商議員 52 

早稲田大学校友会幹事である商議員 23 

早稲田大学校友会各道府県支部長・副支部長 78 

合       計 2,076 

※学外決定選挙人の数については、重複分を除いてある。 

 

【問題点】【改善の方法】 

＜教学部門における意思決定の迅速性＞ 

 大学の管理運営において最も重要視されるのが、いかに民主的に意思決定がなされ、皆が納

得する結論によって組織運営がなされるかであるとしても、一般的に、意思決定にかかわる人

数が多くなれば多くなるほど、意思決定までにかかる時間が長くなる傾向がある。そのことが、

大学を取り巻く社会環境が激しく変化する現在において、課題であることは否めないことであ

ろう。 

 学術院体制の構築は、今までばらばらに存在した意思決定組織を集約し、意思決定の迅速性

や効率性を高めるための第一歩となった。また、さらに迅速な意思決定のため、学術院よって

は、教授会付議案件を事前に予備審議する委員会を設ける等の工夫を行っているところもある。 

 しかしながら、そもそも重要度がそう高いとも思えない案件や、非常に細かな案件までも教

授会の議決を必要とする実態もあり、形式的すぎる面があることは否定できない。また、さま

ざまな課題を検討するため、教授会の下部に専門の委員会がいくつも設置され、必要以上に時

間と労力をかける傾向にあることも否定できないであろう。 
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 学術院設置の趣旨を踏まえて考えると、もちろん重要な案件はこれまでどおり教授会で行う

一方、ある一定の範囲においては、学術院長および学術院執行部に決定権を与え、より機動的

な運営が図られてもよいのではないだろうか。 

 そして、様子を見ながら、学術院執行部の権限の範囲を徐々に広げていくという試みがなさ

れてもよいと考えられる。 

 

＜総長の選出＞ 

 総長の選出については、選挙による極めてオープンな制度であると述べたが、問題としては、

選出までに非常に時間がかかるということである。 

 規定上は、公示から決定選挙までに 45 日以上の期間を設けることとなっているが、作業日

程も勘案すると、どんなに日程を短縮しても 45 日を下回ることはなく、2002 年の選挙につい

ては、72日（再投票が発生した場合は、87日間となる）がかかっている。 

 直接選挙制度である国政選挙とは単純に比較はできないが、国政選挙の場合、公示から投票

までの期間が２週間程度であると考えると、いかにも長いと感じられてしまう。 

 現行の総長選挙制度は、さまざまな議論を尽くした末、1994年に導入されたものであり、そ

の制度根幹の変更については、まだ時期尚早とも考えられるが、大学を取り巻く社会環境の激

変に対応していくためには、いずれその制度自体の検討に着手する必要があるかもしれない。 

 

（意思決定） 

ⅠＢ群 大学の意思決定プロセスの確立状況とその運用の適切性 

【理念・目的】【実態】【長所】 

本学の意思決定のプロセスは、理事長と学長を兼ねた総長を中心に、経営および学校法人の

業務執行を決するための法人部門の意思決定機構と、学校法人が設置する大学をはじめとする

教学機関において教学事項の業務執行を決定するための教学部門の意思決定機構の２つがあ

る。 

教学部門については、すでに多くを述べているので、ここでは、法人部門の意思決定システ

ムについて、説明することとしたい。 

【実態】【長所】 

 法人部門の意思決定のシステムについては、改正私立学校法の2005年４月の施行に合わせ、

意思決定機構の位置づけを一部見直した。その結果、理事会を「この法人の業務を決し、理事

の職務の執行を監督する」会議体と位置づけ、この法人の業務執行の責任を明確化した。この

ことに伴い、評議員会についても、学校法人早稲田大学寄附行為（早稲田大学校規）に規定さ

れている事項および本学校法人の重要事項のうち理事会において必要と認める案件について

審議し、理事会の提案に対し評議員会の同意の議決を経る会議体と位置づけ、理事会の業務執

行に対してのチェック機能を強化した。 

その他、理事会から決定権を負託された事項を審議し、業務の執行を決する学内理事会、法

人部門の各部門間の調整および主に職員組織、職員人事等職員にかかる案件を審議する部長会、

総長から指名された常任理事による常任理事の所管部門内の業務を決するための稟議決裁が

ある。 

【問題点】【改善の方法】 
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上記で述べた意思決定システムに従い、本学の業務執行が決されるが、課題もある。これま

で本学では、経営事項と経営方針に基づいた業務執行事項を切り分けずに、案件の重要度を尺

度として上記で述べた意思決定システムで審議していたが、国立大学の国立大学法人化や学校

法人の経営破たんがニュースで取り上げられることもある昨今においては、大学間の競争力を

高めるためにも、学校法人の健全な経営を確保することが私立大学において最も重要な事項の

ひとつであることは間違いない。本学としても、この点について、「学校の経営に関する事項」

と「経営方針に基づいた業務の執行に関する事項」を切り分け、意思決定の迅速化に向けての

権限の下位への委譲、法人部門と教学部門のさらなる連携など、既存の意思決定システム全般

の見直しを検討しており、新意思決定システムについては、2006年４月から、運用を開始する

予定である。 

 

（評議会、「大学協議会」などの全学的審議機関） 

ⅠＢ群 評議会、「大学協議会」などの全学的審議機関の権限の内容とその行使の適切性 

【理念・目的】【実態】 

本学における「評議員会」は、上述のとおり、学校法人早稲田大学寄附行為（早稲田大学校

規）に規定されている事項および本学校法人の重要事項のうち理事会において必要と認める案

件について審議し、理事会の提案に対し評議員会の同意の議決を経る会議体であり、いわば理

事会の業務執行についてのチェック機能を有している。構成員は、学術院長をはじめとする教

職員49人と本学の卒業生（校友）のうちから選挙等で選ばれた者42人で構成されており、総

長が招集する。 

また、総長から諮問された事項や全学的理解と合意形成を特に必要とする事項を審議する会

議体として、一般の教職員により構成する「全学審議会」を設置することがある。これまでに

第１次から第４次まで設置され、2001 年 10 月から約９カ月間にわたり設置された第４次全学

審議会においては、2004年９月から実施した学術院体制の基礎となる部分について、総長に答

申している。 

【問題点】【改善の方法】 

 2005年４月の私立学校法改正により、上述のとおり、評議員会を理事会に対するチェック機

能を有する会議体として新たに位置づけた。したがって、今後は学内の教職員のみならず、広

く学外の特に経営に関する有識者からの意見を求め、今後の大学経営のあり方を議論する場と

して機能させていく必要がある。 

 

（教学組織と学校法人理事会との関係） 

ⅠＡ群 教学組織と学校法人理事会との間の連携協力関係及び機能分担、権限委譲の適切性 

【理念・目的】【実態】 

 本学では、学校法人早稲田大学寄附行為第７条および第８条により、学校法人の理事長と設

置する大学の長（＝学長）を総長の職務としている。そのため、教学組織と学校法人理事会と

の間に一体性があり、円滑な学校運営を可能としている。また、総長の下、学校法人の経営･

運営に関する事項を審議する法人部門の意思決定機関と教学事項を審議する教学部門の意思

決定機関がそれぞれ設置されていること、および機能の分担、法人部門・教学部門それぞれの

意思決定システムの中で複数の会議体を設置し、案件の重要度に応じ権限を委譲していること
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については、前述のとおりである。なお、法人、教学両部門にそれぞれ設置された意思決定機

関の間においての連携は、法人部門の学内理事会と教学部門の教務主任会・学術院長会におい

て行っている。具体的には、法人部門と教学部門の合意が必要となる案件については、学内理

事会を窓口として、教学側に提案し、教学部門側の合意を得た後にこれを執行する、という流

れによっている。 

【問題点】【改善の方法】 

 理事長と学長を合わせて総長としていることは、一体性という意味ではその機能を十分に発

揮できるが、他方、総長１人にかかる負担が大きいことも事実である。先に述べたとおり、今

後の大学運営にとって「経営」という事項はこれまで以上に重要な要素となることから、理事

長としては、これまで以上に学校経営に関し、強力なリーダーシップを発揮することが求めら

れる。当然、学長としても、良質な教育研究活動をより充実させ、他大学にない独自性を打ち

出すために、これまで以上の職務の遂行が必至である。今後の課題としては、これまで混在し

ていた学校法人の経営に関する事項と設置した学校の運営に関する事項とを切り分け、経営に

ついてはこれまで以上に体制を整え、学校法人のポテンシャルを高めておくことが必要であろ

う。そのためには、意思決定システムや総長制のあり方も含め、あらゆる可能性を検討する必

要が生じることも視野に入れる必要がある。 

 

（管理運営への学外有識者の関与） 

ⅠＣ群 公・私立大学の管理運営に対する学外有識者の関与の状況 

【理念・目的】【実態】 

本学において管理運営に対する学外有識者の関与であるが、まず、理事については、学校法

人早稲田大学寄附行為第 16 条第１項第２号に「この法人の教職員でない者のうちから選任す

る者 ３人以上４人以内」と定められており、この規定に基づき、現在全17人の理事のうち、

４人が学外からの有識者として理事に就任している。また、監事についても、寄附行為第 27

条において「この法人の教職員または評議員でない者のうちから、評議員会の同意の議決

を経て、総長が選任する」こととしており、現在、寄付行為第25条に定める定員の２人の

２人ともが学外からの有識者である。このほかに、評議員も定員 91 人のうち、42 人を校

友から選出することとしており、広く学外からの意見を取り入れることに努めている。 

【改善の方法】 

 今後、大学間の競争が激化した際に重要となるポイントは「いかに健全な学校経営をし、良

質な教育研究環境を学生や研究者に整えるか」ということになろう。そのことについて、社会

の第一戦で活躍する学外有識者のもつ貴重な経験や実績に基づく発言は大変重要になってく

る。今後さらに積極的に学外有識者が学校運営に参画できるような体制の整備が必要である。 

 現実的に考えうる改善策としては、評議員会における、学外評議員の比率を高めるというこ

とがある。 

 

＜おわりに＞ 

 学術院の発足から１年半ほどが経過した。系統の一体的運用体制について、順調に体制

を形成しつつある学術院もあれば、旧来との運用体制の違いに、とまどいが残る学術院も
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あるようである。 

 学術院体制については、現役職者の任期が終了する時点で、何らかの評価がされるであ

ろうから、次回の大学点検・評価において、その後の経過を報告する予定である。 

 また、法人部門の意思決定のシステムについては、2006 年４月から新システムの運用を開

始する予定である。新意思決定システムについては、１年後に見直すことも予定されているた

め、次回の大学点検・評価において、その後の経過を報告する予定である。 

 


