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＜終章＞ 

Ⅳ 終章 

 

 今回の相互評価申請の報告書を作成するにあたり、本学の現状を広範な項目に照らして点検、

本学の長所と短所を可能な限り客観的、実証的に明らかにしてきた。以下に、これらを総括し、

今後の改善・改革の方向を見通すこととしたい。今後は相互点検評価の結果も踏まえ、本報告

書の各項目の改善・改革を着実に実施していく決意である。 

 

①大学の理念・目的について 

 本学は「学問の独立を全うし、学問の活用を効し、模範国民を造就するを以て建学の本旨と

為す」という建学の教旨に基づく、「学問の独立」「学問の活用」「模範国民の造就」という三

大教旨を建学の理念とし、その実現を今日まで図ってきた。 

 21 世紀を迎えるにあたり、本学は、建学の理念を再構築し、「グローバルな視野と高い志を

もち、ローカルでたくましい魂と行動力を兼ね備え、世のため人のため、自ら汗と涙を流す人

間を育成する」教育システムを確立する必要に応じ、2000年、「21世紀の教育研究グランドデ

ザイン」を策定した。「21 世紀の教育研究グランドデザイン」は、建学時の三大教旨を現在の

社会に置き換え、「学問の独立」は「独創的な先端研究への挑戦」として、「学問の活用」は、

「全学の生涯学習機関化」として、「模範国民の造就」は「地球市民の育成」として、新しい

本学の姿である「グローカル・ユニバーシティの実現」を目指し、これを第二の建学と称して

いる。 

創立 125 周年を迎える 2007 年度までに、そのための基盤づくりを達成する。重点目標とし

ては、①総合大学の強みを生かした教育体制の確立、②生涯学習社会への対応強化、③社会と

連携した研究開発と新産業の創出、④国際化と情報化の基盤強化、⑤構造改革の推進であり、

その具体的計画を、2001年度から着実に推し進めている。 

 このように本学は、アジア太平洋地域において存在感ある大学づくりを進めて、アジアの諸

大学との連携を深め、「アジア太平洋地域における知の共創」をスローガンに世界の大学と競

争あるいは協調する大学として発展することを目指している。 

 

②教育研究組織について 

 学部組織の今後の課題としては、より学生や社会のニーズに対応できる学部組織づくりが求

められている。本学では、2007 年には現在の理工学部および理工学研究科を３つに分割し、

より機動的に教育研究活動を展開できるよう現在学内で検討している。また、第一文学部、第

二文学部においても、それぞれの学部がこれまで担ってきた役割を見直し、新たな時代に対応

できるよう、学部の再編を行うこととし、2007 年度から文学部および文化構想学部として、

新たに発足することを検討している。 

 一方、大学院組織においては、学部との連携の強い系統大学院（いわゆる二階建て大学院）

や学部組織との連携のない独立大学院の充実に加え、専門職の育成を目的とした専門職大学院

も充実・整備を行った。今後は、各大学院における点検・評価を行い、その結果を踏まえ、大

学院間において教育研究目的の類似する分野の整理・見直しを行うことを検討している。この
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ことにより、各大学院の独自性や特色をより明確に打ち出し、活発な教育研究活動を展開する

ことに期待する。 

 

③教育内容・方法等について 

 本学では、2000年に「21世紀の教育研究グランドデザイン」を策定し、特に学部教育では、

グランドデザイン策定を機に大胆な見直しを進め、徹底的に「教育のオープン化」を図り、改

めて本学の強みである「総合力」「多様性」「伝統」を最大限に生かした教育を推進している。

具体的には、日常の授業の充実を重視し、新しい教養教育の構築、少人数授業の拡大と学生主

体の教育の実現、学部の専門教育とそれを補完する全学共通教育体制の連携などを目標に、全

学部が不断の努力を重ねている。 

本学は、2004 年度に国際教養学部を新設し、現在 11 の学部がある。それぞれの学部が、そ

の教育目標や専門分野の特長に従い、専門教育や教養教育、外国語科目の指定科目や卒業必要

単位数などのカリキュラム、また履修年次や年間上限単位数など詳細な履修条件を定めている。

また、履修方法については、入学時、科目登録時など折に触れ、ガイダンスや登録相談会など

を通し、学生に十分理解できるよう説明を行っている。 

 さらに、全学部生対象の共通教育として、教養教育を推進するオープン教育センター、情報

教育を提供する MNC（メディアネットワークセンター）を中心に、全学の組織から提供される

「オープン科目」があり、学生の関心に応じ、多様な学習が可能な環境を整備している。 

「オープン科目」の展開により、学生が教養教育に対する関心を高め、大学教育を積極的に

活用するようになったことは高く評価されている。「教育のオープン化」が日常的となった今、

学生自身が学部や大学といった組織の枠にとらわれず、自らのテーマを追究しようとする行動

力や活気を広く持つようになった。 

現在、学部教育における教養教育と共通教育との連携について、全学で再検討を行っている。

今後は学部の専門性をより明確化し、その一方で専門によらず大学生が共通に身につけるべき

知識は全学共通科目として設置していく方針である。 

また学生の高い学習意欲に応えるために、一層オープン科目の質量を充実させるとともに、

より希望の高い科目などに対しては、書類や面接による選考や前提学習を義務づけるなど、学

習意思の明確化を学生に問うような登録方法を拡大することを検討している。 

授業改善のために学生の声を聴く取り組みは、伝統的に個々の教員によって行われてきてい

た。2001年度からは、大学全体として学生の授業に対する意識の把握や授業形態別などの比較

検討をするために、大学統一項目による「学生による授業評価」を開始した。2001年度当初は、

講義科目、演習科目、外国語科目の３授業形態別に分けたマークカード形式で実施したが、2004

年度からウェブ方式となった。現在は、全学共通設問７項目に加え、学部共通設問、教員設問

が設定でき、学生の自由記述欄も用意されている。 

集計結果は教員にフィードバックされ、教員の判断で学生への公開が簡単にできる仕組みと

なっている。また教員から履修者に対して、授業評価結果に対するコメントを公開する機能も

持ち、単に授業評価を行うだけでなく、教員と学生の双方向コミュニケーションを図るツール

として活用することができる。 

改善の方法としては、学生による授業評価の全科目実施と学生への結果公開を目指す。現在

のウェブによる授業評価と公開シラバスの両システムを連携させ、学生の科目登録時の一情報
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として参考できるようリンクする。さらに評価結果などから、授業改善を目指す教員に対し十

分なサポート体制や研究相談グループを整備する総合的な体制整備を進めていく。 

 本学は「21世紀の教育研究のグランドデザイン」を策定し、その改革の重点目標のひとつと

して、大学院教育の充実を掲げている。具体的には、グローバルなレベルから地域社会の運営

に至るまで、その一層の高度化に指導的役割を果たせる専門職業人の養成に対する課題への取

り組みであり、より高度で複雑化した国際社会の多様な要請に応えるため、新領域における独

立研究科や高度職業人養成のための大学院教育を充実させるとともに、既存の二階建て研究科

における研究者の養成と合わせて、大学院の役割を明確化し、大学院における一層の教育研究

の充実をはかっている。多くの専門職大学院は開設したばかりであり、人材養成に対する評価

はこれからのこととなるが、研究者養成を主たる目的とする研究科においては、修士課程の学

生数や、博士学位の取得者も増えており、人材養成の点で着実に課題を達成しつつある。 

 

④学生の受け入れについて 

本学は 2000 年度に入学センターを設置し、これまで学部・大学院を中心に企画・実施して

きた入学試験にかかわる業務を総合的に管掌し、入試制度の改革や学生募集の企画および調整

を行うとともに、入試実施体制や環境の整備、具体的には業務の共通化、効率化を図ってきた。  

特に学部入試に関しては、各学部の教務主任で構成される全学入試委員会の合意の下に全学

的な観点から連携･協力して入試企画、制度改革等を実施し、一定の成果を挙げている。 

大学院入試に関しては、入学センターは各大学院の学生募集、広報活動を支援しているが、

グランドデザインで目指す学生リクルートの効率化などについては全学的な体制を構築する

までには至っていない。 

本学では 2000 年のグランドデザイン策定、入学センターの設置と前後して、大学入試セン

ター試験を利用した入学試験の導入をはじめ各種推薦入学制度を充実させるなど、さまざまな

改革を進めてきた。このように入試制度を拡充し、多様な学生を確保する一方で、いくつかの

課題が指摘されている。各学部を中心に取り組むべき事項のほか、全学的な体制で臨むことに

より一定の効果が期待できるものがあるからである。 

全学入試委員会を中心とした入試制度改革を進めることを前提に、特に 2006 年度以降の課

題としては、18歳人口が減少する中で一定の質を維持しつつ受験生を確保するために、学部の

アドミッションポリシーと選抜方法、入学後の学業成績との関係を整理し、その成果を検証す

る必要がある。社会的な動向や各種の入試制度による受け入れ定員のバランスにも配慮しつつ、

受け入れ方針を見直したり、受験生、高校、保護者等、各層に対する明確な情報発信をしてい

く必要がある。 

定員管理については、入学手続き状況により変動する要素があるが、2006年度からは一部の

学部において補欠合格者制度を取り入れることが決定しており、過去の手続き状況や教員対学

生の比率等を勘案しつつ、より精度の高い適正かつ安定的な学生確保を目指して定員管理を行

う。 

大学院の新設・再編等に際しては、学術院長会での協議をふまえ、最終的に理事会決定する。

私学としての経営的観点にも配慮しつつ、本学の特色を一層発揮できる分野を軸として大学院

を拡充することにより、大学全体の中長期的な展望に立った人材育成を図っている。 

本学では、各研究科が主体となり入学センターが支援する形で学生募集、広報活動を行って



Ⅳ－4 

いる。入学者の選抜は、各研究科等に委ねられているが、一般入試を行うほか、多様な制度に

より選抜を行っている。 

2005 年５月現在の留学生数は、修士課程・専門職学位課程では 691 人、博士後期課程では

303 人に及び、その他科目等履修生等を含めると大学院全体では 1,155 人となっており、なか

でも中国、韓国などアジアからの留学生が多くを占めている。外国人留学生の受け入れ数にお

いては主要大学の中でもトップクラスとなっている。 

2007年には理工学研究科および文学研究科の再編が予定されているが、今後もグローバル化

した社会の動向を見据えて各研究科の見直しを行うとともに、全学的により質の高い学生を確

保するため、例えば学部・大学院間の連携強化を図り、カリキュラム上もわかりやすい形で提

示するなどの工夫が求められる。さらに大学院のもつ人材養成機能の強化を図っていくために

も、各研究科の理念や目的・機能の明確化、それぞれがどのように異なっているか、あるいは

学部段階の教育との関係も含めた実際の指導育成、学位授与へのプロセス修了後の姿を明らか

にし、各研究科（専攻）が特色に応じてどのような人材を受け入れ、育成するか、個性が発揮

されるよう教育研究面でもさらなる工夫が必要である。 

 

⑤教員組織について 

本学では、建学の理念の下、本学がこれまで担ってきた役割を継承・発展させるため、総合

大学としての強みを生かしながら、大学の最も重要な人的資源である教員のより合理的・有機

的な配置を行い、新時代に対応した活力ある教育研究を創造しうる大学システムの構築に積極

的に取り組んいる。 

本学では従来、学部、研究科、研究所は独立した機関として位置づけられていたが、系統内

の学部教育、大学院教育、研究機能の一層の強化を図るため、同一系統ごとに学部、研究科、

研究所を一体化した学術院を 2004 年９月に発足させた。また、学術院体制の発足に伴い、教

学会議体についても見直し、一層の機動的、効率的な審議を行うため、大学全体の教学会議の

最高意思決定機関として、「学術院長会」を設置している。 

今後の教育研究体制のさらなる活性化を図るためには、現行の教員制度に加え、積極的に若

手教員、若手研究員を雇用し、輩出していく制度を検討することにより改善を図らなければな

らない。 
本学では、本部事務組織として研究推進部を設置し、研究体制の整備、研究推進および研究

支援の企画、産学官連携推進の企画、研究戦略会議の運営、または全学の研究情報の収集、管

理、発信に努め、研究活動の支援を行っており、全専任教員の業績や専門分野等を掲載する「研

究者データベース」を公開している。頻繁に更新され教育研究成果に関する情報を積極的に公

開することが社会還元につながり、教育研究活動についての社会的評価を受けることになる。 

今後、常に最新の情報が公開されるよう支援体制を検討し整備する必要がある。 

 

⑥研究活動と研究環境について 

大学における研究活動は、大学の主たる目的である教育活動と両軸をなすものである。特に

早稲田大学においては、教育を中心とした大学でありながら、世界に誇る研究大学としての特

徴も掲げていくことを大きな理念としている。したがって、教育と研究を連動させつつ、次世

代を担う若者を国際社会に輩出し続けるという誇りと決意の下に、それを可能にするための環
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境をできる限り整えていかなければならない。 

近年、国は「科学技術創造立国」を旗印として各種の助成事業を展開し、文部科学省を中心

に競争的研究資金の拡充によって、卓越した研究拠点の育成を推進している。こうした状況の

中で、本学としては、優れた研究大学としての体制を整え、国からの補助事業の受け皿ともな

りうる研究組織を充実し、民間を含む大型研究資金の導入をより活発化させることで、今後も

研究活動の格段の充実を図っていくことが大きな課題となっている。 

学生からの授業料収入等には過度に依存することなく、研究体制を充実させるためには、外

部資金獲得にかかる部局の強化はもとより、学内に競争原理を導入し、研究者一人ひとりがそ

の研究活動や成果によって正当に評価され、研究費の適正な配分を受けるようにしなければな

らない。この基盤となるシステムのひとつが、まさに大学の教育研究の点検・評価体制であり、

本学は従前も行ってきた点検・評価のためのシステムを、より組織的かつ効果的に再構築する

必要がある。 

研究活動の活性化と研究環境の充実は、本学の教育研究の強化・高度化を通じて、世界人類

への多大なる貢献につながると確信している。当面は、研究所等の再編、研究員の増員配置、

産学官の連携強化、プロジェクト研究所の活用、インキュベーション・オン・キャンパスの推

進、教員の兼業等のシステムの構築、などの課題に沿った研究環境の充実を進め、早稲田大学

が世界のオピニオン・リーダーとして教育研究を主導するための体制づくりを行っていく考え

である。 

 

⑦施設・設備等について 

 本学は、たゆまぬ教育研究の発展ために、創立以来の各周年事業を大きな節目として、キャ

ンパス諸施設の拡充、整備を重ねてきた。今後も西早稲田キャンパスを核として、各キャンパ

ス内の施設の再整備、キャンパス間の連携を強化するとともに、変化する時代のニーズに対応

できるよう整備を継続していく。 

本学は大小含め、約 200ha 余の土地、延べ床面積約 50ha 余の建物をキャンパス施設と

して有している。このうち、中心キャンパスである創立当初からの拠点、西早稲田および

同周辺（主として社会科学・人文化学系各学部、大隈講堂、中央図書館、研究開発センタ

ーなど）と、戸山（文学部等）、大久保（理工学部等）の各キャンパスは、相互に近距離の

徒歩圏内に位置する。実態として、５万人もの学生、教職員が利用するには狭隘ではあるが、

それぞれ活気のあるキャンパスとなっている。これ以外に、近郊に東伏見、所沢、上石神井な

どのキャンパス、上井草校地（大学所有地で授業を常時行わない敷地）がある。 

また、中心キャンパスから新幹線利用で約１時間の距離には約 86ha の本庄キャンパスがあ

り、かつては附属高等学院等の施設があるのみであったが、1999年に早稲田リサーチパーク基

本構想が策定され、2002年 10月から、そのための施設の建設がなされた（1-3.参照）。遠隔地

としては、これ以外に軽井沢、松代、菅平、鴨川などに校地がある。今後は、これらのキャン

パス自体のさらなる活用、遠隔講義、同会議などによるキャンパス間の連携が求められている。 

 上記のほか、北九州、つくば、川口、西早稲田界隈などでも、前提条件などに差異はあるに

せよ、同様に借用の事例があり、自己所有施設を補完する機能を果たしている。 

情報基盤整備については、本学は、急速に進展する情報技術の教育・研究・事務への積極的

活用により、21世紀の早稲田大学にふさわしい「教育研究スタイルの質的変革」を目指し、情
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報化に関する長期９カ年計画（早稲田大学情報化推進プログラム）を策定している。1995年に

策定された情報化推進プログラムは、第I期（1997～1999年度：５万人の学生教職員が利用で

きる情報環境の整備）、第Ⅱ期（2000～2002 年度：情報環境を活用した教育研究スタイルの変

革）、第Ⅲ期（2003～2005 年度：グローカルユニバーシティの実現）の実施計画で構成され、

教育研究を支える情報基盤は本プログラムに沿って整備してきた。 

とりわけ、第Ⅲ期実施計画では、６カ年の成果を踏まえたうえで、従来計画の延長や拡大発

展型ではなく、総合大学としての特色や強みを最大限に生かした総合的なアプローチと発想の

飛躍が必要との認識から、単に手段としての「情報化推進」にとどまらず、「国際化」と「学

外連携」についてもより一層先進的、有機的に取り組むものとし、目標を実現するための情報

基盤を整備してきた。 

 本学では、学生のコンピューター利用環境として、MNC コンピューター教室・自習室、学部

共通端末室、マルチメディア教室を設置している。この中には、24時間利用できるコンピュー

ター自習室もある。主にコンピューターを用いた授業で利用されるコンピューター教室におい

ても、授業以外の時間は全学生がオープン利用できることを原則としている。 

また、情報化推進プログラム第I期（５万人の学生教職員が利用できる情報環境の整備）に

基づき、1997年度よりマルチメディア教材を利用した授業展開を可能とすべく、一般教室、演

習室等のマルチメディア関連設備の整備を進め、全キャンパスの一般教室においてはほぼ整備

が完了している。 

 

⑧図書館および図書・電子媒体等について 

 1980 年代後半より本学創立百周年記念事業の展開に伴い、1987 年には所沢キャンパスに所

沢図書館を設置、さらに 1991 年には西早稲田キャンパス安部球場跡地に総合学術情報センタ

ーが竣工し、新中央図書館が開館した。これに続く西早稲田キャンパスおよび戸山キャンパス

の再整備により、高田早苗記念研究図書館、戸山図書館が開設され、これらの図書館施設の新

設・再整備により、すでに組織的な整備の進んでいた理工学図書館を合わせて、旧図書館施設

（２号館）より総合学術情報センターに移転した中央図書館を中心として、それぞれのキャン

パスに学習・研究図書館機能を併せ持つ図書館群が形成されることになった。すなわち、全学

の共通施設たる総合図書館である中央図書館をハブとして、人間科学部（所沢キャンパス）、

文学部（戸山キャンパス）、および理工学部（大久保キャンパス）には各々の学生読書室、教

員図書室のサービスのすべてを統合したキャンパス図書館が、また、西早稲田キャンパスには

所在する５学部および系統箇所の教員図書室のサービスの一部を統合した高田早苗記念研究

図書館（２号館書庫部分）が成立することになった。 

 本学が全体として所蔵する図書館資料は、中央図書館における国宝、重要文化財に指定され

た貴重書コレクションをはじめとして図書450万冊余、学術雑誌２万種に及ぶが、これら所蔵

資料は、上で述べた「分散」型図書館システムによって全学の構成員の利用に供されている。

また、図書館資料の収集にあたっては、図書館、図書室の設置母体によって概ね委員会組織が

設置され、収集のための意思決定が行われている。 

一方、1987年より整備に着手した本学学術情報ネットワークシステム（WINE）は、中央図書

館およびキャンパス図書館、学部等が設置する学生読書室等が所蔵する図書資料のほぼすべて

を網羅する図書所蔵目録データベースとしては、全国でも有数の規模にまで成長している。 
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 地域開放については、中央図書館、キャンパス図書館を中心として所属する機関の紹介状持

参を条件としながらも年間５万余りの研究者、市民を受け入れている。また、所沢図書館にお

いては、キャンパスが所在する所沢市と周辺自治体との覚書により市民の利用を認めている。 

 

⑨社会貢献について 

時代は NPO 法人や CSO（市民グループ）の活躍が期待される状況を迎えている。本学の三大

教旨である「学問の独立」「学問の活用」「模範国民の造就」のうち、後者２つに関しては「大

学としての社会貢献」「国際社会に貢献できる人材の育成」を目指すと解釈できる。建学の精

神を実践する新たな場として、また大学の伝統とボランティア活動の実績、そして社会の要請

を背景として、本学は2002年４月に平山郁夫記念ボランティアセンター（以下、WAVOC）を設

立した。WAVOC は、大学の知的・人的リソースを最大限に活用しながら、現代の教養でもある

ボランティア活動を広く国内外において展開し、行動する国際人の育成を目指している。 

WAVOC の組織の最大の特徴は、大学自身が主体者となって積極的に社会貢献をすることにあ

る。現職の総長が所長となり、自らリーダーシップを発揮して、全学的に活動を推進して

いる。 

本学は、建学の精神の中に、「教育」「研究」と並び、「社会貢献」に努めることが大学の使

命であると謳っている。建学以来、日本のシンドラーと呼ばれた杉原千畝や、2003年にイラク

で凶弾に倒れた外交官、奥克彦などに象徴されるように、国際的な社会貢献活動に心血を注ぐ

個人や団体を輩出してきた。平和への希求に対する思いは特に強く、学生の意識も高い。 

 

⑩学生生活について 

本学の奨学金制度は、本学が主体的に原資調達や運営等を行う学内奨学金と、外部からの委

託に基づく学外奨学金から成り立つ。前者を代表するのが、育英（褒章）的な大隈記念奨学金、

大隈記念特別奨学金と、奨学（経済支援）的な小野梓記念奨学金であり、後者には、国の奨学

事業である日本学生支援機構奨学金（旧日本育英会奨学金）をはじめとして、企業や個人など

が母体となって設立した公益法人等による民間団体奨学金、さらに自治体による地方公共団体

奨学金がある。2004年度においては学部全体（１～４年生）の奨学金受給者数は１万1,269人

であり、これは奨学金を希望する学生の約 90％に上っている。また、奨学金受給者の約 22％

が２種類以上の奨学金を受給していることからも、本学の奨学金制度は充実しているといえる。 

大学院生の奨学金制度の概要は、学部学生と同様であるが、2004年度における奨学金受給者

数は3,411人であり、これは奨学金を希望する学生の約90％に上る。また、奨学金受給者の約

32％が２種類以上の奨学金を受給していることからも、本学の奨学金制度は充実しているとい

える。 

学内奨学金の拡充については、これまで経済支援を中心とした数々の取り組みを積極的に行

ってきたが、最近では、経済支援にとどまらず、努力している優秀な学生のための育英的奨学

金制度の充実に向けた改革にも取り組んでいる。さらに、日本人学生のみでなく外国人留学生

に対する奨学金の拡充にも努めている。 

 学生の進路・就職支援（キャリア支援）は、キャリアセンターが中心となって行っている。

キャリアセンターは、従来の就職支援に加えて、低学年時から問題意識、目的意識の醸成を図
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り、常に自らの判断で未来を切り開き、主体的に人生を形成（キャリア形成）することができ

るように支援している。 

 本学は、教育と学生生活の２つを融合させてこそ、人間形成およびキャリア形成が確立でき

ると考えている。学部で良い教育を受け、充実した学生生活を送ることが重要である。その過

程の中で、学生は自ら探求し、生きていく力を育んでいくことにつながる。これこそが本学の

キャリア支援のあり方であり、その有効性を高めようと努力している。 

 

⑪管理運営について 

 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る。 

 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。 

 学術院には、系統の大学院研究科、学部、研究所等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、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。 

 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、当該箇所固有の案件については、各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。 

 学術院体制の発足により、教学部門の最高意思決定機関として、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。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。 

 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。 

 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。さらに、総長という、学校法人の経営者と設置
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する大学の学長を兼務する役職である以上、両者の連携は十分とれる体制にあると言える。 

 総長の選出は、選挙という極めてオープンな方法で行われるが、選出までに非常に時間がか

かるのが難である。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

たものであるが、根幹の変更は時期尚早と考えるが、大学を取り巻く社会環境の激変に対応し

て、制度に関わる検討がいずれ期待される。 

 学術院設置の趣旨を踏まえて考えると、重要な案件は教授会で行う一方、学術院長および学

術院執行部が一定の範囲で裁量する権限を持ち、より機動的な運営を図ることも期待されてい

る。 

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

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。 

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いる。 

 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。 

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。 

 

⑫⑮財務と情報公開について 

本学は、2000 年度に「21 世紀の教育研究グランドデザイン」を策定し、新たな教育研究ニ

ーズに対応できるような教育研究環境を構築することとした。このグランドデザインでは学

部・大学院の新増設や教育研究の諸改革が盛り込まれている。これらの諸事業を推進するため

には、多額の資金が必要となるが、過去の財政運営の経験に鑑みて借入金に依存せず、自己資

金で賄うこととした。 

自己資金の捻出については、補助金や寄付金、研究費等の外部資金の積極的な獲得、遊休資

産の売却等収入の確保に努めるとともに、支出面では既存経費の厳しい見直しを行うこととし

た。このような積極的な事業展開に要する資金を、自己資金で賄っていくためには、財政に対

する教職員やステークホルダーの理解と協力が必須である。その前提として、教職員やステー

クホルダーに財政に対する理解を深めてもらうという目的で財務情報の積極的な広報活動を
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行うこととした。 

上記の既存経費の見直しについては、毎年の予算編成にあたり、新規事業を含め自己資金で

賄う予算配分を基本とし、経常予算については毎年マイナス５％シーリングを行うこととした。 

なお、2001年度予算からは、「21世紀の教育研究グランドデザイン」に基づく教育研究環境

の整備事業に重点的に予算を配分しており、これらの予算執行状況については、収支状況や適

正化を財務部で分析している。 

監査面においては、監事監査、監査法人による会計監査および本学独自の内部監査を実施し、

相互の連携によって大学全体の監査体制を整備し、予算執行の妥当性を検証している。 

このように、長所としては、教育研究面では学部・大学院等の新増設をはじめとして、ソフ

ト、ハード両面にわたり教育研究環境の整備・充実を大きく促進することができた。また財政

面では、経費削減への取り組みや遊休資産の売却、学生生徒等納付金の増収や外部資金の獲得

等により、多額の設備投資資金等を借入金に依存せず、自己資金で賄うことで諸事業を実施し

て大学財政を大幅に悪化させることを回避し、併せて借入金残高を削減していった。 

これまでの財政健全化運動の長所としては、教育研究環境を整備しながらも財政状況が有利

子負債の圧縮とともに徐々に改善したことである。特に 2000 年度以降は、教育研究環境を充

実させるため、収入の多様化を図り、支出面での見直しを強化した。また、将来の教育研究の

拡充に備え、第２号基本金の蓄積と引当資産等の拡充を行った。 

財務内容の改善は当面の新規事業が一段落する 2008 年度以降に先送りせざるをえないが、

引き続き経費削減や借入金残高の圧縮等の財政健全化運動を継続し、新規事業財源の自力捻出

を推進して可能な限り毎年の消費収支状況を大幅に悪化させないように財政運営を行う方針

である。 

外部資金等については、施設・設備の整備については積極的に補助金等の獲得を目指し、国

や地方公共団体から補助金を獲得してきた。特に、新規に立ち上げた大学院独立研究科の母体

となる研究所、研究センターについては、社会の最先端の教育研究を実施するためにも、国や

地方公共団体等の公的機関や企業からの研究資金を積極的に獲得してきた。 

加えて、研究資金についても外部資金を積極的に獲得するとともに、競争的研究資金の獲得

により配分される間接経費についても年々増加してきている。 

改善の方法としては、外部資金獲得のための業務体制の整備に取り組み、寄付金等の獲得強

化に向けて努力する方針である。また、大学改革の推進にかかる特色ある補助事業を拡充し、

経常費補助金の特別補助の獲得を目指す方針である。さらに、収入が伸びない財政構造の中

で資金運用の重要性がますます高まっており、運用資金を拡大し資金運用力を強化していく方

針である。 

 財政公開については、本学では、教職員をはじめ拡大するステークホルダーに財政情報を公

開し、大学の現状への理解と財政改革に対する協力を得ることを目的に、情報量と情報媒体の

拡充を図る方針で臨んできた。 

 

⑬事務組織について 

 本学においては、理事会が大学の意思決定機関とされており、理事会において教学および経

営に関する重要事項を審議・決定している。理事会に提出する案件は、当該事務組織を所管す

る理事の指揮・命令の下、事務組織において情報収集、企画、立案、資料の作成等を行ってい
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る。事務組織において企画、立案した事項は、事務組織の部長級管理職で構成される部長会に

おける事前審議を経て、理事会において審議される。 

 他方、理事会で審議・決定する事項のうち、教学に関するものについては、学術院長会、教

務主任会等の教学会議の了承を得ることが必要とされている。この教学会議において、各教学

機関の代表者（学術院長等）と理事会の意見が調整され、それぞれの意思が反映された意思決

定が行われている。 

 理事会、部長会、教学会議がそれぞれ、機能と権限を果たしつつ、これらの会議を仲介とし

て、事務組織と教学組織の一体的な連携が確保されている。 

 本学においては、従来原則として、学部、研究科、研究所、研究センターごとに事務所を設

置する「１箇所１事務所体制」をとってきた。最近では、西早稲田以外のキャンパス（大久保、

所沢、戸山）において、それぞれのキャンパスにおける個別の事情も踏まえつつ、事務組織を

キャンパス単位で統合する改革を実施している。限られた資源の中で、学部等における事務所

の企画立案機能や学生サービス機能を充実していくためには、戸山、大久保、所沢キャンパス

において実施しているような、キャンパス単位の業務の統合を一層推進し、業務の効率化を進

めていく必要がある。 

 

⑭⑮点検・評価と情報公開について 

 1991年の大学設置基準の大綱化と同時に自己点検・評価の実施が必須となった。本学におい

ては1999年 11月に、教育研究を自主的に改革し、その一層の充実と発展を図ることを目的に

「大学点検・評価委員会」を設置し、４年ごとに自己点検・評価、第三者による検証を実施す

ることとした。 

 第１回の自己点検・評価は、2000 年度を対象に 2000 年 10 月から 2001 年３月にかけて、本

学独自の自己点検・評価を実施し、その結果を2001年６月に本学ホームページに掲出した。 

 自己点検・評価の終了後、続いて、広く学外から第三者評価委員を選出し、2001年７月から

2002年１月にかけて第三者評価が実施された。選出された学外の第三者評価委員の専門は多岐

に及び、それぞれの視点から的確な評価が報告され、本学における第１回大学点検・評価を終

了した。その結果は「自己点検・評価報告書 －総括集―」と合わせて、2003 年１月に本学ホ

ームページに掲出し、広く学外に公表する運びとなった。 

 本学における第２回大学点検・評価は、当初2004年度の実施が検討されていた。しかし、

2004年４月より、大学点検・評価にかかる学校教育法が改正され、第三者評価が法令により義

務づけられ、国の認証評価機関による審査を、大学全体として７年以内ごと、専門職大学院は

５年以内ごとに受けることとなった。 

 なお、2005年３月、「2000年度自己点検・評価報告書 －総括集―」の数値データを見直し、

報告書の更新作業を行った。 

 本学においては、2005年度に大学基準協会の指定する評価項目に従って、自己点検・評価を

実施、2006年度には、同協会における認証評価を受けることを決定した。このことにより、前

回の本学独自の点検・評価項目からは外れていた法人部門、および教育研究を統括する教務

部・研究推進部の点検・評価、また、大学全体としてまとめる部分についても、点検・評価の

必須項目として実施することとなる。 

 自己点検・評価の報告を基に認証評価が実施される運びとなるが、その講評に基づく改善方
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策・成果は、次回以降の認証評価における重要な評価項目となっている。今後は、その評価を

真摯に受けとめ、全学的に改善を進めることができる委員会、組織等の設置検討が望まれる。 

 

 本学は、2007年の創立125周年を「第二の建学」と位置づけ、社会的な要請に応える形で改

革を推進してきた。本学は、アジア太平洋地域における存在感ある大学づくりを進めて、アジ

アの諸大学との連携を深め、「アジア太平洋地域における知の共創」をスローガンに世界の大

学と競争あるいは協調する大学として発展することを目指している。 

 2007年には現在の理工学部および理工学研究科を３つに分割し、より機動的に教育研究活動

を展開できるよう検討している。また、第一文学部、第二文学部においても、それぞれの学部

のこれまで担ってきた役割を見直し、新たな時代に対応できるよう学部の再編を行うこととし、

2007年度から文学部および文化構想学部として、新たに発足することを検討している。 

 こうした取り組みに代表されるように、本学は、点検・評価活動への取り組みを通じて、理

念・目的を確認しつつ、これからも社会、時代の要請に対応した改善・改革を推進していくも

のである。 

 


