
「戦争のできる国」づくり阻止の闘い～もう一つの憲法破壊・憲法 23 条が危ない！～  

二宮孝富（安保法制違憲訴訟・大分  原告団共同代表）  

１、はじめに～本稿の趣旨  

 私は今、安保法制違憲訴訟の他、「平和憲法を守る会・大分」・「平和をめざすオールお

おいた」・「大分大学のガバナンスを考える市民の会」（以下、市民の会）などの活動をして

います。これらは、それぞれ、憲法改悪阻止、戦争法の廃止と立憲主義の回復、大学のガ

バナンス強化阻止という目的をもっていますが、私としては、全体として、＜「戦争ので

きる国」づくり阻止＞という大きな目的の下に位置付けて取り組んでいます。  

この中で、大学のガバナンス強化への反対運動が、なぜ、「戦争のできる国」づくり阻止  

に結び付くかについて、本稿の趣旨として簡略に説明します。  

 近年進行している大学のガバナンス強化が狙うのは、大学の自治の破壊であり、憲法 23

条の空洞化です。これまで憲法 23 条の学問の自由が保障されてきたのは、大学自治・教授

会自治が尊重されてきたからです。ところが、2015 年の「学校教育法及び国立大学法人法

の一部を改正する法律」（以下、改正法）は、教授会自治の息の根を止め、大学の全領域の

意思決定をトップダウン方式に変えるとともに、大学の執行機関メンバーに政官財界の意

をくむ人物を送り込むことによって、大学の内部構造を政官財界の意向に沿うように改変

したのです（参照：石原俊『群島と大学』161 頁以下「満身創痍の大学と学問の自由の危

機」）。大学の管理を政官財界の意向を汲んだ学長が統制するようになれば、大学内部の自

治だけでなく、国家に対する自治も破壊され、大学の国家的統制への自発的服従は強まる

ばかりです。その危惧は、科学技術政策の軍民一体化を企図する防衛装備庁の安全保障技

術研究推進制度への大学の対応をみれば理解できるでしょう。その意味で、大学自治の破

壊は、「戦争のできる国」づくりに結びついているといえるのです。  

 大分大学は、1 昨年秋に、安全保障技術研究推進制度に採択され、昨年秋には、学部長

の選考や教授採用人事に関して問題がおきました。いずれも学長の思うままに権限が行使

された結果です。今大学のガバナンス強化が進行しているなかでも石原俊 明治学院大学

教授が「大学自治破壊の最先端」と評されたように、大分大学の動きは突出しています。

大分大学は、学長選考の際の意向投票の廃止、学長任期の上限撤廃（1 期 4 年で上限の制

約を撤廃。現在、3 期 9 年目を進行中）など、国立大学法人の中でも際立ってガバナンス

強化を図ってきましたが、今、一層それを徹底しようとしているのです。本稿は、その実

態を紹介し、大学のガバナンス強化の問題が憲法空洞化・破壊の動きでもあることから、

皆様方にこの問題に関心を抱いていただきたく、情報を提供するものです。  

 

２、大分大学で起きたことの背景～大学のガバナンス強化の動向  

2004 年に国立大学の法人化によって、経営協議会や学長選考会議などで学外者がガバナ

ンスの主導権を握り、今や、大学は様変わりしました。学長の選考は学長選考会議の権限

とされ、全学の選挙による方式が廃止されました。それでもただちに全ての国立大学法人

が横並びでそれに応じたわけではなく、意向投票という形で選考に反映させる方法を 69 の

大学がとっていますが、11 の大学がそれを廃止し、大分大学も 2015 年に廃止しました。  

その後、2015 年の改正法による大学のガバナンス改革が、大学の意思決定過程における

教授会の権限を大幅に縮小したことによって、大学のあり方に重大な変化をもたらしまし



た。教授会の人事権やカリキュラム決定などの権限を剥奪して学長の権限とし、教授会は

教学関係に関して意見を述べるのみとされたのです。  

また、2015 年の改正法（4 月１日施行）では、国立大学法人法施行規則第 7 条の２（学

部長等の任命）が新設され、「学部長の任命を行う場合にあっては、学長の定めるところに

より行う」とされ、それまで、教育公務員特例法で学部長の任命は「教授会の議に基づき、

学長が行う」としていたのを改め、学長の権限を強化しました。  

ただ、学長選挙の場合と同様、全ての国立大学法人がそのようになっているわけではな

く、59 の大学が学部の推薦（選挙による候補者選出を含む）に基づいて学長が任命する方

式をとっており、学長権限で選考するのは 15 大学に過ぎません。  

この点、大分大学では、2015 年 1 月に「国立大学法人大分大学学部長等の選考に関する

規程」（以下、規程）が制定され、「学長は、学部長を選考するにあたり、現に学部長であ

る者又は当該学部若しくは研究科の職員に、学部等の状況、課題等及び学部長としてふさ

わしい資質・能力等について意見を聴取するものとする」との規定がおかれました。そし

て、この、学部からの“意見”聴取に対応するために、経済学部は「経済学部長候補者選

考要項」（以下、要項）を制定しました。次期学部長としてふさわしい資質・能力を有する

者を選挙で選び、その者を学長の意見聴取の際に学部の“意見”として学長に推薦するた

めです。この規程と要項が制定されて後、経済学部長の選考は 2 度行われましたが、学長

から規程との関係で要項には問題があると指摘されたことは一度もありませんでした。  

 

３、大分大学で何が起きたか～その１ 経済学部長選考問題  

 昨年 7 月に、学長は学部長に口頭で、経済学部長を 10 月から理事にするので後任の学

部長を 8 月に選考するよう指示しました。そこで、経済学部は 8 月 8 日、要項に基づいて

次期学部長候補者として A 氏を選出し、A 氏の名前を記した調書を作成して、学部長が学

長との面談に臨んだのです。ところが、学長はその調書を受け取らずに、選挙で出た 5 名

の名前のみ聞いて、そのうちの一人 B 氏を選考しました。驚いた学部は、規程に則って手

続きを進めるよう、その後３度にわたり学部長から学長に調書の受け取りを要請したもの

の、学長は頑なにこれを拒否しました。一方 B 氏は、学長の強い要請で所信調書を 8 月 19

日に提出し、学長は同氏を次期学部長候補者にしたのです（10 月 1 日付けで任命）。  

そして、翌 20 日に学長は、今回の選考にあたり、学部の要項や教員の行動は規程に抵

触するおそれがあるので、「第三者委員会」として「経済学部長の指名と国立大学法人大分

大学のガバナンスに関する調査・検証委員会」（以下、委員会）を設置して検証する旨を告

示しました。ところが、委員会の 3 名の委員の内の一人は、経済学部同窓会会長代行であ

り会長は法務担当理事ですから、この委員会は第三者委員会と呼べるものではありません。

しかも、設置要綱が規定する委員会の任務は、経済学部の要項と経済学部教員の行動が学

長の選考を妨害したことが規程に抵触していることの“経緯”を調査・検証するというも

のです。つまり、この委員会の任務は、事態の全体を対象に調査・検証するのではなく、

学長の判断を前提にして、それにお墨付きを与えることにあったのです。 

 このことを知った私たち大分大学の退職教員は、10 月 17 日、「大分大学のガバナンスを

考える退職教員の会」を結成し、3 回にわたって大学に公開質問状や要望書を出すなどし、

11 月 17 日には「大分大学のあり方を考える」とのテーマでシンポジウムを開催して、同



日、「大分大学のガバナンスを考える市民の会」を立ち上げました。（詳しくは市民の会の

HP をご覧ください。https://www.acgovernoita.com/） 

 12 月 17 日に提出された委員会の報告書は、予想された通り、要項が規程に抵触する・

学部の教員の行動は学長の選考を妨害したというものでした。この報告を受けて、学長は

学部に対し、「残任期間に係る今回の手続きと通常の手続きとの違いを認識せず・・・先

例、慣行により学部推薦の教授を任命すべきであるとする等・・・学部長の選考・任命を

妨げる行為が執拗に繰り返されたことは、規程の趣旨・内容を正確に理解せず、旧来の慣

行、先例を墨守した結果によるものと認められ、適切な対応を検討する必要がある」とし

て、学部に要項を廃止するよう通告し、同時に、前・新両学部長を訓告に付したのです。

そして、学部は、年明けの 1 月 8 日の教授会で要項を廃止しました。  

 以上の経緯から生じる疑問や問題点を整理すると次のようになります。  

第 1 に、学長が学部の調書を受け取らなかった本当の理由は何かということです。面談

までに、要項が規程に抵触すると認識していたのであれば、面談に際して問題にできたは

ずです。それをせずに調書の受け取りを拒否したことには何か別の理由があるといえます。

実は、学長は記者会見の席で、これまでは学部の調書を受け取っていた理由を問われ「私

の考えていた人と一致していたから」と答えているのです。ということは、学長は面談以

前に、誰が候補者になったかを知って、調書を受けとらなかったのはその人物が自分の意

に添わなかったからだ、ということでになります。そうすると、要項が規程に抵触すると

いう理由は、調書の受け取り拒否の真相を隠すための後付けのものであったといえます。 

第 2 に、要項が規程に抵触するということを、過去 2 回は問題にしなかったのに、今回

なぜ問題にしたのかという点です。規定違反となれば、過去の選考は無効のはずですが、

それに気づかなかったかどうか、学長も報告書も沈黙しています。多分そこまで気づかな

かったのでしょうが、このことからもこの理由が後付けであるといえます。 

第 3 に、学部は今回の手続きが通常の手続きと違うことを認識せずに行動したのかとい

う点です。実は、今回の手続きを変更する旨の「令和元年 10 月１日付け次期学部長選考の

スケジュールについて」との文書は、学長が候補者を選考した“後に”学部長と B 氏に送

ったメールに添付されていたのです。この文書には「次期学部長の任期は、前任者の残任

期間のため、現学部長が作成したものを活用することとし、調書の作成は依頼しない」と

記されています。学部長が面談までに手続きの変更を知らなかったことは、この文書の現

学部長との面談のところに「※済」と書かれていることから明らかです。恐らく、調書の

受け取り拒否正当化のために作ったのでしょう。学長がいうように、学部は手続きの変更

を知った上で正確に理解せず旧来の慣行を墨守したのではなく、そもそも、変更したこと

を知らなかったのです。報告書は、この文書がメールに添付されたことは記しています。

ところが、「学長が提出に及ばないとした」調書を学部長は 3 度にわたり受領を求めたと

記しながら、“いつ”「提出に及ばない」としたのか、“いつ”学部長に伝えたのかにつ

いて根拠を示さないだけでなく、報告書に付された 15 もの資料からはこの文書が除外さ

れているのです。報告書は、この文書を学部の責任を問う根拠として利用しながら、その

内容には触れず、学部に送られた時期についての検証もせず、重要な証拠を隠したのです。 

 第 4 に、学部の選挙が規程に抵触するというのであれば、その選挙で出た 5 名の名前だ

け聞いて選考したこと自体、規程の手続きに則ったものとはいえません。学長は、5 名の

https://www.acgovernoita.com/


名前だけを聞いたことが規程の「意見聴取」に当たり、規程に則ったものだと強弁しまし

たが、「意見聴取」は、学部の状況や課題も含め、「学部長としてふさわしい資質・能力」

等について行うとなっており、“名前”だけを聞くことは明らかに規程に違反します。  

第 5 に、今回は後任人事なので通常の手続きを省略したという点ですが、規程の運用上

学部作成の“調書”に基づいて面談を実施するのが慣行となっています。それを“調書不

要”と勝手に変更し、そのことを学部に知らせなかったことは棚に上げて、変更を知らな

い学部がとった行動を非難するのは、責任転嫁も甚だしいといわなければなりません。   

第 6 に、報告書は、規程では学長が選考するとなっているのに、要項は学部が候補者を

選挙で選ぶとしている点が規程に抵触するというのです。しかし、学部の選挙は、意見聴

取の際に、学部の意見として次期学部長にふさわしい者を推薦するために候補者を選出す

るにすぎません。しかも規程上、学長はこの候補者を選考しなければならないことにはな

っていないのですから、要項は規程に抵触するとはいえないのです。  

今回の経緯から生じる上記の疑問や矛盾は、次のようにみれば解消すると思います。規

程上、学長は学部が推薦する候補者を選考せずに別の者を選考しても、問題はないのです。

今回の経緯を見ると、要項の問題を意識して最初からシナリオを描いて進めたとは思えま

せん。おそらく面談前に学部推薦の候補者が自分の意に沿わない者であることを知り、規

程では選考は学長の権限であることを認識したのでしょう。ただ、この時には、要項と規

程の関係まで気づいていなかったか、気づいていたけれども問題にしなかったのです。そ

して、面談に臨んで、調書を受け取らずに学部の推薦する候補者名を聞かず、5 名の名前

だけ聞いて選考したのです。学長に権限があるので、何も問題はないと思ったのでしょう。

ところが、選考が終わったのに、学部が調書の受け取りを 3 度も要請してきたために、こ

れは学長の選考を妨害するものだと受け止め、学部の責任を問うために、要項と規程の関

係や手続き変更等の理由を持ち出したのです。しかも、アリバイのために手続き変更の文

書まで作って。これらの理由が後付けであるのはこう解すれば納得できます。学長は、こ

れを奇貨として要項を廃止させることを狙い、自分の判断にお墨付きを与えるための委員

会を設置し、委員会は学長の規定違反行為には一切目をつぶる報告書をまとめ、最終的に

要項は廃止された、というのが今回の事態の真相に近いのではないかと思います。  

 こうして、大分大学経済学部で、学部長選考に際して、規程にいう「学部の意見聴取」

に学部教員が主体的に関わる細い道さえもが閉ざされてしまったのです。 

 

４、大分大学で何が起きたか～その２  医学部教授採用人事問題  

 経済学部の問題とほぼ同時期の昨年 9 月に、医学部で教授採用人事を巡る問題が起きま

した。ある講座の教授人事について、9 月の人事部門会議で選挙が行われ、X 氏が選出さ

れて、通常であればこの後の評議会で承認されれば正式に採用されるはずでした。とこ

ろが、評議会の前日、学長は選挙で次点となった Y 氏（学長が推薦する他大学の人物）

を X 氏と入れ替えるよう学部長に指示し、翌日の評議会には諮らなかったのです。学

長はその際に、「教授の最終決定権は学長にあり、同様の事例は九州地区の他の国立大

学においてもある」と言い、学部には報告事項にすればよいと学部長に指示し、学部長

は候補者の差替えを 11 月 6 日の教授会で報告したのです。手続き的には報告で済んだ  

はずのところ、学部長は、それでは不十分と思ったのか、メールによる持ち回りの人事



部門会議（これを「会議」といえますか？）で投票を行い、Y 氏の方が多数を得たとし

て、同氏を候補者として 11 月 18 日の評議会に推薦し、評議会はそれを承認したので

す。X 氏は、大学に抗議し質問状を出しましたが、それに対する大学の回答は「今回の

教授選考は、医学部人事部門会議、教育研究評議会の審査などを経て、教員の任命権を

有する学長が任命するという、所定の手続きをとった。手続き的瑕疵はなく実質的にも

学長の人事権の適法な行使として有効である」と回答しました。X 氏はこれに納得せ

ず、大分県弁護士会に人権救済の申し立てを行い、 1 月末に退職しました。 

 この問題は、改正法で、教授会の人事権が剥奪され、学長権限になったことが背景に

あります。しかし学長に権限があるといっても、選考手続きは「国立大学法人大分大学

教員選考規程」で定められているのに、そのルールを無視して学長が手続きの途中で強

引に介入し、これを「学長の人事権の適法な行使」というのですが、これは明らかに学

長の裁量権を逸脱したものとみるべきです。  

  

５、軍事研究に手を染めた大分大学  

 以上のように、昨年大分大学で起きたことは、学部長の選考と教授採用人事に関して、

学長が権限を振りかざして強引に恣意的な人事を強行したところに問題があるのですが、

実は、1 昨年の秋にも学長の権限行使に疑問を抱かせる問題が起きたのです。 

それは、防衛装備庁の安全保障技術研究推進制度の公募に大分大学の研究者が応募し、

採用されたことに関してです。9 月初めの報道でこのことを知った私たちは「平和をめざ

すオールおおいた」として、9 月中旬以降数回にわたり公開質問状を提出し、 11 月には軍

学共同反対連絡会の池内了先生をお迎えして講演会を開き、さらに、軍学共同反対連絡会

（野田隆三郎先生においでいただきました）と共同で抗議文と質問状を大分大学に提出す

るなどの活動を展開しましたが、学長からはまともな回答を得られずに終わりました（こ

の間の経緯については、軍学共同反対連絡会ニューズレター NO27,28,29 の拙稿をご覧くだ

さい。http://no-military-research.jp/?cat=6&paged=2）  

採択された大分大学の研究は、ロボットの力覚・触覚センサー技術に関するものですが、

防衛装備庁の助成制度には民生技術を軍事技術に転用する危険性があることを指摘した質

問に対し「国の制度だから問題はない」と回答しました。内視鏡の専門家である学長は、

この研究は内視鏡下手術支援ロボット「ダヴィンチ」の性能向上に資するもので軍事研究

には当たらないと強弁し、私たちの疑問や批判にまともに答えることはありませんでした。 

問題は、防衛装備庁のこの制度については、日本学術会議が声明を出し、多くの大学で

取り組みが検討されていたにもかかわらず、大分大学では全く検討しておらず、従って、

関係の委員会も設けずに、学長の判断だけで採択を受け入れたことにあります。私たちが、

“大学としての姿勢”を問い、抗議や質問を繰り返すなかで、学長は、記者会見で検討委

員会を設けるなどのことを発言しましたが、その後、全くそのような動きはありません。  

 ここにみられるのは、軍事研究への加担という大学にとって重大な問題であるにもかか

わらず、学内で全く検討せず、学長個人の判断で進めていることです。まさに、学長のリ

ーダーシップの発揮を地でいくガバナンスが強化された大学の姿といえるでしょう。しか

も軍事研究に関わるこのような学長の権限行使は、大学・学問のあり方の問題の他、軍産

学官連携の構築に大学が一翼を担うことなるという側面を見逃してはならないと思います。 

http://no-military-research.jp/?cat=6&paged=2


防衛装備庁の研究助成制度への応募は日本学術会議の声明をうけた多くの大学が取り

組むことによって減少傾向にあるものの、研究費が逼迫している中で外部資金の導入が評

価されるようになっているために、若手研究者の中には、必ずしもこの制度へ応募を問題

視しない傾向があるようです。そうした状況では、大学の姿勢が重要になるといえます。

最近、筑波大学が採択され、同学は「防衛装備庁助成研究は人道に反せず軍事研究ではな

い」としています（軍学共同反対連絡会ニューズレター NO42 参照）が、特に、筑波大学は

国立大学協会の会長校であるだけに、今後の他大学の動向が注目されます。  

このように、今、大学が軍事研究に加担しない方向に進むか否かは、各大学の権限を握

る学長の見識と勇気に係るところが大きいといえるでしょう。  

  

６、むすび  

 以上のように、今、大分大学で起きていることは、憲法 23 条を骨抜きにする改正法の狙

いに即した方向に大学のガバナンス強化が図られており、その最先端を大分大学が走って

いるということです。実は、学長がいかにルールを無視・軽視しているかについては、前

に述べたこと以外にも多々あるのですが、一つだけあげておきます。経済学部の新旧両学

部長を訓告に付した件で、教育職員の訓告については「教育職員懲戒規程による」となっ

ているのに、その規程にはなぜか該当する条文がないのです。そこで市民の会が訓告の規

程上の根拠を質問したところ「大学のガバナンス、学長のリーダーシップに関わる本質的

な問題であり、ことの性質上回答は控えさせていただきますが、事実上の訓戒措置として

適法かつ適正におこなっております」との回答でした。法的根拠を欠く“事実上”の措置

が“適法・適正”ということは、規程に根拠がなくても、学長権限でやったので問題ない

というのでしょう。この回答に、学部長選考の時と同様、規程上の根拠はどうあれ、“学長

の権限で何でもできるのだ”という学長の思いあがった姿勢をみることができます。  

 大学のガバナンス強化の問題は、直接的には大学の自治・学問の自由の破壊につながる

ものですが、それが招来するものは、学問・研究の荒廃と批判精神を喪失し国家の政策に

従順に服従するように大学のあり方を変えることではないでしょうか。  

仮に、安倍改憲 4 項目のうちの 9 条加憲で、自衛隊が憲法に書き込まれれば、国防や安

全保障が憲法上の価値をもつことになり、軍事研究も大っぴらに進められることになりま

す。そのとき、批判精神を失った大学・研究者が軍事研究に手を染めていくことは容易に

推測されます。その意味でも、今、大学のガバナンス強化の動きを阻止することは戦争の

できる国づくりの阻止にも結び付くものだということができます。  

今、安倍首相は、新型コロナウイルス対策として緊急事態宣言を出し、感染拡大の不安

に悪乗りして“火事場泥棒”的に、憲法に緊急事態条項を加えることを訴え、今の緊急事

態を改憲の実験台にしようとしています。私たち市民の会の者には、森友・加計問題、桜

を見る会、そして最近の検察官の定年延長問題等、数々のルール破りをし、説明責任を果

たさない安倍首相と、大学において同じように権力を振りかざし専制君主のようにふるま

っている大分大学北野正剛学長の姿がダブって見えるのです。私たちは、このような国そ

して大学のあり方を改めていくために、これからも全力で取り組んでいきます。  

 

本稿は、2020 年 5 月初めに安保法制違憲訴訟有志の会のＭＬに投稿したものです。  


