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（財）日弁連法務研究財団：法科大学院認証評価事業 

評価委員会（第６回）議事録 

 

１ 日 時  ２００５（平成１７）年７月２１日（木）午前１０時～正午 

２ 場 所  弁護士会館１７階１７０２会議室 

３ 出席者 

  委員長   柏木 昇 

副委員長 飯田 隆、京藤哲久 

委  員 浅古 弘、阿部一正、池田辰夫、大谷晃大、大出良知、小幡純子 

亀井尚也、川端和治、長谷川裕子、日和佐信子、宮川光治、村瀬 均 

山野目章夫 

  幹  事 早田幸政 

  ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 平林勝政（白鴎大学トライアル評価チーム主査／國學院大学） 

  理事長  新堂幸司 

認証評価評議会議長 本林 徹 

専務理事 平山正剛 

事務局長 由岐和広 

事務局次長 山本崇晶 

  事務局員 江森史麻子、水原理雄、持田光則 

４ 議 題 

１）春学期トライアルの結果報告 

２）秋学期トライアルの状況報告と大要確認 

３）評価上の留意事項と基本スタンスについて 

４）白鴎大学法科大学院：評価報告書原案の確定について 

５）南山大学法科大学院：評価報告書原案の確定について 

６）評価基準、解説の見直し着手、評価判定方法の検討 

７）文部科学省委託研究について 

・研究報告書について 

・本年度海外調査について 

８）評価員の選任について 
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９）その他 

・評価基準の見直しのスケジュール 

・10 月、12 月の評価委員会の予定と業務 

５ 資 料 

資料 17 トライアル評価実施予定リスト 

資料 17 ｰ 2 ２００５年度後期トライアル実施校一覧 

資料 18 南山大学法科大学院：自己点検・評価報告書 

資料 19 南山大学法科大学院：評価チーム報告書 

資料 20 白鴎大学法科大学院：自己点検・評価報告書 

資料 21 白鴎大学法科大学院：自己点検評価報告書の修正点 

資料 22 南山大学法科大学院：評価報告書原案（案） 

資料 23 白鴎大学法科大学院：評価チーム報告書 

資料 24 白鴎大学法科大学院：評価報告書原案（案） 

資料 25 ２００５年前期実施５校現地調査日程表 

資料 26 文部科学省委嘱事業計画書案 

資料 27 評価員候補者リスト 

資料 28 第５回評価委員会議事要旨 

資料 29 平成１７年度文部科学省調査研究報告書（全体の構成）案 

資料 30 評価にあたり問題となる点 

６ 議 事 

別紙のとおり 

（注：議事中の個別事案の内容に関わる発言箇所については正副委員長の了承の下、事務

局にて省略している。）
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【柏木委員長】  それでは定刻になりましたので、第６回評価委員会を開催いたします。 

 きょうはお忙しい中、また、お暑い中、ご出席いただきましてありがとうございます。

また、きょうも盛りだくさんの議題がございますので、早速議題に入らせていただきます。 

 まず、春学期トライアルの結果報告ですが、由岐事務局長からお願いします。 

【由岐事務局長】  おはようございます。本日もお忙しいところ、ほんとうにありがと

うございます。 

 議題が多いので手短にやらせていただきます。資料１７をごらんいただきたいと思いま

す。３ページ目が春学期に行われました現在のトライアルの状況でございます。トライア

ルを行いましたのは、南山大学、白鴎大学、大宮法科大学院、鹿児島大学、獨協大学の５

校でございます。今後の予定につきましては、４行目に書いてありますが、南山について

は６月２２日に事後検討会、白鴎については７月９日に事後検討会、大宮については７月

１８日に事後検討会、鹿児島については８月１７日、獨協については８月１６日にそれぞ

れ事後検討会を行った後、分科会を開催しまして、また評価委員会に上げさせていただき

たいと思います。 

 簡単ではございますが、この程度にさせていただきます。 

【柏木委員長】  ありがとうございました。 

 ただいまの春学期のトライアルにつきまして、各主査からトライアルを行った結果の感

想についてお聞きしたいと思います。まず南山大学について山野目先生。 

（省略） 

【柏木委員長】  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの点について何かご意見、ご質問ございませんでしょうか。 

 それでは、次の議題、秋学期トライアルの状況報告と対応の確認ですが、また由岐事務

局長からお願いします。 

【由岐事務局長】  ただいま見ていただいた春学期の状況の次のページをごらんになっ

ていただきたいと思います。 

 秋学期、私どもがトライアルを予定させていただいている大学については、９校ござい

ます。島根大学、岡山大学、中央大学、福岡大学、明治大学、京都産業大学、九州大学、

東海大学、成蹊大学の９校を秋学期に予定させていただいております。 

 なお、主査候補ということで、右欄に書いてあります。島根については川端先生、岡山

については亀井先生、中央については宮川先生、福岡大学については大橋先生、明治大学
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については米倉先生、京都産業大学については浅古先生、九州大学が柏木先生、東海大学

が小幡先生、成蹊大学が市川先生と、主査候補として考えております。評価委員会のほう

での選任をお願いしたいと思っております。 

【柏木委員長】  ありがとうございました。 

 ただいまの秋学期トライアルの主査候補ですけれども、今、由岐事務局長から候補者の

お名前のご紹介がありましたけれども、皆さん、資料の差しかえは回っておりますか。こ

れでよろしゅうございますでしょうか。主査の候補でございますが、ご異議ございません

でしょうか。 

 それでは、これで各法科大学院の秋学期トライアルの主査を確定させていただきたいと

思います。 

 差しかえの資料１７－２のほうです。 

 それから、評価員の選任ですけれども、これは大変な数にのぼるものですから、この選

任につきましては、委員長、副委員長にご一任いただけますでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、次の議題ですが、評価上の留意事項と基本スタンスについてということで、

江森事務局員からお願いいたします。 

【江森事務局員】  お手元の本日配りました資料３０を中心にご説明を申し上げます。 

 実は、この春のトライアルあたりから、昨年度にない問題というものが幾つも出ており

まして、それをいかに評価するか、大学としてどう評価するかという決断が迫られている

という場面が幾つかございます。 

 本日の論点は資料３０の１ページ目にまとめて３つ挙げさせていただいておりますが、

まずは補講の問題、それから司法試験シフトと言われる問題、そして予備校の問題と、こ

の辺に絞ってご説明を申し上げたいと思います。 

 ２枚目は、この議論を先般７月１５日に事務局会議の中で、委員長、副委員長のご意見

を賜りまして、事務局の中で議論した、そのときの論点メモでございます。 

 まず１番目、補講の問題ですが、かなり多くの大学で先生方が補講を行っているという

ことがあります。多い大学ですと、実際の授業時間が倍以上になっている。そういうとこ

ろもあるということでございます。 

 事実上、例えば質問が終わらないのでそうなってしまうというところが多いのですが、

中には制度上、補講を時間枠として盛り込んでいると。最初から補講を授業時間、時間割
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の中に入れていると、こういうところがあるということでございます。 

 それから、入学前の講義というのも、現実にかなり広く行われていると。 

 それから、補講といいましても、純粋未修者に限ったものというものも中にはございま

す。 

 要確認点として、強制の度合いが違う。強制の度合いというのは、実は、成績評価に補

講で行われるテストの点数を加えるというものがありまして、こうなると、もう出ざるを

得ないということ。それから、先ほどのように、正規の時間割の中に補講も埋め込んで、

出席までとっていくというところもあるというので、強制の度合いはまちまちですが、非

常に強制度が強いものがある。 

 それから、補講の目的なんですが、後ほどもございますが、司法試験の答案練習をして

いるという、明らかにそういうものもあるようでございます。それから、短答式の問題だ

けをやる補講というのもありまして、授業を補うというものではない、別目的の補講がさ

れているということがあるようでございます。 

 あるいは、申し上げたように、時間数が非常に多いと。このあたりはそれぞれの大学で

事情が違いますので、少しこれは場合を分けて議論をしていかなければいけないというこ

とでございます。 

 評価の考え方は、もちろん第５分野がある場合は、第５分野で正面から問題となるわけ

ですけれども、トライアルですから第５分野がない場合もあります。それ以外のところで、

例えば授業６－１－２のところ、あるいは法曹養成教育７－１－１のところ、こういうと

ころでも問題にしていかなくてはいけないのではないかということでございます。 

 次に、「司法試験シフト」と我々呼んでいる問題ですが、これは何かというと、もっぱら

司法試験を念頭に置いたカリキュラムがなされている。ある大学院では法律基本科目ばか

りやる。ほとんど先端科目がないというようなところもあるということでございます。 

 それから、合格率を意識した成績とか修了認定というのは、ＧＰＡで絞っていくという

こともありますが、最後に修了判定会議なるものを開いて、そこで１人ずつ成績を見て、

受かりそうな人だけ通すのではないかという仕掛けのある大学があるということでござい

ます。そういうものをどうしていくかということにもなっています。 

 それから、予備校との関係です。これは、私ども財団がトライアルをさせていただいて

いるところでは、正面からこれが問題になるところはありませんが、非常に予備校と密接

な関係を持ちつつある法科大学院も少なくないということを聞いております。ただ、私ど



 

 6

もトライアルの中でも、テキストを使うであるとか、あるいは予備校の教員の経験のある

先生を優先的に雇うというようなことは出ております。こういうものをどう考えるか、こ

れは非常に難しいと思います。 

 予備校との関係では、３枚目をお開きいただきたいのですが、１、２、３と挙げており

ます。まず予備校が学校の中で補習をするというのはどうなんだろうということで、これ

もいろいろありますけれども、ここに挙げたような問題があるということです。 

 それから、予備校の教材を使うことはどうなんだろうということで、ここに議論をした

ところです。 

 それから、意外と多いのが、予備校の模擬試験を学校として使うということですね。こ

れについてはやむを得ないのかなということなんですけれども、しかし、全学生に強制を

して、学校のほうが予備校からデータをとりたがるというような扱いもあるようですから、

これについては少し警鐘を鳴らしてもいいんじゃないかというような議論がございました。 

 大まかにご説明させていただきましたが、きょうご議論をいただきたいのは、議事録が

表に出ると、非常に注目を浴びているものですから、ひとつ、ここで厳しい議論がなされ

ることがメッセージになっていきます。ですので、活発なご議論をいただければありがた

いと思っております。 

【柏木委員長】  どうもありがとうございました。 

 いずれも大変難しい問題ですけれども、まず補講の問題からご議論願いたいと思います。 

 今、江森事務局員からご説明がありましたように、各法科大学院で補講をやっているわ

けで、学生を助けてやろうという善意の補講から、だんだん強制の度合いが強くなってく

るというようなものまでさまざまあります。 

 この補講をどういうぐあいに考えるかということですけれども、いかがでございましょ

うか。 

【大出委員】  ちょっと前提として用語の使い方なのですが、今、柏木先生も「補講」

というふうにおっしゃっておりますが、「補講」という用語でよろしいのでしょうか。つま

り、２枚目は「補習」という用語を使っているんですね。むしろその問題は、「補習」の問

題ではないでしょうか。「補講」というのは、我々通常、おそらく休講にした場合、補うた

めの措置としてやっているのが「補講」だと考えているので、今、問題にされているのは

おそらく「補習」ではないかと思うのですが、そこは明確に区別していただいたほうが多

分いいと思いますので、統一をしていただいたほうがいいと思います。休講は場合によっ
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ては認めざるを得ないですし、それを「補講」によって補う処置をしているということだ

と思います。 

【柏木委員長】  わかりました。ちょっと議論の整理ですけれども、大出委員からご指

摘ございましたように、大学関係者の中では「補講」という言葉は、休講をしたときにそ

れのかわりとなる講義を「補講」と言っておりまして、正規のカリキュラム、プラスアル

ファをやるのは、確かに「補習」という言葉で整理したほうがよいかと。 

【小幡委員】  ただ、シラバスどおりできないと、１、２回まで、回数の問題になるの

か、２回ぐらいまでは「補講」と呼びますね。 

【大出委員】  それはあるかもしれないですね。 

【柏木委員長】  ただ、ここの議論の目的からは、多分、小幡委員がおっしゃられたの

も、「補習」とうぐあいにして、足りないから１、２回増やす、２回、３回、４回になって

いくということの問題になるわけですから、ターミノロジーとしましては、「補講」は休講

のかわりに行うものを「補講」とし、正規のカリキュラム以外のプラスアルファの講義、

授業を「補習」と言ったほうが多分整理がよろしいのではないかと。 

【小幡委員】  それで、はっきりしてよろしいのではないでしょうか。 

【柏木委員長】  ということで、中身の問題ですけれども、この「補習」をどう見るか

ということなのですが、大出委員から。 

【大出委員】  実に頭の痛い問題で、それ自体として決着がつけられるかどうかという

のは非常に難しいと思います。原則的に言えば、やはりやるべきではないということにな

ると思いますし、自学自修というのが基本であるわけです。先生方ご承知のように回数が

絶対的に不足しているということは、最初の設置基準自体として明らかなわけですから、

その中でいかに授業というものと個々の学生の到達度との関係をうまく連結させていくの

かということの工夫が求められているはずですね。ですから、その中身はいろいろとあり

得るわけで、簡単には言えないと思うのですけれども、補習という形で対応するというこ

とには問題があると言わざるを得ません。 

 ただ、そうは言っても、全く何もしないということが学生にとっていいかどうかという

ことを考えた場合、おそらくここも非常に難しいところだと思います。結局、最終的には、

今の段階で中身の問題として考えていくしかないのかなという感じがするわけです。です

から、正規の授業ということで組み立てられているもの、それを何らかの形でフォローす

るといいますか、学生の学修を前提としながら、教員がサポートするという体制をつくる
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ということはやはり必要な場合があるのだろうと思うのですが、事実上、授業を２単位で

処理すべきところを、２.５単位にするとか３単位にするとか、場合によっては４単位にな

ってしまっているというようなことはやはり避ける必要がありますし、さらには後で出て

くることになるかもしれませんけれども、司法試験との関係でということになってくると、

これは法科大学院の教育のあり方という関係でいったときに、やはり問題にならざるを得

ないだろうと思います。 

 ただ、そこは授業のところから攻めていって、事が解決するのかどうかというところが

非常に厄介で、やっぱりその傾向というのは、合格枠の問題との関係で、ますます大学側

にとってみれば厄介な問題になってしまっているというところもあるものですから、その

辺のところの関係をどうにらんでいくかということには、なかなか納得の得られる議論に

はならないかもしれないという気はしています。 

【柏木委員長】  ありがとうございました。 

 山野目委員、いかがですか。 

【山野目委員】  基本的には、評価での考え方というふうにお書きになっている方向で

お考えになるべきだと考えます。 

 補いますと、やはりこの補習なるものはよろしくないということを言っていかなければ

ならない背景として、おそらく今の単位数、カリキュラムの組み方の現状を考えますと、

教室でとられる時間以外はほとんど自習に充てなければならず、本来、学生のあるべき状

況というか、普通にまともにやったらそうなるはずなのであって、その自習の時間を削る

ということが、この補習を行うことによって生じてくるわけでありまして、そういう問題

点をやはり意識しなければいけないと思います。ここに授業・自習バランスというふうに、

評価での考え方にお書きになっていることはそういう視点なのだと受けとめました。 

 その上で、さらに２点申し上げたいことの１点目を補いますと、オフィスアワーを補習

に充ててしまっているところが仄聞されるところであります。そうだとすると、それも問

題だという視点も、できれば書き加えていただいたほうがよろしいのではないかと思いま

す。オフィスアワーというのは、個人的に勉強の上で悩んでいることを質問しにいって、

教師との個別の質疑応答によって、その人の学習を向上させるということがねらいの制度

なわけでありまして、そこで一方的にしばしば教員が話をする、講義調のものが行われる

というのは、やはりそういう個別質疑による学習向上の機会を奪うという弊害があります

ので、オフィスアワーの実質補習切りかえは今のような見地では適切ではないという観点
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にご留意していただければと思います。 

 それから、もう１点ですけれども、これ、事実認定の問題がだんだんシリアスになって

くるかなということは多少気になります。簡単に言うと、隠すところが出てくるのではな

いか。学生からもヒアリングしますから、完全には隠しようがないのだと思うのですけれ

ども、「いえ、そういうものはやっていません」とか、あるいは「やっているのですが出席

はとっていません」とかいうふうに言われたときに、こちらがどのぐらい反対の事実認定

をしていくかということは、結構、私も、（省略）現場を１回体験して、なかなか事実のあ

るなしの意見が険しくなってきて、評価が険しくなってきたときには、今後は厄介な部分

が出てくるということを実感したものですから、その点も視点としてご留意いただければ

と思います。 

 以上でございます。 

【柏木委員長】  ありがとうございました。 

 多分これは現場の教員が大変に悩んでいる問題が関係してきます。特に純粋未修と隠れ

未修とか言われておりますが、純粋未修については、圧倒的に講義時間数が足りないとい

うのは、これは最初からわかっていたことであります。これをどうするかというのは、各

法科大学院、非常に悩んでいることで、純粋未修をわずか 1 年間で既習に追いつかせるた

めの補講という問題が一つあるのではないかという気がいたします。小幡委員、いかがで

すか。純粋未修に限らず、補講一般について。 

【小幡委員】  ソクラティックの授業のほうでも実は足りないと思うのですね、特に純

粋未修の学生ですが。ただ、やはりこの単位でやるという約束をした以上は、シラバスも

書いて、この時間内でやりますと教員としては約束しているので、そこは学会とか研究会

で休講にした分の補講以外は、学生に対して、当初の範囲内でともかくおさめるという義

務があるのだろうなと思うのですね。 

 だから、それ以上を、今、事実認定の話もございましたけれども、さまざまな形で実質

的に足りない部分を学生を来させて集団的にやるというのは、本来やるべきではない。た

だ学生はそれを求めるのです。そこが難しいところですが、学生もそういうふうに教師か

らの講義を聞いて勉強している気になってしまうというのはよくないことで、自分でやる

べきことを、やる時間がなくなってしまいますので、やはりそこは厳し目に、本来はそう

であるというふうに姿勢を出したほうがよいのかなと。 

 ただ、先生がおっしゃるように、純粋未修の場合、ほんとうは学生同士で勉強会を組織
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したものを少し教員が様子を見て指導してあげるというようなほうが望ましいのかなと思

うのですが、そこも事実認定が難しいのですが、純粋未修の小集団といいますか、絶対数

からするとそれほど多くはないので、そういう自主的な勉強会をやったら良いと思うので

すが。全体的には、やはりきちんとした、お約束した時間内に終わらせるというのが教師

のやるべき仕事だと思います。 

【柏木委員長】  はい、亀井委員。 

【亀井委員】  この問題は、教育を熱心にする、しないという問題とか、あるいは教育

方法の是非という議論ともちろん関連はあるのですが、最初からこの問題ははっきりさせ

るところをはっきりしなければいけないのではないかと私は考えています。 

 要するに、認証評価機関として、やっぱりやるべきこととして、まず一つは設置基準に

マッチしているかどうかを評価するというのがあると思うんですね。設置認可基準につい

ては、もちろんいろいろなことはあったわけですけれども、やはり修了に要する単位数の

問題とか、あるいは学年ごとのキャップ制とか、そういったことについては、いろいろな

議論を経て、やはりそれが多過ぎないようにという、学生の自学自習というものを確保す

るという、そんなことから、数として規定されたという部分があるわけですから、そこは

やっぱりオーバーしているのかどうか、違反しているかどうかというのは、実態に従って

きちんと評価をしなければいけないと思います。 

 その場合に、今、山野目先生からも出ていましたように、オフィスアワーとして補習が

されているのではないか、それ以外に別の何々講座というふうなものが違う曜日に設定さ

れているということもあるかもしれない。そのほか、いろいろなものはやっぱり全部、で

きる限り定量評価をして、１学年の間に３６単位のキャップ制になっているんだけれども、

問題によっては、実際には１学年で４０数単位というものになっているということであれ

ば、それはやっぱり基準に違反しているということをはっきり言わなければいけない。 

 考え方として、ここに挙げられている項目で大体いいのかなと思うんですが、履修科目

バランス、履修単位上限、これは定量的な基準ですので、それでいけばいいのかなと思い

ますが、もう一つは教員の負担の問題もありますので、そこの項目もあるのかなと。実際

に補習をある専任教員がしているということになりますと、その専任教員の学期中の負担

が何単位という問題もあります。それもきっちり実質的に数字をカウントして、それで負

担が多過ぎると、これでは十分な教育ができないではないかという、そこのところでもや

はり評価をしなければいけないと思います。 
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 あともう１点、やはりなかなか大学が隠したがるというテーマであることは間違いない

と思うので、自己点検評価報告書にはまず書かれないことだとよく認識しておいたほうが

いいですね。そこは書かれないところであるので、現地に行って、よく学生からも事情聴

取をする、事情聴取と言うとあれですが、事実を聞いてみる、よく事情を聞くということ

もありますし、それから、行ったときに掲示板とかを見ればいろいろなことが書いてあり

ますので、掲示板を注意して見るとか、それは捜査をするみたいで非常にやりにくいこと

ではあるのですが、そこはやっぱりきっちり見ていくという姿勢は必要なんじゃないかな

と思います。 

【柏木委員長】  ありがとうございました。 

 ちょっと質問なんですけれども、確かに設置審で１年間３６単位というキャップがつい

ているわけですが、例えば、補習を強制しないということになりますと、このキャップに

は引っかからないだろうと思うんですね。強制しなければいいというお考えでしょうか。

多分、いろいろな段階があると思うんですよ。例えば、純粋未修者に対して、質問があっ

たらいつでも受けつけるという、それは補習にならないけれども、希望者を集めて、わか

らないところをもう１回説明してやるというようなものから、小幡委員がおっしゃったよ

うに、例えば、本来２単位でおさめるべきところをおさめきれないから、その部分のおさ

補習をやるというものまでいろいろあります。所定の単位でおさめきれない部分を補習で

教えるよというのは、これはかなり程度が違いますよね。ですから、設置基準でどうもぴ

たっといかないのではないかという気がするのですけれども、いかがですか。 

【亀井委員】  私は別に公権的解釈ができる立場ではないのですけれども、補習を強制

しないというのは、それは別に強制していないのなら、それはそれでも構わないと思うの

ですが、学生が定期的に補習と言われるものにずっと参加しているという場合、それはそ

ういう授業に毎週出ているんだという、そういうふうにカウントすべきものだろうと。だ

から、学生がどういうふうに意識をしているのかというところは、それはそれで見なけれ

ばいけないかなと。 

 それと、強制しないというけれども、実際には全員が参加しているというものもあるわ

けですから、そこら辺は実態を見て判断をする、そういうものではないでしょうか。 

【大出委員】  ちょっとよろしいですか。正規の授業との関係、その事実上の関係がや

っぱり１つのポイントなのだろうと思うんですね。ですから、その授業に出ないことには

正規の授業も十分にこなせないというような関係になっているかどうかということが問題
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なのだろうと思います。ただ、そうでなくて、厄介なのは、先ほど来、出ている純粋未修

者の人たちに、授業と直接かかわりのない形でベースをつくるためにやるということが果

たして許されるのかどうか。そこはまたちょっと違った問題があるだろうと思います。 

 それから、やり方としては、今、出たように、純粋に、つまり授業との関係を意識しな

がら補習というような形を組んでいく場合と、オフィスアワーを使う場合と、それから自

主的な研究会というような形でのやり方をとる場合と、いろいろとあり得ると思うんです

ね。ですから、さっきおっしゃったように、ほんとうに自主的に学生たちが集まって研究・

学修をするということ自体は好ましいことなわけですから、そこに教師が何らかの形でサ

ポートに入るということは、止めきれないかもしれないんですね。ただ、それは気をつけ

ないと、問題にしなければいけない補習にいつでも変化する危険性があるわけです。その

辺は、先ほど来、出ている事実認定のところで非常に難しいですし、学生の側の意識、教

員の側の意識にもかかわる部分だと思いますね。 

 ですから、各大学がその辺についてどう具体的には考え、議論し、基準なり何なりを事

実上つくっているのかということになってくるのだろうと思います。そこのところを、我々

のほうとしては、設置基準を前提とするためには、その辺の形式的な枠組みというのをつ

くっておかないと、最終的なところで判断に苦労する可能性はあるのではないかという気

がします。 

【柏木委員長】  川端委員。 

【川端委員】  第三者評価機関としては、この問題について、第三者評価機関も設置審

議会が基準を定めたときと同じ理念を持っていますよということははっきり、まずアナウ

ンスすべきだと思うんですね。それは何かというと、現在の法曹養成制度では、法律基本

科目の知識詰め込みばかり受け過ぎた法曹が育っていて、自分の頭で考えられなくなって

いるという危惧から、そもそもこういう制度の転換を図ったということで、そのために各

学年の取得単位にもキャップを設けたし、法律基本科目の単位にもキャップを設けたわけ

ですね。自分の頭でとにかく考えられるような教育をしてほしいというのが一つあった。 

 それから、もう一つは、法律基本科目と展開・先端科目の間にあるバランスを定めて、

法律基本科目が全部を浸食しないようにしたのは、これからの法曹は、民法、刑法、そう

いう法律基本科目の知識以外の展開・先端科目への入口をちゃんと学習しているという多

様な法曹に育ってほしいから、法律基本科目づけにしてはいけないという理念を決めたわ

けです。 
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 もう一つは、先ほど純粋未修者の問題が出てきましたけれども、この法科大学院の制度

は、本来からいえば、法学部以外の学生が３年間でちゃんと法曹になれます。法学部以外

の学生の持っている多様なバックグラウンドがこれからの日本の法曹にとって非常に意味

のあるものですよという考え方で出発しているはずです。それが未修者がハンデキャップ

を負っているというような形で扱われるのは非常におかしいし、純粋未修者が法科大学院

をあまり志望しなくなって、逆に、法学部出身の人が未修コースに入るという現象になっ

てくるのは、そもそもの当初の理念からいけば好ましくないわけです。 

 もちろん、それを担保するのはおそらくほんとうに新しい司法試験が考える力を問う試

験になるのか、それともやっぱり知識量が絶対必要だという試験になるのかというあたり

です。多分、みんなそれを疑っているから、とにかく一定量の知識が必要だということで

走っているのだと思うのですが、でも、理念は理念としてきちんと打ち出してほしいなと

思います。それから、もちろん先ほどから言われているような具体的な問題に対する対応

としては、第三者評価機関としてもそういう理念でやっていないところは、Ｃどころかも

っと下の評価をしますよということをはっきりと言ったほうがいいと思います。 

【柏木委員長】  ということは、例えば学生が集まって討論会をやるときに教師が参加

するなんていうのは、それだけではＯＫだけれども、それを超えるレベルの補習はほぼす

べてマイナス評価ということになりますか。 

【川端委員】  いや、それはやっぱりそれぞれ具体的なものによるんですよね。明らか

に反しているのは、カリキュラムの中に事実上、組み込まれている、あるいは、本来、２

単位であるべきものが２.５単位なり３単位で事実上行われているというのは、それは強制

でなくてもやっぱり問題だと思います。あとは実際に学生が考える力を自主的に勉強でき

るような形で行われているものかどうかという判断になってくるんじゃないですかね。 

 それと、おそらく新しい制度が求めている法科大学院修了段階の姿というのは、法的知

識でいえば、学部の卒業生よりも多分少なくていいよということだと思うんですよ。これ

が法科大学院制度は、法学部でやっている単位をそのまま法科大学院に移したということ

では全然ないので、もしそれが前提だったら、全く制度上おかしいことになるんですね。

ですから、そういう意味で知識詰め込み型の補習をどんどんやっているというのは、どん

なに学生の自主的な集まりに教師が補助しているというような格好だとしても、好ましい

ことではないんですね。ただ、それは規制できるかと言われると、規制できないと思いま

す。 
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 ですから、新司法試験を、ちゃんと考える力が問題だよと、今までと採点基準も違うよ

と、そんな細かい学説、判例、結論だけを覚え込んだっていい点数は取れないよという試

験にしていただくしかない。 

【京藤副委員長】  川端先生のお話は理想論としてはそうなのですが、この補習の問題

というのは、現場サイドからは、やらないわけにはいかないところもあるという意味で、

確かに非常に頭が痛い問題です。それでも、評価機関として、こういうやり方ならいいよ

とは言えないと思います。基本的な理念に立ち返って、こうあるべきだということを言い

ながら、しかし、メッセージとしては、もう少し踏み込んで、やっぱりこういうやり方、

こういう内容の補習をやるという明らかに弊害のあるかたちの補習については、やっぱり

全然論外でおかしいということを明確にして、ブレーキをかけるというのが、現実的では

ないかと私は感じております。目的がこういう目的である場合、内容がこうである場合に

はやってもよいという形で設定すると、どこの法科大学院も補講か補習、中間形態のもの

はやっぱりやらざるを得ないことになるでしょう。現実的なアプローチを考えなければな

らないとは思いますが、メッセージとして、このようなものはだめだというものを出すこ

とは意味があるのではないでしょうか。 

【柏木委員長】  ほかにご議論ございますでしょうか。 

 なかなかクリアな線が出ないということがどうも結論なのかと思いますけれども、川端

委員がおっしゃったように、やはり評価機関としては、ある程度理想像に近いものを評価

の基準として定めるべきではないかということについては、かなり説得力があるような気

がいたします。今のご議論の大勢から見ますと、少なくとも強制はされないにしても、事

実上、強制されていると、慣習上、ほとんどの学生が出ているというようなものは非常に

よくない。ごくごく基本的なところで学生が自主的にやるものを補助する程度のもの以外

はあまり評価はできないのではないかというような傾向だったと思いますけれども。あと

は、具体的に内容を見てみるしかないということかなと思いますけれども、よろしゅうご

ざいますでしょうか。 

【浅古委員】  川端先生のご発言は、全くその通りだと存じますが、１点だけ、補習に

ついては、どうしてもやらなければならない補習というものもあるのではないかと思って

おります。最近は基本法の改正が相次いでおりますので、新法補習はせざるを得ないと思

います。会社法を例に致しますと、現在の 3 年生は新会社法を授業ではやっておりません。

当然、補習が必要になろうかと思いますが、こうした補習もだめだということにはならな
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いだろうと思います。補習がどのような内容と目的を持った補習であるのかということを

検証することが大事であろうと思うわけです。 

 一番悪いと私が思いますのは、時間割のなかに補習が組み込まれている。補習を受けな

ければ成規授業の成績評価にかかわるというようなケースであろうと存じます。時間割に

補習を堂々と掲載している場合は少ないと思いますが、時間割を見ると法律基本科目の講

義のあとに学科目が配当されていない空白の時間があるというような大学がございます。

何で空白なのだろうかというと、そこで法律基本科目のフォローアップ授業をしている。

そういう時間割の組み方をしている場合がございます。こういうケースは、そうした補習

を前提にしてカリキュラムを組んでいるのであろうということ強く推測させるわけでござ

います。こうしたケースは、認証評価では厳しい評価とならざるを得ないのではないかと

思います。 

【柏木委員長】  ありがとうございました。 

 確かに新法補習は、これはやらないとどうにもならないことなので、例外になるのだろ

うと思います。それから、時間割の見方につきましても、非常に鋭いポイントじゃないか

と思います。 

 時間もありませんので、次、司法試験シフトの問題です。評価での考え方は議論が済ん

だと思いますので、司法試験シフトについてご議論願いたいと思います。 

 補習でも司法試験答案の一種のような補習、これはもう問題外という雰囲気だろうと思

いますけれども、司法試験シフトも今のようなご議論からみますと、問題外ということに

なるのかと思いますが、いかがでございましょうか。司法試験を意識したカリキュラムと

いうことで法律基本科目に偏重しているというようなこと、あるいは司法試験の合格率を

意識した成績評価、ということが問題になると思います。まだ新司法試験の中身がよくわ

かっていないのに新司法試験シフトができるかどうか、私は疑問なんですけれども、確か

に現行司法試験をベースにした成績評価を意識しているというところもあるようでありま

して、こういうものも問題になるという気がいたします。 

 この点についてはいかがでございましょうか。これを否定的に見るというのは、問題な

いところじゃないかと思いますけれども。 

 江森事務局員から何か、特にこの点について。 

【江森事務局員】  やっぱり学生の圧力が非常に強いですね。こういう答案練習をやっ

てくれというような。それと、一つには、学校はそれをやっていると、学生は予備校に行
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かなくて済んでいるという実態も一面ではあるようでして、やっぱり学校は司法試験自体

は意識をしていただいたほうがいいとは思うんです。ただ、それが過剰なシフトになると

いうのは問題であるということだと考えております。 

【柏木委員長】  実際問題としては、新司法試験を意識しないわけにはいかないので、

カリキュラムなどにも、多少やはり新司法試験の影響が出ざるを得ないのではないかとい

う気がいたしますけ。しかし、それも程度問題なのではないでしょうか。例えば、私の国

際取引法ですと、新司法試験の選択科目の範囲が主として日本の実定法を対象とするとい

うようなことを書かれてしまいまして、主として日本の実定法を教えて、国際取引法を教

えられるかということで大変悩んでいるんですけれども、やっぱり縛りがかかってくると

いうようなことを感じております。 

 その程度の縛りであれば、これはしようがないのではないかという気がいたしますけれ

ども、全くそれにシフトしてしまって、司法試験対策オンリーのようなカリキュラムにす

るということは非常に問題であるという気がいたしますが、これも程度問題だろうという

ことを感じております。 

 あまり望ましいことではないということでは意見は一致していると思います。 

【川端委員】  よろしいですか。新司法試験に通らなければ法曹になれないわけですか

ら、その新司法試験を全く無関係に法科大学院教育が行われるわけはないんですね。です

から、ここで問題にすべきなのは、シフトということで、要するに比重が移るということ

を意味しているのだと思うのですけれども、それはおそらくさっき問題にしたカリキュラ

ムにおける法律基本科目の偏重とか、あるいは授業が答案練習会になるとか、そういう形

で出てくるのだと思うんですね。 

 そこは問題にしなければいけないのですけれども、いずれにせよ、これも新司法試験が

どういう試験なのかということが一番の問題になっちゃうかもしれませんが、新司法試験

と全く無関係に法科大学院教育が行われるということはあり得ないので、そこの表現はち

ょっと注意されたほうがいいのではないかと思います。 

【柏木委員長】  ありがとうございます。 

【飯田副委員長】  いいでしょうか。法科大学院をトライアル評価でよく訪問している

わけですが、学生たちは、今、非常に不安定な状況にありますね。だから、その学生の心

をよくつかんでいる法科大学院と、つかめていない法科大学院がありまして、つかめてい

ない法科大学院は、やはり学生たちがよく予備校に行っているという状況にあるのではな
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いかと思います。 

 学生の心のつかみ方の問題なのですけれども、授業内容等で自信を持ってやっておられ

て、よくつかんでおられるところと、補習等をしっかりやってつかんでいるところと、つ

かみ方に２つのタイプがあるのかなと思っていまして、先ほどからの補習等の問題で出て

いるとおりなんですが、いかに学生たちを、ほんとうに法科大学院の授業に専念させるか

ということで、実はいろいろな工夫が必要かなというように感じております。 

【柏木委員長】  ありがとうございました。 

【大出委員】  やっぱり今の段階、先ほどからお話がありましたように、新司法試験と

いうものがどういうものになるかということが予測がつかない。それは我々もそうですが、

学生もそうですし、全体のそういう状況の中での評価の仕方と、２，３年して、問題の傾

向がある程度見えてくれば、また違った落ち着き方をしてくるのだろうと思います。 

 ですから、評価はその段階で始まってくるわけですから、その段階になったら考えなく

てはいけないということになるのだろうと思います。今の段階ですと、現行司法試験を受

けている学生たちからの圧力、それを下級生も真に受けて、そういう方向で動くというこ

とになっている部分があるわけです。ですから、そこの意識が変わってこないと、なかな

かやっぱり全体として落ち着いた評価ができるということになってこないという感じがし

ていますけれども。 

【柏木委員長】  おっしゃるとおりだと思いますね。先ほど言いましたように、新司法

試験の内容がまだよくわかっていない段階で、学生も一部の教員も右往左往しているとい

うことではないかという印象があります。 

 次の、司法試験予備校との関係についても同じことが言えまして、司法試験予備校が新

司法試験に対応しているのかといえば、私は大変疑問だと思いますし、それから、今の司

法試験予備校のテキストは、現行司法試験しか対応していないのではないかと思われるの

ですが、それを使って、どうしてそれが効果が上がるのだろうかということがよくわから

ないのです。これも学生からの圧力と、それから内部的な圧力に負けて右往左往している

という現状を示しているのではないかという気がいたします。 

 今までのご議論からも司法試験予備校との関係で教員を融通するとか、予備校テキスト

を教科書に使用するとか、模擬テストを使用するとか、択一問題を流用するとか、この辺

はすべて問題外と見ていいのではないかと思いますが、いかがでございますか。 

【日和佐委員】  そうだと思います。本来からして試験のための予備校ではありません
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から違うわけですし、現実、どのような司法試験になるのかがわからないというようなと

ころでやっているわけですので、全く意味のないことだと思います。 

【柏木委員長】  ありがとうございました。 

【宮川委員】  新司法試験については、サンプル問題が出ていますが、これでイメージ

が変わってよかったという声もありますけれども、しかし、実際に限られた時間の中であ

の問題を解いていくと、民事系にしても刑事系にしても公法系にしても、非常に論点が多

いんですね。典型論点がそれぞれ伏在していて、それを事実資料を読み込んで、そういう

ものを抽出して、いかに書き込んでいくか。論点ごとにまとまった点が配点されているわ

けでしょうから、１つ、２つ、論点を落とすと、どーんとそこで点が稼げなくなる。そう

いう現実を今、突きつけられていますから、授業を変えると言われても、なかなか変えが

たいところがある。予備校の今までのようなテキストも新司法試験の対策としても有用で

ある面がある。だから、これは司法試験委員会への要望ですが、もっと抜本的に違ったイ

メージを出していただくということが必要ではないか。それから、幾つか答案のサンプル

が出されないと、どういう形であの問題に答えていったらいいのかということがわからな

いというところがある。 

 そういうことがあって補習の問題も含めて、現場に立たれる方々はかなり苦しんでおら

れて、現状はやむを得ない面があると考えています。 

【川端委員】  宮川委員のご意見、私ももっともだと思うのですけれども、逆に、それ

を容認しちゃうと、みんなそういう答案を書くようになりますから、その人たちが合格す

るようになるという現象が起こるんですよね。そうじゃないんだという、とにかく上から

のメッセージは発し続けなければいけない。確かに新司法試験はもっと革命的に変わって

ほしいなとは思います。つまり、全然先例のない問題を考えさせるとか、あるいは最高裁

判例の変更を求めるような議論をさせるとか、そういうようなもっと突拍子もないもの、

あるいは架空の憲法について出題するとか、それでもいいと思うのですが、とにかく一定

の知識量があればあるほど有利であり、それをこつこつ吐き出していったほうが有利であ

るというような試験である限りはなかなか変わらないという意味では、新司法試験がもっ

と変わってほしいというのは宮川委員と同じです。しかし、厳しい試験だと公平性の問題

が非常にきつくなってきますので、公平に採点できるような問題が選ばれ、論点ごとに配

点ということになってこざるをえないので、新司法試験の合格率の問題も実は全部の上に

かぶさっているのです。これは我々がほんとうはどうにかしなければいけない問題なので
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はないかと思います。 

【長谷川委員】  私どもの組織にいろいろなところから要請があります。それは、法曹

養成と新しい司法試験のあり方がどうなるのかというのと、数の問題です。したがって、

資料３０で議論されていること、今までいろいろな先生がおっしゃったわけですけれども、

司法制度改革の中で法曹養成が非常に高い、理想的なメッセージを出して、この改革に踏

み切ったわけです。それをきちんと最後まで貫徹することが必要なんだと思う。そのため

には、大学院での法曹養成のあり方と、それと試験というものが必ず密接な関係になって

くるわけですから、どちらにも高い理想のメッセージを出していくことが必要だ。また、

新司法試験のあり方についても、いろいろな要請が関係者から出されていますので、高い

メッセージを出していかないと、混乱するのは学生なわけです。 

 私どものところにも、社会人から法科大学院に行った人がいるわけですが、その人がほ

んとうに法曹になれるのかどうなのか、途中で挫折することのないようにということで見

ているわけですけれども、それと私どもの関係者の中でも、これから法科大学院に行きた

いと思っている人たちがいるわけです。そういう人たちがチャレンジできるような養成の

仕方と、試験のあり方というのはずっと問われてくるわけですので、新司法試験のあり方

については、やっぱり抜本的な改革が必要だということを、きちんと関係者に求めること

が必要だと思います。 

【柏木委員長】  ありがとうございます。 

 これはかなり新司法試験のあり方に関係する面が多いわけですけれども、やはり間接的

ながら、新司法試験が従来の記憶中心のものにならないようなメッセージをこちらからも

送っていく必要があるのではないかという気がします。そういう点で、ある程度この評価

委員会が理想に近いものを基準にするという必要があるのではないかというご意見が多か

ったような気がいたします。 

 それでは、時間もなくなりましたので、おそらく次の白鴎大学法科大学院でも同じ問題

が出てくると思いますので、また白鴎大学の論点のところでご議論願えればと思います。 

 それでは、次の議題の白鴎大学法科大学院の評価報告書原案の確定についてですけれど

も、江森事務局員からお願いします。 

（省略） 

【柏木委員長】  わかりました。それでは、それは南山大学でもう一度議論することに

しまして、白鴎はこの辺でよろしゅうございますか。 
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【山野目委員】 

（省略） 

第３分野の中に、教員のジェンダーバランスということがありまして、これは非常に難し

いんですね。まず、これが何人いるかという結果責任の問題なのか、それとも、女性の教

員をたくさん採ろうとしている努力の面の評価なのかということが難しゅうございます。

結果責任をとらえたときに、一体何人女性がおられることを良い結果として定め、Ａの結

果と考えるのかといったようなことで、評価チームの中で議論をして悩みました。 

 今後の運用は、一般的に検討していただきたいと思うのですが、ひとまず２５％女性が

いたらＡにするという基準で臨み…（省略）。 

 何％がいいのかということを言い出したら、これは、衆議院の定数不均衡と同じであり

まして、理想は１対１なんですね。世の中に男性と女性は半々でいるのですから、究極の

ジェンダーバランスは１対１だと思うのですが、しかし、現状、法曹人口の中に占めてい

る女性の割合とか研究者人口の中での女性の割合等を考えますと、それはほとんどあり得

ない数字なわけでありまして、そうしますと、現状をにらみながら、当面の運用として先

ほど申し上げたような数字を申し上げた上で、女性の司法試験合格者の数が増えるような

状況を見据えながら、今後基準を見直していくといったようなことで臨むのはどうか。対

外な面で、外部からお問い合わせもあるようですので、そのときの答えの準備の参考にも

なるのではないかと考えます。 

（省略） 

 以上でございます。 

【柏木委員長】  ありがとうございました。 

 時間もほとんどないのですけれども、多分、一番大きな問題はジェンダーバランス、１

１ページで、２５％という基準、これがいいのかどうかということだろうと思います。こ

れは、きょうは結論が出ないのかもしれませんけれども、ある程度ご意見を承っておいた

ほうがよろしいのではないかと思いますが。 

 池田委員。 

【池田委員】  ご承知のように、政府レベルで３０％という数値目標がありますので、

それと何とか整合的な形で見せた方がよろしいかと思います。 

【柏木委員長】  それともう一つ、池田委員にお聞きしたいのですが、２５％ある場合

か、２５％になるような配慮がなされている場合と、ここに書いているのですが、これに
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ついては何かご意見ございますか。配慮がなされている場合というのはどういうことかと

いうと、３０％にするということですが、今いないけれども、例えば、非常勤職員で女性

がいるとか、努力はしているとか、教員申請を出したけれども落とされちゃったとか、そ

ういうことを考慮するかどうか。もう一定で３０％未満であればもうだめと言うか、その

辺はどうですか。 

【池田委員】  非常に難しいポイントだと思います。一例として、男女差のハンディ差

をカバーするようなサポート体制みたいなものが、数値目標まで行かない場合でも、そう

いうものがあるんだという形であれば、それはやはり一つの配慮ということで評価するこ

とは可能だと思います。 

【柏木委員長】  この辺は、小幡委員いかがでしょう。 

【小幡委員】  ジェンダー的な観点から申しますと、やはり数値目標を掲げるというの

が大変有効だということになってございますので、この評価基準は公表されるのですよね。

ですから、数値でランクを付けるのはやむを得ないのではないでしょうか。別にこの箇所

がＡでなくともＢでも、特段それ自身によってどうなるというものではないので、いろい

ろ異論もあるかもしれませんけれども、昨今の動向からすると、数値目標ということで。 

【柏木委員長】  数値目標は３０％ですか。 

【日和佐委員】  国の審議会はそれを目標にしていますし、一定の根拠みたいなものも

必要ですから、３０％にしておいたほうがいいと思います。 

【長谷川委員】  政府目標を達成しているのがＡ。Ｂは、３０％にはならないけれども、

１０から３０とするかどうかは、少し検討が必要だと思うのですけれども、そういう努力

をしている。Ｃはそれ以下かなと思いますけれども、Ａのところは３０に達成していると

いうことで評価する必要があると思います。こういうところを下げるのはよろしくないの

ではないかと思います。 

【山野目委員】  ちょっとよろしいでしょうか。 

 評価チームの最初の議論では、おっしゃるように、国の基準に従って３０％をＡと考え

ておりました。その後、若干議論がありまして、法律家の世界の現状を考えたとき、ジェ

ンダーを推進していらっしゃる方からはそういう批判は来ないと思うのですが、法科大学

院の現場サイドから、それはほとんど達成不可能な現状の人口比率だと言われたときにど

う考えるかということがやや心配だったんです。むしろ、私は３０％にすることに反対で

はなく、そっちのほうがいいと思うのですけれども、やや、そういう懸念が出されたとき
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にどういうふうに答えるのかといったあたりはご検討いただければと思います。 

【柏木委員長】  この問題についていかがでしょうか。 

【長谷川委員】  それでも３０％なんですね。そんなこと言ったら、どの分野でもそう

なってしまう。だから、例えば、今、研究者が女性の比率が落ちたと言われているんです

よね。そこはお互いに関係者が努力をするという目標が必要なので、３０は、私は落とし

ちゃいけないと。労働組合だって、そんなこと言っても、もともとが男のほうが多いんだ

から、国際自由労連の大会を日本で開催したときに、女性代議員を５０％と決めたんです。

それで何で連合で女性の役員もいないのに代議員５０％出すんだと、大議論になったので

すけれども、でも、５０％クリアしようということで、５０％女性代議員を出したら、あ

る会長は、僕は会長なのに傍聴で、、一般の中執が代議員に出るんだとか、そういう文句も

出た。努力は３０だろうと。 

【柏木委員長】  政府目標が３０であるという以上、２５だと説明がつかないような気

がしますので、ここは３０でよろしゅうございますか。 

（省略） 

【柏木委員長】  それでは、大分時間が過ぎてしまいまして申しわけございませんが、

次の議題に移らせていただきたいと思います。 

 次の議題は、評価基準、解説の見直し着手ですけれども、山本事務局次長から。 

【山本事務局次長】  昨年、３校のトライアル、そして、今年に入ってから５校のトラ

イアルを踏まえまして、来年以降の本評価に向けて、評価基準、解説の見直し、及び評価

判定方法の確立作業を本格的にスタートしたいと考えています。７月２５日、８月１８日

に事務局の合宿で、検討を詰めていきたいと思っております。検討課題として詰めるべき

であるというところはどんどんご指摘いただきたいと思います。メール等でいただければ

と思います。 

【柏木委員長】  これも、実際、皆さんにお集まりいただく時間がございませんので、

資料をお送りしますので、メール等でぜひご意見をお伺いしたいと思います。 

 次の議題、７番の文部科学省委託研究についてですけれども、これも山本事務局次長か

ら。 

【山本事務局次長】  資料２９、２６とございます。文科省の委託研究も今年で３年目

に入りました。去年の報告書がまだ上がっていないのですけれども、７月中には上げると。

これが２９でございます。２９も全部はまだ上げておりませんで、特にトライアルでいろ
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いろ出てきました評価方法の問題を中心として記述しておりますので、これについてもご

らんいただきまして、ご意見をいただければと思います。きょう議論をしました点も入っ

ております。 

 それから、資料２６は、今年度、平成１７年度の委託研究の事業計画書でございます。

１４校のトライアル評価を行う計画です。ほかに全校横断調査を計画しております。厳格

な成績評価、既修者認定、カリキュラムといった非常に重要な問題につきまして、全部の

法科大学院が一体どういうふうにしているのかというデータを集めるといいますか、実態

を集めるという作業ができればと考えています。それを踏まえて、より実際的な評価基準、

評価方法に仕上げていくという作業が今年のもう一つの課題です。 

 それから、もう一つは、法科大学院、つまり評価を受ける側にとって、さまざまな資料、

試験の答案ですとか、入学試験のデータ、そういったものをどういう形で保管しておくの

か、どのぐらいの期間保管しておくのか、どういう形に整理するのかということを、法科

大学院からの聞き取り調査だけではなくて、ほかの認証評価機関とも共通化する、規格化

する方向で研究をしていく必要があると考えています。 

 以上です。 

【柏木委員長】  ありがとうございました。 

 それでは、次は評価員の選任についてですけれども、飯田副委員長からお願いします。 

【飯田副委員長】  資料があると思いますが、２名、選任をお願いしたいと思います。

資料２７です。 

 あと、裁判所、法務省にも評価委員をトライアル評価についてお願いしておりまして、

法務省のほうから２名、ご推薦いただいております。裁判所のほうも複数名推薦するとい

うことで、今、ご検討をいただいている、そういう状況でございます。 

 また、トライアル評価、現在まで行ったところ、秋に行うところ、来年春に希望してお

られるところに、少なくとも研究者教員３名以上はお願いしたいということで依頼を出し

ました。今、かなり返事が来ている状況でございます。８月２０日までお願いしたいとい

うことです。既に３名以上出していただいているところには、特に依頼をしていないと、

そういうことでございます。 

【柏木委員長】  ありがとうございました。 

 それでは、最後、その他ですけれども、評価基準の見直しのスケジュールと１０月、１

２月の評価委員会の予定と業務について。 
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【飯田副委員長】  評価基準につきましては、夏合宿をしまして、必要な見直しの案を

おつくりいたしまして、１０月３日の評価委員会にはご提出して、ご承認を得るようにし

たいと思っています。 

 その後、秋にはパブリックコメント手続を出しまして、１２月上旬に評議会を予定して

おりまして、そこで確定をするというスケジュールを考えているところであります。 

 したがいまして、合宿等で案をつくりまして、皆様方に事前にご意見を賜りたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いしたいと思います。１０月３日の評価委員会で確定させ

ていただく必要がございますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 また、１０月の評価委員会は春学期の大宮、鹿児島、獨協の３校の評価報告書の原案を

確定いただく必要がございますので、時間を３時間に延長をお願い申し上げております。 

 １２月の評価委員会では、秋学期９校のトライアル評価を行うのですが、そのうちの前

半の４校について評価報告書原案を確定する必要がございますので、これも３時間延長し

てお願いしているところでございます。 

 ２月ぐらいに、その次の評価委員会が行われますが、そのときに５校分お願いするとい

うことで、ラッシュでございますが、よろしくお願いしたいと思います。 

【柏木委員長】  ありがとうございました。 

 これできょう予定した議事は全部終了いたしましたが、何かご意見、今、発言しておき

たいというようなことがございましたらどうぞお願いいたします。 

 それでは、大分時間が超過して申しわけございませんでした。本日はお忙しい中、大変

ありがとうございました。これで第６回評価委員会を終了させていただきます。 


