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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８回）議事録  

 

１ 日 時  ２００５（平成１７）年１２月２６日（月）午後４時～７時 

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、飯室勝彦、池田辰夫、井上 宏、大出良知 

大橋正春、小幡純子、亀井尚也、川端和治、小山 稔、高木晴夫 

野村修也、日和佐信子、馬橋隆紀、宮川光治、村瀬 均、山野目章夫 

  理事長  新堂幸司 

  認証評価評議会議長 本林 徹 

事務局長 由岐和広 

事務局長代行 山本崇晶 

事務局次長 石井邦尚 

  事務局員 江森史麻子、水原理雄、南 繁樹、宮武洋吉、持田光則 

４ 議 題 

１）評価委員の追加選任について（報告） 

２）評価報告書の決定について（意見申述への対応について） 

 ①大宮法科大学院大学 

 ②鹿児島大学 

 ③獨協大学 

３）評価報告書原案の決定について 

 ①島根大学 

 ②岡山大学 

③中央大学 

④福岡大学 

４）2005年度秋期トライアル評価について 

５）2006年度トライアル評価について 
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６）12/16第３回認証評価評議会の報告について 

７）評価基準の改定について 

８）評価手続規則の改定について 

９）評価基準（解説）の改定について 

10）法曹養成教育研究会の活動報告について 

11）シンポジウムの開催について 

 ①06年 2月 25日シンポジウム 

 ②06年 3月 17日（仮）シンポジウム 

12）評価員の選任について 

13）その他 

５ 資 料 

資料 61 島根大学：自己点検・評価報告書 

資料 62 島根大学トライアル評価：評価報告書原案 

資料 63 岡山大学：自己点検・評価報告書 

資料 64 岡山大学トライアル評価：評価報告書原案 

資料 65 大宮法科大学院大学からの意見申述書 

資料 66 大宮法科大学院大学の意見申述に対する回答書案 

資料 67 大宮法科大学院大学トライアル評価：評価報告書（案） 

資料 68 鹿児島大学からの意見申述書 

資料 69 鹿児島大学の意見申述に対する回答書案 

資料 70 鹿児島大学トライアル評価：評価報告書（案） 

資料 71 獨協大学からの意見申述書 

資料 72 獨協大学の意見申述に対する回答書案 

資料 73 獨協大学トライアル評価：評価報告書（案） 

資料 74 法科大学院評価基準（改定案） 

資料 75 法科大学院評価基準（改定案）について－比較表 

資料 76 法科大学院認証評価手続規則（改定案） 

資料 77 法科大学院認証評価手続規則の改定案について（比較表及び改定理由） 

資料 78 中央大学：自己点検・評価報告書 

資料 79 中央大学トライアル評価：評価報告書原案 
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資料 80 福岡大学：自己点検・評価報告書 

資料 81 福岡大学トライアル評価：評価報告書原案 

資料 82 第３回認証評価評議会(05/12/16)報告資料 

資料 83 第６回評価委員会議事録（差替） 

資料 84 第７回評価委員会議事要旨 

資料 85 評価委員会名簿（新委員を含む） 

資料 86 トライアル実施予定校一覧 

資料 87 ３月１７日シンポジウム企画書 

資料 88 ２月２５日シンポジウム企画書 

資料 89 島根・岡山・中央・福岡大学評価報告書原案サマリー 

資料 90 評価員候補者リスト 

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。） 



 

 4 

【柏木委員長】  それでは、時間になりましたので、第８回評価委員会を開催させてい

ただきます。今日はお忙しいところ、ありがとうございます。 

 今日は盛りだくさんの議題がありますので、早速、議題の１に入りたいと思います。 

 まず、評価委員の追加選任について。 

【由岐事務局長】  どうも今日はお忙しい中、ありがとうございます。評価の依頼が非

常に多く、うれしいことと思っておりますので、評価委員を追加選任させていただきたい

と思っております。中央大学の野村先生、まだいらっしゃっていないようですが、本日出

席予定です。それと馬橋委員、大橋委員、弁護士でございます。さらに経済界から米澤さ

んがお入りいただく予定でございます。お頼みしたのが近々だったものですから、今日は

参加できませんが、次回から参加していただけるということでございます。よろしければ、

ごあいさつをいただくようにしていただきたいと思います。 

【馬橋委員】  馬橋でございます。財団の常務理事をやっておりまして、いろいろ先生

方には多方面でご迷惑をおかけしておりますが、今後ともよろしくご指導いただけるよう

お願いいたします。 

【大橋委員】  大橋でございます。第一東京弁護士会所属の弁護士でございます。先日

は福岡大学のトライアルに行ってまいりました。どうぞよろしくお願いします。 

【柏木委員長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、次の議題の評価報告書の決定でありますけれども、かなり議案が立て込んで

おりますので、１つ当たり大体１５分ぐらいしか時間がございませんので、なるべく手短

にお願いしたいと思います。 

 

（省略） 

 

【柏木委員長】それでは、４番の認証評価協議会の報告をお願いします。 

【山本事務局長代行】  資料８２をごらんいただけますでしょうか。資料８２の裏表紙、

１４ページでございます。１２月１６日に評議会が開催されまして、いくつかのことが審

議、決議されました。１点目が異議審査委員会の委員の選任でございます。資料８２の１

４ページ記載の稲葉元広島高裁長官、浦部教授、鬼追元日弁連会長、後藤一橋大学法科大

学院長、深澤元最高裁判事、米倉教授の６名でございます。 

 ２点目が法科大学院評価基準の改定でございます。前回、１０月３日の評価委員会で審
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議いただきまして、原案を１０月２１日から１１月２１日まで１カ月間、パブコメに付し

ました。パブコメで出ました意見をもとに一部修正いたしまして、１２月１６日に決議い

たしました。決議されました評価基準が資料の７４、７５でございます。パブコメを踏ま

えて原案を変更した点をご紹介いたします。資料の７５、比較表でございますが、このペ

ージ数で９／１５をごらんいただけますでしょうか。９／１５ページに改定案の５－２－

２というところがございます。いわゆる履修登録のキャップ制の項目です。旧規定では年

間の履修上限が３６単位以下、及び修了の前年度は４４単位以下というふうに、３６、４

４以下ということですぱっと決めていたんですけれども、改定案では、履修科目として登

録することのできる単位数の上限が年間３６単位を標準とするものであること、及び修了

年度の年次は４４単位を標準とするものであること、と致しました。要するに、以上、以

下ですぱっと切ったものから、３６単位を標準とする、とやや含みを持たせる表現にいた

しました。趣旨は、３６単位を上回る場合があったとしても、合理的な理由があればこの

５－２－２の基準には合格する、適合である場合があるということであります。例えば１

年次は抑えめにして、２年次で増やすといったような工夫も、科目内容等によってはあり

得るという判断でございます。あまりがちがちに数字だけで判断するのはいかがなものか

という、合理的な理由があるもののもあるのではないかという理由からでございます。ち

なみに、法令の文言のほうは改定案と同様でございます。 

 以上が法科大学院評価基準の改定案の審議、決議の報告でございます。 

 最後に、認証評価手続規則の改定案でございますが、これは１０月３日にこの評価委員

会でご審議いただいたものと同様の議案のまま決議されました。 

 以上でございます。 

【柏木委員長】  ありがとうございました。 

 それでは、その次の議題ですが、認証評価委託契約につきまして事務局からお願いいた

します。 

【飯田副委員長】  資料８２の９ページでございます。これは今回、手続規則が改定さ

れましたので、それに即して第４条と第１２条１項が変更されております。まず、申し込

み時期というのを現地調査にもっと近い時期まで可能であるということにしました。第１

２条は、その異議申立の期間を外に出した関係で契約期間というのがこの間延長されると

いうことでございます。あと、評価基準が今回確定しましたので、これから法科大学院に

契約の依頼をしようと考えておりますので、よろしくお願いします。早ければ１月から契
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約を締結していきたいと思いますので、ご関係の大学院にはよろしくお願いいたしたいと

思います。なお、まだ基準協会は認証申請に至っておりません。 

【柏木委員長】  個別契約締結は正副委員長に一任でお願いします。 

 それでは、その次に法曹養成教育研究会に関して、川端委員から。 

【川端委員】  法曹養成教育研究会ということで毎月１回程度会合を開いて、今までの

ところマクレイト・レポートについての、米国のいろいろな動きの研究を行い、それから

日本において、法曹養成教育をどういう形でやるのが最も適当であるかという検討に入り

ました。このテーマは大き過ぎるぐらい大きい問題でして、今のところは、やはり今の新

司法試験の問題等をにらむと、法曹養成におけるコア・カリキュラムというか、学ばなけ

ればならない事項をある程度決めて、その決めた点だけは司法試験としてもいいけれど、

それ以外は出題範囲とはしないとすることが必要ではないか。コア・カリキュラム以上の

ことは各法科大学院の自由に任せるというような方向での改革は考えられないかというア

イデアを検討しております。その点について、次に開かれるシンポジウムでも若干の発表

を行うという予定になっております。 

【柏木委員長】  ありがとうございます。 

 ただいまのシンポジウムにつきまして、石井事務局次長から。 

【石井事務局次長】  資料の８７に企画書を入れさせていただきました。テーマとして

は、「法科大学院の向かうべき方向－２年間の研究をふまえて」ということで、この２年間

という、最初の修了者から出てくる区切りのところで、広い視野から議論しようというこ

とです。 

 プログラム案のところで若干不正確なんですが、第１部、「法科大学院の現状とあるべき

方向－トライアル評価をふまえて」とありますが、これはトライアル評価を踏まえた部分

は①で、②のほうで法曹養成教育研究会の、今川端先生の話がありました提言等を行って

いきたいと考えております。こちら側は、どちらかというと、情報発信が問題提起になっ

たといいますか、第２部は、具体的に教育に携わっている教員の先生、さらに授業を受け

てきた学生に参加をいただいて、報告とパネルディスカッションを行いたいと考えており

ます。こちらで若干訂正があるんですが、パネリストについて一つこのように考えました

が、ちょっと人数が多過ぎるということで、おそらくユーザーの立場から、教育の方につ

いては、どなたか会場からのご意見を伺うという形で今のところイメージをしております。 

 日程としては３月１７日金曜日を考えています。動員は、そこに書いてあるとおりで、
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３００人を目標としております。 

 以上です。 

【柏木委員長】  ありがとうございしました。 

 それでは、もう一つのシンポジウムに関して、江森事務局員からお願いします。 

【江森事務局員】  お手元の資料８８をごらんくださいませ。私ども認証評価を宣伝す

るというか、認証評価についてのシンポジウムでございます。「トライアル評価の成果をふ

まえて」をサブタイトルにしておりまして、認証評価シンポジウムということです。日時

も決まっております。２月２５日土曜日の午後でございますが、弁護士会館のクレオで行

います。対象としては、各法科大学院で評価をご担当されている先生を中心に、事務の方

ですとか、あるいは私どもの評価員などにご案内させていただきたいと思っております。 

 内容でございますが、改定されました評価基準のご紹介と、本評価の手続の説明、さら

に、トライアル評価の成果を踏まえまして、新評価基準に沿いまして、このような取り組

みが高く評価されてきたというようなこと、あるいは場合によっては悪い例なども、多少

抽象化することになろうと思いますが、紹介しつつ、各法科大学院の取り組みを紹介させ

ていただくということで情報発信をしたいと考えております。どうぞよろしくお願いを申

し上げます。 

【柏木委員長】  ありがとうございました。 

 それでは、評価員選任につきまして、お願いします。 

【由岐事務局長】  資料９０をごらんに下さい。６名の評価員の選任をお願いしたいと

思います。 

【柏木委員長】  よろしゅうございますでしょうか。資料９０、６名の評価員候補者の

お名前が出ておりますけれども、ご異議ございませんでしょうか。それでは、承認したい

と思います。 

 ほかに何かございませんか。 

 大分時間が超過してしまいましたけれども、これで第８回評価委員会を終了させていた

だきます。ありがとうございました。 


