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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９回）議事録  

 

１ 日 時  ２００６（平成１８）年３月６日（月）午後１時～５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、市川正人、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 

野村修也、日和佐信子、宮川光治、米澤健一郎 

  幹  事 早田幸政 

  理事長  新堂幸司 

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 青戸理成、江森史麻子、水原理雄、南 繁樹、宮武洋吉、持田光則 

  法曹養成教育研究会メンバー 椛嶋裕之 

４ 議 題 

１）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島根大学 

 ②岡山大学 

③中央大学 

④福岡大学 

２）評価報告書原案の決定について 

 ①明治大学 

 ②京都産業大学 

 ③九州大学 

 ④東海大学 

 ⑤成蹊大学 
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３）2006年度春学期トライアル評価について 

 ①実施予定校 

 ②各トライアル評価の主査の選任 

 ③各トライアル評価の評価チーム評価員の選任 

４） 本評価について 

 ①契約の進捗状況 

 ②2006年度秋学期実施校の準備 

５）評価基準（解説）の改定について 

６）法曹養成教育研究会の活動報告について 

７）シンポジウムの開催について 

 ①06年 2月 25日シンポジウムの結果報告 

 ②06年 3月 17日シンポジウム 

８）文部科学省委託研究について 

９）その他 

５ 資 料 

資料 91 明治大学：自己点検・評価報告書 

資料 92 京都産業大学：自己点検評価報告書 

資料 93 九州大学：自己点検評価報告書 

資料 94 東海大学：自己点検評価報告書 

資料 95 成蹊大学：自己点検評価報告書 

資料 96 明治大学：評価報告書原案 

資料 97 九州大学：評価報告書原案 

資料 98 京都産業大学：評価報告書原案 

資料 99 東海大学：評価報告書原案 

資料 100成蹊大学：評価報告書原案 

資料 101島根大学からの意見申述書 

資料 102岡山大学からの意見申述書 

資料 103岡山大学：評価報告書（案） 

資料 104岡山大学への回答書（案） 
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資料 105中央大学からの意見申述書 

資料 106中央大学：評価報告書（案） 

資料 107中央大学への回答書（案） 

資料 108福岡大学からの意見申述書 

資料 109第７回評価委員会議事録 

資料 110第８回評価委員会議事要旨 

資料 111第８回評価委員会議事録 

資料 112島根大学：評価報告書（案） 

資料 113島根大学への回答書（案） 

資料 114福岡大学：評価報告書（案） 

資料 115福岡大学への回答書（案） 

資料 116明治、京産、九州、東海、成蹊トライアル・サマリー 

資料 117２００６年度春学期トライアル実施予定一覧 

資料 118認証評価委託契約に関する進捗状況 

資料 119認証評価委託契約書（ひな形） 

資料 120評価基準解説改訂案（２／２５シンポ配付資料２） 

資料 121３／１７シンポジウム案内 

資料 122２／２５シンポジウム進行次第・配付資料１ 

資料 123文部科学省委託研究計画書 

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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【由岐事務局長】  それでは、第９回評価委員会を開催させていただきたいと思います。 

 委員長、開催に先立ちまして、新しくソニーの顧問である米澤健一郎委員にも加わって

いただくことになりましたので、一言ごあいさつをいただいてよろしいでしょうか。 

【米澤委員】  ソニー株式会社の米澤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【由岐事務局長】  では、委員長、お願いいたします。 

【柏木委員長】  それでは、早速、議事に入りたいと思います。きょうは案件が目白押

しでございますので、できるだけてきぱきとやりたいと思っております。 

  

（省略） 

 

【柏木委員長】 それでは、ちょっと時間も押せ押せになりましたけれども、江森事務局

員から、２００６年度のトライアル評価につきまして。 

【江森事務局員】  お手元の資料１１７をごらんください。これは２００６年春学期の

トライアル評価について、評価実施予定の一覧表でございまして、８校にご協力をいただ

くことになっています。特に６番の愛知大学については、前回のご報告にもございました

けれども、フルトライアルということで、全評価部門についてやらせていただくというこ

とで、実際、本評価がどう段取りできるかということをここで試してみるということにな

ります。これはまだ未定の部分もございますが、おおよそこちらから打診しておる日程、

あるいはこちらから打診しておる評価項目で決定するというような見込みでございます。

それから併せて本評価の話をさせていただきます。既に本日現在、契約の締結まで済んで

おるところが３校でございます。それから私どものやりとりの中で契約をしていただける

ということをご回答いただいているところ、この中の多くが実際に契約書の案文のチェッ

クに入っておりますが、これだけあるというところで事務局員が分担をして適宜打ち合わ

せを進めております。 

 ２枚目をめくっていただきますと、現地調査の希望時期というものがございまして、見

ていただくとわかりますように、２００７年の秋学期に希望が集中しております。これは

学位授与機構もあるいは基準協会も秋学期だけの手続をしている関係もあって、おそらく

秋学期のほうが準備が楽だというご趣旨かもしれないんですが、私ども春学期もやってい

きたい、二毛作で行きたいと思っておりますので、なるべく春学期のほうにご協力をいた

だけるようにお願いをしてもらっているところでございます。      



 

 6 

 それから、問題は法定の期限が２００８年度の秋学期、２００８年度までにやりません

と、５年の期間を過ぎてしまいますので、おそらく２００８年度は殺到するんだろうとい

う感じがしておりまして、その関係から、なるべく早く受けていただくということを、今、

頑張ってやっております。どうぞご協力よろしくお願い申し上げます。 

【柏木委員長】  ありがとうございました。それでは、今、江森事務局員からお話があ

ったような予定でおりますけれども、トライアル評価についての主査、評価員の選任は、

正副委員長にご一任お願いしたいと思います。 

 それから、個別契約の状況につきましても、今、本評価の個別契約の状況につきまして、

報告がありましたけれども、これも個別契約の締結自体につきましては、正副委員長にご

一任お願いしたいと思います。 

 ほかに何か。それでは、評価基準の解説についてですが、山本事務局長代行から。 

【山本事務局長代行】  お手元の資料１２０をごらんいただけますでしょうか。 

 きょう、いろいろご審議いただきました評価基準につきまして、個々の評価基準につき

まして、言葉の定義であるとか判定の目安であるとか、あるいはこれまでいろいろ        

集積してきた事例等を集約しつつあるものでございます。２月２５日に行われましたシン

ポジウムにおきましても同じものを配布いたしまして、さらにご質問あるいは問題点のご

指摘、あるいは参考になる事例をいただければということでお願いしております。これを

また次回の評価委員会、４月２６日でありますけれども、完成させまして、各法科大学院

に配布するという形にしたいと思いますので、ご指摘いただければと思います。ちなみに、

きょう、何度か議論に出ました点では、４３ページ、教員の授業時間数でございますけれ

ども、判定の目安では十分であるとか、十分でないとかという定型的な表現はしておりま

せん。上の解説の中に授業の内容で異なるが、週あたり７.５時間、５コマを目安と記して

おります。これについても、各法科大学院からいろいろ問い合わせが来ておりまして、こ

れでは多過ぎる、少な過ぎると、もうちょっと数字だけでなくて、いろいろな準備が欲し

いというところもございます。これにつきましても、いろいろご意見をいただければと思

います。あまりビビットでなく、かつ納得感のある目安をお示ししたいというふうに考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

【柏木委員長】  ありがとうございました。それでは、きょうもいろいろ出ましたけれ

ども、判定基準自体、いろいろな事例が集まりまして、だんだん具体化されてきておりま
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すので、ぜひこれをご覧いただいて、ご意見をお寄せ願いたいと思います。では、法曹養

成研究会の活動報告について、由岐事務局長から。 

【由岐事務局長】  法曹養成教育というのは、基本となる内容、法曹養成にどういう教

育が必要なのかを検討する研究会でございます。定例的に月１回程度開かれておりまして、

実は明日４時からあらためて研究会が開かれます。それよりもこの会議の中でシンポジウ

ムを開催しようということで、きょう、そのメンバーの椛嶋弁護士が来ていますので、椛

嶋さんにシンポジウムの内容について説明いただきたいと思います。 

【椛嶋弁護士】   法曹養成教育研究会のメンバーの椛嶋です。そこで、このシンポジ

ウムを担当させていただいております。すでに個別にはご案内差し上げているとおりであ

りますけれども、３月１７日に「法科大学院の挑戦、２年間の到達点」とこれからという

シンポジウムを実施いたします。これは、法務研究財団がこの間、認証評価活動を行って

おりますけれども、これも法科大学院制度を充実させていくという目的でございまして、    

財団のこの間の認証評価活動の一つの到達点を発表するとともに、最初の修了生が出てく

るこの時期に、法科大学院の現状と問題点に関して、幅広く議論をしたいということで   

企画いたしましたシンポジウムであります。シンポジウムの特色といいますか、我々のね

らいといたしましては、従来の法科大学院のシンポジウムについては、法科大学院教員の

間で議論することが多かったんですけれども、教員の間の細かい議論だけにとどまらず、

むしろ学生と教員で一緒に議論していきたいということ。それともう一つは、最終的なユ

ーザーである法曹関係者、あるいはその法曹の外の方々とともに議論をしたいというふう

に考えています。また、この間の法科大学院に関して、設立当初から見ると、報道関係者

等の関心がやや薄れているのではないかというようなことで、この機会に多くの報道関係

者にも報道いただいて、もう一度みんなで法科大学院をバックアップしていってもらいた

いと、そういう目的もございます。 

 １点、中身に変更がございまして、パネリストが１名追加となっております。由岐事務

局長に報告をいただくほか、ここにいらっしゃる柏木委員長、それから市川先生などに、

パネリストあるいは報告者でご登壇いただく予定ですけれども、もう１名、昨年まで評価

委員を務めておられました菊池武久さん、前ミレアホールディングスの監査役で、現在独

立行政法人通関情報処理センターの理事長でありますけれども、にお越しいただきまして、

法曹の外の立場からのご意見をいただこうというふうに考えております。 

 そこでお願いでございますが、２点ございます。一つはぜひご参加をいただきたいとい
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うことでありますが、とりわけ、先生方ご自身にもぜひご参加いただきたいと思いますし、

学生の皆さんにもぜひご参加いただいて、みんなで法科大学院のあり方を考える機会にし

たいと思っていますので、法科大学院で教壇に立っていらっしゃる先生方、ぜひ学生さん

に呼びかけていただければというふうに思います。地方の法科大学院の場合に、一定の条

件のもとで一定の人数に関してですけれども、交通費の支給なども考えておりますので、

その点もあわせ、ご協力いただければと思います。 

 それからもう１件、ご参加いただきたいという点で、とりわけこの法科大学院関係者以

外の委員の先生方に、ぜひご参加いただければと思っています。できましたら、法科大学

院の認証評価にかかわっておられる法科大学院のことをよくご覧になっていただいている

ユーザーの方々ということになりますので、そういうお立場から会場発言なりをいただけ

れば大変ありがたいと思います。 

【柏木委員長】  ありがとうございました。それでは、その次は文部科学省委託研究に

ついて、山本事務局長代行からお願いします。 

【山本事務局長代行】  資料の１２３でございますけれども、今般ご審議していただい

ておりますトライアル評価を含めまして、すべて文部科学省の調査研究の中でやっていた

だいております。本年度も計画書と銘打っておりますけれども、ほぼ中身は終了しており

まして、あと残りますものは、他の認証評価機関との間で、評価の基礎となる資料      

及び情報についての保存期間、保存範囲についての協議でございまして、こちらは今週に

予定しております。以上でございます。 

【柏木委員長】  ありがとうございました。それから、同じく山本事務局長代行から、

シンポジウム開催についての報告をお願いします。 

【山本事務局長代行】  終わりましたシンポジウムのご報告でございます。資料１２２

ですが、２月２５日に資料１２２に書いてありますシンポジウムを実施いたしました。柏

木委員長ほか評価委員会の委員の皆様にもおいでいただきまして、非常に盛況に終わりま

した。参加者全員で１００名余りでございます。法科大学院の教育の中での補講・補習の

あり方であるとか、あるいはＦＤ活動の中でのいろいろなノウハウなど、さまざまな活発

な議論が行われて非常に有意義であったというふうに感じております。どうもありがとう

ございました。 

【柏木委員長】  どうもありがとうございました。これできょうの議題はすべて終わっ

たわけでございます。何かほかにございますか。よろしゅうございますか。 
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 それでは、きょうは時間が押せ押せになりましたけれども、事務局の協力で何とかほん

の少しのおくれで済みました。ありがとうございます。 

 それでは、これで第９回評価委員会を終了いたします。どうもありがとうございました。 

 


