
（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 10 回）

議事録

２００６（平成１８）年４月２６日（水）午後５時～７時





（ 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 １ ０ 回 ） 議 事 録

１　日　時　　２００６（平成１８）年４月２６日（水）午後５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、市川正人、井上　宏

大出良知、大橋正春、小幡純子、亀井尚也、高木晴夫、日和佐信子

松浦好治、馬橋隆紀、宮川光治、村瀬　均、山野目章夫、米澤健一郎

　　認証評価表議会議長　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　青戸理成、江森史麻子、南　繁樹、持田光則

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）

　①京都産業大学

　②明治大学

　③九州大学

　④東海大学

　⑤成蹊大学

２）評価基準（解説）の改訂について

３）本評価において法科大学院が保管する資料について

４）2006年度春学期トライアル評価について

　①実施予定

　②主査及び評価員の選任について
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５）本評価について

　①契約の締結状況

　②2006年度秋学期実施校の準備

６）評価員の選任について

７）事務局員の選任について

８）文部科学省委託研究について

９）3/17シンポジウム報告について

10）その他

５　資　料

資料１　明治大学からの意見申述書

資料２　京都産業大学からの意見申述書

資料３　九州大学からの意見申述書

資料４　東海大学からの意見申述書

資料５ 　成蹊大学：評価報告書（案）

資料６　法科大学院評価基準（解説）改訂案

資料７　明治大学：意見申述書に対する回答書（案）

資料８　明治大学：評価報告書（案）

資料９　京都産業大学：意見申述書に対する回答書（案）

資料10　京都産業大学：評価報告書（案）

資料11　九州大学：意見申述書に対する回答書（案）

資料12　九州大学：評価報告書（案）

資料13　東海大学：意見申述書に対する回答書（案）

資料14　東海大学：評価報告書（案）

資料15　本評価において法科大学院が保管する資料一覧（案）

資料16　２００６年度春学期トライアル評価実施一覧

資料17　２００６年度春学期トライアル評価：評価チームリスト
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資料18　認証評価委託契約に関する進捗状況

資料19　事務局員候補者リスト

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。）
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【柏木委員長】　　それでは、第１０回の評価委員会を開催いたします。今日はお忙しい

ところお集まりいただきまして、ありがとうございました。

　今日は５つの法科大学院の報告書につきましてご議論いただくわけですけれども、浅古

先生がご用事がございまして、早く退出されるということで、まず京都産業大学から始め

たいと思います。

（省略）

【柏木委員長】　　　それでは、次に議案の第２で、評価基準（解説）の改訂について、

これは山本事務局長代行からお願いいたします。

【山本事務局長代行】　　資料６でございます。新しい評価基準が制定されましてから、

それに合わせて、その評価基準ごとに解説及びトライアルで出てきました事例を整理した

ものでございます。これはまだ作成の途上という面もございまして、さらに法科大学院、

あるいは皆様からご意見をいただきながら、いいものにしていきたいと考えております。

　１つご紹介いたします。資料６の８４ページ、６―２―２のところでございます。「臨

床科目が適切に開設され実施されていること」という項目について、エクスターンシップ

をやらないということがそんなにいけないことなのかと。財団はどうしてもやれというこ

となのかといった質問というか、意見もございました。そういったご意見も踏まえて、評

価基準の解説で、どのように考えるのかについて、いろいろご意見いただければと思いま

す。

　特に８５ページ以降、６のところですが、評価判定の視点と参考になる取り組み例とし

て項目を掲げております。臨床教育全体の取り扱いがどうであるかという中に、①臨床教

育の機能や意義をどのように捉えているのか。次のページに行きまして、科目の位置づけ

（必修／選択必修／選択科目）、あるいは実際の履修者数はどうか。③適切な指導教員対

学生比率となっているか。④履修要件の設定や事前準備が十分になされており、適法性が

担保されているか。次のページにある⑤成績評価・単位認定が適正になされる仕組みがあ

るか。こういった評価の視点を並べておるわけでございますけれども、その先、こういう

場合だといいんだということが伺えるような記載になるかどうかというのは、教育の自由

といいますか、各法科大学院の創意工夫との関係で、書きぶりに慎重を要するところがあ

ると考えております。
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　丸ポツの後に例を掲げております。例えば８６ページの③適切な指導教員対学生比率と

なっているかとあるんですが、丸ポツの１つ目、１名の担当教員につき同時に５名程度の

学生を標準としている。１つのクリニックの定員は８名程度である。簡明なことがぽろっ

と書いてありますけれども、ほかの事情がわからない中で、これだけ書いて果たしてこれ

が参考になるのかどうか、あるいはみずからの学校と引き比べてどうなのかと、財団はこ

ういうことを強要するのかといったような意見が一つ予想されます。そのあたり、できる

だけ参考になるような事例を挙げたいと思うんですが、悪いものも中には挙げておって、

それはこういうところを改善すべきだという注書きをつけて出したいと考えているんです

けれども、具体的にどういう書き方をしたらいいのか、ご意見をいただければと思います。

【大橋委員】　　１つのクリニックの定員は８名程度というのは、大規模な法科大学院の

場合、相当つらいことになるのではないでしょうか。２００名いるところで半分参加させ

るためには、クリニックを１０以上作らなくてはいけなくなる。担当教員１名で５名とい

うのはわかるのですが、クリニック１つで８人というのは、根拠がわかりにくいのですが。

大規模なクリニックを作ってはいけないということになりませんか。　　　　

【江森事務局員】　　それは例に挙がっている大規模校が既にいろいろなクリニックを持

っておられて、国際人権クリニックであるとか、知財のクリニックであるとかってやって

おられるところの例として、８名程度に押さえているということがかつて評価報告書に出

ておりまして、それが例として挙げられたものです。

【由岐事務局長】　　よろしいですか。目的でございますけれども、評価員が評価する際、

どういうふうに評価をしたらいいのかという意味では、こういう点を見てくださいという、

ある意味で客観性を与えるための取り組み例であると。もう一つは、各法科大学院のほう

でノウハウもない、どういうふうにやったらいいのか、例えばＦＤなんかどうやったらい

いんだというので、例を挙げてあげることによって、これを強制するものではないんです

けれども、例を挙げないとどうやっていいかわからないという大学は結構あります。それ

と、各法科大学院の取り組み例を紹介することによって、それはうちの大学に合う、合わ

ないはまさに大学にお任せするということで、そういう注意書きは最初のほうにつけよう

と思いますが、いずれにしろ、８名でやっているとか、５名でやっているとか、例はあり

ますよという意味で、我々としてはご紹介していかないと、他大学の現状を知りたいとい

う欲求もあるものですから、そういう例だというふうに、それを強制するものではないと

いうのは前書きにしていきたいと思います。
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【柏木委員長】　　そうですね。例というのをちょっとはっきりさせたほうがいいんじゃ

ないですか。

【井上委員】　　由岐先生のおっしゃることはよくわかるんですが、そうはいっても、書

くと推奨事項と読まれることが多いんじゃないかなという懸念があります。だから書き方

は相当まだ慎重にしないと。

【由岐事務局長】　　おっしゃるとおりで、推奨しているように見られないように書くし

かないんでけれども、アメリカの場合でもこういう例を徐々に出していっているんですね。

最初こういう例を挙げることの危険性も私ども認識していますけれども、今はそれこそ黎

明期なものですから、いろいろな例を見せて、批判はこうむるとしてもいろいろやってい

かないと、結局当たりさわりのないふうになってしまいますから、一応その辺は前書きを

工夫して、そういう形で、例はご紹介させていただき、基本的な、私ども事務局でこれか

らまとめさせていただいて、正副委員長にご相談しますけれども、メールでその製作過程

は評価員の先生にお示ししていくという形でまとめさせていただけませんでしょうか。い

ずれにしろ、シンポジウムでもご紹介したところ、これはどういう例だという問い合わせ

もございましたので、ぜひ何かの形で例は示したい。ただ、拘束はしないですという、井

上委員の言うように、若干のぬえ的なこともあることは承知しておりますので、していか

なくてはいけないかなと思っています。

【米澤委員】　　やっぱりそれは評価基準の解説として出されるんではなくて、別の実例

集を出されるほうが私は適切だと思うんですね。評価基準はやっぱり基準になるので、基

準として理解するというのが普通だと思いますから、いくらうまく書いても、井上先生が

おっしゃるようになると私も思いますね。

【由岐事務局長】　　今の意見は、別冊で運用例みたいなものを出してという意味ですね。

貴重なご意見だと思います。

【松浦委員】　　私もその点は前から気になっています。どのように評価したらいいか自

体が理論的問題です。アメリカのロースクールの場合、Journal of Legal Education  がその点

を含めて研究する機能を持っています。たとえば、臨床教育の評価を１から５で評価しよ

うとするときには、そういうやり方をとるための適切な根拠を示す必要が生じます。同時

に、示された根拠で十分かも議論の対象になり、それが雑誌上で検討されるのです。日本

も、今後の課題として、法科大学院協会のようなところが提案して、適切な評価基準を策

定するための場を創るべきだと思います。
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　もう一つ別のことを申し上げたいと思います。仮に１から５の尺度で評価する方式が採

用されたとしても、別の評価の仕方も併用することを考えるべきです。理論教育と技能教

育とで異なる評価基準を導入することも積極的に検討してよいと思います。たとえば、技

能の評価については、できるかできないかというようなチェックリストを使う方法もあり

ます。チェックリストにその証拠（たとえば、本人の実技ビデオ）を添付してもらうこと

もできるはずです。とくに、実技系は、最低限の技能を持っているかどうかの判定をもっ

と重視したらどうかと思います。

【由岐事務局長】　　これは今までやってきたトライアルの成果をまとめないといけない

という形で一応まとめたもので、先生のおっしゃるとおり別の視点があってはいけないな

んて私ども全く思ってないです。むしろそういう方向のほうが好ましいと思っております。

参考にしてもう一度検討させていただきたいと思います。

【柏木委員長】　　ほかにこの評価基準（解説）に関してご意見はございますでしょうか。

よろしゅうございますか。

　それでは、今出た意見を取り入れまして、また内容を練り直していただくようお願いし

ます。

　それでは、その次の議題ですが、評価に当たっての保管資料について、持田事務局員。

【持田事務局員】　　お手元の資料１５番になります。事務局で本評価に向けて、法科大

学院の側に保管をお願いするであるとか、現地調査にご提出いただく資料についてまとめ

たものでございます。これまで学位授与機構と意見交換をして資料の保管を統一できない

かということでお話してまいったんですけれども、機構の側の立場としては、自己点検の

ところで引用したものを提出していただくというような方法になって、向こうは難しいと

いうことになりました。財団ではこのような資料をお願いしますということで、単独で進

めていくことになろうかと思います。６月１０日に法科大学院協会の総会がありますので、

それまでに取りまとめを行って、そこで配付資料として入れていただきたいということを

考えております。今日ご議論をいただく時間はありませんので、メール等でご意見を寄せ

ていただければと思います。

　以上です。

【柏木委員長】　　ありがとうございました。

　この資料１５につきまして、ご意見等があれば、今日は議論をする時間がないので申し

わけございませんが、事務局のほうにご意見をお寄せいただきたいと思います。
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　それでは、その次でございますが、２００６年度春学期トライアル評価について、江森

事務局員からどうぞ。

【江森事務局員】　　お手元の資料１６、１７でございます。

　資料１６に一覧表になっておりますが、春学期トライアルは８校やってまいるというこ

とになっております。愛知大学につきましては、フルトライアルということでして、本評

価と同様に３日間かけてお伺いして、本評価と同じように全分野を評価対象とするという

ことで、秋からほんとうに本評価できるのかということを試してみるトライアルというこ

とでございます。ここにありますように、日程はすべて決まっておりまして、主査の先生

もご了解済みでございます。

　資料１７を見ていただきますと、これが現在でご了解いただいております評価員の方の

名簿でございまして、あと数名埋まっておらないということでございます。この数名の分

も含めまして、今日ご承認いただければと思います。

【柏木委員長】　　これからの予定でございますけれども、評価員が足りないところがご

ざいます。これをどなたにするかも含めまして、この名前が出てないところは正副委員長

にお任せいただくという前提でよろしゅうございますか。

　ありがとうございます。

　それでは、その次、本評価について、江森事務局員からどうぞ。

【江森事務局員】　　資料１８でございます。従前より本評価について、契約締結につい

ては正副のほうへお任せいただいているところでございますが、既に双方調印が済んでお

るのはここにある９校でございます。それから、契約締結自体は決まっておりますが、先

方の手続などの関係で、まだ契約書が返ってきていないものが２校ということでございま

して、それ以外のところが契約の意志をこちらに伝えていただいているということで、こ

ちらは契約書の文言の詰めを双方しているというところでございます。学校によりまして

は評価の時期を特定してご調印いただいているところもあるんですが、まず調印だけ済ま

して、評価の時期はその後詰めるというところもあります。本評価を私どもは２００６年

の後期からやるということで、アドバルーンを上げておるわけですが、２００６年の秋に

本評価をやると決まったところは、実は１校でございまして、それ以外はすべて２００７

年度以降、来年度以降にしてほしいというご要望です。基準協会も機構のほうも来年度以

降になるということもありまして、本年度の末に私どもが出す評価報告書というのは非常

に大きなインパクトを持って伝えられるだろうということを考えましたときに、対象校が
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１校であるというのは単数であるので、やはり問題があろうかと思いまして、今どうした

らいいかと先生方にお力添え願って、いくつかさらに口説き落としてもらいたいというの

が本音でございます。ご協力をよろしくお願い申し上げます。

　以上でございます。

【柏木委員長】　　後になった方がやりやすいというのが法科大学院の意向のようであり

ますが、何とか２００６年にもっとやりたいということでございます。

　それでは、その次の議題で、評価員の選任について、由岐事務局長からどうぞ。

【由岐事務局長】　　大学のほうから評価員の追加推薦をお願いしたいという声もござい

ますので、一応具体的に今名前がというわけではございませんが、もし評価員の選任が来

た場合は、正副委員長に一任いただいて、推薦させていただくという形でお願いしたいと

思います。

【柏木委員長】　　よろしゅうございますか。

　ありがとうございます。

　それでは、次に事務局員の選任について。

【由岐事務局長】　　資料１９をごらんになっていただいて、井上裕明を事務局にご推薦

いただきたいと思います。

【柏木委員長】　　よろしゅうございますか。

　ありがとうございます。

　それから、文部科学省委託研究について、山本事務局長代行からどうぞ。

【山本事務局長代行】　　平成１７年度、昨年度の委託研究報告書の取りまとめを今始め

たところでございます。今日ご紹介いたしました法科大学院評価基準（解説）に出ており

ますような評価の視点及びどういう事象を評価しているのかということが取りまとめの中

心になろうと思います。素案ができ次第、またメール等でお流ししたいと思います。

【柏木委員長】　　ありがとうございました。

　それでは、その次、３月１７日に行いましたシンポジウムの報告について、石井事務局

次長。

【石井事務局次長】　３月１７日に当財団で「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開催いたしました。参加者としては学生やマスコミなどもか

なり来まして、３００名の定員がほぼ埋まりました。その後の懇親会にも、学生を含めて

４，５０名参加していただき、非常に盛況でした。
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　内容としましては、各種報告等もありましたが、特徴的だったのが、東大の学生と早稲

田の学生に各法科大学院の状況について、報告のプレゼンをしていただきまして、その後

のディスカッションにも学生が４名参加したということで、非常に学生の出来がよく、来

場いただいた方は、法科大学院はすばらしいと思って帰られたんじゃないかと思っており

ます。これにつきましては、当日コーディネーターを務めた椛嶋弁護士が法学セミナーと

法律時報に記事を書く予定でおりまして、そのほか、当日の議論等をテープ起こしをして

おりまして、それを今後どうしていくか、何らかの形で公表等をするかを検討していると

ころです。

【柏木委員長】　　ありがとうございました。

　それでは、最後に由岐事務局長から委員の任期について。

【由岐事務局長】　　お願いでございます。実は委員の任期が２年でございまして、今年

の７月末に委員の任期が切れるわけでございますが、出席の委員全員にこれからが本番で

ございますので、再任ということで、よろしくお願いいたしたいと思います。特にやむを

得ない理由があるときは私に個人的に相談していただいて、きっと却下だと思いますが、

再任をよろしくお願いいたします。

【柏木委員長】　　ということでございまして、引き続き皆さんとお顔を合わせることに

なるだろうと思います。

　これで今日の議題は全部済みました。長時間にわたりまして、お忙しいところ、ほんと

うにありがとうございました。
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