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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１３回）議事録 

 

１ 日 時  ２００６（平成１８）年１１月２７日（月）午後４時～７時 

２ 場 所  法曹会館１階 孔雀の間 

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、長谷川裕子 

日和佐信子、本間通義、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 

  幹  事 早田幸政 

  理事長  新堂幸司 

  専務理事 星 行 

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 青戸理成、江森史麻子、持田光則 

４ 議 題 

１）２００６年度春学期トライアル評価：評価報告書の決定（意見申述対応）について 

①関西学院大学 

②大東文化大学 

③愛知大学 

④創価大学 

２）２００６年度秋学期トライアル評価について 

（１） 実施予定 

（２） 評価チームの構成 
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３）本評価について 

（１）契約の締結状況 

（２）2006年度秋学期実施校について 

①駒澤大学 

現地調査報告 

自己点検評価報告書の検討 

②早稲田大学 

自己点検評価報告書の検討 

（３）教員審査の実施方法について 

（４）評価報告書のフォーマットについて 

４）評価員の選任について 

５）事務局員の選任について 

６）その他 

５ 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１３回評価委員会を開催いたします。きょうは、お忙し

いところ、お集まりいただき、ありがとうございます。 

 まず第１の議題ですが、２００６年春期の愛知大学法科大学院トライアル評価について

お願いします。 

 （省略） 

 

 続いて、２００６年度秋学期のトライアル評価について、持田事務局員からお願いいた

します。 

【持田事務局員】  資料８５になります。２００６年秋学期トライアル実施予定校とし

て、山梨学院、西南学院、青山学院、東洋、この４校を予定しております。現地調査日に

ついては、いずれも表のとおりでございます。 

 評価員の選任については、前回の評価委員会でご了解いただいたもので、別紙のとおり

選任のほうをさせていただいておりますので、ご確認いただければと思います。 

【柏木委員長】  ありがとうございました。 

 秋学期トライアル４校につきまして、資料８５のとおりの予定で、資料８５のとおりの

メンバーでトライアル評価をやっていただくということでございます。よろしゅうござい

ますか。 

（「異議なし」の声あり） 

【柏木委員長】  それでは、第３の議題の本評価契約の締結状況につきまして、江森事

務局員からご報告をお願いします。 

【江森事務局員】  お手元の資料８６でございますが、本日現在の契約締結状況をまと

めております。☆印のところは「契約締結済み」とありますが、これは正式な契約書を取

り交わしたものということでございまして、ここにありますように、来年度春学期は４校、

秋学期は７校が既に決まっていると、こういうことでございます。 

 以上です。 

【柏木委員長】  はい、ありがとうございました。 

 何か質問はございますか。 それでは、次は２００６年度秋学校本評価実施校について、

最初に早稲田大学から審議したいと思います。 

 （省略） 

【柏木委員長】  ありがとうございました。 
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 ほかに何かご質問はございますか。それでは、どうもありがとうございました。 

 そこで、先ほどの積み残しの問題に移ります。まず、本評価に当たっての過去のトライ

アル評価の報告書の扱いについてですが、現在の事務局案は、予断を持たないためにトラ

イアル評価報告書を評価員には見せないということです。さらに、トライアル評価の目的

は、試行錯誤により我々の評価基準を改善するためにやったものであって、評価そのもの

は必ずしも目的ではないということから、それを本評価の参考にするのはあまりよくない

のではないかという配慮があります。事務局から補足をお願いします。 

【江森事務局員】  事務局のほうから現状をご報告させていただきます。 

 駒澤大学なんですけれども、トライアル評価は守秘義務があるという関係で、駒澤側か

らご了解あるいはご提示いただいたものについては、資料の流用を一定範囲で行っており

ます。駒澤側はトライアルの評価報告書についてのご開示は認めていただいておりません

ので、それは使っていないと、こういう関係でございます。ですので、今後、先方にトラ

イアルの評価報告書のご開示を改めて求めるという作業は可能でございますが、今までの

守秘義務の関係でございますと、別の評価チームにこれを開示するということは、直ちに

は許されないだろうと思っております。 

【柏木委員長】  なるほど、ありがとうございます。ということは、今後、本評価の評

価員に対して十分なデータを与えるために、トライアル評価の報告書を見せてもいいかと

いう許可を相手方の学校に求めるべきかどうかということが問題になるのだろうと思いま

す。この点について、わりと今までの意見は、やっぱりトライアル評価の報告書も見てお

くべきではないかという意見が強かったように思いますけれども、いかがでございましょ

うか。 

【由岐事務局長】  基本的には、主査の先生は一応見ていることになります。主査の先

生は評価委員の先生がやっておりますので、評価委員の主査の先生の判断にお任せすると

いう方法もあると思うんです。大学側が拒否した場合は、主査の先生が、内容は別として、

大体こういう点に問題があるんじゃないかというのはおわかりになっているので、評価員

にそれとなく伝えることはできるのではないでしょうか。評価員の先生全員に見せるとい

うことは、制度目的からいって、一応、トライアルと本評価は全員評価員を変えておりま

すので、トライアルと本評価は目的が違うということを一応踏まえて説明をしているもの

ですから、あまり、当然に要求するという形で受けるようになるのは、ちょっとまずいか

なという気がしております。 
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【柏木委員長】  確かに主査は見ていますね。問題は、評価員に対して開示する必要が

あるかどうか、その許可を相手方の法科大学院に求めるべきかということになると思いま

す。いかがでございましょうか。 

【柏木委員長】 当面、問題になる、浅古委員、山野目委員、いかがでございますでしょ

うか。 

【浅古委員】  予断を持たないで本評価をしていただきたいというのが個人的な意見で

す。トライアル評価はトライアルの時点での基準をもとに自己点検評価を行い、それを

もとに評価をいただいたものです。トライアル評価と本評価では若干質問項目が違ってい

たり、また基準の見直しなどもありましたので、あまりトライアルに引きずられないよう

な評価をお願いしたいと考えております。 

【柏木委員長】  はい、山野目委員。 

【山野目委員】  早稲田大学のことについては、当事者ですので、所見は差し控えます。 

 それで、一般論として、本評価でトライアルのときの資料にどの程度のウエートを置く

のがよろしいのかという問題について、退席しております間、皆様の間でどういうご議論

があったかは承知いたしませんけれども、私が感じますに、一般論としては、あまりそれ

に資料的価値を見出すのは適切ではないのではないかと考えます。そういうふうに考えま

すと、強いて何か、「同意してくれますか」というような手順を重く挟むということはいか

がなものであろうかと感じます。 

 理由は、評価するほうにとっても、評価されるほうにとっても、トライアルと本評価で

は相当に趣旨が違います。今、浅古委員が指摘したように、質問事項も違っておりますけ

れども、さらに趣旨が違っています。 

 加えて、もう一つ申し上げたいのは、一般的には、時間が経過しているということもご

ざいまして、法科大学院本体ないし、それを取り巻く情勢も変わっておりますから、やは

りそういう意味では、古いものを評価員に見せて、いろいろそこで思いを募らせていただ

いてしまうというのは適切ではないのではないか。 

 ちょっとエピソードを紹介しておきますと、私は今回、早稲田大学の自己点検評価の

ために、ある部分の執筆をしましたけれども、トライアルのときのデータが当然残ってお

りまして、その電子データを使うと、少しさぼりをして、そのままちょろちょろと書きか

えができるのではないかという怠け心を起こしてやろうとしたんですが、ほとんど過去に

書いたものは役に立ちませんでした。新たに書き起こさなければいけないという気持ちで
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起案をするということになりましたので、およそ本評価とトライアルとの関係というのは、

そういったエピソードに象徴されるような関係にあるのではないかと思いますから、一つ、

その方向でお考えいただくのがよろしいのではないかと思います。 

 以上でございます。 

【柏木委員長】  大変説得力のあるご議論をいただきましたけれども、大出委員、いか

がですか。 

【大出委員】  先ほど来のお話を伺っていますと、なかなか判断は難しいなという気も

しますが、ただ、事務局からご説明になりましたように、やはり趣旨が違う。今、山野目

委員からもお話がありましたけれども、当該校に対しても、そういう説明の仕方をしてい

るということでもありますし、予断と言われるものになるようなことが、やはりあり得る

だろうと思いますので、先ほど伺っています限りでは、それがなかったからといって、評

価員の方たちの判断に困難が生じるということはないのではないかという気もします。む

しろ問題は、トライアル評価との関係というより、今後の課題としては、継続的に本評価

を何年かに一遍やるということになるわけです。その本評価間の関係をどうするのかとい

う問題、これはあるのだろうと思います。ですから、トライアルとはやはり性格が違うと

いうことで、そこは別個に考えるほうが合理的なのかもしれないという感じがいたしまし

た。 

【柏木委員長】  ありがとうございました。 

 トライアル評価につきましては、守秘義務の問題もあり、主査の頭の中に一応入ってい

るという程度で、特に対象校の許可を得て評価員に見せなくともいいのではないかという

ご意見のほうが強いような気がいたします。また、２回目以降の本評価の場合に前回の本

評価の報告書を検討するかどうかという点につきましては、多分、ちょっと意見が違って

くるのだろうと思います。前にやった評価と、その後のフォローアップがどうなっている

かというような点で非常に重要だと思いますが、本評価の扱いについては、これから議論

することとして、トライアル評価につきましては、今のようなことで、事務局案のとおり、

ということでよろしゅうございますでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【柏木委員長】  ありがとうございます。 

 それでは、次の答案の検査の仕方の問題です。これはトライアル評価でもそうでしたけ

れども、膨大な量の答案を見なければいけません。それをどう見るかということです。こ
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れは先ほども議論がありましたけれども、トライアル評価でも落第点とその上の評価の区

分の採点基準を見る。さらに、全体的に甘い評価をしている先生が採点した答案を重点的

に見るとか、サンプリングの仕方というのは、トライアル評価を通じてだんだんノウハウ

が固まってきているように思います。とても全数検査は無理ですから、そのようなサンプ

リング調査で行うしか方法はないだろうと思いますが、いかがでございましょうか。 

【小幡委員】  小規模校にいらした方はご経験だと思いますが、全数検査もできるので

すね。全部、わりと見られるのです。そうすると、大規模校は確かに非常に難しいという

話はわかるのですが、例えばＤとＦのものだけ抽出するとか、基準としてそこまで示して

しまうと、そうすると、小規模校はほんとうは見られるのに、やはり公平にしなければい

けないということになりますので、どうですかね。やはりサンプリングのやり方の工夫と

いうあたりにしておかないと、小規模校の場合の答案の見方と、大規模校の場合の答案の

見方と比べて、大規模校のほうが甘いというような感じになってしまうので、よくないと

思うのですが。 

【柏木委員長】  いや、私も合格と不合格の境界しか見ないということではいけないだ

ろうと思います。本評価としては、でき得る限りの範囲内で多数の答案をチェックすると

いうことが原則だろうと思います。ただ、大規模校では全数検査は物理的に不可能ですか

ら、合格と不合格の境目、あるいは甘い先生の答案から順次見て、時間のある限り検査の

範囲を広げるということになるだろうと思います。 

【小幡委員】  重点の置き方をそこにすると。 

【柏木委員長】  そうです、その優先順位の置き方です。 

【小幡委員】  効率的である、そういうことですか。 

【柏木委員長】  そういうことです。もちろん、不合格とその一つ上の評価の答案さえ

見てしまえば、あとは答案チェックはやらないということではないのです。けれども、見

るべき答案が数千通となりますと、これはちょっと物理的にほとんど不可能だと思います

ので、ターゲットを絞ってやらなきゃいけないことになります。ターゲットの絞り方とし

ては合格と不合格の境目の答案、それから甘い先生のＡの答案を見るというように効率的

にやるしかないのだろうと思います。これは評価員の事前の打ち合わせでだいたい処理で

きるのではないでしょうか。それから答案を準備していただく場合に、合格と不合格の境

目にある答案については付箋を付けておいていただくことにしておけばいいのではないか

と思います。そういうことで、よろしゅうございますでしょうか。 
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（「異議なし」の声あり） 

【柏木委員長】  ありがとうございます。 

 それでは、その次は、教員審査の実施方法についてですけれども、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８９をご参照いただきたいと思います。先生方の中で、

前回の評価委員会で教員審査事前審査分科会に、お名前をいただきました先生方には、駒

澤と早稲田でご協力をいただきまして、大変なご苦労をおかけして申しわけなく、感謝し

ております。 

（省略） 

 お諮りしたい点は、この中で多くの先生方に分科会の構成メンバーとしてご尽力いただ

きまして、まず不都合がなかったか、不具合がなかったかということと、それから、民事

系がやはりものすごく多くなります。大学によっては、専任教員の半分が民事系だという

ことでございますが、この評価委員会の構成を見ますと、商法の研究者がお一人、民法の

研究者がお一人、民事訴訟法の研究者がお一人で、さらに細分化するというのは躊躇を覚

えるところでもございます。そういう中であまり民事系といえど細分化するのは不都合か

と考えておるところですが、この点についてご検討いただきたいと思います。 

 それから、一つご報告です。駒澤のサンプルのほうは既に終わっております。分科会の

意見として取りまとめたものの例でございまして、それぞれの分科会の先生から出てきた

ものを事務局のほうで取りまとめまして、このような形にして、下のほうに事務局使用欄

とありますけれども、これを踏まえて、あるいは事前検討会の評価員の先生方のご意見を

踏まえて面談を申し込んだり、資料を請求したりということをしていると、こういう手順

で評価チームには伝えているということで、これはご報告でございます。以上でございま

す。 

【柏木委員長】  はい、ありがとうございました。民事系については具体的には細分化

をするか、しないかを議論するのですか。 

【江森事務局員】  そうです。 

【柏木委員長】  細分化というのは、民訴と民法ですか。 

【江森事務局員】  そうです。細分化の仕方もなんですけれども、まず身近な先生方に

非常に大部なものを送りつけておりますので、それがどのぐらいご迷惑かというのを伺っ

てからかと思います。 
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【柏木委員長】  具体的には、どなたに。 

【江森事務局員】  山野目先生、池田先生に。 

【柏木委員長】  山野目先生、池田先生、いかがですか。審査対象が多過ぎるからもっ

と委員を多くしてくれとかということはありませんか。 

【山野目委員】  私はまだ１校しか体験していなくて、大学の規模はどうなんでしょう、

ちょっとわからないんですけれども、小さいですよね。私としてはそんなに負担だとは感

じませんでした。ですから、むしろこれからの問題としてちょっとご検討いただく必要が

あるかもしれません。 

【柏木委員長】  池田先生、いかがですか。 

【池田委員】  山野目先生が十分ではないかというようなニュアンスを感じた上での発

言となりますが、なかなかちょっと、本音ベースの発言は厳しいんですが、それでもあえ

て本音を申し上げますと、やっぱり若干の増員はあったほうがほんとうにありがたいかな

というふうには思っております。 

 それから、ちょっと観点は違うんですが、こういう評価システムを持続的な形で維持し

ていくためには、多少世代間のバランスも考えてやることによって、その点がかなりクリ

アできる面もあるということを少し強調しまして、少し増員いただければありがたいと思

います。以上です。 

【柏木委員長】  たしかに、２名というのはちょっと少ないですよね。２名で全部をや

るというのはいくら何でも大変だろうという気がしますので、増員という方向で事務局長

と考えていただけますか。 

【江森事務局員】  承知しました。今のご意見を伺いまして、また次回に事務局案を出

させていただきます。 

（省略） 

 

【柏木委員長】  わかりました。これからも教員審査で皆さんに留意をよろしくお願い

いたします。 

 それから、たしかに大先輩の場合には意見のつけ方とか、趣旨の聞き方も多分工夫が要

るのだろうという気がしますが、これはノウハウの問題ですね。それでは亀井委員どうぞ。 

【亀井委員】  こういう注文を出しましたのは私なのですが、もともと経歴の書き方と

いうのが、かなり人によって違うと思うんです。私も設置審で教員審査をやっているとき
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にも思ったことです。研究者の方は経歴というのはやっぱり論文を中心に出すものだとい

うことはわかっておられるのでいいのですが、実務家の場合には、科目適合性ということ

をあまり意識されないで、経歴といったら民事事件、家事事件多数とか、そういうふうな

ことしか書かない人が結構いるわけです。そんなことで、一体科目を教えようということ

を、基礎づけるものとして十分なのかという認識が十分でない方が多いように思うのです。

ですから、そもそも教員調書を出してもらうときから、具体的な事件でどんなことをした

のかということをできるだけ詳細に、かつ、最近、５年間ぐらいを中心に出してください

というようにあらかじめ言っておくべきではないかなというふうに思います。そうしたら

こういう問題は避けられるのかなと思います。 

【柏木委員長】  わかりました。今度からは教員調書を書いてもらうときの前書きにそ

ういうことを強調するということにしたいと思います。 

 ほかにご意見はございますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

【柏木委員長】  はい、ありがとうございます。 

 それでは、その次が、評価報告書のフォーマットについてです。 

【江森事務局員】  引き続き資料９０、「差替」のほうでございます。前に配ったものは

間違いがございまして、失礼いたしました。差替のほうでご説明させていただきます。 

 実は、もう駒澤と早稲田の評価報告書は、ご案内のように、公開をすることになってお

りますので、公開にそぐわないものがある、あるいは公開を前提として新しく議論してい

ただきたいことが幾つかございます。 

 １と２と３と、３点挙げておりますが、これは全く議論が違います。まず１をご議論い

ただきたいんですが、詳細さの程度でございます。資料８２の愛知大学のトライアル評価

の評価報告書を例に挙げたいと思いますが、これはこれで、先ほどご確定いただきました

ので、このような形で、トライアルという形で出すことになりますが、例えば２ページ、

３ページのところに、２ページの下から、まず評価チームの個人名を挙げさせていただい

ております。 

 それから３ページの上で、分科会を組んでいただいた評価員の先生方のお名前も挙がっ

ております。 

 それからスケジュールもわりあいに詳細に挙げておりまして、さらに資料の一覧がずら

ずらと並んでおります。こういうものはトライアルですと、先方に、ちゃんと見ているよ
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ということ、こういう手順を踏んだよという説明になって非常にいいかと思うんですけれ

ども、こんなことまで公表するというのは評価員の先生のプライバシーは大丈夫だろうか

とか、やはり個人名が出ておりますと、非常に一般の方はそこに目が行くと思うので、こ

んな人が評価員なのというようなことがあったりとか、弊害もあろうかと思います。そう

いう意味でいうと、本評価の場合には、個人名はばっさり割愛と、あるいはスケジュール

についてはもう少し緩いものを出すと。資料については見せないというようなことをちょ

っと考えておるのですが、もう駒澤からそういうことでよろしいのか、原案には載せて、

確定版からは除くということも一つのやり方かもしれません。原案のほうは公開いたしま

せん。その関係でございます。そこのあたりをまずご議論いただければと思います。 

【柏木委員長】  ここはいかがでしょうか。評価員名、個人名、分科会構成委員名と提

出資料、スケジュールを書く必要があるかということですが、いかがですか。書かれて迷

惑ということも、私はありそうな気がしませんけれども書く必要もないかなと。財団とし

ての評価ということであれば、特に個人名を出す必要はないかなと思うのですけれども、

いかがでしょうか。宮川委員、いかがですか。 

【宮川委員】  私はどちらでもいいです。 

【柏木委員長】  どうでしょう。阿部先生、いかがですか。 

【阿部委員】  やっぱり見る人にとっては、どういう人が評価したんだろうかというの

は結構重要だと思います。評価した人の名前を開示した方が説得力というか、納得力にな

るんではないかなというふうに思いますので、少なくとも評価員ぐらいは書いておいたほ

うがいいような気がしますけれども。 

【柏木委員長】  米澤委員、名前を出すことについていかがでしょうか。 

【米澤委員】  やっぱり評価の目的からして、評価員や分科会の委員の名前を出すこと

の必然性はないと思いますので、要するに評価委員会としての評価ですから、あえてプラ

イバシーのところを犠牲にして名前を出す必要は、私はないというふうに思います。 

【柏木委員長】  日和佐委員はいかがでしょうか。 

【日和佐委員】  私も同じ意見です。これは個人の興味をどうしても引くんです。後々

どういうことにつながるかもわからないということもありますので、個人名は出す必要が

ないというふうに思います。ただ、資料については一覧表で、どのような資料提供があっ

たのかということは、これは出してもいいと思います。 

【柏木委員長】  ありがとうございます。長谷川委員はいかがでしょうか。 
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【長谷川委員】  一つ聞きたいんですけれども、事務局から資料も省略したほうがいい

のではないかという話がありましたが、原案のときは出して、確定版のときは資料とか名

前は省いていいのではないかという、個人名のところはわかるんですけれども、資料もと

いうのはどういう意味なんでしょうか。 

【江森事務局員】  一つは、資料名などにもしかしたらプライバシーが混入したり、何

か資料名などで大学で起こった事件がわかるようなものが出てきてしまったときに、特段

の配慮をするぐらいであれば最初から資料を載せないということがあるかなということと、

それからやはり評価報告書は大部になりまして、いろいろなところに印刷したり、あるい

はホームページに載せたりという関係上、少しでもスリムにしたほうがいいんじゃないか

という、その２点からのご提案でございます。 

【柏木委員長】  はい、長谷川委員。 

【長谷川委員】  私は事務局の案がいいのではないかというふうに思います。確定版の

ときは、なるべく詳細なことはカットしてしまって、ただ、原案のときにはあったほうが

よろしいのではないかと。 

【柏木委員長】  原案は、これは対象法科大学院に見せますので、これは資料を見たぞ

ということで。 

【長谷川委員】  それで、確定版のときは、そういうものは全部省いてしまったほうが

いいのではないかというふうに思います。 

【柏木委員長】  はい。大体のご意見は個人名は出さないほうがよろしいのではないか

ということだと思います。資料はいかがでしょうか。長谷川委員は、最終版からは、スリ

ムにするためとか、いろいろな中身についてもプライバシーの問題に触れるようなことが

あるということが指摘されましたが。 

【小幡委員】  公開のやり方ですが、ホームページに載せるということですか。ホーム

ページの場合は積極的な情報提供なので、そういう方法でもよろしいのかもしれません。

ただ情報提供ではなく、情報公開の考え方からすると、この評価員の名前については、プ

ライバシーというものには当たりにくいのではないかと思うのです。ホームページに載せ

るという意味であるとすればまた別ですが、ちょっと公開の意味がわからなかったので、

確かに評価員の氏名はあえてホームページ上に載せなくてもよいと思いますが、保存文書

として閲覧させるかどうかについては、ここは、財団は特に何も、情報公開規定とかは持

っていないですよね。仮に情報公開規定があったとすれば開示対象で墨塗りにするほどの
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プライバシーではないという感じはしています。 

【阿部委員】  評価をだれが決めたんですかという問いに対しては、答えないというこ

とですか。開示をしないという意味がちょっとよくわからないんです。 

【柏木委員長】  評価報告書には載せないという意味ですね。報告書に載せないという

意味で、評価員がだれだったかということは開示を拒む理由もないように思います。 

【阿部委員】  評価員の名前の開示は、プライバシーじゃないと思うんです。 

【江森事務局員】  分科会の問題はまた少し次元が違いまして、分科会というのは評価

委員会の内部手続という意味合いがありまして、私どもも便宜的にお時間のある先生にお

願いしたいということで、十分に練りに練った人選で、一つの大きな手続というふうには

とらえておりません。そういうところで、分科会という中間的な手続を表面に出すという

ことについて少し問題があるのかなという問題提起でございます。 

【柏木委員長】  山野目委員。 

【山野目委員】  阿部委員が繰り返し気にかけておられるように、どういう方が責任を

持って評価をしたんですか、ということをある程度は社会的に説明をしていくという必要

はあるんだと思うんですけれども、評価員の名前と、それから分科会の構成委員の名前を

全部列挙して並べるということについては、プライバシーの問題というよりも、どのよう

な役割を果たした人であるか、というのが必ずしもホームページをぱっと見た人に、丁寧

に説明をするような仕掛けになっていないと思うんです。皆さんご存じだと思うんですが、

評価員が書いた文章とか評価のランクづけというのは、会議体が幾つか重ねられていくこ

とによって相当に書きかえられるわけですから、分科会の構成委員の関与というのも、今

事務局からご指摘があったように、極めて、選任も偶然的かもしれませんけれども、関与

もかなり限定されているわけです。 

 そういうことを考えますと、そういうことはどこかに財団のホームページに説明がある

のかもしれませんけれども、普通の人がぱっと見たときにそれを丁寧に読んで、評価員と

いうのは、最初に見てきて、原案を書いた人だけど、後で直されることもあるんだなとい

うようなことを了解しないままに、この人たちがここに書いてある報告書を最終的に確定

させたのね、と思ってしまうことになると、その方たちにとっては、プライバシーという

よりも、自分が責任を必ずしも負いきれないことについて名前が添えられているという結

果になる部分もあるのではないでしょうか。 

 それで、一つの提案なのですが、主査のお名前を掲げておくというのはあり得るのでは
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ないかというふうに考えます。主査は現地調査、評価員の議論のリーダーシップをとって

導くということから、当然その後の分科会のメンバーにもなっています。それから、多く

の場合にこの評価委員会の委員でもありますし、そういう意味で、当該校の審査について、

一貫して、自分の意見が、１００％ではないにしても相当の責任を負う者として関与する

という方ですから、阿部委員がご心配の、どういう方がなさったんですかということにつ

いては、主査として、さらに評価員や分科会が関与して、最終的に評価委員会が確定した

ものでありますというようなことを掲げられることはあり得るのではないかというふうに

感じます。 

【柏木委員長】  本当に主査は大変でです。この評価委員会でも主査が主に対応すると

いうことですから、主査の名前を出すということは考えられますね。小山委員いかがです

か。主査の名前だけを出すというのは。 

【小山委員】  主査でもよろしゅうございますけれども、事務局案でいいんじゃないん

ですかね。 

【柏木委員長】  主査は、全責任を負わなければならないので、どこに名前を出されて

もかまわないが、逆に出してみてもあまり意味はない。たしかにこの委員会の合議体で、

主査の意見も直されますし、そういうことを考えます法務研究財団としての意見だという

ことであれば、主査の名前も出さないということでもよろしいのかなと思います。出さな

い方向でよろしゅうございますか。 

（「異議なし」の声あり） 

【柏木委員長】  ありがとうございます。 

 それでは、あとは、資料につきましては、先ほどの長谷川委員の、あるいは事務局の考

え方のように、原案ではこれだけ見たぞ、全部検討したぞということで書いて、最後は、

ホームページ上に載せるものは、スリムに載せるために、スケジュールとか、それから検

討した資料のリストは削除するという方法でよろしゅうございますか。 

（「異議なし」の声あり） 

【柏木委員長】  ありがとうございます。 

【江森事務局員】  あと２点同じ資料で、先ほどの続きの議論なんですが。資料９０の

２の議論でございます。これは実は、学校教育法が改正されましてから、私どもが初めて

の評価をするので、主文について、主文例というものがございません。そこで、ここでど

れがいいかという、これは多分に趣味の問題もあろうかと思いますが、ちょっと議論して
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いただきたいと思っております。 

 それで、下になりますが、学校教育法の６９条の３の第３項で「認証評価を受けるもの

とする」とありますので、おそらく「認証評価」という文言は入れなくてはいけないだろ

うと。認証評価は何かというと、その２項のほうで、文部科学大臣の認証を受けた者を認

証評価機関といって、それが評価するのは認証評価というということですから、認証評価

という言葉がない場合は文部科学大臣認証評価機関である財団と、こういう書きぶりを入

れないと、ここのことは満たしたことにならないんだろうということでございます。 

 それから、めくっていただきまして、連携法が２ページ目に引いてございます。ここで

は、連携法の５条でございますけれども、５条の２項の３行目ですが、「法科大学院評価基

準に適合しているか否かの認定をしなければならない」、こういうことがございます。ここ

でいう法科大学院の評価基準というのは、私ども財団の評価機関の独自の基準のことを指

すんですけれども、その基準に適合しているか否かの認定をしなければならないと、こう

いう文言がございますところから、基準に適合する、あるいは認定と、こういうような文

言も使っていかないと、これは法定の評価として満たさないのではないかということでご

ざいます。こんなことで、勝手に案１から案５までをずらずらとつくってみたところでご

ざいます。 

 いずれにしましても、前例がないことですから、ここでご議論いただいたものがそのま

まそれでいいかどうかというのはわかりませんが、いずれにしろ、もしこれを文部科学省

とすり合わせをする必要があるにしても、ないにせよ、私ども財団のほうの案というのを

もって臨まないといけないということがございますので、ここで少しご意見をいただけれ

ばと思っております。 

【柏木委員長】  まず、読んでいただく必要があります。 

【江森事務局員】  すみません。 

【柏木委員長】  いかがでございましょうか。池田委員。 

【池田委員】  特にどの案がよいというほどの意見ではありませんが、結論的には案２

がいいかなというふうに思いました。というのは、いわゆる連携法の関係で、５条の２項

を見ますと、やっぱり文言としては連携法の５条２項にかなり忠実に主文という形でお書

きになるということであれば、一番、あまりにも忠実過ぎるという意見があるかもしれま

せんけれども、ぴったりくるような感じがいたしました。以上です。 

【柏木委員長】  井上委員、頭をひねっていらっしゃいますが、いかがですか。 
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【井上委員】  いや、全くこだわるものじゃないのですが、何か判決書きみたいに、い

きなり「適格」とか、そういう結論が先にあるのかなと思ったのですね。作成者の名義人

も対象校も別のところに書いてあればわかるので、一々主文で「財団は」から言うのかな

と、ちょっと違和感を感じたんですが、全然こだわるものじゃありません。私は何かすっ

きり書いたほうがいいかなという趣味の問題です。 

【柏木委員長】  そうですか。意見が分かれそうですね。あまり大きな違いはないなと

いう気がするのですけれども。 

【阿部委員】  案の３のほうがいいような気がします。 

【柏木委員長】  案の３という意見が出ました。 

【阿部委員】  「適格」という言葉は要らないような気がします。 

【柏木委員長】  委員の意見も分かれておりますが、いかがでしょうか。 

 馬橋委員、いかがでしょうか。 

【馬橋委員】  適合してない場合はどういうふうになるんでしょうね。それとの関係で、

適合していないことを認定するというのもおかしいし、それであれば、４みたいな評価を

して、不適格と評価するというほうがすっきりするのかなという感じはしますね。 

【柏木委員長】  適格と評価する、不適格と評価する、この２つになりますね。 

 皆さん、分かれておりますね。まあ、決定的なことはないということですね。というこ

とは、理事長に決めていただくということで、よろしゅうございますか。 

（「異議なし」の声あり） 

【柏木委員長】  はい、ありがとうございます。では、理事長に一任ということにしま

す。 

【江森事務局員】  ありがとうございます。 

 もう一点、最後の点でございます。３、留保つき適格認定の可否及び方法でございます。 

 と申しますのは、例えば専任教員の必要数がお一人だけ足りないという場合があると思

います。例えば、亡くなってしまったですとか、そういう不幸な場合ですね。そういう場

合に、一発不適格とするには、やはり躊躇を覚えると思われますが、一方で、そこのとこ

ろは法令由来基準ですから、お一人でも下回っていれば、重大な結果にならざるを得ない。 

 ここで、下に私どもの手続規則を引いておりますけれども、手続規則の１４条で、こう

いう「なお」書きがございます。これは５年以内に受けましょうということなんですが、

「なお」書きで、「財団が評価報告書において当該評価実施年度より４年未満の期間内に評
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価基準の全部もしくは一部について評価を受けることを求めた場合には、評価対象法科大

学院は、これに応じなければならない」と、こういう規定を設けております。これが、今

の留保つき認定をする余地を残す趣旨でつくったかということもありますけれども、一定

の議論の果てに、一応、当時設けた「なお」書きということでございます。 

 この留保つき認定が果たして法令上許されるのかという議論もあろうかと思いますが、

実は学位授与機構も大学基準協会もそういう制度を設けておりますので、ひとり財団がそ

れをやったらまずいということはないだろうということで事務局では議論しております。 

 そうしますと、例えばお一人だけ足らない場合に、「適格と評価する。ただし、○○とい

う点を留保し、この点について平成何年度までに再評価を受けなければならない」という

ような形での留保つき認定をするのか、あるいは、認定自体を留保して、何年後にこの点

についての評価を受けた時点で適格となるというようなことになるのか、２つ目、その基

準時が問題になっています。一たん適格とした上で、後から取り消しということなのか、

適格認定を先延ばしにするのかということが、次の問題となってまいります。 

 これは、今はあと２年ありますからよろしいんですが、最終年度に受けていただいた学

校は、この基準時を先延ばしにするとアウトになってしまいますので、それが不公平感を

どう見るか。むしろ前倒しで評価を受けていただくためのモチベーションとして、不公平

でもいいんではないかというような議論も一方ではあるところでございます。 

 そして、留保つき適格認定を行った場合には、その意味、つまり、条件に従わない場合

は、さかのぼって不適格となるというようなことが私ども財団で決められるのかというよ

うな問題もありますし、再評価してもだめなときは、いつだめになったことになるのかと

いうような、付随的なテクニカルの問題もあろうかと思います。 

 まず、この可否のところからご議論をいただければ幸いでございます。 

【柏木委員長】  留保つき認定ができるかできないか。これは、できないとすると非常

に融通が利かなくなってしまいます。たとえば、評価時の直前に教員が急死されたという

ような場合に、不適格ということになって、甚だ妥当性を欠くんじゃないかと思うので、

これは留保つきにせざるを得ないと思いますが、いかがでしょうか。よろしゅうございま

すか。 

（「異議なし」の声あり） 

【柏木委員長】  ありがとうございます。 

 次に、留保つきにしたとしても、適格であるという認証を先延ばしにするのか、あるい
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は、適格であるという認証をして、ただし、条件が何年以内あるいは何カ月以内に満足さ

れること、もし満足されなかった場合には、どの時点で適格認定を取り消すかということ

が問題になると思います。これはちょっと難しい問題ですが、５年に一遍、認証を受けな

ければならないということにしますと、５年ぎりぎりで認証評価を受けたところは、認証

を先延ばしにされますと、５年間以内に認証を受けなかったということになってしまいま

す。一つの考え方は、５年ぎりぎりで認証評価を受けるように計画をした法科大学院の責

任であり、それがいやだったら早めに認証評価を受けるように申込みめばよい、という考

え方もあるかと思います。その辺のことをご議論願いたいと思います。 

【大出委員】  今の点で、例として挙げられたようなことだけではないと思いますけれ

ども、先ほど挙がったような例ですと、５年という期間との関係で、留保というものをど

う位置づけるのかということ自体が、問題になるのではないのでしょうか。 

【柏木委員長】  なりますね。 

【大出委員】  ５年以内に認証評価を受けろということの意味ですが、最終的にそれは、

適合しているという結論自体を５年以内に得なければいけないということなのか、ともか

く認証評価を受けて、そこで留保になった場合に、１年ですか、１年でいいのかどうかと

いう問題もありますけれども、少なくともその期間、留保期間というのを置かないと、事

態によっては、先ほどの例が例としてあるんだということであれば、すぐに補正というこ

とは不能な場合があると思うんですね。それをどう見るかという問題にかかっているよう

な気がするんですが。ですから、これは早く受けてもらうというのは、それに越したこと

はないにしてみても、ぎりぎりやっていけないということにはなっていないはずですから、

そのとき、不測の事態が生じたときに、その不測の事態だけでだめだということは言えな

いはずですので、ですと、何年以内に事態を改善しろというような意味での留保期間とい

うのはあり得るのではかと思うのですが、それはいかがなんでしょう。 

【柏木委員長】  ただ、例えば５年満了間近に評価を受けたが、その直前にある教員が

急死して、専任教員の数が足りなくなってしまったので、その法科大学院を不適合と判定

した場合には、文科省が是正命令を出すのですね。是正命令を出して、それでも是正しな

い場合には、不適格として免許取り消しになる可能性があるということだから、我々の判

定ですべてその法科大学院がつぶれるということにはならない。だから、結果的にはそん

なに大きなことにはならないで、文科省の是正命令との関係で救済はされるということは

言えるだろうと思います。 
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【大出委員】  だとすると、むしろ、留保というようなことはしなくてもいいという考

えですか。 

【柏木委員長】  文科省に任せると考えれば、それはそういう考え方です。 

【大出委員】  問題は、留保をつけなきゃいけないような事態として、どういうことが

想定できるかという問題ですよね。 

【柏木委員長】  はい。ただ、これは法定基準についてはすべて考えられ、想定できる

わけでしょう。ですから、我々の段階で救済するか、あるいは、我々の段階では形式的に

不適合と言ってしまって、あとの救済は文科省に全部任せてしまうということでしょうか。

後者の方法は、何となくちょっと無責任で、ドラスティック過ぎるのかなという気がしま

すね。そうしますと、やはり条件をつけて適合としてあげなければいけないだろうと思い

ます。そうすると、例えば評価の直前にある教員が急死して適格基準から外れたような場

合には、例えば半年以内で是正しますというような対策を、その法科大学院に考えさせる

ことになるのでしょうね。満足の行く対策かどうかは、その法科大学院と我々との間で協

議することになるのでしょう。その是正措置を条件として、仮免許みたいに認定はする。

仮免許みたいに認定するということは、１年たっても教員が見つからなかったときに、さ

かのぼって適格認定の取り消しということになるのかどうか、また、そういうことができ

るのかどうかということの問題になります。少なくとも法文上は、できないという根拠は

ないということですね。 

 これはなかなか難しいので、きょうのところは結論を出さないで、お持ち帰りいただい

て、考えていただくということにならざるを得ないのではないでしょうか。簡単に結論が

出る問題ではなさそうですね。いろいろな例がありそうですし、法定基準について一つ一

つ検討して、事務局のほうで、こういう場合はどうかというような例をつくっていただい

て、また継続審議するということでいかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

（「異議なし」の声あり） 

【柏木委員長】  では、そうしたいと思います。 

 それでは、これで３の議題を終わりまして、次、４は評価員の選出についてということ

で、持田事務局員からご説明をお願いします。 

【持田事務局員】  資料の９１番になります。評価員の候補者として、新たに５名の評

価員の先生方にお引き受けいただくことになりますので、ご承認いただければと思います。 

【柏木委員長】  よろしゅうございますか。 
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（「異議なし」の声あり） 

【柏木委員長】  ありがとうございます。 

 それでは、その次は、事務局員の選任につきまして、由岐事務局長からお願いします。 

【由岐事務局長】  先ほど小山委員からご心配いただいたように、３名の事務局員の補

充をさせていただきたいと思います。資料９２でございますが、呰真希、濱谷美穂、山本

敦子、３名の事務局員を補充したいと思います。お願いしたいと思います。きょう、本日、

山本事務局員は列席しております。 

【柏木委員長】  よろしゅうございますでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【柏木委員長】  はい、ありがとうございました。 

 それでは、きょうの議題は、これですべて終了いたしました。お忙しいところ、長時間

にわたりましてありがとうございました。それでは、これで第１３回評価委員会を終わり

ます。 

 

 


