
 

 

 

 

 

 

 

 

（財）日弁連法務研究財団 

 評価委員会（第16回）議事録 
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（財）日弁連法務研究財団：評価委員会（第１６回）議事録 

 

１ 日 時  ２００７（平成１９）年５月１７日（木）午後６時～８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，飯室勝彦，池田辰夫，大出良知，亀井尚也，野村修也 

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 

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，呰 真希，山本敦子 

４ 議 題 

１）トライアル評価について 

（１） ２００６年度秋学期について（評価報告書の決定） 

(ア) 山梨学院大学    

(イ) 西南学院大学    

(ウ) 青山学院大学    

(エ) 東洋大学      

（２） ２００７年度春学期の実施について  

  ・北海学園大学    

２）本評価について 

（１）２００６年度認証評価結果に対する異議申立について 

① 駒澤大学      

② 早稲田大学     

（２）評価報告書に対する（異議事由には当たらない）事後的意見への対応 
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（３）今後の実施予定    

① ２００７年度春学期の実施校について 

② ２００７年度秋学期の実施校について 

・ 評価チームの選任   

（４）自己点検・評価報告書（記載フォーム）の改訂について(2008年度より) 

３）評価員の選任について   

４）平成１８年度文部科学省委託研究について 

５）「法科大学院教育の理念と実践（２００６年度下期認証評価報告）」の出版について            

６）ランディ・ハーツ氏招聘によるシンポジウムの開催について  

７）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】  それでは時間になりましたので，第１６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まして，ありがとうございました。 

 今日の議題ですが，最初にトライアル評価につきまして，４校ございます。まず，山梨

学院大学につきまして，ご報告をお願いします。 

 

（省略） 

 

【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，これで東洋大学の評価報告書を確定させていただきます。 

 次が，２００７年度春学期の実施について，北海学園ですけれども，呰事務局員からお

願いします。 

【呰事務局員】  資料１５をご参照いただきたいと思います。 

 北海学園のトライアルの評価，評価員のリストという形になっております。 

【呰事務局員】  主査が早稲田大学の浅古先生になります。そのほか４名の計５名で評

価チームを編成いたしました。 

 その下にスケジュールが書いておりますので，こちらのほうのご案内をいたします。第

１回事前検討会が６月１５日金曜日，１３時半から１６時，第２回事前検討会，６月１８

日月曜日，１３時から１６時までとなっております。直前検討会は７月３日火曜日，１２

時から１４時に行われまして，現地調査は７月３日，１５時から２０時，それと７月４日

水曜日の９時から１５時までとなっております。 

 以上です。 

【柏木委員長】  ありがとうございました。 

 北海学園大学法科大学院のトライアル評価，評価員リストとスケジュールについて報告

がありましたが，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，その次の議題が本評価についてですが，これはいろいろご議論いただく点が

多そうなので後回しにさせていただくことにいたしまして，先に評価員の選任についてお

諮りしたいと思います。呰事務局員のほうからお願いいたします。 

【呰事務局員】  資料２２をごらんください。今回，新任で評価員になっていただく方
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の名簿になっております。新任者の方が全部で４名，再任者につきましては１ページめく

って，２枚目にあります９名の方に再任をいただいております。 

 以上であります。 

【柏木委員長】  ありがとうございました。 

 新任，再任，資料２２のとおりでございますが，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，これで評価員の選任を確定させていただきたいと思います。 

 その次は，平成１８年度文部科学省委託研究についてですけれども，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２３でございます。 

 文部科学省から，委託を受けた調査が完了したという報告書がございます。中身につき

ましては３点ございまして，１ページ目の３の（２）のところにございますが，１つ目が

評価基準に基づく判定のあり方の研究，これはいわゆるトライアル，現在２９校完了して

おりますけれども，そちらの事例の分析，それから評価する場合の視点をまとめたものを

今，取りまとめ中でございます。この取りまとめに当たりまして，新潟大学の四谷准教授

にお願いをしております。 

 ２点目が，法科大学院における情報整備のあり方の研究でございます。もう本評価も始

まっておるわけですけれども，評価を受けるため，あるいは評価機関から見ましたならば，

評価をするために必要な情報，成績の分布であるとか，成績評価の基礎資料を補うとか，

あるいは入試の資料であるとかを，どのような形で整備し，あるいは保管する必要がある

のかということの研究でございます。各法科大学院でいろいろと実態を見せていただきま

して，意見を伺った結果をまとめております。 

 ３点目が，評価結果を改善に結びつける仕組みの研究でございます。評価報告書が公表

されることですべて終わるということではなくて，それを踏まえて法科大学院が教育，研

究活動の改善をするということを，どのようにして研究しているのか，どのような仕組み，

仕掛けを施すということがそれに資するのかといったことの研究でございます。 

 １つには，自己点検・評価報告書で自己点検評価をいただき，改善計画を決めていただ

いて，それを公表していただく，それを踏まえた評価報告書を公表するという点が１つで

あるとは思います。また他に，評価をする際に，他の改善すべき点が見られた場合，その
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改善することを前提として，かくかくしかじかで評価するという「留保付き評価」，あるい

は改善がなされたかどうかということを２年なり，一定の期間を置いて，再度評価をさせ

ていただくという仕組みというあたりが，現在考えられていて，あるいは実践されている

ところでございます。調査研究の結果につきましては，別途報告書をおまとめして，また

評価委員会にお呼びかけしたいと思います。 

 以上です。 

【柏木委員長】  ありがとうございました。 

 何かご質問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，「法科大学院教育の理念と実践（２００６年度下期認証評価報告）」の出版に

ついて，清永事務局員からお願いします。 

【清永事務局員】  お手元の資料２４をごらんいただけますでしょうか。 

 認証評価事業部アニュアルレポートの出版ということで，タイトルのほうは「法科大学

院教育の理念と実践－２００６年度下期ＪＬＦ認証評価報告－」というサブタイトルがつ

いております。 

 発行は商事法務から定価４,５００円，部数は８００部，ちょっと，やや高いんですけれ

ども，一応こういう形で発注しております。 

 今月下旬ごろ出版予定でございまして，中身は４番の目次というところに書いてござい

ますが，「認証評価に関する最近の活動報告」というものを１から５までの，こんなとこ

ろです。シンポジウムで「法科大学院の挑戦－２年間の到達点とこれから」，これは今年の

３月２６日に行われたものですが，それを収録してございます。 

 それと，下の方にあります今回公表しました，駒澤大学と早稲田大学の認証評価報告書

を収録しております。これは，副題が「２００６年度下期」とあるように，半期に一遍出

していく予定になっております。 

 以上でございます。 

【柏木委員長】  ありがとうございました。 

 ご質問はございますか。よろしゅうございますか。 

 それでは，その次は，ランディ・ハーツ氏招聘によるシンポジウムの開催について，山

本敦子事務局員からお願いします。 

【山本事務局員】  お手元の資料２５をごらんください。 

 ７月７日，午後２時から５時４５分，早稲田大学８号館Ｂ棟の１０２号教室，ここは大
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体３００名ほど収容可能ということなんですけれども，当財団と臨床法学全国連絡会，早

稲田大学臨床法学教育研究所の共催によりまして，「変貌する法曹の『有能性』－マクレイ

ト・レポートからＣＬＥＡベスト・プラクティス・プロジェクトへ－」と題して，ニュー

ヨーク大学ロースクール教授でおられますランディ・ハーツ氏をお招きして，シンポジウ

ムを開催することとなっております。 

 講演とともにパネルディスカッションを設けてございまして，そのパネリストとしまし

ては，亀井尚也教授，川端和治教授，須網隆夫教授，菅原郁夫教授のご参加をいただき，

宮澤節生教授にコーディネーターをお願いしております。 

 以上でございます。 

【柏木委員長】  ありがとうございました。 

 ７月７日土曜日のランディ・ハーツ教授の講演会について，何かご質問ございますか。

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，本評価の議題に戻りまして，まず本評価の，今後の実施予定ですが，青戸事

務局員からご説明お願いします。 

【青戸事務局員】  資料１９をごらんください。 

 今後，今年度，来年度，それから再来年度の認証評価実施予定の一覧でございます。春

学期が４校，秋学期が７校，来年度，春学期，秋学期とも７校，平成２１年度の春か秋か

はまだ未定でございますが，北海学園１校となっております。 

 それから，資料２０をごらんいただきたいと思います。２００７年度秋学期の評価チー

ムについて，現在，評価員候補者リストのような形になっております。評価員のご選任を

お願いしたいと思います。 

 まだ決まっていない法科大学院が数校ありまして，一名から二，三名程度，追加で選任

をいただくことになりますが，この点については正副ご一任ということでお願いしたいと

思います。 

【柏木委員長】  今後の実施予定につきましてご説明がありまして，評価チーム員の候

補者リストが示されました。候補者につきましては，これ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】  また，候補の決まっていないところは，正副委員長にご一任お願いし

たいと思います。よろしゅうございますか。 



 

 7 

（「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，自己点検・評価報告書（記載フォーム）の改訂について，これも

青戸事務局員からお願いします。 

【青戸事務局員】  資料２１をごらんください。 

 ３－２－１につきまして，こちらは専任教員，兼担教員・非常勤教員に分けまして，授

業の負担を記載していただくところでございます。この点につきまして，兼担教員・非常

勤教員となりますと，かなり広い範囲になりまして，さらにその他の法科大学院，あるい

は法学部等でどれぐらい教えているかということを把握することが困難である，作業量と

してかなり負担であるというご意見がございまして，この点について改善をすべきかどう

かをご議論いただきたいという趣旨でございます。 

 その点につきまして，どういう分け方をするか，法律基本科目という形で分けるのか，

それとも専任教員という形で分けるのか，あるいはみなし専任教員というのを分けて考え

るのか。それからもう一つの話としては，この通りでいくのかという点について，ご検討，

ご議論いただきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

【柏木委員長】  ありがとうございました。 

 教員の担当する時間数あるいは，コマ数ですけれども，コマ数の把握というのは非常に

難しいのです。各法科大学院とも自分の法科大学院と，それから大学を合わせたものは把

握できるわけですけれども，よその大学で何をやっているかというようなことの把握は非

常に難しい現状であります。これを無理にやらせますと，非常に大きな事務量になってし

まう。特に，兼担，兼任，非常勤教員の場合には，調査が非常に難しいということがあり

ます。 

 全部について調べる必要があるのか，専任教員だけでいいのではないか。あるいは兼担，

兼任も含むのかは問題ですけれども，法律基本科目が大切なんだから，法律基本科目の担

当教員に限って，全体でどのぐらいのコマ数，教育負担があるのかということを調べる。

あるいは，それを法律実務基礎科目まで広げるかというようなことだろうと思います。 

 これは，そう簡単に割り切れるものではないのですけれども，大出先生，いかがですか。 

【大出委員】  把握できれば，それにこしたことはないと思うんです。相当ばらつきが

ありますし，現実の問題として，負担の問題というのはいろいろと影響を及ぼす危険性が
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あるわけです。ただ，実際問題として，どこまで，どれだけ可能なのかと，各大学で把握

される努力はどうなんでしょう。それ自体は，非常勤で出ておられることについての把握

というのはどうなっているんでしょうね。やってはいるんじゃないかと思うんですけれど

も，どうなんでしょうか。 

【柏木委員長】  兼任の許可は教授会にかかりますね。 

【大出委員】  ええ。 

【柏木委員長】  ただ，何コマというところまでは，把握してないんじゃないでしょう

か。 

【大出委員】  いや，一応かかるんじゃないんですかね。かけてないんですかね。 

【飯室委員】  かかりますよね。 

【大出委員】  かかりますよね。 

【柏木委員長】  コマ数を覚えてるかどうか。（笑） 

【大出委員】  ですから，それは集計するという教員数が多かったりした場合に，全部

集計するということが容易でないというようなことはあるのかもしれませんけれども，教

授会に出ないということはあり得ないんじゃないですか。 

【柏木委員長】  コマ数まで書きましたかね。 

【大出委員】  いや，大学によるんでしょうけどね。 

【柏木委員長】  京藤先生のところはどうですか。 

【京藤副委員長】  大学によって違うのでは。 

【山野目委員】  大学によるんじゃないですか。 

【大出委員】  早稲田は出ないの？ 

【浅古委員】  他校への出講も兼業の一つとして教授会に出ます。 

【山野目委員】  いや，私が申し上げているのは早稲田がどうかっていうんじゃなくて，

大学によって違うので，そこの多様性を考慮してご決定いただくことが大事ではないか，

ということです。 

【大出委員】  ですから，大学によって，ほんとに教授会に非常勤講師の出講について，

少なくとも教授会だけでなく，例えば人事じゃなくて，どっかに全然届けを出さないで行

くということが行われているということになっていますかね。 

【山野目委員】  問題は，コマまで情報を網羅的にすべての大学が集約しているかどう

かは，ちょっとわからないのです。 
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【柏木委員長】  それと，非常勤と実務家教員はどうでしょう。専任は確かに必ず届け

出はさせていますし，そのディテールは大学によって違うのかもしれませんけれども，兼

担，兼任，非常勤となりますと，把握がますます難しくなってきます……。 

【京藤副委員長】  見えないところがあるでしょう。 

【柏木委員長】  ええ。その辺になってくると。 

【京藤副委員長】  そうですよね。 

【山野目委員】  ちょっとよろしいですか。事務局にお尋ねなんですが，どの方面から

負担が大変だという声が上がるんですか。 

【由岐事務局長】  大学側から把握していないところがある。そうすると，新たにアン

ケート調査を先生たちにして，すべてのコマを挙げてもらって，出さない先生もいるんで

すが，電話督促してやると，相当，時間，事務量が大変だというふうに法科大学院の方か

ら出ました。そこで，改めて大規模法科大学院なんですけれども，大規模な法科大学院だ

って把握していないということもあるならば，果たして，これを全部把握する必要がある

んだろうかという形で議論が出てきたんです。評価委員会の先生方のご議論をいただきた

いという趣旨であります。 

 もう一つ，ついででよろしいですか。実は，負担という意味では，実務家教員のほうが

実務をやりながらですので，実は大学にいないという意味で，なぜ研究者教員だけコマ数

を把握して，実務家のほうの負担を把握しないんだとか，いろいろ議論が出てくるもので

すから，負担という意味では研究者より実務家のほうが，実はあんまり法科大学院教育に

かけてないという事実もあるんではないかというふうに，一応推察されると。一応頼りな

いことなんですけれども，そういう事実を考えると，必ずしもコマ数だけで負担割合を考

えていいんだろうかという疑問もあることは事実でございます。 

【飯室委員】  実務家の場合に，比べる意味がなくなっちゃうということですか。 

【由岐事務局長】  そうですね。かといってやっぱり……。 

【飯室委員】  片手間で非常勤でぼっとやってくる人と，実務をほとんど犠牲にして力

を入れている先生と。 

【柏木委員長】  それと，研究者の専任教員にしたって，最近は弁護士を兼職するとい

う人が多いですね。ですから，コマ数だけでは全く把握できないことは事実なんで，だか

らといって，そこまで全部調べ出したらちょっと切りがなくて，これこそ調査が不可能に

なってしまうということがあります。 
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 ただ，やっぱりコマ数が多くて，特に兼任，兼担の先生方はコマ数が多いという今まで

の結果が出ていますね。ですから，調査しないというわけにもいかないんでしょうけれど

も，やはりそうすると，専任とか，あるいは法律基本科目の専任教員に限って，コマ数負

担を調査するとか，そういう絞り方もあるのではないかという気がするんですけれども。 

【浅古委員】  よろしいでしょうか。 

【柏木委員長】  はい。 

【浅古委員】  おくれてきて申しわけございません。的を射ているかどうかわからない

のですが，早稲田大学で本評価をやっていただいたときのデータのまとめ方としましては，

専任教員については兼担，兼任のコマ数を全部含ませていただきました。ただ，兼担教員

というのは，早稲田大学の中で法科大学院ではないけれども専任職を持っていて，法務研

究科に教えに来ている。それから，非常勤講師と言われている兼任教員，この兼担と兼任

として法科大学院で教えている先生方については，その本属について我々は人事権を持っ

ていませんのでコントロールができないわけです。幾つコマを持っているかということに

ついて，多いからやめてくださいというわけにいかないので，兼担については，早稲田の

中でのコマ数だけ。それから，兼任については早稲田で持っている，本研究科で持ってい

るコマ数だけをデータとして出すという形にさせていただきました。 

 あとは，兼業がいっぱいありまして，審議会とか委員会とか社外監査役とか，これも全

部早稲田大学は届け出ることになっていまして，毎年一覧表が教授会に出るということに

なっておりますので，把握はしております。それの数え方もいろいろルールがあるんです

が，総負担は，把握はできるという形はしております。 

【柏木委員長】  兼任はどうしようもないですね。お願いして来ていただいているんだ

から，負担が重いなんていったら，じゃ，おたくやめますって言われちゃうわけですから。

少なくとも兼任は外さなきゃいけないのではないでしょうかね。専任教員の中でも他学部

の講義を兼担している人も，結構授業負担は多くなりがちなんですね。把握のしやすい専

任，兼担でいくということでいかがでしょうか。ちょっとこれ，議論を詰め出すと切りが

ないし，そんなに精密に判定もできないし，把握のしやすい専任，兼担のみ把握するとい

うことで，いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【柏木委員長】  よろしいですか。じゃ，そういうことにしたいと思います。 

【飯田副委員長】  ちょっと１点，いいでしょうか。 
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【柏木委員長】  はい。 

【飯田副委員長】  この平均というところも参考になるわけですけれども，専任教員と

みなし専任は分けておかれたほうが，平均は見やすいんじゃないかと思います。 

【柏木委員長】  そうですね。みなし専任はどうしますかね。みなし専任も一応把握で

きるから入れておいて，みなし専任をおっしゃるとおり分けたほうがよろしいかと思いま

す。 

 ほかにご意見ございますか。よろしゅうございますか。はい，由岐事務局長。 

【由岐事務局長】  変な話なんですけれども，非常に早く進行しておりまして，私，事

務局の方で食事を用意していたんですが，非常に早く進行しているんですけれども，ここ

でちょっと１０分か１５分ぐらいお休みいただいて……。 

【柏木委員長】  結構ですね。 

【由岐事務局長】  お食事をしていただくということでよろしいでしょうか。 

【柏木委員長】  はい。自己点検評価報告書フォームの改訂について，ほかにご意見ご

ざいませんでしたら，これでとりあえず一休みさせていただいて，食事ということにいた

します。 

（  休  憩  ） 

【柏木委員長】  それでは，まだお食事中の方がいらっしゃいますけれども，時間を節

約するために，また議論に戻りたいと思います。 

 それでは，本評価につきまして，駒澤大学の２００６年度認証評価結果に対する異議申

立てについて，青戸事務局員からお願いします。 

【青戸事務局員】  駒澤大学につきましては，異議申立てはなされませんでした。です

から，資料８にあります評価報告書で手続が終了したということでございます。 

 以上です。 

【柏木委員長】  ありがとうございます。 

 それでは次に，早稲田大学につきまして，石井事務局次長より。 

【石井事務局次長】  早稲田大学からは異議申立てがされました。異議申立てについて

は，異議審査委員会で審議を行い，異議審査委員会から評議会あてに意見書といいますか，

異議審査委員会の見解を示した書面が出され，それをもとに評議会のほうで異議に対する

対応を決定するということになります。ただ，異議審査委員会の方から，今回の異議に対

して，このような手続をとりたいという依頼がありました。 
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 まず，早稲田の異議に対して，できれば評価委員会から異議に対する意見，意見書とい

いますか，答弁書のようなものを出してほしい。また，異議審査委員会で６月７日１２時

から３時という予定で開かれるのですが，その冒頭に早稲田と評価委員会の委員といいま

すか，指名があったのは柏木先生ですけれども，双方から最大２名ずつ来ていただいて，

冒頭，約１０分ずつ説明を口頭でしていただく，異議の内容，それに対する意見の内容を

明瞭にしていただきたいと。あと，プラス１０分ぐらい異議審査委員会の委員の先生のほ

うから，いろいろ質疑などをやるというようなことを踏まえて，残りの時間で議論したい

という話がありました。そういう話というか，そういう手続で進めるということで求めら

れています。 

 ですので，後ほど評価委員会としての意見書の作成についてご議論いただければと思い

ます。よろしくお願いします。 

【柏木委員長】  ありがとうございました。 

 それでは，答弁書，意見書の作成の方針等につきましては，後ほど議論することとした

いと思います。 

 次が，評価報告書に対する事後的意見への対応なのですけれども，添付資料，きょうの

資料の１８番をごらんいただきたいと思います。これは，早稲田大学のほうに評価報告書

原案をお送りいたしまして，早稲田大学法科大学院でそれを検討いたしまして，その意見

申述がなされたわけでありますが，私の理解では，その意見申述がなされたときの検討が

早稲田大学法科大学院の執行部の間だけで検討がなされた。その後で，その評価報告書が

公になってから，意見申述に参加されなかった先生からおかしいではないかという異議が

申立てられたということであります。 

 そのために，資料１８のような内容の要望書が送られてまいりました。中身につきまし

ては，後から議論するわけですけれども，このような事態は，我々も予期してなかったこ

とでした。もし事実認定に対する不満があれば，意見申述のときに全部出てくるだろう，

それに対して検討してご回答する，必要であれば，評価報告書原案を修正する，修正した

ものをここで審議して確定するというような手順を考えておったのであります。しかし，

それにも拘わらず，事後的にこのような要望書が出てきたわけであります。これに対して，

どういう対応を我々はすべきかということであります。浅古先生のほうから何か補足はご

ざいますか。 

【浅古委員】  意見申述書は，原案が提示されたときに法務研究科の専任教員には全部
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配りまして意見を聴取したんですが，当該教員は兼担教員でありまして，教授会メンバー

ではありませんので，お配りをしませんでした。公表した後に，自分の記載のところがこ

ういうふうになっているということに対して，心外だということで，執行部のほうにお申

し出があって，いろいろとお話を聞きました。異議申立てができるのは評価にかかわる部

分ですので，これは異議申立てにはかかわらない部分でのお話になっておりまして，そう

いう場合，どうしたらいいんだろうかということで，柏木委員長のほうへ文書を送らせて

いただいて，ご検討をお願いした次第でございます。 

【柏木委員長】  ということなのですけれども，いかがいたしましょうか。 

 １つのアイデアとして，私は，単に時期に遅れたからといって，無視をしない方がいい

のではないかと考えます。したがって，こういう要望書につきましては，内容をこの評価

委員会で検討しなければいけないのではないかと思います。もし，その上で内容が評価の

結果に大きくかかわるということであれば，それはそれでまたいったん確定し，公表をし

た評価報告書をどうするかという問題に発展するのだろうと思います。 

 あるいは，内容を検討した上で，評価報告書を変える必要がないということであれば，

それはその趣旨で回答する。いずれにしても，この要望書に対しては，評価委員会として

回答書を出すことがよいのではないかと考えます。もし，それが評価報告書の内容の変更

を来すようなことであれば，これはさらに慎重な検討をしなければいけないわけですけれ

ども，それについても経過報告まで文書で出すかどうかは別として，いずれにしても，何

らかの対応はせざるを得ないのではないかということを考えております。いかがでござい

ましょうか。 

 もし，そういうことでよろしければ，後ほど，これは中身の審査になりますと，浅古委

員，山野目委員に在席していただくとちょっとやりづらいところがありますので，異議審

査と同様に，ご退席いただいた後で内容を検討したいと思いますけれども，それでよろし

ゅうございますでしょうか。 

【飯田副委員長】  ちょっと質問ですけれども，その内容によって，評価の結論が変わ

る場合，それはどうすることに。要するにこれは一般論でございますから，そういう場合，

どうするのかと。あるいは，重要な事実誤認が判明したという場合，職権発動を促すよう

な意味があって，それを受けて，こちらは変えることができるのか。それとも，もう期間

が過ぎてしまえば，そこで確定して，あとはコミュニケーションを図るということは重要

ですけれども，それを超えて評価報告書の変更までするのか，ちょっとそこは手続の問題
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になると思いますので，一応一般論は整理していただく必要はあろうかと思います。 

【山野目委員】  ちょっとよろしいですか。 

【柏木委員長】  はい，山野目委員。 

【山野目委員】  ちょっと事実関係の確認で，私が理解しているところを述べさせてい

ただきたいんですが，今，柏木委員長がおっしゃった中で，２点なんですが，１点目，早

稲田の執行部のみで検討されていて，他の教員に届かなかったというお話のところは，正

確には浅古委員がご説明になったように，教授会には諮って，かなり大人数のところには

出したんですが，この教員が兼担だったので見る機会がなかったという経過でございます。

それが１点です。 

 それからもう一つは，時期に後れた，というお言葉があって，それから飯田先生からも

それに関連して，それで評価を修正というお話があったんですが，私どもの理解では，こ

れはおくれて出すとかという時期の問題ではなくて，そもそもこれは不服申立ての案件で

はないのではないか。だから，時期に後れようが後れまいが，固有の，狭い意味での不服

申立てにはちょっと乗らないという問題意識でこの問題を見たんです。なぜかというと，

基準の９－１－２は「適合」の判定をいただいておりますので，この問題いかんにかかわ

らず，適合しているものもさらに変えてくれという，そこまで申し上げるつもりはなくて，

これは不服申立ての利益がございませんから。 

 ただ，問題は，早稲田の法科大学院の学校にとっての利益は，別にこれ以上何かをして

くれというのはないんですが，   （省略）   こちらの不服申立ての手続に正確に

乗らないので，そこをどうするかということを学校の中ではかなり悩みました。それで，

しかし，この評価委員会の方にお話をお持ちするというルートではなくて，別の仕方で騒

ぎ立てるというのは，やはり適切ではないので，こちらでご判断いただけるんであれば，

狭い意味での不服申立てではないけれども，それに隣接する事柄として，こちらでお考え

いただくのがよろしいのではないかという理解で，このことをお話として持ち込んだとい

う理解でいました。 

 浅古先生，そういうことですよね。 

【浅古委員】  そういうことです。 

【山本事務局長代行】  はい。 

【柏木委員長】  ありがとうございました。補足していただきました。 

 確かに意見申述があった評価項目は，評価報告書は適合で出ていますので，これ以上，
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改善の余地がないわけです。したがいまして，変えるとすればどういうことになるんです

かね。その手続ですけれども，それから，飯田副委員長がおっしゃられたことは，一つの

考えとしては，今，当面の問題ではないので，そういう問題が出てきたときに又そのとき

に考えるということも一つの方法なのだろうと思うんです。というのは，ここで具体的状

況を捨象して一般的な仮定の問題として考えることが難しいのではないかという気がしま

す。この問題みたいに適合で，もうこれ以上改善の余地がないという問題と，ＡＢＣでつ

け，とくにＤをつけられたのをＣにしてくれという問題と。重要な事実誤認が出てきたと

きに考えるということでいかがでしょうか。 

【飯田副委員長】  あくまで一般論で申し上げたんです。今回，特に必要はありません

ので結構ですが。 

【大出委員】  しかし，その点に遺漏があったとすると，やっぱりどこかで決めておか

ないといけないんじゃないでしょうかね。こういう事態が起こり得るということが想定で

きる限りは。ですから，今，お話に出た点が全く想定できない話であれば別ですけれども，

想定できればですね，柏木先生おっしゃったように。 

【柏木委員長】  ただ，今回の事例っていうのは……。 

【大出委員】  いや，今回の事例ではなくて，今後。 

【柏木委員長】  いや，起きるけれども，確率としては非常に少ないわけでしょう。ど

うですか。というのは，それがないように原案を持っていって説明しているわけですから，

かなり例外的なことで，一応の，事実誤認を予防する手当てはできていると。さらに，そ

の上で２段構えで何か今のうちに対策を立てておく必要があるかという問題と，それから，

やはりこれは，どうも私の直観では，それぞれの事例によってかなり事情が異なってくる

のではないかと思うのです。ですから，対策も今から一般化しておかないほうがいいので

はないかなということを感じるわけです。 

【浅古委員】  よろしいでしょうか。原案をちょうだいした法科大学院側は，そうしま

すと，評価に関わるすべての人に対して原案を提示して意見を求めておかないといけない，

そういう扱いになるのでしょうか。つまり，このケースですと，原案段階では目に触れな

かったわけです。 

 例えば，大学で言えば職員もいますので，職員体制の問題とかいろいろありますから，

原案から職員にも全部配って見せることが，必要であるのかどうかです。 

【柏木委員長】  対策の問題はちょっと各法科大学院の問題になると思うんですけど，
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何をやっても事実誤認がチェックから漏れて別途出てしまうということはあり得るんだろ

うと思うんです。今の問題は，その対策を今決めておくべきかどうかということが問題な

んだろうと思うんです。ですから，将来そういう意見申述のときに漏れてしまった事実誤

認をどうするかという問題について，今のうちに対策を決めとくべきか，あるいはそうい

う問題が現実に発生したときに，その具体的な事件に応じて対策を立てるべきかというこ

となんだろうと思うのですけど，いかがでしょうか。 

 私はしばらくは現実の問題が起きてから対策を考えたほうがいいのではないかと考える

わけです。つまり，今そういう事実誤認があったということの申出を事後にいただいて，

それを時期に遅れた攻撃だということで一律に却下してしまうということはしないで，個

別に判断するということでいいのではないかなという気がしてたのですけど。 

【大出委員】  ただ，そのときに，逆に個別に判断したときに，受け入れて，それに基

づいて変更をするということになったときにはあまり問題ないかもしれませんけれども，

そのとき，却下するっていうことになったときに，却下されたほうは，さらに不満がそこ

に残るということになりませんか。つまり，そこでルールが決まっていれば，そのルール

に従ってやったんだという，こちらとしては説明がつくわけですけれども，個別の判断を

したんだということで，果たしてそれはルールに基づいた措置が行われたということにな

るのかどうかという問題になるようにも思うんですけど。ですから，何らかの形でこちら

は積極的に対応して，異議申立てに積極的に対応して了解が得られるような方向をとる必

要があって，とったと答えればいいですけれども，そうじゃない場合に，そこは透明性が

欠けるということになる可能性があるようにも思えますけど。 

【柏木委員長】  却下するか棄却するかの違いじゃないでしょうか。私は棄却する立場

で。内容を審査して，内容に理由がなければそれは棄却する。 

【大出委員】  でも，それにしてみても，その手続については明確ではないわけですよ

ね。 

【柏木委員長】  その点はその通りですね。 

【大出委員】  ですから，そのこと自体が大変だなという。 

【柏木委員長】  そういうことで言えば，次のようなことかな，と思います。すなわち，

意見の審査はする。内容に応じて棄却する場合もあるし，それが本当に重要な，根幹を揺

るがすような問題であれば，あるいは場合によっては，そういうことは望ましくないけれ

ども，いったん確定した報告書を修正しなきゃいけないかもしれない。ただ，それはどう
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も具体的事案によって違ってくるのではケースバイケースではないかと。 

【大出委員】  でも少なくとも，だとすれば，手続を定めておくことは可能なんじゃな

いでしょうか。 

【柏木委員長】  そうです。 

【大出委員】  でしたら，そのことはやっぱり解決してかなくてはってなるんじゃない

でしょうか。 

【山野目委員】  繰り返して申し上げますけど，今回お出ししているのは正規の異議申

立事由ではございませんので，時期に後れた，後れないとかっていう問題ではないんだと

思うんです。ただ，そのこととは別に，委員長，副委員長が提起なさった問題というのは，

それとして価値のあることだと思うんですが，それについて言えば，時期に後れたことに

ついてやむを得ない事情が認められるときには受け入れられるというのは，多分，一般論

として合理的なルールなんだと思うんですね。そういうやむを得ない事情の判断に当たっ

ては，今回，早稲田大学がどういう対応をとったかご紹介すればイメージをつかんでいた

だけると思うんですが，私どもは，評価報告書の原案提示を受けたときに，これはまだ原

案として提示しているものなので取り扱いにご注意くださいというふうに財団のほうから

ご指示があったんです。そうしますと，当然執行部で検討しますけれども，教授会の構成

員には諮る必要があるだろうと考えられる一方で，しかし，取り扱いにご注意とあり，教

授会の構成員でない人たちには見せてはいけないという判断だったので，浅古委員がおっ

しゃったように，事務職員一般にも見せてないし，大学本部にも伝えてないし，兼担教員

にも伝えてないです。で，教授会の構成員に配って，これは回収しますといって全部回収

しました。 

 それから，私どもはこのように守秘に留意をして取り扱った上で，教授会構成員から出

た異議は集約した上で財団に異議申立てをすべきかどうかを教授会で審議いたしました。

こういう取り扱いが，もしこれでよろしいんだとすれば，その開示させた人の範囲から時

期に後れて出てくるのはおかしいんですけれども，そのときに見てなかった，こういう事

情でこの人は気がつかなかったんだということが，こちらに対して適切に説明されるんで

あれば，時期に後れても受け入れてあげていいということになりましょうし，また，その

段階のやむを得ない事由を適切に，大出先生ご心配になるように，デュープロセスで判断

できるような運用を考えていきましょうぐらいのことを今日は相談しておいて，引き続き

事務局で今後どう考えていただくかもご勘案いただいて，一般ルールづくりをしていくの



 

 18 

がよろしいんではないでしょうか。 

 繰り返して申し上げますが，今日はその議題ではなくて，おそらく不服申立て外関連事

項の意見をここでどう扱っていただけるかということがむしろ論点になるんです。 

【大出委員】  私もそれで考えて。ただ，今日の件に関しても，そうはいっても，例え

ば先ほどのあれからしたら，個別の当該教員にとってみれば利害にかかわるものですから，

場合によっては内容を変更する必要がありますよね。 

【山野目委員】  記述ですか。 

【大出委員】  ええ，記述をね。その場合には，やっぱりそれはルールが必要だという

ことにならざるを得ないんじゃないかと思うんですけど。ですから，問題は違いますけど

ね。 

【山野目委員】  はい。 

【大出委員】  そこはやはり，お２人がいらっしゃるところで議論すべきかどうかとい

うのはちょっとあれですが，それはやっぱり，それ自体の検討の要があるというふうには

私は思いますけれども。 

【京藤副委員長】  報告書についていじるというとき，その法科大学院から経由して出

されたんだったら応答してもいいと思うんですけれども，そうじゃないところで公表され

ていて違うと言われて，いきなり法務研究財団に言われてきても，これは一々対応しがた

いと思います。こういうときにどうするのかといった場合，やはりここで正式に文書を変

えるかというときには，その法科大学院を経由して取り組むというような必要があると思

います。 （省略） 全体の中で見たときにはその評価が変わってくる可能性もあるので，

このご意見がごもっともですということで応答していいかどうかというと，ちょっとやり

づらいという印象なんですけれども。 

【柏木委員長】  私はやっぱり英米法的なのかもしれないけれども，こういう例外的な

事由は，一つ一つ例外的事由の中身を見て対処して，それの積み重ねでそのルールができ

上がっていくほうがいいのではないかという気がしているのです。ですから，今，京藤副

委員長がおっしゃったように，中身の問題に関わるんですよね。 

 それで例えば，これの中身を審査した結果，評価報告書の意見を，表現を変えなきゃい

かんということになれば，これはまたもう一回何かやらざるを得ないんだろうと。で，結

論が，変えなくてもいいじゃないかということになれば，これはこれで，なぜ変えなくて

もいいかという説明書を早稲田大学に送るということで済むんだろうと思うんですね。で



 

 19 

すから，どうもやっぱり中身にもよるし，その問題にもよるし，それから問題発生の原因

にもよってくるし，ちょっと一概にそのルールを作りづらいなという気がしてるんですけ

ど，いかがでしょうか。 

 宮川委員，いかがですか。 

【宮川委員】  おっしゃるとおりだと思います。一般論としてルールにつくり上げるっ

ていうわけにはいかないですね。 

【柏木委員長】 ちょっとまだ議論が十分できてない，ルールをつくるには，という気が

します。 

【大出委員】  今，直ちにそれをつくっていく，検討しろという趣旨で申し上げている

わけではないんですが，ただ，最終的には，やはり数も多いわけですし，どういう事態が

起こるかということ，つまり，少なくとも想定し得ることが現に起こっているわけですの

で，だとすれば，検討はやっぱりする必要があるだろうと思いますし，それで詰め切れる

のかどうかということはちょっとわかりませんけれども，しかし，具体的なこの問題に対

する対処とは別に検討してみていただくという必要があるんじゃないかという気はします

けれども。 

【亀井委員】  論点がぴったり合っているのかどうか自信ないのですけれども，まず，

一般論として，異議申立てというのは，何に対する異議申立てなのかということがあると

思うのですけれども，それは判決で言う主文に当たるものに対する異議申立てというふう

に通常は考えられているのかなと。そうすると，ＡとかＢとかＣとか，あるいは適合，不

適合の結論についての異議申立てというふうに理解されていることが前提なのかなと思う

のですけれども，ただ，しかし，異議という場合には，必ず主文だけではなくて，その主

文がＣである，あるいは主文がＢであっても，Ｂの評価となった根拠について異議がある

という場合があると思うのです。そういう場合にはもう異議が出せないということになる

のか，そこが判決に対する控訴と同じであるのかなと。 

 早稲田の出された異議申立書を見ますと，別にそういうふうに異議申立ての趣旨と異議

申立ての理由というふうに分かれて書いていなくて，ずらずらと書いてあるのですね。こ

れはどこまでが異議の主文で，どこからがその理由なのか正直あまりわからないのです。

その延長線上で考えますと，字句というか理由中の判断の部分についてもずらずらと，意

見申述と同じ要領で異議申立てが出てくるということもあり得るのかなと。しかし，それ

はそもそも異議申立てではないから却下すると，棄却ではなくて却下すると，そういう扱
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いをするのかどうかということが，前提事項としてあるのかなと。 

【飯田副委員長】  いいですか。それはこの評価手続規則で異議申立て事由として総合

評価の不適格，分野別評価の不適格，分野別評価の多段階評価，個別評価基準に対する不

適格，評価結果に影響を及ぼす評価実施上の事由，及び評価機関に影響を及ぼす評価の前

提たる事実認定，すべて異議事由には認められています。だから，その議論はもう手続の

問題として出てますね。 

【亀井委員】  それは，すべて異議事由になるわけ？ 

【柏木委員長】  はい。 

【亀井委員】  そうすると，この資料１８の文書というのは，一体どういう性質の文書

なのかという……。 

【柏木委員長】  いや，だから，正式の異議じゃない。 

【亀井委員】  ひとり言が来たというものなのかと。これがよくわからない。 

【山野目委員】  ですから，おっしゃるとおりで，今，飯田副委員長が確認なさったよ

うに，適合が出てるから異議申立てじゃないんですよ。おっしゃったように，評価結果に

影響を与える異議を述べているのではなくて，ひとり言だと言われればそれまでなんです

が，ひとり言でもここにお持ちしましたので，取り扱いをご検討くださいと申し上げてい

る。 

【亀井委員】  これだって，異議申立て事由にはなるのではないですか，いや，主文に

影響を与えるということでないとだめなのですか。そこは……。 

【飯田副委員長】  評価結果に影響を及ぼす評価の前提たる事実認定というのがありま

す。 

【亀井委員】  評価自体に影響を及ぼしていかない事実については異議の対象にならな

いということですか。 

【飯田副委員長】  だから，私，先ほど申し上げたように，要するに，異議申立てじゃ

なくても，何らかの職権発動を促す申出をされて，最高裁の上告事由のように職権発動を

しての修正というのが，いったん結果を発表した後にできるのかできないのかということ

だと思うんですね。で，評価手続規則上は想定されていませんから，手続規則を直す必要

があるのか，直さなくてもできるのか，そのあたりを検討いただく必要があるんじゃない

でしょうか。 

【柏木委員長】  それはちょっと大きな問題だから，これは継続的に事務局と練って考
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えてみなきゃいけませんね。 

【飯田副委員長】  あと，申し出があったことに対して何らかの応答をするというコミ

ュニケーションですね。それは手続とは全然別問題ですから大いにやるべきだと思います

けど，評価報告書の全部もしくは一部修正というのは，やっぱり手続に根拠を持たないと

ですね，英米法的にいうと必要ないかもしれませんけども，ちょっと安定性の問題でどう

かなという気がするんですが。 

【米澤委員】  今，あまり手続のところで議論しても，私は結論は出ないと思うので，

委員長のご判断のように，まず中身をご議論いただいて，それから結論というか手続を後

で決めていくほうが私は建設的だと思うんですね。これは明らかに，想定されている異議

申立てではなくて，個別の方が，個別事象について，要するに事実誤認に基づき名誉を侵

害をされているという申立てをしているわけですから，これは全く今の想定された異議申

立てのケースと違うわけですよ。名誉を侵害されたという事象は，こういう報告書をつく

るときに必ず起こる現象，起こり得る現象ですよ。つまり，個別いろいろ指摘しています

から。よくないと。簡単に言えば，あなたの授業はなってないよということを言えば，怒

る先生はいらっしゃるわけですから，そういうことを言われたときに，やっぱり中身に入

って議論して，じゃあどういう手続で解決するのかという議論はその都度すべきだという

ふうに思いますので，最初やっぱり中身にお入りになったほうが私は建設的だと思います。 

【柏木委員長】  松浦先生。 

【松浦委員】  この種の苦情は、当然予想されることだと思います。対象校に対するマ

イナス評価を含んだ部分を対象校経由で関係者に事前にフィードバックしておけば、ある

程度、最終段階での異論を防ぐことができます。たとえば、今回の話も所属大学から関係

者に「このような記述がありますが、どうですか」のような形で情報適用をしておけば、

処理できたかもしれません。すると、問題は、この種の手続を踏むための負担がどのくら

いかということになります。 マイナス記述がこのような形で問題にされた例は多くないと

思いますので、報告書を手渡す際に、「マイナス評価を含む部分については、念のため、関

係者に情報提供ください」くらいの補足をするか、一文を入れておくと、それなりの処理

をする余裕が生まれるように思います。 

【柏木委員長】  一つ，非常にいい提案が出ました。それは簡単にできることですから，

ぜひこれからやりたいと思います。 

 とりあえず，今，米澤委員からご提案がありましたように，本件につきましては，この
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手続を今議論しているともうこれだけで１時間にもなってしまいますので，手続につきま

しては，これから引き続き事務局を中心に検討をすることにして，とりあえずはこの問題

をどうするか，中身の審議に入りたいと思います。よろしゅうございますか。 

（「異議なし」の声あり） 

【柏木委員長】  ありがとうございます。 

 それでは，ここから中身の審議に入りますので，浅古委員，山野目委員はご退席をお願

いします。どうもご苦労さまです，ありがとうございました。 

 

（省略） 

 

【柏木委員長】 これで，きょうの議題はすべて終了いたしました。若干時間が遅れまし

て申しわけございません。それでは，これで第１６回評価委員会を終了いたします。どう

も，今日はありがとうございました。 

 


