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（財）日弁連法務研究財団 

 評価委員会（第29回）議事録 
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（財）日弁連法務研究財団：評価委員会（第２９回）議事録 

 

１ 日 時  ２００９（平成２１）年３月２３日（月）午後１時～７時 

２ 場 所  弁護士会館１７階１７０２会議室 

３ 出席者（敬称略） 

  委 員 長 柏木 昇 

  副委員長 浅古 弘，飯田 隆，京藤哲久 

委  員 赤松秀岳，阿部一正，飯室勝彦，池田辰夫，市川正人，大橋正春，岡 俊介，

小幡純子，小山太士，亀井尚也，川端和治，古口章，永渕健一，長谷川裕子，

日和佐信子，藤原静雄，松島 洋，馬橋隆紀，丸山秀平，山野目章夫 

理事長  新堂幸司 

認証評価評議会議長 平山正剛 

理  事 由岐和広 

事務局長 清永敬文 

事務局次長 石井邦尚  

  事務局員 今泉亜希子，青戸理成，江森史麻子，島岡清美，持田光則，山本崇晶 

４ 議 題 

１） 認証評価について 

（１）２００８年度秋学期の実施について 

   ①青山学院大学 評価報告書の決定 

②琉球大学 評価報告書の決定 

③岡山大学 評価報告書の決定 

④鹿児島大学  評価報告書の決定 

⑤姫路獨協大学 評価報告書の決定 

⑥島根大学  評価報告書の決定 

   ⑦成蹊大学  評価報告書の決定 

 （２）今後のスケジュール 

（３）２００９年度春学期・秋学期の実施予定 

２） 評価員の選任について  

３） 法科大学院認証評価手続規則の改正について  

４） その他 

   ・異議審査結果の報告   

   ・年次報告書への対応について  

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
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局にて省略している。） 
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日弁連法務研究財団認証評価事業 

第２９回評価委員会 

平成２１年３月２３日 

 

【柏木委員長】  それでは、第２９回評価委員会を開催いたします。 

 今日は盛りだくさんで、特に問題含みのところが幾つかありまして、ちょっと大変かと

思いますけれども、なるべく効率よくやりたいと思います。 

まず、青山学院大学から始めます。 

 

（省略） 

 

【柏木委員長】  青山学院に関して、ほかに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、これで青山学院の評価報告書は確定します。 

 次に、琉球大学のご説明をお願いいたします。 

 

（省略） 

 

【柏木委員長】  それでは、これで琉球大学の評価報告書を確定します。ありがとうご

ざいました。 

 その次は、岡山大学です。赤松先生が利害関係人のため退席します。 

 

（省略） 

 

【柏木委員長】  ほかにございますでしょうか。 

 それでは、これで岡山の報告書を確定します。ありがとうございました。 

 その次は、鹿児島大学のご説明をお願いします。 

 

（省略） 

 

【柏木委員長】  ありがとうございました。鹿児島大学の報告書につきまして、ほかに

ご意見ございませんか。なければこれで鹿児島大学の評価報告書を確定させていただきま

す。ありがとうございました。 

 それで時間が大分過ぎてしまいましたけれども、ここで１０分休憩をとります。 

（ 休  憩 ） 

【柏木委員長】  それでは、再開します。再開に先立ちまして、琉球法科大学院の報告
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書ですけれども、少し訂正があるということです。 

 

（省略） 

 

【柏木委員長】  よろしゅうございますね。ありがとうございます。 

 それでは姫路獨協大学につきまして、池田先生から説明をお願いいたします。 

 

（省略） 

 

【柏木委員長】  よろしいですか。 

 ほかに、姫路獨協大学につきましてご意見はございませんでしょうか。よろしゅうござ

いますか。 

 さあ、それでは、姫路獨協大学は今のご議論を反映した形で修文をしていただくと。そ

れで、修文内容につきましては主査に任せていただくということで確認したいと思います。 

では島根大法科大学院について、浅古先生から。 

 

（省略） 

 

【柏木委員長】  ほかに、島根、ご意見はございませんか。 

 それでは、今のように考えていただいて、これで島根大学の評価報告書を確定したいと

思います。では１０分間の休憩とします。 

（ 休  憩 ） 

【柏木委員長】  それでは、時間になりましたので、審議を再開したいと思います。 

 事務局からの報告は最後に回しまして、成蹊大学に進みたいと思います。飯田主査から

ご説明をお願いします。 

 

（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した。それでは、これ

で成蹊大学評価報告書を決定したいと思います。 

 では、事務局からの連絡事項等について、清永事務局長、お願いいたします。 

【清永事務局長】  まず、認証評価の今後のスケジュールですが、今日ご議論いただい

たものについて、３月３１日午前中に、文科大臣への報告を行い、各法科大学院へ送付し

ます。その日の１５時に財団ホームページで公表しまして、同時に記者発表を行います。 

あとは３０日間の異議申立期間を経て異議申立てがあれば、異議審査委員会のほうで審査

されるという、そういう予定になっております。 
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 続きまして、２００９年度春学期・秋学期の実施予定ですが、これは資料９１をごらん

ください。資料９１の表が北海学園、これは２００９年春学期の予定で、現地調査は７月

２日から４日でございます。主査は丸山先生にお願いすることとなっております。それか

ら、秋学期のほうは裏面ですが、京都産業大学、これは１１月１７日から１９日で現地調

査をやる予定でございまして主査は古口先生にお願いすることとなっております。ほかに、

再評価として、久留米、大東文化、獨協がございます。主査については、前回の評価委員

会の際に従前の主査の先生にお願いするということでご了承いただきまして、ただ、獨協

のほうは主査であった馬橋先生は、ちょっと差し支えということで、赤松先生にお願いを

しております。 

 以上が、春学期・秋学期の予定です。 

 それから、続いて評価員の選任については、島岡事務局員のほうから。 

【島岡事務局員】  評価員の選任につきましては、資料９２番をごらんいただければと

思いますが、表のほうには新任の候補者、裏面のほうに再任の候補者の方々のお名前が記

載されております。こちらの方々につきまして、選任についてご決定いただければという

ことでございます。 

【柏木委員長】  評価委員、よろしゅうございますね。 

（「はい」の声あり） 

【柏木委員長】  はい。ありがとうございます。 

【清永事務局長】  続きまして、議題の３番ですね。法科大学院認証評価手続規則の改

正についてということで、資料９３をごらんください。 

 これは何のための改正かと申しますと、先ほどご案内した秋学期の再評価のための手続

規則を準備すべきだろうということで、事務局のほうで議論して、たたき台をつくりまし

た。 

 具体的には、資料９３の６ページから７ページ、第１８条から第２０条までということ

で、つくっております。第１８条で再評価について規定をして、第１９条で評価基準とプ

ロセスについて規定すると。第２０条は注意書きなんですが、重要な変更とか、年次報告

書については本評価どおりにやってくださいねということでございます。再評価の規定を

設けると同時に１点修正をさせていただきまして、第８条と第９条なんですけれども、こ

れは異議審査を経た後に、再度の評価が必要であろうという場合についての条項でして、

ここで「再評価」という言葉が使われていました。 

 今、先ほど申し上げた第１８条以降の再評価と紛らわしいものですから、異議審査後の

再度の評価については、そのとおり「再度の評価」と書きかえて、いわゆる「再評価」と

区別できるようにいたしました。この点につきましては、この評価委員会でご審議いただ

いて、ご了承をいただいた上で、５月の評議会で審議、決定していただいて、それで同じ

５月の理事会に報告するという段取りで考えております。ということで、ご審議のほうを

お願いいたします。 
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【柏木委員長】  評価手続規則、第８条、第９条は、これは文言だけの問題ですから、

全く問題ないだろうと思います。第１８条から第２０条まで、いかがでしょうか。 

【山野目委員】  形式的なところ２つと、内容のことについて１つありますが、形式の

点は、第１８条の３項の３行目の２つ目の「及び」は「並びに」でしょうか。しかも「並

びに」の前の③の後の読点はとっていただくということでしょうか。 

 形式がもう１つですが、第２０条が変更がないためとかいう、思ったことというか、動

機をその条文の中に書いているような文章になっていて、事情がわかっている人にはわか

るでしょうが、最初に読むとよくわからないというか、法制的に練れていない文章になっ

ているので、ちょっと修文がいると考えます。これは委員長、副委員長にお任せします。 

 それから、あと内容ですが、第１９条の１項の再評価の評価基準は、原則として再評価

時の基準によるという、この原則としてというのが、例外がどんな場合か書いていないと、

現場が困りますから、ここのところの趣旨を教えていただきたいと考えます。 

【清永事務局長】  ただいまの点は、評価基準を改訂した場合に、再評価の時点で生き

ている評価基準と本評価のときに生きていた基準とが違うという事態が想定されるもので

すから、その場合には原則として、新しいほうの基準で評価しますという趣旨が、ここで

の記載につながっていると。ですから、修文をするという…。 

【松島委員】  それをとってもらいたいということですよね。例外があるなら書いても

らいたいし。 

【江森事務局員】  基準のつくりがどう変わるかわかりませんものですから。例えば評

価基準がなくなってしまっているというような事態も考え得るわけですね。再評価をつけ

た基準が、新しい基準では全く妥当しなくなった。そういうような例外的な場合を想定し

たのですが、なかなか文章に落とせませんもので、ここは、そういう場合には法科大学院

との合意で旧基準と新基準のいずれを適用するか決めるということで考えております。 

【山野目委員】  わかりました。ご苦労はよくわかりましたから、これ以上ちょっと言

葉にするのは難しいと感じますし、今のこの議事は公表される議事録などに載ると思いま

すから、何か、現場が困ったときには、今のやりとりを基準に動けばよろしいというふう

に理解いたします。 

【飯田副委員長】  ちょっと、質問よろしいでしょうか。別の内容ですが。 

【柏木委員長】  はい。 

【飯田副委員長】  ４年以内、第１８条の１項ですが、４年以内に全部の評価を求めた

場合に、それが再評価なのか、本評価なのか、これはどう違いがあるのかないのか。一部

ならわかるんですよ。全体について再評価をするときに、これは本評価そのものではなく

て、それを再評価と区別する何らかの意味があるのか。その場合に、じゃあ、５年間に１

回というのはどのように考えるのか。 

【松島委員】  どこから起算をするかというね。 

【江森事務局員】  認証評価と違うのは、第１８条２項で適格認定は行わないと言って
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いるのと、今、お話がありました５年間の起算点にはならないということが違います。た

だ、全体再評価を求められた場合は、事実上、これは認証評価にいたしましょうかという

やりとりはなされると思いますが、制度のたてつけとしては、認証評価と違うものとして

の全体再評価というのもつくっておくべきかと。ここでご議論をいただいて、再評価は一

部のみということでも、よろしいかと思います。 

【大橋委員】  これはあれですか。認証評価というのは、正式の法律上決められた評価

であって、ここで言っている再評価というのは、法律上決められた認証評価ではなくて、

財団が独自にやっていて、独自に使うなら勝手に使ってくださいと、そういうものである

と。そういうことなんですか。 

【江森事務局員】  これは学校教育法ではなくて、根拠は契約ということになっており

ます。当該法科大学院と私どもで結んでいる契約の中に、再評価を求めたら応じてくださ

いというやりとり、あるいは再評価を大学から求めることができるという文章がございま

して、その条項が根拠でございます。そして、その契約の中にも、全部または一部のとい

うことになっておりますので、契約を反映するとすれば、こういう形になるということで

ございます。 

【大橋委員】  これを文科省が使うか使わないかというのは勝手な話ということですか。 

【飯田副委員長】  関連するんですけれども、一部ですけれども、再評価した場合に必

ず文科省に届けられ、必ず公表されるというようなたてつけになっているように読めるん

ですけれども、そういう理解でいいですか。第１８条３項で、第１１条が準用されていま

すよね。 

【江森事務局員】  第１１条の②は抜いておりまして、文部科学大臣には報告はいたし

ません。もちろん、公表するので、当然、大臣の目にも入るわけですが、正式な手続とし

ての報告は行わないということです。 

【丸山委員】  第１９条の２項というのは、第１文のほうが適宜縮小ないし変更して行

うというのはわかるんですけれども、それを入れる必要はありますか。後段のほうでも合

意で決定されるということだから、結局、それにかかってくるわけじゃないですか。 

【江森事務局員】  そうですね。それもそうかもしれません。 

【丸山委員】  だから、準じて行うだけでいいんじゃないのかなという感じもするんで

すけれども。 

【松島委員】  あと、済みません、第１８条の１項、これは修文してもらえばいいんで

すけど、財団は認証評価に関連するものとしてというふうなのが唐突に出てくるので、そ

こを後に回して財団は認証評価を過去４年以内に受けた法科大学院から、当該認証評価に

関連するものとしてというほうが、何か、文章として読みやすい感じがするので、それか

ら、これは向こうから求められたときにするというふうには書いてあるんですけれども、

今、江森さんの説明では、契約内容では、こちらが求めることができるし、求める意見を

つけて出しますよね。そういうのは、手続規則には、ただ指導監督しているので、向こう
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から言ってこなかったら発動はしないということなんですか。 

【江森事務局員】  それは括弧内で。 

【松島委員】  そうか。だから、応じない場合について書かないと、そうすると。 

【江森事務局員】  そうです。応じるかどうか、契約上の義務でございますので。 

【松島委員】  なるほどね。 

【飯田副委員長】  先ほど誤解したんですが、報告書公表の第５条の３項、公表はすべ

て準用されているんですけれども、全部公表するということでよろしいんですか。 

【江森事務局員】  そういうふうに考えております。再評価要請をつけたことは公表し

ておりますので、再評価の結果どうであったかというのも、社会に対する責任としては公

表すべきだと考えておりましたが、ここでご議論いただければ。 

【飯田副委員長】  自発的に再評価を求めることもできるわけですよね。そういうもの

がすべて公表の対象というのは、何か違和感があるんですけれども。 

【大橋委員】  今のお話は、つまり法科大学院として財団の評価を受けたいけど、公表

したくないということがあるかどうかということですね。 

【飯田委員】  全体評価は、公表がマストなんですけれども、一部について、予備評価

的に評価を受けるということもあると思うんです。そういう余地をなくしてしまおうとい

うことか、そこの方針の問題かもしれませんけれども、再評価要請をした場合には、公表

は確かに必要だと思いますけれども。 

【山野目委員】  飯田先生がおっしゃったことは、論理的には検討すべき事項であると

考えますが、求めるけれども公表はしてほしくないという、お試しというか、試し切りみ

たいな、そういうのがあり得るかという話になりますかね。何か、こちらも労力をかけて

一所懸命ここで議論をするのですから、社会的にはそれは両説あるでしょうけれども、普

通には公表していて、世の批判を我々も受けるし、大学も受けるというような方が安定感

があるであろうなという気はしますが、どうでしょう。 

【飯田副委員長】  ちょっと考え過ぎかもしれませんので、こだわりません。 

【江森事務局員】  別の議論になるかもしれませんが、第３条にトライアル評価という

のがあって、これは当初行ったものですが、評価基準を変更した後にこれをやるという余

地はあるんだろうなと。これは全くお試し評価という趣旨のもの。それと今の議論とは少

し違うような印象もありますが、そういう余地があると思っています。 

【大橋委員】  この第３条はまだ生きているということなのですか。 

【江森事務局員】  「認証評価実施に先立ち」と、これをどう読むかということもあり

ますが、評価基準が大幅に変わったときに実施させていただくこともありうると考えてお

ります。 

【柏木委員長】  さっきの確認ですけれども、これは全部再評価をやった場合には、そ

れを本評価と兼ねることもできるんですか。 

【江森事務局員】  京都産業が来年度行いますが、それは新たな認証評価です。 
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【柏木委員長】  我々が、例えば全部の再評価を要請した場合には、そうすると、全部

の再評価と本評価を２つやらなきゃいけないということですか。 

【江森事務局員】  いえ、ご要望によっては再評価要請に対して、本評価を希望されれ

ば、それは本評価で代える。再評価要請にも応じたことになるということになるかと思い

ます。 

【柏木委員長】  つまり、本評価をやれば、再評価も済んだと了解することもできると

いうことですね。 

【江森事務局員】  そうです。 

【柏木委員長】  わかりました。 

【松島委員】  それは、でも明らかにしておいたほうがいいんじゃないですか。混乱し

ますよね。 

【柏木委員長】  ええ。いや、私も結果的に同じことをするのではないかと。 

【松島委員】  だから、全体を再評価するなら、それは…。でも違うのか。 

【柏木委員長】  違うんですよ。 

【松島委員】  それとあわせて、本評価を繰り上げてやってくれという要求をしてもい

いということですよね。 

【江森事務局員】  それは、でも契約上はないんです。 

【松島委員】  新たに契約すればいいのでは。 

【江森事務局員】  もちろん契約書を書きかえればいいんですが、基本的には継続的な

契約になっておりまして、自動更新になっておりますので、法科大学院との関係では、契

約書の内容が法規となると。 

【松島委員】  そうなると４年目に全面的な再評価をするけど、５年後の義務が発生す

るから、またやらなきゃいけないんですか。 

【柏木委員長】  そうなります。 

【江森事務局員】  今のお話は４年目のものを、京都産業大学と同様に本評価としてお

受けいただければ、そこから起算点になると、そのときは再評価要請は本評価を実施した

ので満たしたというか、包含されたことになると。 

【山野目委員】  江森さんが最後におっしゃったのは、どこかに条文にしたほうがよい

のではありませんか。 

【江森事務局員】  わかりました。 

【大橋委員】  だから、再評価を求めるときに、これに応じなければいけないとかとい

う規定上はあるんですよね。そうじゃなくて、契約上の話ですか。 

【江森事務局員】  そこは契約にしかないんです。 

【大橋委員】  契約しかないと、そもそもは再評価に応じなくてはいけないというのも

ないんだから、本評価にしても再評価に応じたことになるかどうかというのは規定にする

意味がないですよね。 
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【山野目委員】  ここの規定に入れるか、契約書のひな型を改定するか、ご検討いただ

ければと思いますが。 

【柏木委員長】  そのほか、第１８条、第１９条、第２０条、ご意見はございますか。

よろしゅうございますか。 

 それでは、今、出たご意見を反映して、よろしくお願いします。 

【清永事務局長】  ありがとうございます。そうしましたら、評議会のほうに諮る案文

については、正副委員長にご一任いただくということでよろしいでしょうか。 

【柏木委員長】  よろしゅうございますか。 

（「はい」の声あり。） 

【清永事務局長】  ありがとうございます。それから、議題のその他に移りまして、異

議審査結果の報告です。資料８９と９０と９５でございますが、山梨学院については、資

料の８９、それから東海については資料９０ということで、いずれも異議申立てについて

は理由なしということで、評価報告書の結論は維持されております。 

 それで、東海大学に関しましては、自主演習の点について、評価報告書と少し違うとこ

ろがありまして、評価報告書のほうでは、自主演習については法律基本科目の選択科目と

して認められるという事実認定をしています。異議の回答書のほうでは、選択科目だとい

う認定まではできないけれども、法律基本科目に偏っていて問題だというような形になっ

ておりました。ほかはおおむね評価報告書と同様でございます。後でご一読いただければ

と思います。報道のほうは、お配りしたように、小さく載っていた程度でございます。 

 それから、もう１点、年次報告書への対応についてということで、資料８８と８８－２、

それから８８－３をつけてございます。年次報告書につきましては、現状、手続的に何か

意見を出したり、さらに評価したりというような制度はございませんので、基本的には受

け取るだけということにはなりますが、年次報告書にはいろいろこういう改善をしました、

ああいう改善をしましたという記載が含まれている場合もありまして、それについて何も

コメントしない場合に、それをよしとしたと、黙認したというふうに、次の認証評価で言

われるのも不都合だなということで、何かコメントを出したほうがいいのではないかとい

う趣旨もあり、資料８８－２を一応の案として作成いたしました。この点についても、ご

審議のほうをお願いいたします。 

【古口委員】  ８８－２のなお書きですが、これは言っておかなきゃいけないんだろう

けれども、もうちょっとやわらかい表現ができないかなと。意見は表明しませんが、その

場合の内容について、承認したわけではありませんのでという言い方ですね。例えば、年

次報告書は当財団において認証評価基準に照らして審議をしたり、承認したりする扱いと

はしておりませんので、その旨ご理解くださいといったぐらいの。ちょっとやわらかくし

ていいのではないかなと思いますので、ちょっと工夫していただければと思います。 

【柏木委員長】  じゃあ、よろしくお願いします。ほかにご意見はございませんか。よ

ろしゅうございますか。 
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【清永事務局長】  では、今の点も修正の上、正副委員長にご一任をいただくというこ

とでよろしくお願いいたします。 

【柏木委員長】  それでは、長らくご審議ありがとうございました。これで第２９回評

価委員会を終了いたします。 

 

―― 了 ―― 

 

 


