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（財）日弁連法務研究財団：評価委員会（第３２回）議事録 
 
１ 日 時  ２００９（平成２１）年１０月１７日（土）午後５時～８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，石井 隆，市川正人，大出良知，小幡純

子，亀井尚也，川端和治，古口 章，日和佐信子，藤原静雄，松島 洋，

丸山秀平，山野目章夫，米澤健一郎 
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，島岡清美  
４ 議 題 
１）認証評価について 

（１）２００９年度春学期の実施について 

   北海学園大学認証評価 

（２）今後のスケジュールについて 

  ①２００９年度秋学期認証評価（京都産業大学） 

②２００９年度再評価（獨協大学・久留米大学・大東文化大学） 

③２０１０年度再評価（東洋大学・岡山大学・琉球大学） 

２）評価員の選任について 

３）評価基準改定について 

（１）文部科学省及び関係機関の動きについて 

（２）評価基準・規定の変更について 

 （３）評価手法の改善について 

５）その他報告・意見交換事項 

５ 議 事 
別紙のとおり。 
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日弁連法務研究財団認証評価事業 第３２回評価委員会 

平成２１年１０月１７日 

 
【審議・報告事項】 
１）認証評価について 

（１）２００９年度春学期の実施について 

   評価チーム主査の委員から報告があり，評価報告書案につき，提案のとおり了承

した。 

（２）今後のスケジュールについて 

  ①２００９年度秋学期認証評価（京都産業大学） 

    自己点検・評価報告書と資料を受信済み。事務局より，現状の進捗状況につい

て説明があった。 

②２００９年度再評価（獨協大学・久留米大学・大東文化大学） 

    自己点検・評価報告書と資料を受信済み。事務局より，現状の進捗状況につい

て説明があった。 

③２０１０年度再評価（東洋大学・岡山大学・琉球大学） 

  前回会議から継続審議となっていたが，審議の結果，従前通り，２０１０年度

に再評価を行うことで，該当する法科大学院と調整に入ることとした。 

２）評価員の選任について 

   近く任期切れを迎える４名の評価員につき，再任することとした。 

３）評価基準改定について 

（１）文部科学省及び関係機関の動きについて 

 ９月１４日の文部科学省中教審法科大学院特別委員会で公表された資料２－１及

び２－２を配付し，細目省令（認証評価について評価すべき項目を掲げた省令）の

内容，及び，これに至る経過について，事務局より報告の上，特に，新たに追加と

なった条項「法曹養成目的の達成状況など法科大学院の課程を修了した者の進路（司

法試験や受験の合格状況を含む）」に関し説明があった。 

    また，本件については，当財団認証評価評議会として，意見書を出す方向で検討

している旨報告があった。 

    なお，この問題については意見があり，２１日の認証評価評議会に申し送ること

とした。概要は以下のとおり。 

・ 括弧を削除するかどうかは，どぎつさはあるが，括弧を除いても実は意味はそ

れほど変わらない。やはり法曹養成を目的とする法科大学院の修了者の進路とい
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ったときには司法試験合格状況というのは避けて通れない。 

   ・ 法曹という言葉の理解によるが，一般的には法曹三者と言われるものより，法

曹三者以外の進路もあるということを考えたとき，法曹養成目的の達成状況より

も法科大学院の課程を修了した者の進路の方が広い。よって，認証評価評議会に

付議予定とされる配付資料の意見書案記載の文章よりも，原案の方が広くいろい

ろな進路を考えるという中身なので，適切なのではないか。 

   ・ 意見書の理由づけのところ，受験の合格状況という文言が上位規範との関係で

法体系に疑義があるということだが，本当にここまで言えるか。連携法などを見

る限り，法科大学院教育と司法試験と司法研修所の教育連携ということをいって

いて，それを前提として司法試験に合格して研修所に行って，ということがある。

法体系上疑義があるというのは強過ぎるのではないか。 

 
（２）評価基準・規定の変更について 

ワーキンググループ座長の当委員会副委員長より報告ののち，検討を行った。報

告及び意見の概要は以下のとおり。なお，事務局に対し，文部科学省に，既修単位

と上乗せできるとする６単位のあり方，考え方について改めて確認するよう指示が

あった。 

［報告内容と意見］ 

＜第１分野・報告＞ 

・ 自己改革とは，入学者選抜，修了認定及び修了者の進路に関する事項を含み，

不断に検証し，検証結果等を反映させて法科大学院の社会的使命のより効果的な

達成に向け諸要素を改善していくことをいう。自己点検評価活動は本評価基準の

評価対象にする。また教育内容，教育方法の改善に向けた組織的活動，ＦＤ活動

に関する事項はすべて第４分野の評価対象とする。 

     特に法曹養成にとって重要な問題が生じているときには，早期に克服しなけれ

ば法科大学院の社会的使命を果たすことはできない。法科大学院の自己改革の取

り組みが有効に機能することが，法曹養成機関としての社会的使命を果たしてい

く上で教育の向上に決定的に重要であるという考え方に基づく。 

＜第１分野・意見＞ 

・ 自己改革について丁寧に書き込んで，「法科大学院教育の質の向上のための改

善方策について（報告）」（以下「最終取りまとめ」という。）や，省令案の考
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え方というものをここへ反映させるべき。 

・ 自主性・独立性の問題を法科大学院でことさら強調することはおかしい。その

マネジメントをするのは本来的には法人理事会の責任であり，例えば法科大学院

よりも法学部を優先するという判断は十分にあり得る。 

・ 法科大学院は，最も専門的見識を有する教員たちの判断及びその合議によって

教学内容が決定されるということが保証されていなければ，よい法曹を育むこと

ができないという理念があったのだと思う。教学の内容を専門家が自主的に良識

に従って判断できる体制が整っているかということが本旨なのでは。 

・ 要するに独立というのは人事権の問題，つまり教員採用の問題と教育内容の問

題について法科大学院で決められるというのが独立性の内容だったはずが，そこ

を設置審でも明確にしないまま，設置審の審査項目で独立性と書いてあったので

そっちに引きずられてきているということがわかりづらい原因。教員人事と教育

内容の独立性の問題だとはっきり書いた方がわかりやすいだろうが，設置審から

の由来があるので，勝手に変えていいのかどうか少し慎重な判断を要する。 

・ 例えば，学部の教授会の中で法科大学院のことも決議するというと，ちょっと

これはやはり趣旨が違うが，教授会でこの人を採用したいという人を法人側が否

認したとか，それから組織的にはっきり学部と分かれているかどうかというよう

なことを見てきたので，もうちょっとわかりやすい表現をとった方が良いのかも

しれない。 

   

＜第２分野・報告＞ 

・ 前回議論したところは，提案のとおりまとめた。 

・ 入試のところは，多様性については，前は合否だったものを多段階評価にした

い。実務等の経験のある者とは，各法科大学院が社会人等の入学者の割合を確保

しようとする趣旨を考慮しつつ定義するものであり，最終学歴卒業後３年を経過

していない者を含めることは，原則として適当でない。現行の基準の注では原則

として最終学歴卒業後３年を経過した者をいうという表現になっていたのを若干

変えた。 

＜第２分野・意見＞ 

・ 適性試験の話は，例えば全体の下位１５％を下回る者の入学を認める場合には
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合理的な説明が求められる，個人的にはこれでいいと思うが，文部科学省にはこ

れで通るのか。 

・ 中教審に呼ばれたときに，全体の１５％を下回る者の入学を認める場合には合

理的な説明を求めるといった表現でいきたいと発言したところ，中教審の委員か

ら，１５％ってどれぐらい低いかわかっているかと言われた。中教審の一部の委

員はそういう感想を述べていたが，文部科学省自身は何も言っていない。 

 

＜第３分野・報告＞ 

・ 教育体制については大幅に変更している。省令改正案も踏まえ，従来より細か

くした。また，教員体制ということで，専任教員の数，専任教員の必要数，実務

家教員の割合，教授の比率といった数の問題を１項目ごとで評価していたのを，

専任教員の必要数及び適切性という形で一項目に括って評価項目とした。教員審

査もここに含まれる。 

・ 評価基準として，継続的な教員確保に向けた工夫がなされ，教員の教育に必要

な能力を適切に評価し，維持・向上するための体制が整備され有効に機能してい

ることを問うものを入れたい。教員の採用体制が整備されて有効に機能している

か，継続的な教員確保に向けた教員養成体制があるかを評価しようということ。 

・ 教員の科目別配置等のバランスが適正であり，十分な教育体制を確保できるよ

うに配置されること，法律基本科目ばかりでなく，基礎法学・隣接科目や展開・

先端科目についてもその法科大学院の理念や教育目的に応じた専任教員が置かれ

ていること，科目ごとの教員バランスの有無を評価したい。また，いわゆるダブ

ルカウントの廃止後においても十分な数の専任教員を確保するための努力を行っ

ているかについても，併せて評価したい。 

・ 研究者養成と法科大学院修了生をつなげて，法科大学院の教員を養成するよう

な仕組みというのができているかどうか。研究者養成をしてきていない法科大学

院でも，例えば若手について，授業を持たせないで法科大学院教育について研修

をするような機会を置いているなどの工夫をしている例が実際にあったので，こ

うしたものを評価しようということ。多段階評価としたい。 

＜第３分野・意見＞ 

・ よそから適切な教員だけを引っ張ってくるというやり方はよくない。自分のと
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ころで養成するという何らかの工夫が必要で，そういう工夫がされていれば評価

がプラスになるということだろうと思う。 

・ どの程度教員体制や，教員養成体制の有無についての情報をとっているのか。

これを評価項目に入れて評価したとき，現実に全体として非常に厳しい評価をせ

ざるを得ないような状況が全体としてあるというようなことだとすると，評価項

目として立てるのが現実的なのかどうか。 

・ 教員の養成システムについてや，養成状況，実績についての客観的なデータは

とっていない。メッセージを伝えるという趣旨になる。小規模校については，解

説などで少し緩やかにする表現を加えることなどが考えられる。 

 

＜第４分野・報告＞ 

・ 教育の質の確保・向上に向けた活動が法科大学院として組織的に取り組まれて

いることを評価する，また当該取り組みにより得られた知見・情報・検討結果が，

授業等の教育内容・方法に反映され，効果を上げていることも求められる形，つ

まり実際の教育内容に反映され，効果を上げているということまでをも評価の対

象にしようという考え方を新たに加えた。 

・ 学生評価のところは，学生側にプレッシャーがかからない形でアンケートが行

われているということが必要だということ。 

 

＜第５分野・報告＞ 

・ 履修科目として登録することができる単位数の上限が年間３６単位を標準とす

るものであることということで，あとはすべて注に書くという形にした。６単位

を乗せる場合でも，履修登録単位は４２単位を上回ることはできない。 

・ 中教審法科大学院特別委員会で，例えば３年間で２単位ずつ６単位を増やすと

いうこともあり得るかもしれないし，１年次４単位，２年次２単位増やすという

ところもあるかもしれないから，そのあたりは，仮にこれを導入するにしてもも

っと自由度があってもいいのではないかということを強く主張した。しかし委員

の先生からは，２年次，３年次にも振り分けられるとすると，司法試験対策に偏

重する危険があるので，１年次以外に振り分けるということは認めないという説

明に終始し，そこは平行線になっている。中教審としては１年次のみに６単位上
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乗せでき，計画的に学年をまたいで分割することは認めない，ということを明確

化したいが，今のところそういう文書は出ていないというところ。 

＜第５分野・意見＞ 

・ ９月４日に文部科学省が法科大学院の教務担当者を集めて説明会を開いており，

そのときに最終取りまとめでは未修者だけということは明確に書いてあった。３

６を標準とするので告示の改定を考えていないというのは，はっきり担当者は言

っていた。 

・ ９月４日，文部科学省の担当者は，公法系，民事法系，刑事法系の２単位ずつ

というイメージだけれども，科目上限については１年次４２単位，２年次３６単

位，３年次４４単位が上限ということですと。だから１２２単位が上限というこ

とになりますと説明していた。 

・ 告示は変えないが最終取りまとめがあり，そこにはっきり書いたので，あとは

評価機関でやれという話か。 

・ １年次未修者の６単位増加というのは中教審がオーソライズしたと。それから

最終学年については設置審のときの議論で４４まで履修単位数が増やせるという

ことをオーソライズしてあると。２年次についてはどこでもオーソライズしてい

ないから３６だということを，中教審の特別委員会に呼ばれたときに文部科学省

の担当者が説明していた。 

・ 文部科学省の考え方が非常にあいまい。例えば民法総合のような科目をつくっ

ておいて，それで既修で入ってきた人にも民法総合は免除しませんと言って，民

法総合を受けなさいと，実質的に既修１年の法律基本科目を増やすということが

可能になる。 

・ 中教審の方々は多分そうではなくて，本当に未修の１年次だけ６単位にしたい

と思っていたのだと思う。ところが，履修免除のところと絡ませてしまうとそう

いうこともできてしまうという話だと思う。脱法的というか。 

 

＜第６分野・報告＞ 

・ 授業計画・準備では，最初は法科大学院が開設したばかりだということもあり，

シラバスや教材がつくられていればいいというような形の評価基準だったが，も

う一歩踏み出した方がいいだろうということで，開設科目が効果的に履修できる
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よう授業の計画・準備が適切になされていること，授業計画・準備が適切になさ

れているとは，共通的到達目標を踏まえ，科目の特性等に応じて授業の計画及び

準備が適切になされていることをいう，ということにした。 

   ・ 授業の実施のところは，これもやはり共通的到達目標というものを踏まえ，と

いうことを注に入れる。 

・ 効果的に履修できるような適切な対応方法で授業が実施されているとは，共通

的到達目標を踏まえ，開設科目の効果的な履修に向け具体的予習指示，授業の仕

方，授業後のフォローアップ等に創意工夫や努力がなされていることをいうと。

特に学生が十分な予習を効率的に行うことができるように的確に指示や指導を行

うことが重要であるというところを強く踏み込んだ。 

・ 授業の仕方については，授業の中での双方向，多方向の議論をするといった法

的議論能力等の養成が可能となる工夫が必要であるという形にした。 

・ 共通的到達目標というのは内容がまだ発表されていないので，ちょっと議論の

詰めようがない。内容を見てからもう一回レビューするということになろうかと

思う。 

＜第６分野・意見＞ 

・ 授業の実施のところで，引き続き双方向，多方向の授業，法的議論能力等の養

成というものを重視していくということで，個人的にはこれでいいと思うが，最

終取りまとめの中で，特に１年次については講義方式というものをある程度許容

すると読めなくもないくだりがあることが気になる。 
 

＜第７分野・報告＞ 

・ 前回すでに報告したとおりで，総合的評価という性格を持たせたい。 

法曹に必要なマインドとスキルとは，社会から期待される法曹となるために備

えておくべきマインドとスキルをいう。適切に実施されているといえるためには，

法曹となるにふさわしい適性を持った人材に，法曹に必要なマインドとスキルを

養成するための専門職大学院としての法学教育が実施され，法曹に必要なマイン

ドとスキルを備えた者が修了するようになっていることが必要である。適性を持

っている人材を的確に入試で判定して入学を認め，その入学を認めた者に法曹の

養成として必要な教育が実施され，その能力を持った者が修了するようになって
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いるかどうかということを判定しよう，ということ。 

     法科大学院の修了者が備えるべき法曹に必要なマインドとスキルとは，法曹養

成という法科大学院の目的及び社会的使命にかんがみ，法科大学院修了者が備え

ていることを社会から期待される内容及び水準を有する。本評価基準においては

法科大学院の目的及び使命の達成状況，すなわち入学者選抜から修了認定までの

教育課程全般を通じて法曹に必要なマインドとスキルを養成する教育となってい

るか，法曹に必要なマインドとスキルを養成する取り組みがどれだけ深く行われ，

成果を上げているかを総合的に評価する。国際性の涵養に関する評価もこの第７

分野で行う。法曹倫理については，法曹倫理が開設されているかどうかだけでは

なくて，さまざまな科目の中で法曹倫理についてそのことについて触れた教育が

行われているかどうかということもこの第７分野で評価する。現在の財団が示し

ている２つのマインドと７つのスキルというのは，そのまま維持したい。 

＜第７分野・意見＞ 

・ 細目省令が案通り改正されたら，反映場所は第１分野ではなくて，第７分野（新

第９分野）になるのでは。そうだとすると，省令の方の表現が原案のとおりで決

まった場合には，それにある程度対応した形で書く必要が出てくる。 

・ 第１分野の自己改革とは，当該法科大学院における法曹養成教育の状況，入学

選抜，修了認定及び修了者進路に関する事項ということで，省令改正案の表現が

近いのはやはりこちら。 

・ 今までの経緯からすると，第７分野というのは当財団独自の，法曹養成全体を

見るような基準になっている。そういう意味では自己改革というところに入れた

方が中教審の特別委員会での議論とも合致することは合致すると思う。 

・ おそらく各個別項目でやって，この新第９分野でもう一回全体としてやるとい

うような構造になっているので，これまでだと各分野でクリアしていると，第７

分野はなかなかひっくり返せなかったものが，各分野ではクリアしているけれど

も，新第９分野でそれでも全体のバランスが崩れているからだめとされることが

ある，という基準として使うことができる，というところは，伝わるように十分

説明をしておく必要があると思う。 

・ 省令改正案の「特に留意すべきものは」のところには，法曹三者への進路だけ

ではなくて，企業や官公庁などの進路を含むと。あと，そのほか箇所を読んでも，
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修了生のその後の進路をフォローアップしなさいというようなことが記載されて

いるかのように読める。こういったことというのは，今の評価基準の改定の中で

は触れられないのか。 

・ 第７分野で進路といったときは，法曹になって社会で活躍するところまでを見

据えて，法科大学院の教育が適切に行われているのかどうかを評価しましょうと

いうような考え方。司法試験に合格するだけではなくて，司法試験に合格した後，

社会に期待されるような法曹になっているかどうか，あるいはその法科大学院が

掲げている特徴があるが，そういう特徴のある法曹をきちんと養成できているの

か，というのを，第７分野で評価したらどうかということ。 

・ 中教審の示した「留意事項」を読むと，現実的に修了生の進路をフォロー・分

析しなさいということが求められているかのように思う。そういったことについ

て，評価基準案では，盛り込まれていないように思う。 

・ 法曹というので，やはり当財団ではそこに限定があるかなと思う。例えば将来

的に，公務員試験にたくさん受かっているとか，国際機関にたくさん人材を輩出

しているとか，そういう法科大学院が出てきたときに，この第７分野が法曹養成

にこだわっていて，法曹ということだけしか書いていない。どうするのか。司法

試験の合格率が下がってきて，いろいろなほかの企業とか公務員とかそういうと

ころに目を向けなければいけなくなったという状況をどうとらえるか。 

・ この「留意事項」は，法曹資格を持って企業や官庁へ行くということと読んで

いたが。 

・ これも評価は難しい。何を評価しろと。それこそ司法試験合格者数というのは

非常にわかるけれどもこれはやりたくない。そうすると，司法試験に落ちたけれ

ども企業にたくさん行っていると。これはいい状況なのか。Ａ評価になるのかＢ

評価なのか全然わからない。 

・ その法科大学院が修了生の修了後の社会における活躍，それを法曹資格を持っ

ての活躍に限定するかどうかは置いておいても，その点で自己点検をしています

かということは細目省令に盛り込まれる，ないしはその趣旨として提示される可

能性が高いわけなので，今よりももっと明確な見出しや文言でどこかに盛り込ま

れるべき。 

・ それを盛り込む場合でも，それを第７分野でやるのが適当なのかということは，
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ひとまず踏みとどまってご検討いただく必要があろう。現在の第７分野というの

は財団の独自性を存分に表現するための評価項目で，そこに細目省令で踏み込ん

でこられるのはいささかおもしろくない。だとすると，第１分野に反映するのが

最適なのかどうかはさらに議論の必要があって，ややテクニカルな問題かもしな

いが，第７分野はもう少し空の上に光り輝いていていただきたい。修了生の活躍

の問題についてどこを本籍にするかは，例え話で言うと，気象庁は全国の天気を

見ているが，この問題は宇都宮地方気象台が見るのか，水戸地方気象台が見るの

かをはっきりする必要があって，全部気象庁ですという言われ方をすると，第７

分野が少し俗世間に汚れたみたいなキャラになってくるのはおもしろくない。む

しろここで一回ポリシーの問題として議論する必要があるように感じる。 

 

＜第８分野・報告＞ 

・ 第８分野は従来，設備と学生支援，学生数だったものを，もう少し広い形にし

て，学習環境及び人的支援体制というタイトルとしたい。 

・ ワーキンググループで若干議論になったのは，在籍者数の方で成績の厳格な評

価とか修了認定の厳格な認定ということをすると，留年生や延長生が増える。そ

れがたまっていくと収容定員がいっぱいになってしまって，新たな新入生を迎え

られないという状況が出てくる。それをどう評価するか。例えば定員３０人のと

ころだと，半分近くを留年させてしまうとすぐオーバーしてしまう。医学部と同

じように延長生とか留年生を含めて１１０％という理解でよろしいか。 

＜第８分野・意見＞ 

・ 小規模校には大変厳しい基準になってしまう。 

・ どこで線を引くかはともかくも，いずれにしてもあるパーセンテージを超えて

はいけないという概念は必要だと思う。 

     もう一つは，クラスを５０人を標準とするんだというところで，少な過ぎては

いけないという概念はどういうところから来るのか。大学に任せてもいいことで

はないか。 

・ 私は自分の授業でやった経験では，５人でも６人でもグループディスカッショ

ンをやろうと思えば緻密にできる。５０人の根拠も不明確で，そこに基準値とし

て入っていくのかというのが私の疑問。３人では十分なグループディスカッショ
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ンができないというのはあるかもしれないが，だからあなたのところはだめと言

えるのか。もっと言うと，５０人はある意味においては１つのグループとしてデ

ィスカッションするには多過ぎる。そういう意味では通常２０人から３０人ぐら

いが適正規模だと思う。 

・ 現実に法科大学院を見ると，授業でのグループディスカッションばかりではな

く，仲間で集まってディスカッショングループをつくって，自分たちで答案練習

するというようなところもあり，やはりグループで集まって勉強するというのは

非常に大切。それがうまくいくかどうかということで，念頭に置いているのはそ

もそも在籍者が１桁しかいない場合，民法や刑法の授業はうまくいくかもしれな

いが，彼らが相互に切磋琢磨するようなグルーピングができるのか問題と思う。

うまくいく場合もあるとは思うが，具体的な運用から現実的かというと疑問があ

る。 

・ クラスサイズとして少なければ少ないほどよいというわけではなくて，ある程

度母数が必要だという記載をすることはしない方がいいと思う。ただ，ある程度

の学生集団が確保できない状況で切磋琢磨していくということは可能かという問

題は確かにある。例えば，３０人という非常に小規模校でも３０人という形が適

正であって，それに見合った体制もとっているというにもかかわらず，それが１

０人いないとかということになると，果たしてそれでその法科大学院が本来想定

したような形で学生集団を確保し，教育していけるのか。 

・ 行政指導があって定員が３０人を割る法科大学院が現実にいくつもある。一体

何人の定員から法科大学院というのは認められるのか，それがどこにも書いてな

い。大学院を設置するときの基準に定員を何人にしなさいというのはどこにも書

いていなくて，教員数から逆算するという形になっている。 

・ ５０人というこの数字は上限の標準値であって，別に５０を下の方に割ってい

ったことを問題にするものではない。ただ，では６，７人だったらそれはやはり

困るということを書いている。そのようにここを理解し，なお足りないのであれ

ば解説で補うなどするように努めるべきだとは思うが，考え方はワーキンググル

ープ案でよいのではないか。 

・ 例えば法学部に入るとラテン語をやってローマ法をやる学生は１人しかいない

など，かなり特殊な世界だからそれはいいと思うが，しかし社会に出ていく法曹
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が身につけるべき民事法，刑事法の基本的な考え方が，討論なしに１対１とか２

で議論するのでいいというのは，性質が違うと思う。 

・ 法曹養成で徒弟制で教育しますよという法科大学院が出てくる，そういうのが

本当に法曹養成の教育としていいのか。 

・ 最終的にいい教育をしたかというのは，先ほどのマインドとスキルのあたりで

トータルに評価するような仕組みになっているわけだから，こういうところで各

大学の自由度を奪うべきではない。 

 

＜第９分野・報告＞ 

・ 成績評価基準が適切に設定されているといえるためには次のことが必要。修了

認定要件としての必要単位数や，履修必要科目，必修科目や選択履修科目，他の

法科大学院との単位互換条件等が，適用される法令に準拠し，明確に規定されて

いること，修了に必要な単位数は９３単位以上でなければならず，１００単位程

度までで設定されることが望ましい，共通的な到達目標を踏まえて修了認定要件

が設置されていること。 

・ 異議申立ての手続は，成績評価・修了認定を合体させて１項目で評価したい。

成績評価及び修了認定に対する学生からの異議申立て手続が規定されており，適

切に実施されていることを評価。従来いろいろと論議があった単位積み上げ方式

について，解説で書き加える。修了認定において単位積み上げ方式を採用してい

る法科大学院においては，最終年度の成績評価によって自動的に修了認定が行わ

れることから，成績評価に対する異議申立手続が適切に規定・実施されていれば，

修了認定における異議申立手続は規定されていなくてもよい。ただし，その場合

でも万が一の過誤に対して対応できる体制は整えておくことを要する，こういう

ことを解説で明文化したい。 

＜第９分野・意見＞ 

・ 共通的到達目標を踏まえて各法科大学院が自主的に定めるのだということが注

意書で入っている，そういう趣旨は基本的に残した方が良い。 
（３）評価手法の改善について 

   審議されなかった。 

５）その他報告・意見交換事項 
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 事務局より，現在契約している各法科大学院に対し，年次報告書の提出を求めて

いるところである旨，報告があった。１０月末が締め切り。 

    また，今現在作業中の評価基準の改定を踏まえ，各法科大学院に対して，評価基

準改定についての意見交換という形で個別訪問ないし意見交換会の実施を企画して

いる旨報告があった。 


