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（財）日弁連法務研究財団：評価委員会（第３４回）議事録 
 
１ 日 時  ２０１０（平成２２）年３月１２日（金）午後４時～７時 
２ 場 所  全国町村会館第一会議室 
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，大出良知，大橋正

春，亀井尚也，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・再評価について 

（１）2009 年度秋学期の実施について 

  ①京都産業大学 評価報告書の作成 

  ②大東文化大学 再評価報告書の作成 

  ③久留米大学 再評価報告書の作成 

  ④獨協大学 再評価報告書の作成 

（２）今後のスケジュールについて 

・2010 年度再評価（東洋大学，岡山大学，琉球大学） 

・2011 年度認証評価（下期に２校予定）・再評価（上期実施／北海学園大学） 

２）評価員の選任について 

３）評価基準・規定の変更について 

① 評価基準・規定改定案の作成及び今後の手続について 

② 文部科学省及び関係機関の動きについて 

・細目省令の改正について 

・コア・カリキュラム案について 

・法科大学院認証評価機関連絡会議の開催について 

③ 評価手法の改善について 

４）新評価基準説明会の開催について 

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３４回評価委員会 

平成２２年３月１２日 

 
【審議・報告事項】 
１ 認証評価・再評価について 

（１）2009 年度秋学期の実施について 

下記各校の評価チーム主査の委員から報告があり，各評価報告書案につき，提案の

とおり決定した。なお，従前通り，個別評価の審議内容は，非公開とする。 

  ①京都産業大学法科大学院評価報告書の作成 

  ②大東文化大学法科大学院再評価報告書の作成 

  ③久留米大学法科大学院再評価報告書の作成 

  ④獨協大学法科大学院再評価報告書の作成 

 

（２）今後のスケジュールについて 

・2010 年度再評価（東洋大学，岡山大学，琉球大学） 

  いずれも，各校と調整し，自己点検・評価報告書提出日，現地調査実施日等を決

定し，準備を進めている旨事務局より報告された。 

・2011 年度認証評価（下期に２校予定）・再評価（上期実施／北海学園大学） 

 次々年度の評価スケジュールの見通しについて，事務局より報告された。 

 

２ 評価員の選任について 

2009 年 11 月に実施した法科大学院意見交換会の際に各校に依頼していた評価員の推

薦につき，推薦のあった新任の評価員候補者１４名全員を選任することとした。 

 

３ 評価基準・規定の変更について 

① 評価基準・規定改定案の作成及び今後の手続について 

ア 評価基準改定についての中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会による

法科大学院認証評価機関３機関からのヒアリングについて 

３月１２日に行われ，当財団からは当委員会の正副委員長４名が出席した。 

  ヒアリングの席で説明を求められたのは主に以下の４項目。 

 ⅰ）適性試験（いわゆる「足切り」問題） 

ⅱ）共通的到達目標 

ⅲ）修了者の進路 

ⅳ）重点評価項目と総合的な評価 
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 これらのテーマについて，以下のとおり説明した。 

ⅰ）適性試験について 

当財団は，入学者選抜において，「適切に使用すること」を求めることで対応し

た。適性試験の実施機関において，最低合格水準が定められるか否かについてさ

えコメントされていない現況を踏まえた判断。しかし，最低合格水準が定められ

たときでも，例外を一切認めないということでは，法曹として十分な知識や能力

を持った学生を排除してしまうおそれがあるので，例外はあり得ると考えている。

また，そもそも民間の機関が定めた点数で法曹資格を得る機会を奪うことになる

のであれば，法令上の根拠が必要なのではないか。 

  ⅱ）共通的到達目標について 

「評価基準改定案」の解説の中で，法科大学院の学生が，最低限修得すべき内

容の説明部分において言及することで対応した。 

「最低限修得すべき内容」の定義は，法科大学院修了生が備えていることを社

会から期待される内容及び水準であること。 

本来，最低限修得すべき内容自体は，各法科大学院各々が定めるものであり，

その際の重要な資料として，「共通的到達目標」を位置づけた。 

ただ，実際確たるものが出ていない現況を踏まえ，書きぶりに苦労をしている。 

ⅲ）修了者の進路について 

評価基準改定案の「１－３」の「自己改革」の評価基準の中で，自己改革に対

する評価における考慮要素の１つとして対応した。具体的には，評価基準の注に

おいて，自己改革を目的とした組織，体制の中に，修了者の進路を積極的に把握

して，その結果が改善に向けた取り組みに含まれることを評価するとした。 

  ⅳ）重点評価項目について 

当財団は，従前から評価項目を３階層に分けており，いわゆる「重点評価項目」

としては，３階層のうちの「法令由来基準」と，「法令由来基準以外で重要な評価

基準」の２つを重点評価項目とすることで対応した。 

現在の評価基準改定案では，９分野３８基準のうち，重点評価項目の法令由来

基準が２０，重要な基準が５の計２５項目が重点評価項目となる。 

 また，評価方法については，個々の評価基準の評価を踏まえて，すべての評価

基準の評価を総合的に考慮して，適格，不適格の判定を行うことで対応した。 

 重点評価項目について不適合があった場合，原則，全体不適格とする。しかし，

不適格となった問題の程度の軽重や評価基準の性質等，様々な要素を勘案して，

総合評価的性格を持つ改定第９分野，あるいは，その他の不適合となった分野と

関連を有する評価基準の評価等を総合的に考慮して，法曹養成機関として，重大

な欠陥がないと判断されれば，適格認定となることもある。また逆に，改定第９

分野以外で重点評価項目に不適合がない場合でも，それ以外の部分で疑義ないし
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不適切な状態が多く見られるなど，総じて程度が悪い場合は，総合考慮した結果，

全体不適格と判断されることもあり得る。 

 

    この説明に対し，ヒアリングの場で，委員会の委員から次のような質問や意見が

出され，その場で回答が可能なものに対しては以下のとおり回答した。 

   ⅰ）適性試験について 

   ・ 日弁連法務研究財団の考え方だと，適性試験の正当性ということが揺らいで

しまい，入学試験に適性試験を入れなくてもいいと考えているようにも聞こえ

る。 

→ そういうことではないと回答。 

・ 例外を設けるというが，どういうケースが該当するのか検討しているか。 

→ アメリカのＬＳＡＴの例を引いて，的確に説明した。アメリカでは，法

曹に必要な能力を，ＬＳＡＴは一部しか判断していないと理解し，それ以

外の能力や資質もよく見なさいといっており，ＬＳＡＴだけで判定をしな

いようにという注意をしている。 

  ⅱ）共通的到達目標について 

・ 書き方の問題について，各法科大学院が，「共通的到達目標」が社会的に受け

入れられる状況になっているにもかかわらず，「参照できる」というような表現

をとることは，逆に言えば，「参照しなくてもいい」という意味にとれる。 

ⅲ） 修了者の進路について 

・ 大学評価・学位授与機構も同様に「自己改革」のところで，修了者の進路に

ついて，的確に把握して，その結果を教育の改善に生かしているかどうか，そ

こを評価する，という組み立てにしているが，改善の取り組みだけしていれば

いいのか。成果は問わないのか。 

→ 改善策が機能しているかも評価をするので，そこで成果も取り込まれる。

また，改定第９分野で，入口から出口までをトータルに総合評価するので，

当然，そこで進路についても把握して，問題点があれば，改善ができてい

るかの内容についても評価が及ぶことになる。 

  ⅳ）重点評価項目について 

・ 法令由来基準に１つでも反すれば不適格になるのか。 

→ 当財団は，従前から評価基準の杓子定規な運用を避け，安易に不適格と

認定することはして来ていない。原則はそうだが，総合的判断をすること

も明確にしたので，今後は，より従来からのポリシーに基づく運用がしや

すくなると考えている。 

 

イ 認証評価評議会に付議する「評価基準・規定改定案」について（基準） 
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前回の評価委員会の議事を踏まえ，評価基準改定ワーキンググループ拡大会議を

行い，その議論の結果を踏まえ「改定案」を改めて示し，その上で浅古副委員長よ

り説明がされ，問題点があれば逐次意見を求め，必要に応じ討論を行い，以下のと

おり決定した。 

    ⅰ）第１分野について 

      修了者の進路について，「自己改革」のところで，注から解説へ移した。 

修了者の進路とは，法曹三者（裁判官，検察官，弁護士），企業，官公庁等の

多様な職域への進路をいい，司法試験の合格状況も含まれる，と解説すること

とした。これも含め，提案通りとした。 

ⅱ）第２分野について 

入学者選抜における適性試験の使い方の問題が難題。現状では，実施機関が

最低合格水準などを定めていない（定めるかどうかも決めていない）ので，評

価基準に書き込むことはぜず，「マインドとスキルを身につけるものをいう」ま

ででとどめ，代わりに，「適性試験は選抜において適切に使用するものとする」

と，「適切に」という言葉を入れた。その「適切に」というところが，将来的に

性試験の最低合格水準というものが出てきた場合に，影響する部分となる。 

これも含め，提案通りとした。 

   ⅲ）第３分野について 

「３－３ 専任教員の構成について」は，新しく設けた基準。教員の科目別

構成等が適切であり，バランスがとれているなど，法曹養成機関として，充実

した教育体制を確保できるように配慮されていることを求めるもの。 

 その解説において，１つは，教員の科目別構成等が適切であり，バランスが

とれているとは，各科目において専任教員が，その科目の規模や目的に応じて，

適切な人数で配置されていること，及び，法律基本科目ばかりでなく，基礎法

学・隣接科目，展開・先端科目についても，当該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を言う。例えば，１つの科目に専任教員

を含む複数の教員が配置されている場合において，これを当該科目や系におい

て教員団としてとらえたときに，受講する学生数に比して，専任教員の数が著

しく少なければ，バランスがとれているとは言えないとする。例えば，専任教

員１人で，非常勤教員が５人いるとか，そういうものはバランスを失している

という例として，挙げることとした。バランスのほか，いわゆる研究者教員と

実務家教員が連携して教育する体制が築かれている，教育歴の浅い教員を，他

の教員がサポートする体制が築かれているといった工夫なども，全体として教

育体制の充実に資するものと評価される。 

また，充実した教育体制を将来にわたって維持できるような取り組みがなさ

れていることを含むということも解説した。 
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これらも含め，提案通りとした。 

ⅳ）第４分野について 

現評価基準と基本的に変わらないため，提案通りとした。 

ⅴ）第５分野について 

「年間３６単位を標準」とするとは，履修科目として登録することのできる

単位数の上限を，原則として年間３６単位以下とするもので，告示による規制

である。例外的に，特段の合理的理由がある場合にこれを上回ること認める場

合があり，３６単位を上回る単位の数，履修時期，また学生の自学自修を阻害

しないための工夫，配慮等に照らし，告示の趣旨が没却されていないかを問う。 

なお，この例外基準として，１年次に法律基本科目の履修単位数を増加させ

る場合及び法学既修者について履修免除対象となる１年次配当必修科目の一部

につき，履修免除を行わず２年次に履修させる場合には，各４２単位まで履修

することを認めること，その場合，自学自修を阻害しないよう工夫，配慮を要

することを明確化した。また，最終学年については，従来通り，４４単位まで

履修を可能とした。 

これらも含め，提案通りとした。 

    ⅵ）第６分野について 

提案通りとした。なお，第５分野，第８分野にも関連する共通的到達目標

については，以下ⅹ）のとおりとした。 

ⅶ）第７分野について 

提案通りとした。 

学生の入学者数について，入学定員に比して入学者数が少なかったときど

うするか，ということについて前回の評価委員会でも議論になったが，第７

分野では問題としないが，教育内容（６－２）や，自己改革（１－３），法曹

に必要なマインドスキルの養成（９－１）など，関連する評価基準において

は，入学者数が著しく少ないことが，法曹養成の中核的機関としての社会的

使命にかんがみ，問題視されることがあることに注意すべきであり，ここで

は評価しないが，他の項目で評価をすることになるというメッセージを書き

込むこととした。 

ⅷ）第８分野について 

「厳格な成績評価基準が適切に設定されている」とは，成績評価基準が，

法科大学院の使命に照らして合目的的であること，及び厳格なものであるこ

とをいう。成績評価基準が合目的的，及び厳格なものと言えるためには，こ

れが当該法科大学院が目標とする，修得すべき内容，水準に照らし，個々の

学生がどの程度まで到達したかを中心に備えた厳格な評価ができる基準であ

ることが必要であるが，少なくとも，法科大学院の学生が，最低限修得すべ
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き内容を踏まえたものであり，個々の学生がこれを修得したかを評価できる

基準である必要があるので，この基準と運用の両方を評価する。 

また，修了必要単位数の問題として，修了認定が適切に設定されていると

は，法科大学院の学生が，最低限修得すべき内容を踏まえて，修了認定要件

が設定されていること，及び修了認定要件としての必要単位数や，履修必要

科目や，選択必修科目，他の大学院や，他の法科大学院等の単位互換条件等

が適用される法令に準拠し，明確に規定されていることをいう。修了に必要

な単位数は，法令上９３単位以上でなければならないところ，１科目当たり

の教育内容が，質的にも量的にも多いことにかんがみて，１００単位程度ま

でで設定されることが望ましい，とした。これは，１年次などに最大４２単

位までの履修を認めた場合においてもこの程度に止めることが望ましい，と

の考え方を基本とした。 

なお，進級制度，ＧＰＡの活用など，厳格な修了認定をするための工夫が，

修了認定基準，修了認定の体制，手続の場面においても考慮されていること

もこれに含まれる。 

これらも含め，提案通りとした。 

ⅸ）第９分野について 

総合評価的評価項目として，すでに議論が尽くされており，提案通りとし

た。 

ⅹ）共通的到達目標について 

  複数の評価項目に影響がある「共通的到達目標」については，すべての評

価基準において，統一して以下のような記述とすることとした。 

 「法科大学院の学生が最低限修得すべき内容」とは，法科大学院修了後の

法曹養成プロセスも踏まえ，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のものとして各法科大学院が適切に設定したものを

いう。法曹養成という観点から，法科大学院の学生が最低限修得すべき内容

として広く受け入れられ，関係者のコンセンサスのとれた内容となっている

「共通的到達目標」がある場合には，これを参照することができる。 

 なお，これに対し， 

 ・ 「最低限」というものの，実際に今，第１次案が発表されているコア・

カリキュラムの案は，「最低限」とはとてもいえず，あらまほしきものに

なってしまっている。授業でこれを全部やっていくのではなく，自学自

修も含めてということのようだが，それはすでに「コア」ではない。 

 「これがコア・カリキュラムであるべき」と思って学者がつくったら，

あれもこれもと欲張ってしまった結果ではないか。これでは「最低限」

にはなり得ない。 
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       ・ 「参照できる」ということは，共通的到達目標によらない，そういう

カリキュラム，授業，成績評価といったものが認められる，ということ

か。中教審側は，それで納得するのか。 

・ 「参照することができる」という表現は，共通的到達目標のコンセン

サスが得られていないという現状を反映した表現。ただし，この文章は，

「広く受け入れられ，関係者のコンセンサスのとれた内容」であっても，

なお「参照することができる」という意味にとれる。 

 日本語で「参照することができる」というのは，「参照してもよい」と

いう意味で，規範にはならない。つまり「参照すべき」であるとも書か

ないし，「参照することが望ましい」という書き方もしないで，「参照し

てもいい」という日本語になっている。 

 現況を物語っているというのはよくわかるので，この表現を別の表現

にできるのかというと，とてもデリケートな議論になるのは理解できる

が，現実に評価をするときにどういうふうに機能させるのか，というの

が浮かんでこない。つまり，ある法科大学院が，「共通的到達目標」が仮

に，かなりコンセンサスが得られた状況になったにもかかわらず，全く

無視しているという場合に，この基準の文言で，それを「よくない」と

評価をすることができるのか。「参照することができる」のに「参照して

ないではないか」ということでの減点があり得るのか。 

 逆に，同じ仮定の上に立った場合に，共通的到達目標を丸写しして，

「うちはそれ以上は何も考えません」という創造性のない，何も考えて

いないような法科大学院があったとしたら，それはどう評価するのか。

高い評価をするのか。この表現では，実際運用するに当たっては，指針

になり得ないのではないか。 

・ 今のコア・カリキュラムの第１次案では，ほとんど「コア」の意味を

なさないほどに範囲が広い。仮に全部はやりません，ここだけやります

というのでも，結果的には参照して一部を取り出して実行したのと同じ

ことになるのだろう思う。 

・ 最終的な姿がわからないから議論しにくいが，今の段階では，最低限

修得すべき内容というよりは，あらまほしき非常に広いもので，自学自

修を含め達成すればよいから，学校で教えるのはその一部だと，どうも

今の中教審はそういう発想だから，結果的にどうなろうと実質的には問

題ではないのではないか。 

・ 「参照することができる」という，この文言は，創造性のない，うち

はもう中教審が言っているコア・カリキュラムに，足し算も引き算しま

せん，あのままやるんですと言うのは，まさに典型的な「参照」であっ
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て，そうしたときには，我々の認証評価ではこの文章のとおりいったら

適合になると解するべき。そこで創造性を出す必要はない。ほかにはい

ろいろ創造性を出すところはあるかもしれないが，この問題については

それでクリアです，ということを言っている文章ととらえるべき。 

逆に，もし将来ある日，現在，中教審が事実上出しているコア・カリ

キュラムが広く世の中で受け入れられたときにも，全く無視している法

科大学院はどうなるのだということだが，全く無視する法科大学院もあ

り得る。ただし，全く無視するなら目標を別途定めなければならないこ

とになるので，それを見せてもらって個別審査し，判断することになる

のではないか。 

・ ここの「共通的到達目標」は固有名詞か。各法科大学院が独自に“共

通的到達目標”なるものを発表したら，それはここでいう「共通的到達

目標」なのか。その辺がよくわからなくて，この表現には違和感がある。 

        また，広く受け入れられて，関係者のコンセンサスがとれた内容であ

る「共通的到達目標」がある場合でも，これを「参照することができる」

であって，「参照することが望ましい」とまでは言えないという決断含意

がある，ということで理解してよいか。 

       ・ ここの「参照」というのは，中教審では非常に難色を示されて，「参照」

という言葉では不十分だと。だから，「踏まえる」といった表現が必要で

あるというような，そのくらいの強さはあった。また，「共通的到達目標」

というのは，各法科大学院が決めた目標ではなくて，全体で決まったも

のがあって，そういう固有名詞である，という趣旨に受け取れた。 

・ 「参照」という言葉は，「ただ見るだけ」でいいというのであれば，何

も「できる」と書く必要があるのか。 

・ 前提として，各法科大学院が適切に定めたものを見ると書いてある。

これは手続的にきちんと各法科大学院が定めたものであれば，内容がど

んなものであろうと財団は関知しないということか。それとも，財団は

各法科大学院が定めたものであっても，つまり適切な手続を経たもので

あったとしても，内容的に一定の水準というものを考えていて，それを

超えていないものはやはり問題があると理解するということなのか。 

「最低限修得すべき内容」ということについては，財団としては独自

に何らかのものを持っていて，それを評価の前提とするということなの

か。そこのところがよくわからない。 

・ 当然後者ではないか。「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のものでなければならない」としているので。 

・ 法科大学院の自主的な判断ででき上がったものについて評価する場合
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に，それではおかしいと言える現実の例というのは，なかなか想像でき

ない。 

・ 内容についても我々としては評価はする。その基準をどこから持って

くるかという問題が次にある。 

・ 「参照することができる」というのは，法科大学院がこれをそのまま

丸飲みで使っていいという意味であるはず。日本語として。 

 ただし，丸飲みが許される，丸飲みで簡単な審査でパスさせてあげら

れるようになるには，「コンセンサスのとれた内容のもの」になったとき，

という条件があることを伝えているので，伝えるべきことは一応伝えて

いるのだと思う。論理的には説明可能な文章になっているのでは。 

・ 「共通的到達目標」には２つの意味があって，１つは，何をどの範囲

を教えるかという問題と，もう１つは，教えたことがどこの水準まで到

達していればいいかということ。前者が第５分野や第６分野，後者が第

８分野の評価対象となる。 

      ・ 法科大学院が独自に「共通的到達目標」を設定した場合，基準との適

合性というものを成績評価でできるかどうかというのは非常に疑問。 

 例えば司法試験でさえ，網羅されるべきものを全部理解しているかど

うかなんてチェックできない。だから，そのことと厳格な成績の評価と

いうのは，何か違うのではないか。コア・カリキュラムに引っ張られ過

ぎではないか。 

      ・ 今，我々が置かれている状況というのは，その点も非常に重要である

ことを踏まえつつ，どう立ち回るかということではないか。実際には現

場に行って見て，判断せざるを得ない。 

 文部科学省サイドの意向を受けた先生方が非常に強く述べるという形

でされておられることに対して，どういう形で対応するのか。修正する

ならどう理論武装するのか，そのあたりのところをむしろ時間をとって

議論すべきだと思う。 

        文部科学省は，これを検定制度にするということはできないだろうし，

するつもりもないのではないか。少なくとも法令由来基準に直結はしな

いだろうということで，解説のレベルで対応するということですり合わ

せて行った結果，当財団の評価基準案がここまで来て，今議論されてい

る。それを前提にすると，現在ある文章を，こういうふうに読めますと

いう形で詰めて行った方が良い。 

・ 「共通的到達目標」を「社会的にコンセンサスを得た」ということに

するのは「だれ」が決めるのか。 

・ おそらく中教審が基本的にこの１年か，半年かのうちに何らかの方向
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をまとめて，その中にこの共通的到達目標というものもある程度整理し

て，最低限の到達目標として各法科大学院がそれを踏まえてカリキュラ

ムを立てることが望ましいとか，そういう文書としてまとめられるだろ

うと思う。 

・ 中教審側の主要メンバーがこだわっているのは，「共通的到達目標」に

対するとらえ方が，国家が決めたものなのだから従っていただきますと

いう発想で，やがてそうしていくというプログラムを背後に背負ってい

る。最低限のものを示したものなのだから，従ってくれなければ困ると。 

当財団はそれに対して，公然と「共通的到達目標」なるものが仮にで

きるとしても，そのコンセンサスは社会に問うもので，国家が決めるこ

とではないと。社会が広く認知したら，それで「共通的到達目標」にな

るかもしれませんという。そこの見方がまるっきり違うところについて，

先方が難色を示したのだと思う。 

 その点について，我々は少なくとも現時点では生成していくものだと

いうフィロソフィーで一貫させていただきますと言うかどうかというの

が，１つの態度決定の問題だと思う。 

・ 背景にあるのは，教育の質の保証ということで，最近，文部科学省は

非常にこだわっている。要するに職業教育。全く同じレベルで法曹養成

をとらえ直しているところに根本的な問題があると思う。 

・ コア・カリキュラム，共通的到達目標が的確に評価基準に反映されて

いるかどうか，位置づけられているかどうかを決めるのは，我々ではな

くて文部科学省になるのか。最終的には。 

・ 形式論でいくと，文部科学省自体は矢面には立たない。今回のように

「研究チーム」のような形ではないか。 

・ つまり我々がいくらでも議論できて，自由度があるならば議論の意味

があるが，だれかがオーソライズしないと，評価基準の文言が適切でな

いと言われたときに，我々は反論できない。だから，議論の余地がある

なら一生懸命議論して，立ち位置や表現方法も含め議論する価値はある

が，我々が決められないならこの議論は無意味だと思うが。 

・ 文部科学省は「こうだ」，と言いたくはない。したがって，コア・カリ

キュラムだって，文部科学省は自分で決めたと言わないで，学者有志が

つくったものだと言う。 

・ どちらにしても，実質は我々が決められないのと同じ。 

・ そういう意味ではこの評価基準だって同じようなもの。日弁連法務研

究財団が勝手に作って持ってきたものだと言わせたい。でも彼らの意思

も込めたい，そのせめぎ合いなのだろうと思う。だから，彼らは「参照」
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という言葉と「参照することができる」という表現，それと「コンセン

サスを得たもの」というところに非常にこだわっている。 

こちらがとれるもう一つやり方としては，そういうことを言われたっ

て無視するよと，これは我々として十分に議論して説明がつくことだと

いうことで押し切ること。 

・ 改正細目省令でも，「共通的到達目標」に関する評価は入っていないの

で，現時点でそういうことに言及した基準でないと，文部科学省が細目

省令違反でこの認証評価機関はだめだ，とまで言える状況にないことは

間違いないと思う。 

 状況によっては，中教審がまた何かの答申を出した，それで認証評価

機関にもこれについて評価基準の中に入れ込むのが望ましいといって，

また細目省令を改正するとか，そういう議論が出てくる可能性はあると

思うので，それはそのときにまた議論をしなければいけないかもしれな

いが，現時点ではそこまで必要か。 

・ 現時点の状況では，ある意味，我々が一番望ましい表現で突っぱねて

いけばいいわけで，何か確たる指示が出たらば，またもう一度考えると

いうことでいいのではないか。 

・ 「参照することができる」という言葉は，「しなくてもいい」というふ

うにも読めるかもしれないけれども，悪く言えば，お上の言うとおりに

してしまう法科大学院を増やすことにはならないか。 

・ 本来，定めるべきものは，「うちの法科大学院を修了する者は，全国的

な最低基準は当然にクリアしていて，なおかつその上で，うちが育て上

げたいとしてプラスαした基準もクリアしている」というものなのでは

ないか。 

 だから，各法科大学院が，全国的な法科大学院生として必要なレベル

として考えるものを文書で定める，ということを前提にして議論されて

いることが理解できない。それは法科大学院が定めるべきことなのか。 

本来，法科大学院の学生が最低限修得すべき内容というふうに言う場

合，そこに書いてある説明文は全国一律の話であるはず。そういうもの

を各法科大学院が文書で定めなければいけないと。それはおかしくはな

いか。 

       ・ 中教審の去年の４月の報告書は，共通的到達目標が定められたら，そ

れにみんなが従っていくことが望ましいと。でもそれはあくまでも最低

限のことで，それだけやっていればいいということじゃないので，各法

科大学院にそれぞれ上積みをしてくださいと，そう書いてある。 

 でも実際には，「最低限」がマックスに近くなっているのではないかと
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いう問題があるわけで，建前はあくまでも全国的な最低水準であって，

それぞれ各法科大学院でプラスαさせていくことが望ましい，というの

が基本的なスタンスなはず。 

・ いっそ，コア・カリキュラムには触れない。改正省令でも触れられて

いないわけなので，触れなければいけないものではない。大学基準協会

の検討段階の案ではどうやら全然触れていない。今，議論が混乱してい

る原因の１つは，コア・カリキュラムの姿が見えないこと。今のコア・

カリキュラム案は出来が悪いわけだから，その出来の悪いのを前提して

いるから議論が混乱する。もし非常にいいものができたら，これでいい

ではないか。だめなものだったら，これはだめだから，そんなの参考に

ならないと言える。だから，とりあえずこういう不安定な状況では，コ

ア・カリキュラムには触れないという選択があり得るのではないか。 

・ 大学評価・学位授与機構のほうは，今後検討すると。そうできるなら，

そのほうがいい。 

・ かなり考え込んでつくり込んだ文章なので，両方ともロジックとして

は十分にあり得る。ほぼ焦点は絞られてきているので，決断すべき段階。 

・ 全体として見ると，各法科大学院の質の水準をむしろ上げようと，社

会から期待されるものを基準にやっていこうと，そういうものを定めな

いといけないと。その文脈の中で，「共通的到達目標」がある場合にはこ

れを参照することができるというものが出てくるわけで，全体として読

めば，基準として社会の期待に十分にこたえるものになっていると思う。 

      との意見があった。 

 

ウ 認証評価評議会に付議する「評価基準・規定改定案」について（総説） 

 検討の結果，以下のとおりとした。 

ⅰ）追評価制度の新設 

当財団による認証評価において不適格の認定を受けた法科大学院が，問題点の

早期改善を行い，当財団の追評価を受けることにより，簡易的に適格評価を受け

ることを可能にする制度で，不適格の認定を受けた評価対象法科大学院からの申

請により行う。 

大学評価・学位授与機構には当初からある制度で，大学基準協会が追随し，現

在この追評価制度がないのは当財団だけである。 

申請することができる期間は，元の認証評価実施年度の翌年度から翌々年度ま

でとし，認証評価の基準時は，元の認証評価時（つまり再評価時ではない）とす

る。今回導入する制度は，以下の点で他機関のものとは若干異なる。 

・ 不適格認定の原因となった評価基準及び事後の重要な変更のあった評価基
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準を中心に，「全評価基準」についての評価を行い，その結果，評価基準ごと

の評価を総合考慮し，全体として適格と判定されるときに適格認定を行う。

その際，法科大学院と協議の上，一部の評価基準について，簡易な評価とす

ることができる。 

・ 申請は１度のみ可能。 

・ 追評価申請が可能かどうか（つまり，不適格にした時点での改善見込み）

についても，元の認証評価結果の通知時に，当財団が判断し，指定できる。 

ⅱ）再評価制度を改善確認制度に明確化 

名称・機能はそのままで，「改善確認」の性質を持つものとすることを明確化し

た。認証評価に準じた再評価（改善確認）を行う制度で，当財団が認証評価の報

告書において，当該認証評価実施年度から４年未満の期間内に評価基準の一部に

ついて評価を受けることを求めた場合，または認証評価を過去４年以内に受けた

法科大学院から，評価基準の一部について評価を求められた場合に行うことを主

に想定。 

 

なお，追評価，再評価に関する評価手数料等については，別に定める。 

 

② 文部科学省及び関係機関の動きについて 

・細目省令の改正について 

   事務局より，次のとおり報告された。 

３月１０日付けで，省令が改正された。内容は机上配付の資料のとおり。 

   具体的には，修了者の進路については，「法科大学院の課程を修了した者の進路

（司法試験の合格状況を含む）に関すること」と記載され，また総合評価に関する

部分は，「法曹養成の基本理念を踏まえて，特に重要と認める事項の評価結果を勘案

しつつ，総合的に評価するもの」という文言が追加されている。 

・コア・カリキュラム案について 

 事務局より，前回会議の当日に追加で公表されたコア・カリキュラムの第一次案

と，この案に対する日本弁護士連合会の意見につき，紹介があった。 

・法科大学院認証評価機関連絡会議の開催について 

 事務局より次のとおり報告された。 

事務レベルの法科大学院認証評価機関連絡会議を，本年２月１６日と３月２日に

行った。１回目の一部と２回目の全部については，文部科学省担当官も出席した。 

主な意見交換・検討のテーマとしては，中央教育審議会の２００９年４月の報告

の内容をどのように評価基準改定の中で取り込んでいるかと，３機関で評価に大き

なバラツキが生じる仕組みとなっていないかの確認及び情報の共有である。 

全体として，３機関が述べている内容を総合すると，少なくとも適格，不適格の
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結論の部分では，今後は，そうバラツキは生じないのではない，という感触を持っ

た。 

また，それぞれ改定のスケジュールについても報告がなされ，当財団と大学評価・

学位授与機構は，月内にもパブリックコメントを開始する予定であるとの確認がさ

れた。 

③ 評価手法の改善について 

  審議されなかった。 

 

４ 新評価基準説明会の開催について 

当財団のシンポジウムに準じた扱いとする形で，３月３１日の午後２時から開催する。

すでに当財団常務運営委員会で承認済みである旨，事務局より報告された。 

 

５ その他報告・意見交換事項 

 審議されなかった。 

 

 

 

 

 


