
 

 

 

 

 

 

（公財）日弁連法務研究財団 

 評価委員会（第38回）議事録 
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（公財）日弁連法務研究財団：評価委員会（第３８回）議事録 

 

１ 日 時  ２０１１（平成２３）年１月１７日（月）午後５時～８時 

２ 場 所  弁護士会館１７階１７０１Ｃ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，池田辰夫，石井 隆，市川正人，大出良知，小幡

純子，亀井尚也，古口 章，藤原静雄，馬橋隆紀，丸山秀平，山野目章

夫 

幹  事 早田幸政 

専務理事 庭山正一郎 

事務局長 清永敬文 

  事務局員 今泉亜希子  

４ 議 題 

１）2010 年度再評価について 

①2010 年度秋学期の実施について 

  ・岡山大学 再評価報告書原案の作成 

  ・琉球大学 再評価報告書原案の作成 

  ・東洋大学 再評価報告書原案の作成 

②今後のスケジュールについて 

・2011 年度上期 再評価（北海学園大学） 

   評価員候補者の選任について 

・2011 年度下期 認証評価（駒澤大学，早稲田大学） 

  ③次年度の評価委員会スケジュール 

   次年度の日程調整について 

教員審査分科会の開催について 

 ２）評価員の選任について（再任） 

３）共通的到達目標について 

４）2010 年度年次報告について 

５）評価手法の改善について 

６）その他報告・意見交換事項 

  ①評価基準の変更について 

  ②関係機関の動きについて 

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３８回 評価委員会 

平成２３年１月１７日 

 

１ 2010 年度再評価について 

１）2010 年度秋学期の実施について 

  ・岡山大学 再評価報告書原案の作成 

評価チーム主査の委員から報告があり，再評価報告書原案につき，提案のとお

り了承した。 

  ・琉球大学 再評価報告書原案の作成 

    評価チーム主査の委員から報告があり，再評価報告書原案につき，一部修正の

上，提案のとおり了承した。 

  ・東洋大学 再評価報告書原案の作成 

    評価チーム主査の委員から報告があり，再評価報告書原案につき，一部修正の

上，提案のとおり了承した。 

 

２）今後のスケジュールについて 

・2011 年度上期 再評価（北海学園大学） 

   評価員候補者の選任について 

    事務局より，北海学園大学法科大学院再評価につき，評価チームを構成する評

価員候補者の提案があり，提案のとおり選任することとした。 

・2011 年度下期 認証評価（駒澤大学，早稲田大学） 

委員長より，駒澤大学，早稲田大学の両法科大学院の認証評価につき，評価チ

ーム主査について提案があり，提案のとおり選任することとした。他の評価員に

ついては，次回以降の会議にて選任する。 

 

 ３）次年度の評価委員会スケジュール 

  ・次年度の日程調整について 

    次年度の会議日程につき，事務局より提案があり，2011 年度の評価委員会につ

いては，計５回の会議を行う予定とした。 

  ・教員審査分科会の開催について 

事務局より，実際に評価活動を行うに際して，次々年度以降については，教員

審査を過負荷なく行うために，従前，自己点検・評価報告書とともに提出の対象

物となる教員個人調書について，法科大学院に対し，自己点検・評価報告書より

も前の時期，すなわち上期の評価の場合は２月，下期の評価の場合は８月の初め

頃には提出を御願いすることとしたい旨提案があった。 

審議の際，主に研究者委員の意見を踏まえ，現実の問題として，主に上期の評

価の場合に次年度の教員体制が確定していない可能性があることについては，変

更があった場合には柔軟に補正に応じる等配慮を約束することで，自己点検・評
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価報告書よりも前倒して，各法科大学院に提出を御願いすることとした。 

なお，教員個人調書の提出時点から自己点検・評価報告書の提出期間までの間

に論文等の発表の予定がある場合には，その旨記載していただくよう御願いする

こととした。 

 

２ 評価員の選任について（再任） 

  近く任期切れを迎える35名の評価員につき，再任することとした。 

 

３ 共通的到達目標について 

法科大学院協会ＨＰで公開された「共通的な到達目標モデル（第二次案修正案）」

（以下「モデル案」という。）と，文部科学省より提供のあった「評価として考えら

れるイメージ（案）」（以下「イメージ案」という。）について，当財団の評価基準

の解説以下の記述でどのように扱うか，及び実際にどのような方法で評価するかにつ

いて，審議を行った。本議案については，次回以降への継続とし，その間にワーキン

ググループを立ち上げ，当該問題について検討を開始することとした。 

なお，ワーキンググループの人選については，正副委員長に一任することとした。 

主な審議経過は以下のとおり。 

・ 「共通的到達目標」とは何を意味しているのかということについて，コンセンサ

スがない同床異夢の状況。この「モデル案」は，知識の広がり，「これだけ覚えて

ください」ということが主眼となっているような感じで，本来ならば，分析力やコ

ミュニケーション能力，説得力，当財団の新しい第９分野でマインドとスキルを問

題にしたようなことも「到達目標」の中に入ってくるのではないか。 

 ・ 知識の幅の観点からは，「モデル案」の範囲を法科大学院で全部教えることは不

可能であり，それを要求されてもいない。その中で何を教えるかは割と簡単にセレ

クトでき，シラバスに現れてくるが，自学自修で到達すべき部分をどういう具合に

チェックし，評価することができるのか。最終的に修了時の理解度を目標，基準に

しているわけで，修了認定試験をやらない，単位積み上げ方式のところではどうや

ってそれが確認できるのか。 

・ 法律基本科目の例えば民事法総合や民事法演習などの科目で，範囲を定めない試

験をやるということで，深みを伴うチェックも可能ではないか。 

 ・ 「共通的到達目標」ということについてイメージを具体化して，さらにそのイメ

ージに基づく具体的な評価手法についても詰める必要がある。世の中の情勢の方が

はっきりしない中，これがはっきりしてから具体的なディテールを詰めるというこ

とも考えられるが，法科大学院協会の各法科大学院に対するアンケートも本日が締

め切りで，その結果はおって判明するだろうけれども，今後得られる情報としては

そのくらいしかないのではないか。今後，今の「モデル案」よりも具体的なイメー

ジは出てこないだろう。それであれば，当財団の評価委員会としての「共通的到達

目標」のより具体的なイメージをさらに詰めて具体化して，その「共通的到達目標」

に対応した評価手法，それから各法科大学院にどういうことを求めるのかというこ
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とをまとめた方がいいのではないか。 

 ・ 仮に平成24年度からこの新しい「共通的到達目標」に基づく評価を行うというこ

とになると，遅くとも４月の評価委員会では方針を確定して，その内容次第では認

証評価会議に付議する必要がある。そこで，急いでこの問題のワーキンググループ

を立ち上げ，「共通的到達目標」の具体的なイメージと評価方法をまとめる必要が

ある。 

 ・ 非常に大きな問題は，各法科大学院に「モデル案」のような「到達目標」をつく

ることを要求するかどうか。さらに，それを要求する場合，２年次，３年次にわた

って，その「到達目標」に達する到達レベルを測定するための適切な手段を講じて

いるか，ということも問題になる。しかし，そんな適切な手段なるものがあるのか。

法律基本科目の試験の中で測る，というサジェスチョンがあったが，それ以外に何

かいい方法があるのか。あるいは，深みを，定量的な何かを教えるということがで

きるのか。「モデル案」と「イメージ案」は定量的な知識の量をチェックしろとい

うイメージだが，分析力などの定性的なものをどうチェックするのか。どう「到達

目標」を定めて，その到達レベルを検証し，それをどう評価するという問題があろ

うかと思う。 

・ そもそもこういう議論が出てきたバックグラウンドは何か。 

・ 各法科大学院で知識の量や実力に非常にバラツキがある。司法試験を通った人も，

通らない人はもちろんのこと，質が下がっている。だから，法科大学院として，と

にかくミニマムこれだけ教えろというスタンダードをつくりたかったというのが

バックグラウンドではないか。 

・ 教育の自由が全く阻害されてしまうのではないか。学習指導要領化するのでは。 

・ ただ知識を伝授する，知識詰め込み教育の危惧があり，いろいろ意見，批判があ

る。「モデル案」のような知識重視の方向に向かうのは大反対。しかし，世の中の

関心はそちらにシフトしているようだ。 

・ 学生は非常に敏感で，具体的に，例えば各科目で「到達目標は何だ」というふう

に質問してくる。それに的確に答えるのは非常に難しい。「頑張ってください，そ

ういう到達目標なので」と逃げれば，当然不満に思うだろう。 

・ どうしてこうなったかの原因から行くと，未修者の司法試験合格率が悪いこと。

だから，３年間で仕上げるためにはどの範囲のものをどれだけ力をつけないといけ

ないか。何かそういう指標がないと，未修者教育が上手くいかないのではないかと

いう問題意識も背景にはあったように考えている。 

これは１つの重要な指摘を含んでおり，未修者を３年間で仕上げるにはどうした

らいいかということをしっかり法科大学院で議論していただく，そういう重要な契

機になるのではないか。 

・ アメリカのロースクールは，知識を覚え込む場所ではなくて，物の考え方の専門

学習。日本はアメリカと全く反対の方向を向いている。 

・ 法科大学院により事情が違うかもしれないが，経験上，純粋未修だと３年間では

足りないと感じる。これは最初から言われていたことで，だから例えば純粋未修の
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１年浪人した人たちの合格率は結構高い。これが何を意味しているかというと，３

年では足りない。４年勉強してようやく人並みに追いつく。だからこういう「モデ

ル案」を適用したからといって，結局３年では難しい。 

・ 重要な指摘で，もしそうだとしたら，この制度設計のうちに大問題が潜んでいる

ことになる。簡単に「はい，そうですか」とは言えない問題。こんな制度やめろと

いうことにつながる。 

・ 純粋未修でも３年で受かっている人もいる。不可能ではない。「共通的到達目標」

や法科大学院での授業とは別で，少なくともこれを勉強しようと学生が自主的に，

インターネットからとって自学自修の目安にするのは良いことではないか。法科大

学院の授業で全部網羅するのはそもそも無理で，授業は，授業でないとできないこ

とをしなければいけないものと考えると，あまり授業を行う側にとっては，「共通

的到達目標」なり「モデル案」がどれぐらいの意味があるのかなという感じはする。 

・ ３年間で修得できる知識には限界がある。だからそれを限定するというのが本来

の出発点だったはずなのに，「モデル案」はこれ以上広いものはないというものに

なってしまった。現実とギャップがある。必要なものに限定するはずが逆に非常に

広くなった。釈然としない。 

・ 現実には，「モデル案」に記載のない範囲が司法試験に出ている。これをどうと

らえるかという考え方はいろいろあるが，「モデル案」だけやっていればそれでい

いという話ではない。しかし，現実には，そうした範囲についても，授業において

当たり前に触れることはある。そういう意味で「最低」にもなっていないし，外縁

にもなっていないかもしれない。 

・ 起案者側は，「モデル案」は目標の内容としてミニマム・スタンダードというこ

とで宣言している。中にはマキシマムのものもあって，それも意味があるんだとい

うならいいが，そうは言っていない。「ミニマム・スタンダードだからみんなやら

なければいけない」と高く旗を上げているが，実態との乖離があるのではないか。 

・ 今の司法試験の制度が，知識がたくさんあったほうが受かるというものになって

いるとすると，「共通的到達目標」や「モデル案」はガイドラインにとらえられが

ちになるのは自然ではないか。司法試験を実施する側の人たちから見ると，「これ

も知ったほうがいい」「これも知ったほうがいい」という風にならざるを得ないの

ではないか。当初の設計思想との乖離が原因で，そこを反省し，法科大学院を修了

した大半の者は司法試験に受かるという方に持っていかないと，結局は「モデル案」

のようになると感じる。 

・ 「モデル案」作成のモチベーションとなったのは，法科大学院を修了して，新司

法試験を合格した者の質のバラツキが多い，というよりも質が低い。だから，こう

いうものをつくれば，質が均一化して，しかも上がるのではないか。これが幻想だ

ったという気はする。 

 ・ 司法試験の出題範囲という意味も持たないのならば，本当に参考ということに止

まる。 

・ 医師国家試験，要するにスタートは医学部がモデルだった。しかし，医学部と法
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科大学院の置かれた現状とは全然違う。 

・ 「モデル案」の内容をさらに絞るのは難しい。学生は見ることができて，それをど

のように考えるかというのは，各法科大学院で的確に指導していけばよろしいと思

う。「モデル案」の位置付けは，おそらくそれぐらいだろうと。教育の面からこれ

を積極的に利用するという道具にはなり得ないのではないか。 

・ 特に「モデル案」のようなものを策定すると，暗記中心の学習をむしろ助長して

しまうという批判がある。科目の中にはかなり改善されたものもあるが，残念なこ

とに，そういった議論が全体としては深まらなかった。 

・ 実際問題，今存在しているものが，何に役立ち，どういう弊害を生ずるかという

ところについて，真剣に考えているだろうか。極端なことを言うと，あまり役割を

果たしてくれない方がいいのではないかと思いたくなるような状況がある。変な役

割を果たさないようにするという形で認証評価との関係でも議論しなければいけ

ないというのが正直なところではないか。あまり現存するものが十分に機能するよ

うにしてしまうと，どこへ行くかわからない危険が，正直言うとあるのでは。だか

らどうしていいかもよくわからないが。 

そういう意味では，認証評価の基準の中に入れないほうがいいと思う。 

・ 作成者側は「ミニマムではありませんでした」と言えない状況に具体的になって

しまっている。それをどこで調整するか。法科大学院協会で言ってくだされば，少

し自由度は増すのでは。 

・ 細目の中には，一度教科書を読んだことがある程度でいい，というものだってあ

ると思うが，そういう意味では具体的に使えるようものにはなっていない。学生が

自学自修のために使えばいい，しかし「モデル案」を定番に自学自修のチェックを

していったら，時間不足で，結局消化不良になってしまう。学生に消化不良を推奨

するような役割も果たしかねない。 

   そういう意味で，「モデル案」をベースに，きちんと勉強できて，理解力，創造

力をたくわえることができるような活用の仕方というのがあり得るのか。各法科大

学院が，「モデル案」の各細目の重要度を振り分けることは難しい。 

・ 授業で「ここのところがポイントだ」みたいなことをやると，大体７，８割は「モ

デル案」の内容に触れている。残り２，３割は触れていないが，直接はこちらで言

わないで「自習してください」と，これはこれでいいということであれば，あまり

授業自体のペースが狂うということはないと思う。 

ただ，大学側から「先生方は注意してくださいよ」とお達しが来るような感じが

するので，そういうのは怖いなと思う。また，学生は確かに便利かもしれないが「先

生ここのところをやってないじゃない」という話になってしまうのも怖い。ひとり

歩きしてしまうような感じがする。いい意味でも悪い意味でも。 

・ 「イメージ案」からすれば，要は，各法科大学院で「到達目標」を設定してくだ

さいというのが第１の命題。第２に，それを踏まえて授業で展開し，また授業で触

れられないことは自学自修で，いうことについての指導もやるべし。第３に，「共

通的到達目標」あるいは「モデル案」に照らして，厳格な成績評価，修了認定をせ
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よ，という３つがあり，３つとも認証評価機関が評価することが期待されるという

ふうになっている。 

   他方，これまでの当委員会の議論の雰囲気は，「モデル案」というものは，それ

は１つの参考意見だというもの。項目がかなり知識偏重になっているし，有害かも

しれないし，自学自修に便利かもしれないが，これが「到達目標」をはかる唯一の

基準ではないから，これに縛られることはない，というものになっているように思

う。 

「モデル案」のフレームワークでやっている法科大学院に対し，Ａ評価をするの

か，それとも創意工夫を各法科大学院がやらなければいけないのを忘れて，「モデ

ル案」を形式的にこなすだけでは教育が向上したとは全然言えない，と評価をする

のかでは全然違う。 

・ 我々が議論を尽くした末，財団としてベストと思う案をつくるのが望ましいだろ

うとは思っている。非常に言うは易しく，行うは難しが現実。「モデル案」を丸写

ししたらどう評価するかは，事前に示しておかなければならないのではないか。 

 ・ 結局，重要度の問題で，「「モデル案」を採用しました」と主張するだけで，特

に何も進めていない場合があり得るが，それは「設定していない」という評価をす

べきケースと思う。実質的にそれが機能している実態を見る。 

 

４ 2010 年度年次報告について 

  事務局より，当財団の既評価校全28校から年次報告書の提出があった旨報告があり，

その受領について文書により連絡をしたい旨の提案を受け，了承した。 

  なお，審議の結果，単純な事務連絡に加え，「問題となる可能性がある点」につい

ても文書でお知らせする方が良いであろうとの意見があり，これを採用し，修文を正

副委員長に一任した上で，２月上旬には各法科大学院に連絡をすることとした。 

  審議中の主な意見は以下のとおり。 

・ 問題点として指摘し得る点は，科目配当群の相違，無単位科目の開講，専任教員

の不在，起案の偏重，仕組み上履修登録単位数が上限を超えることができる，の各

点。 

 ・ 年次報告書の提出に対し，どういう手紙を返すかというのは慎重であるべき。従

前通り，単に受領したという事実行為を告知するという方針をとる方が無難ではな

いか。 

・ 年次報告書は何のために提出させるのか。適合認定された法科大学院であっても，

その後重大な事実変更が発生し，その場合には，当財団から「再度認証評価を受け

なさい」というためではないのか。それを何も言わないのであれば，そもそも提出

させる必要はない。一定の職権発動の端緒になると説明がされているわけだから，

不適合になる事実があるのであれば，注意喚起するべきだ。 

・ 口頭で伝えるので良いのではないか。 

 ・ 例年どおり受け取った旨の連絡と，事務局の方から「事務局としてはこういう点

は気がつきました」と伝える。全体にわたって本評価のときの結果を保証するもの
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ではないけれども，少なくともこういうところは気がついたので，よくご検討くだ

さいといった趣旨の事実上の話をするというぐらいがせいぜいではないか。 

・ ２点。１つは，理想論になるが，認証評価対象校に毎年度の年次報告書の公表を

求めること。１つは，口頭で連絡した場合，法科大学院間で情報交換した際などに，

「何かうわさによると，事務局から電話がかかってくることもあるようだよ」とい

うような疑心暗鬼を生む危険は防ぐ必要があること。この問題は慎重である必要が

ある。 

・ 一覧にして，一般論として匿名・抽象化して，全校一律に注意喚起するので良い

のではないか。全校に対する参考情報の提供になる。 

 

５ 評価手法の改善について 

事務局より，各種フォーマットやアンケート内容についての見直し作業を行ってい

る旨報告があった。 

 

６ その他報告・意見交換事項 

 １）評価基準の変更について 

事務局より，2010年12月1日の認証評価会議で，評価基準１－５について，文部

科学省令の改正に伴い，追加基準Ａから法令由来基準に変更がなされた旨，報告が

あった。 

 

 ２）関係機関の動きについて 

   事務局より，日本弁護士連合会の2010年10月19日付け意見書「法科大学院の組織

見直しを促進ための法的規制の見直しについて」の紹介があった。 

 

３）その他 

 事務局より，法務省の人事異動に伴い，法務省大臣官房司法法制課長でおられた

小山太士委員の辞任について報告があった。 

 


