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（公財）日弁連法務研究財団：評価委員会（第３９回）議事録 
 
１ 日 時  ２０１１（平成２３）年３月１４日（月）午後５時～７時３０分 
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 阿部一正，池田辰夫，古口 章，山野目章夫 
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）認証評価・再評価について 
①2010 年度秋学期の実施について 

・岡山大学 再評価報告書の作成 

・琉球大学 再評価報告書の作成 

・東洋大学 再評価報告書の作成 

②2011 年度以降の認証評価の契約等について 

③2011 年度下期認証評価・評価チームの編成について 

２）評価基準解説の改定について 

３）評価実務の改善について 

①自己点検・評価報告書フォーマットの改定について 

②評価チーム報告書フォーマットの改定について 

③その他評価実務の改善について 

  ・修了生との意見交換について 

  ・現地調査時使用様式の見直しについて 

  ・アンケート対象学年の変更について 
  ・全体スケジュールについて 

４）評価員の選任について（新任） 
５）その他報告・意見交換事項 

・総務省政策評価について 
・文部科学省の動きについて 

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３９回 評価委員会 

平成２３年３月１４日  

 

【審議・報告事項】 

１ 認証評価・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 再評価報告書の作成 

・琉球大学 再評価報告書の作成 

・東洋大学 再評価報告書の作成 

 以上の再評価報告書について，提案のとおり承認した。議事経過は非公開とする。 

 

２）2011 年度以降の認証評価の契約等について 

 事務局から，第２巡目の契約調整状況について報告があった。 

 本来であれば評価校が各評価期に平均的に散らばることが望ましいが，各法科大学

院の意向と申込状況によると，平成 24 年度はほぼ第１巡目の同時期と同水準だが，

特に平成 25 年度の下期に評価校が集中する傾向が見られ，対応体制について検討が

必要である。 

また，立命館大学との契約締結につき，当該法科大学院の修正提案のとおりの内容

で承認した。 

 

３）2011 年度下期認証評価・評価チームの編成について 

  2011 年度下期に認証評価を予定している法科大学院の評価チームにつき，駒澤大学

４名，早稲田大学５名の評価員を選任した。なお，駒澤大学については１名，早稲田

大学については３名程度を追加選任する予定とする。 

 

２ 評価基準解説の改定について 

  事務局から下記のとおり説明があり，審議の結果，継続審議とし，引き続き共通的到

達目標検討ＷＧで検討の上，再度検討することとした。また，評価委員会の日程につい

て，今年度は４月１８日，７月２５日，１０月１７日，２０１２年１月２０日，３月１

６日を予定している旨の報告があった。 

  なお，主な説明内容は以下のとおり。 

 

 ・ 各分野ごとの専任教員の必要数についての記述に追加を行う。追加内容は旧基準の

ものと同じ数値基準で，これを明確にする。これが一点。 
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次に，「共通的到達目標」にかかる解説の改定について。ＷＧでの議論内容の主たる

ものとして，一つは，まずＷＧでの共通認識，共有できる意見としてどのようなもの

があるかというと，例えば，①共通的到達目標の第二次案修正案のようなドキュメン

トをつくる必要はない，②第二次案修正案と各法科大学院の設定するものとを対比さ

せるような作業もやるべきではない，さらに，③具体的に授業で扱う内容と自学自修

に任せる内容を割り振って，学生に何の考え方も示さずに与えるのもよくない，とい

うこと等である。 

ただ，①のようなドキュメントを作る必要はないこととの関係でいえば，法科大学

院側から，きちんと最低限修得すべき内容は設定している，という説明があったとき

に，財団として，それを評価の際にどのように確認，立証ができるのか，という点も

議論となった。 

これについては結局，シラバス，レジュメ，授業見学や教員の意見交換といったも

ので総合的に判断するという意見にまとまった。 

逆に，法科大学院の学生が最低限修得すべき内容が設定されていないというのはどの

ような場合が想定されるのか，という点については，例えば，刑法の財産犯の部分を全

く教えていない場合や，民法で債権総論を全く教えていない場合は，やはり最低限修得

すべき内容が法科大学院として設定されていないという判断になるのではないか。 

また，例えば，法律基本科目は２年次生迄ですべて修得するカリキュラムになってい

る場合，３年次の段階では法律基本科目は一科目もないという場合に説明が難しくなる。

その２年次の基本科目を修了した段階で３年間かけて到達すべき目標まで達成している

という説明ならよいが，２年次の終了段階では「２年次として到達すべき目標」に到達し

ているかどうかを成績評価で評価して，３年次生でもまだ自学自修の機会が残されてい

るから，その自学自修の伸びしろも含めて３年間で最終的に最低限修得すべき到達目標

に到達すればよい，という考え方でカリキュラムが組まれている場合があり得，その３

年次生の自学自修に委ねられた部分の到達具合はどのようにチェックするのか，逆に言

えば，チェックしなければいけないのではないか，という問題がある。これについては，

総合科目を置く，あるいは修了試験を置くといった方法等も意見の中で出ており，少な

くとも自学自修による伸び具合をチェックする機会があることは必要であろう，という

点では一致していた。 

なお，大学基準協会は，共通的到達目標に関連してパブリックコメントの募集を実

施しているが，当財団の手続上，今回の解説の改定に際しては，パブリックコメント

を要しない。 

上記説明に対する検討経過の概要は以下のとおり。 
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・ 法科大学院は，最低限達成すべき目標というのを設定しなければいけないという    

ことだが，設定したと言えるためには最低限いかなる事実主張が必要なのか，それを

いかなる証拠で認定するのかの，２段階がある。どの範囲の事実主張が必要なのか，

この整理が必要で，「設定した」というだけでは足りない。 

・ 「設定した」ということをどのような形で認定するかの証拠が必要。「設定した」と

いうための事実主張としては， どの程度の内容が必要か。 

・ イメージとしては，最初の研究科長とのミーティング時に，研究科長から口頭で説

明してもらう。それが本当に実行されているか否かは，シラバスや授業参観等で担保

する。 

・ 第二次案修正案に掲げてある法律基本科目，法律実務基礎科目，法曹倫理について，

抽象的な基準を説明してもらうことになるのではないか。 

・ そのあたりを明確化しないと，法科大学院も対応，準備ができない。 

・ 法科大学院に，何を我々に説明してもらいたいか，ということを明確に伝えないと，

法科大学院側が非常に混乱すると思われる。第二次案修正案をそのままコピーすれば

よいといようなことになりかねない。 

・ 到達すべき目標についての考え方が自己点検・評価報告書等の文書において表明さ

れていることを求める，ということではどうか。どのような目標を設定しているかに

ついての「考え方」を説明してもらう。例えば自己点検・評価報告書の中のどこかに記

述されていて，それは少なくとも公法，民法，刑法等主要な科目について法曹となる

のに必要な標準的な最低限のものを，シラバス等を通じて当法科大学院は設定してい

ますと書けば，それでもう考え方は示されたことになる，というくらいの扱いにしな

ければ，結局，第二次案修正案のようなものになってしまう。 

・ 中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会第２ワーキング・グループによる

「共通的な到達目標の在り方に関する検討結果（平成２２年９月１６日）」との関係で

問題視されないか。 

・ それを意識しすぎると，第二次案修正案との比較作業をすることになる。 

・ 要するに，では法科大学院はどういう対応をすればいいかといったときに，メッセ

ージとしてどこまで言えるのか。何をしていいかわからないというのでは困るし，そ

れらしいものを適当に書けば良いのだというのでも困る。 

・ 各法科大学院が提示すべき「考え方」は，第二次案修正案のような，知識中心のもの

ばかりではない。コミュニケーション能力や法的説得能力についても当然含まれるた

め，第二次案修正案より範囲はむしろ広いとも言える。抽象的な形で書いておき，そ

の目標を達成するような努力が本当に授業でなされているか，シラバスにそれがあら

われているか，という証拠で見るしかないのではないか。 
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・ 基本的に固め過ぎてしまうことに対する懸念のようなものは，頭のどこかに置いて

おく必要はあろう。 

・ 今のような結論だと，大学基準協会や，大学評価・学位授与機構の書き方と，財団

の書き方で，大分差が出てきそうである。 

・ 大学基準協会はこれに関して，正式に意見募集手続（パブリックコメント）を踏んで

いるが，当財団がそれをしないことについての理由を説明しておく必要があろう。 

・ 要するに，第二次案修正案と同じようなものは不要であるが，評価に際しては，３

年次に総合科目のようなもの，あるいは，修了認定試験，自学自修の部分をチェック

する。あるいは２年次，３年次修了のときに，もうこれで十分だと言うのであれば，

その時点での期末テストの内容を見るということで，その考え方，仕組みを自己点

検・評価報告書等に書かせる。その次に，各系ごと，公法系，民事系，刑事系，実務

系という具合に，第二次案修正案の分類に近い形で，自己点検・評価報告書等にコン

パクトにまとめたものを書いてもらうというようなイメージでいかがか。それとシラ

バス，レジュメあるいは現実の授業などの間に齟齬はないだろう，ということを評価

委員会が見る。 

・ やむを得ないという気もする一方で，それでも相当，固め過ぎているのではない

か。 

・ いずれにしても，どの辺まで細分化するか。総論をまず書いてもらって，各系，あ

るいは科目ごとについてどの程度，どういったものを書いてもらうのか。その辺のイ

メージを示さないと，法科大学院としても困るであろう。 

・ 「科目ごとに」と入れるときには，必ず「考え方」という言葉と組み合わせないとい

けない。 

・ 科目系ごとと，総論は必須であろうと思う。 

 

３ 評価実務の改善について 

１）自己点検・評価報告書フォーマットの改定について 

２）評価チーム報告書フォーマットの改定について 

従前使用していた「自己点検・評価報告書」「評価報告書」のフォーマットが参考配布

された上で，事務局長から説明があり，今般事務局で評価基準改定に合わせて内容を変

更した旨及び現状の記載については，「自己点検・評価報告書」と「評価報告書」でかな

り共通部分があるため，ほぼ同じ内容にしたとの報告があった。また，共通的到達目標

については，今回のフォーマットで改定には含めていないが，「最低限履修すべき内容」

は含まれており，今年度下期の駒澤大学，早稲田大学についてはこれを使用する予定で

ある旨の報告があった。 
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以上の報告について，検討の上，了承した。 

 

３）その他評価実務の改善について 

  事務局から，以下の点について報告があった。 

・ 修了生との意見交換について 

従前の修了生との意見交換は，低調なところが多く，修了生の出席がないとい

うこともあったため，事務局として，その在り方について見直しを行っている旨

の報告があった。方向性としては，出席対象者を従前の直近３月修了生のみから，

その法科大学院修了者全体へ範囲を拡大し，その上で，実際に法曹実務者になっ

た修了生や他分野で活躍する修了生等からも広く意見を聞く機会を設けるという

もので，これについて，「修了生で，現在，法科大学院の教育に関わっている人を

含めると，学生が自由に意見を言えなくなるのではないか」「修了年次が現在から

遠すぎると，そのときの評価，という意味では，意味がないのではないか」との

懸念が示された。 

なお，実施時期と時間については，従前どおり現地調査中または事前検討会の

終了後に一，二時間で実施することを検討中であるが，具体的な手法については，

事務局で引き続き検討の上，次回の評価委員会に提案することとした。 

・ 現地調査時使用様式の見直しについて 

定期試験等のチェックシートについて，先般の評価委員会での意見を反映させ

た旨，事務局より報告があった。 

・ アンケート対象学年の変更について 

全体スケジュール（上期スケジュール）の前倒しにより，学生，教員アンケー

トに関しては３月までに回収できるよう組んでいる。ただし，この場合，未修１

年次生と既修１年次生は，このアンケートに回答できないという弊害が出るため，

当該者については，例えば途中で現地調査より前に補完をするアンケートを簡単

に実施するか，あるいは現地調査の意見交換会を何らかの方法で実施させるとい

う対応策を検討中である。また，修了者向けアンケートは修了確定者に実施する。 

・ 全体スケジュールについて 

上期の認証評価スケジュールと下期の認証評価スケジュールが重ならずに完結で

きるようにするという前提で，第２巡目の最も繁忙期であった上・下期７校ずつと

いう前提で，シミュレーションを行った。 

 

４ 評価員の選任について（新任） 

  弁護士１名につき，評価員に選任することとした。 
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５ その他報告・意見交換事項 

・ 総務省政策評価について 

法科大学院（法曹養成制度）の評価に関する研究会が「法科大学院（法曹養成制度）

の評価に関する研究会報告書」を公表し，非常に多数の意見が寄せられた。意見の内

容には，法科大学院（法曹養成）制度を批判するものが多い。 

・ 文部科学省 中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会について 

第３ワーキング・グループの方で，認証評価とは違う観点から調査したことを取り

まとめた結果が公表されている。 

・ 文部科学省 第５期・中央教育審議会大学分科会の審議経過と更に検討すべき課題

について 

認証評価共通の課題であり，専門職大学院の認証評価についての各論的なものはな

い。 

 ・ 文部科学省 専門職大学院（法科大学院）認証評価に関する検討会議について 

文部科学省から民間の意見を聞きたいという意向を受け，急遽委員に就任した柏木

委員長より，以下のとおり報告があった。 

独立行政法人の抜本的な見直しについての閣議決議（平成２２年１２月２５日）で，

大学評価・学位授与機構の第三者評価事業も見直しの対象となった。法科大学院認証

評価に関して，大学評価・学位授与機構が撤退するということは一大事である。当財

団では，認証評価事業はそもそも一校単位から赤字事業であるところ，例えば，彼ら

が行っている２８校中１４校，半分を振り分けられるとしたら，財政的見地からは単

純に赤字が積み上がることになり，無条件での引き受けは難しい。また，マンパワー

の問題も大変困難がある。各年度の評価校数のアンバランスを平準化する等，効率的

な設計ができればロスは最低限に抑えられるが，文部科学省の協力なしには現実的に

はほとんど不可能に近い。大学基準協会も同様の考え方のようで，評価機関が３つあ

る趣旨は，それぞれの評価機関が特色を持って評価をするというところにメリットが

あるのであり，それが２つになるということはいかがなものか，という意見が出た。

次回，再度委員会が開かれて，結論を出すとの予定である。 

 

なお，これを受けて次のような意見があった。 

・ 大学評価・学位授与機構が法科大学院評価の仕事を撤退することに何のメリット

もなく，逆にもし強行するとなれば，法科大学院第三者評価自体が破綻を来す可能

性も大いにあろう。 

・ 大学評価・学位授与機構に国費がどれだけ投入されているかをクリアにしてもら
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う必要がある。もし大学評価・学位授与機構に国費を投入するのであれば，財団に

も同じような国費の投入があるべきである。財団の財源は，日弁連会員の会費から

の寄付金に相当程度頼っているが，それは本来適切なことなのか疑問もあり，やは

り今後，大学評価・学位授与機構における国費の投入程度を明確にしてもらい，各

機関公平に国費が投入されるよう，是非主張いただきたい。 

以 上 


