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     日弁連法務研究財団：認証評価検討委員会（第３回）議事録 
 
１ 日 時  ２００４年１月２１日（水）午後１時～３時 
２ 場 所  弁護士会館１７階１７０１会議室 
３ 出席者  
    委員長  柏木 昇 
    副委員長  飯田 隆、京藤哲久  
  委 員  阿部一正、飯室勝彦、浦部法穂、小幡純子、亀井尚也、川端和治、菊池武久 
       小山 稔、納谷廣美、長谷川裕子、日和佐信子、宮川光治、村瀬 均、吉松 悟 
       米倉 明 
    事務局長 由岐和広 
  事務局  江森史麻子、宮武洋吉、山本崇晶 
４ 議 題 
 １ 事務局における準備状況の報告 
 ２ 評価基準の具体的内容 
 ３ 自己点検・自己評価項目、同報告書 
 ４ 運営及び組織体制に関する事項 
 ５ 評価方法、手続 
 ６ 法科大学院訪問調査（報告とお願い） 
５ 配付資料  

資料２１ 第２回認証評価検討委員会議事要旨 
資料２２ 評価基準（案） 
資料２３ 評価基準の検討課題 
資料２４ ２つのマインド・７つのスキルと評価基準の関係のマトリックス 
資料２５ 自己点検・自己評価項目（案）、同報告書添付資料（案） 
資料２６ 自己点検・自己評価報告書様式、同記載要領（イメージ） 
資料２７ 組織、運営（案） 
資料２８ 認証評価、異議申立手続の概要（案） 

    資料２９ 評価のプロセス案（Ａ型） 
    資料３０ 評価のプロセス案（Ｂ型） 
    資料３１ 評価関係書類（案） 

資料３２ 現地調査のイメージ 
資料３３ 認証評価検討委員会（第２回）議事録 
資料３４ 大学訪問調査報告書 

６ 議 事   

 



 

〇柏木委員長 きょうは、お忙しい中をお集まりいただきましてありがとうございました。 
  早速きょうの議題に入りたいと思います。きょうの議題は、お手元にお配りしてある通りですが、

まず幹事の選任から入りたいと思います。飯田先生、御説明をお願いします。 
〇飯田副委員長 参考資料として、早田幸政プロフィールというのが、１枚もので本日追加してご配

付申し上げているのですが、お手元にございますでしょうか。 
  実は、認証評価の実務的な検討を今進めているわけでございますけれども、そのためにはやはり

こういう評価のご専門の方の協力が必要になってきております。昨年暮れぐらいから、いろいろご

相談に乗っていただいてきたわけでございますけれども、この検討委員会にも正式に幹事という形

でご参加いただいてもよろしいのではないかと思いまして、幹事の選任についてご提案する次第で

ございます。 
  早田さんという方は、このプロフィールに書いてございますように、基準協会でこういう大学評

価活動の件の、実質的に中心的人物であられたわけですが、昨年 11 月に基準協会を退職されまし

て、現在金沢大学の大学教育開発・支援センターということでこういう評価事業を担当しておられ

る、そういう方でございます。評価のご専門の方でございますので、協力を得たいと思っている次

第でございます。よろしくお願い申し上げます。 
〇柏木委員長 今、飯田先生よりご紹介がありましたけれども、早田幸政氏を幹事に選任することに

つきましてよろしゅうございますでしょうか。ご異議ございませんか。 
     （「異議なし」の声） 
〇柏木委員長 ありがとうございます。 
  それでは、早田幸政氏を幹事に選任する件、承認されたものといたします。 
  それでは、議題に入りますが、まず最初に、事務局における準備状況の報告ということで、これ

も飯田先生からお願いいたします。 
〇飯田副委員長 本日ご配付しています資料 22 から 34 までにつきまして、簡単に検討状況をご報告

したいと思います。 
  まず、資料 22 でございますが、これが本日ご検討いただく中心的課題でございます評価基準の

具体的なたたき台でございます。直近までいろいろ検討していたので、ご送付が遅くなりまして申

しわけございませんが、きょうこれをご検討いただきたいということでございます。 
  資料 23 は、そのご検討いただく中で、事務局でいろいろ見直したときに問題があったことでご

ざいまして、きょうはこの資料 23 を中心にご検討いただくと、そういうこともご提案したいと思

っております。評価基準の検討課題。 
  資料 24 は、前回この委員会でお話に出ましたが、二つのマインド、七つのスキルとこの評価基

準の関連性についてご説明しようということでおつくりしたものでございます。若干不十分でござ

いますので、もう少しバージョンアップを図りたいと考えている次第でございます。 
  資料 25 は、本日差し替え版をご用意しておりますが、いわゆる自己点検・評価項目のたたき台

でございます。一番新しい評価基準案に即して項目を整理し直しまして、本日差し替え版としてご

配付申し上げた、これは本日の議題３番でご検討いただく内容でございますが、この資料 25 と資

 



 

料 26、これが自己点検・自己評価報告書のイメージでございますけれども、このような方向で報告

書の案をつくっていいかどうかをご議論いただければと思っています。 
  次に、資料 27 につきましては、これは組織、運営の案でございます。黎明期に記載した組織、

運営に対して若干の変更が発生していますので、そのあたりについてもご議論いただければと思い

ます。並びに、評価料をどう設定するかという議論もそこでお願いしたいと思っております。 
  資料 28 は、認証評価の評価手続並びに異議申立の手続でございます。異議申立手続につきまし

ては、正式には次回のテーマでございますが、全体と関連がございますので、ご議論いただければ

と思っております。 
  資料 29、30 でございますが、実際の評価がどのようなプロセスで行われるかにつきまして、イ

メージを固める必要がございますので、Ａ型、Ｂ型という形でプロセス案を作成いたしました。Ａ

型は、秋学期に評価、現地調査を受けるという場合の案でございます。Ｂ型は春学期に現地調査を

受けるという案でございますが、いずれも大変時間がかかります。このようなスケジュール案でい

いかどうかも含めて、評価手続の評価方法についてのご議論のときにご検討いただければと思って

おります。 
  次に、資料 31 でございますが、現在のところ整理されている評価に関連する書面、手続書面あ

るいは説明書等が、これに書いておりますように 13 ぐらい必要になるのではないかということで

整理をしております。これについては、何とかそれを３月までに完了したいということで、先ほど

の早田さん等の協力を得て、これから突貫作業で進めていきたいと今考えている次第でございます。 
  資料の 32 でございますが、これは３泊４日で現地調査をするということを構想しているわけで

すが、具体的な調査はどういうふうにするのかについて、イメージとしておつくりしました。現在、

大学訪問をしておりますが、そのときにもこれを提示してディスカッションさせていただいている、

そういう資料でございます。現地調査のやり方につきましては、この認証評価の眼目に当たるとこ

ろでございますから、ご議論いただければと思っている次第です。 
  資料の 34 でございますが、これは現在、12 月末から大学の訪問調査を始めておりますが、約 20
校近く回りまして、訪問予定のところも十数校ございまして、その状況をご報告申し上げたもので

ございます。後ほどまた江森事務局員の方からご説明申し上げたいと思いますので、よろしくお願

いします。 
  以上、簡単に資料の説明と本日の議題との関係でございます。 
〇柏木委員長 どうもありがとうございました。 
  ただいまの点につきまして、何かご質問ございますでしょうか。 
  特になければ、きょうの中心議題である２番の評価基準の具体的内容に入りたいと思います。先

ほども飯田先生からご説明がありましたように、資料 23 を中心にやりますけれども、そのほかに

も資料 22 に関してお気づきの点があればご議論いただきたいと思います。 
  まず最初に、山本先生の方から、この資料 23 についてご説明をいただけますでしょうか。 
〇山本事務局員 資料 23、検討課題を羅列しましたので、それから資料 22、評価基準の検討版、そ

れからもう一つ、資料 24、マトリックスの表になってございますが、この三つを前に添えてご説明

 



 

させていただきたいと思います。 
  まずもって、この関係の資料をお送りしたのが直前になりまして、申しわけございませんでした。 
  資料 23 でございますけれども、八つ項目を挙げてございます。タイトルの後に、括弧で２の③

であるとか数字を書いてあります。これは、評価基準の方の大項目と小項目の番号に対応するもの

でございます。 
  一つ目は、入学者における社会人等の割合をどう規定するかということで、項目でいいますと２

の③、評価基準の５ページでございます。多様性・開放性というところでございます。「入学者全体

に対する「法学部以外の学部出身者」又は「実務等の経験のある者」の割合が３割以上となること

を目標として適切な努力をしていること」と、このような書き方をして、下に注としまして、「実務

等の経験のある者」とはかくかくしかじか、注の６で「３割」の母数はかくかくしかじか、それか

ら７で「適切な努力」はこのようなことという解釈注を挙げておりますけれども、そもそも評価基

準として、３割を目指す適切な努力をしたけれども、結果として２割を切ったような場合、これは

この項目についてはバツがつくのかどうか。法科大学院として不適格というような評価をするのか

どうか。いわば数値がばしっと出てきますので、そこの扱いについて詰めておく必要があろうと存

じます。入学辞退者があらわれたりとか、途中でおやめになる方とか、いろいろな場合がございま

すので、その辺、この３割というものの意味合いについて、そういうことです。 
  この前提としまして、第三者評価の持つ機能として、行政権の発動を促す面がございます。評価

で赤ランプがつくと、文部科学省が調査に入り、さらに設置基準を守っているかどうかということ

を調べるという、いわば端緒の役割を果たすものでございます。そういうことであれば、ある意味

では２割を切ったら赤ランプをつけて知らせるというのも一つの考え方であろうと思いますし、ち

ょっとそれはやり過ぎだと、努力をしていればいいではないかというのも一つの考え方であろうと

存じます。 
  以上が、一つ目の問題として出ています。全部ざっと説明する形でよろしいでしょうか。 
〇柏木委員長 はい、お願いします。 
〇山本事務局員 二つ目。法律基本科目におけるクラスの人数ということでございます。３の②でご

ざいますから、評価基準の７ページでございます。ここでは、②の下から二つ目のぽちに「授業を

同時に行う学生数が適切な状態であること」という基準に書き込んでおりまして、注の 11 で「法

律基本科目の場合、50 人を標準とし、60 人を超えないこととする必要がある」というふうに書い

ております。この場合、例えば 60 人を超えた場合には、この項目についてはバツをつけるのかど

うか、法科大学院として不適格だという評価をするのか。この数字につきましてはかつて大変議論

されたところでございますので、ここの扱いもひとつきちんとしておく必要があるのではなかろう

かと思います。 
  現に今回の法科大学院の設置申請に当たりまして、クラスの人数が多くて指導を受けた格好のと

ころがあるようです。何で 60 人がよくて 80 人ではだめなのか、50 人なら本当にいいのかという

ような、評価基準としてどういう扱いをするのかということにつき、審議願えればと存じます。 
  三つ目、授業の適切な実施というところでございます。項目でいいますと３の②、カリキュラム

 



 

と教え方の中の、先ほどの②の上から二つ目のぽち以下でございます。「開設科目が効果的に履修で

きるような適切な態様で授業を実施していること」、これだけ見ますと抽象的でわかりにくいですが、

非常に重要な意味合いを持つところでございます。これを実際に多段階で評価するためには、もう

少し細かく規定する必要があるのではなかろうか。一つの案として、科目別あるいは科目群別にも

う少し詳細な基準あるいは視点のようなものを設けまして、民事系科目についてはかくかくしかじ

かのことをしているか、こういう授業だったら形態はどうしているか、教材はこういうものを使っ

ているかどうか、あるいは試験の仕方がこうであるかというような、事細かに項目を挙げて評価す

る、そういう考え方が一つあろうと思います。ただ、それがいいことなのかどうか。余り、かつて

の銀行のような、はしの上げおろしまで指導するようなものにしていいのかという点もございます。

この辺は、方向性という点でご議論いただければと存じます。 
  四つ目、二つのマインド、七つのスキルということと評価基準との関係でございます。この委員

会でも何度かご審議いただいているものですが、鳴り物入りで二つのマインドだ、七つのスキルだ

と声高らかに言っているわりには、評価基準という形で見てみますと、何だ、こんなものかと、こ

んなのはどこでもできるのではないかという、まさしくこの点でございます。これは単なるフィロ

ソフィー、かけ声であるとか、それとも評価基準なり解釈指針の方にいろいろな形で反映されるべ

きものなのかという点で、検討が必要であろうと考えております。 
  資料 24、マトリックスという形で表をつくっています。これも、表をつくっていることにとどま

っておりまして、左側に二つのマインド、七つのスキル、五つの姿勢という欄を設けました。上に

現在の評価基準の案の大項目を挙げております。このマトリックスを見ましたならば、例えば左の

縦の七つのスキルは、各項目のこういう評価要素に反映されるのではなかろうかという、ある意味

ではマップでございますけれども、それはどうなのかということについては、まだ本来の意味とい

いますか、箱をつくったにすぎないという状態でございますので、いろいろご審議賜る部分であり

ます。 
  五つ目、教員の教育能力の評価でございます。評価基準で見ますと、10 ページ、①のところでご

ざいます。「各教員が、担当科目に関し高度の教育上の指導能力があると認められる者であること」。

これは、設置基準にそういう書き方をしておりますし、設置申請の際に各教員の適合性について、

ある意味では事細かな基準を設置審の中で設けて審査がされたということ、後出しではないかとい

う、非常に問題を残したところです。これをやることと、この認証評価機関での評価との関係がま

ず整理しておくことであると思います。 
  個別教員の適格性についての評価をやることになるのかどうか。その際に「参考」といったよう

な細かな基準を規定して適用するのか、それをそのまま引っ張ってくるのか。今回つくられました

「参考」は、法科大学院が立ち上がる際の基準でございまして、これから法科大学院が走り始めい

ろんな教育が行われる、その成果が出てくる。その中で、問題点の指摘がなされおいおい変わって

いく必要があるのではないか。教育実態であるとか教育の成果等を通して、個々の教員の教育能力

については評価し得る部分があるのではないか。個々の教員の評価をやるのか、教育実態等の評価

を通じて評価すればいいのか、という問題がございます。 

 



 

  さらに、この項目で、いわゆる多段階評価をするというのはどうなのか。個々の教員について、

この教員はトリプルＡだとか、この辺は普通だとか、この点でちょっと問題がある、というような

ことをやることが期待されているのかどうかということです。あるいは、そういう個人の教員の評

価は、その法科大学院自身が教員評価としてやればいいのであって、認証評価団体は、その教員が

適切な基準とプロセスで選抜され採用されたものなのか、きちんと評価されているのかどうか、と

いうプロセスを評価するということでいいのではないかという点を整理しておく必要があると存じ

ます。 
  ６つ目は、成績評価や修了認定についての学生からの異議申立手続です。各大学に評価基準につ

いての意見を伺った際に出てきたことでございます。評価基準でいいますと 13 ページ、成績評価・

修了認定、既修者認定もございます。それぞれについて、厳正に行われていることということを担

保する一つの手段として、そういう評価をされた者、あるいは認定を受けた者、受けなかった者か

ら異議の申立手続を設けるというのは、一般的な考えとしてはあるのですが、それが大学というと

ころのプロセスになじむものかどうか。だれをどういう評価をするかというのは、評価者であると

ころの先生の専権事項であると。あるいは、だれを卒業させるかというのはその大学教授会の専権

事項であって、それについて学生から異議の申立があって、それを経て結果を変えるというような

ことがなじむのかどうかという問題提起がございましたので、その点についてもご意見を賜ればと

存じます。ベター項目として入れておくということがどうなのかという程度の項かもしれません。

特に既修者認定につき異議の申立をということを書きますと、あたかも入学選抜で入れなかった理

由を説明してくれということにつながりかねないということの問題であります。 
  ７つ目、在籍者と総定員とのバランスでございます。入学者と入学定員のバランスの問題もござ

います。評価基準でいいますと 16 ページ、④のところで「在籍者数が総定員と適切なバランスが

とれていること」ということでございます。定員という概念がアメリカのロースクールではないそ

うです。それを、例えば入学者定員というのは各大学が発表しております定員の３倍を総定員とす

るという数字をつくりまして、いわば各年度での入学者、辞退者もございますので、そのばらつき

の調整、あるいは退学者、あるいは留年者も入るのかという観点から、総定員枠におさまっている

ことを評価して、それは学習環境に大きく影響するので、そのようなことをやるのかどうか、その

場合の数のとり方がやや難しく、未・既修者２年コースとか３年コースと言われているものの関係

で整理しておく必要があると存じます。 
  ８つ目、適切な管理運営ということでございます。評価基準でいいますと、７、自己改革体制の

中、17 ページの一番下の項目でございます。「法科大学院の管理運営が、透明性のある適正な手続

きにより適切になされていること」。いわゆる教授会の運営であるとか、教育研究資金の配分などな

どの重要な事項がどんなプロセスでなされているのかということでございますが、これを法科大学

院の教育の評価という本認証評価団体の目的との関係で、そこまでやる必要があるのかということ

でございます。 
  教育を評価しろということであれば、いわゆるカリキュラムだとか教員だとか、実際のああいっ

た授業であるとか、あるいは学生のできのぐあいだとか、そういうようなところを評価すればいい

 



 

のであって、教授会のやり方とか理事の選び方とか、そういういわばアドミ的な部分までやるとい

うのは、護送船団行政のような面があるのではないか。また、これをやりますとこういう資料を出

してほしいというものがまたどんどんふえる、そういうところまで期待されているのかどうかとい

うところが今回ご審議を承りたいという点でございます。 
  以上がこちらの方で考えました。 
〇柏木委員長 ありがとうございました。 
  そのほかにも論点はあると思いますが、とりあえず事務局の方で特に気になっている点というこ

とで８点ばかり、山本先生の方からご説明をいただきました。この順番に従って議論をしてみたい

と思います。 
  まず、入学者における社会人等の割合なのですが、３割ということが基準になっておりますけれ

ども、３割を目指す適切な努力をしたが２割を切った場合、例えば評価年度における社会人等の割

合が２割を切っていたというような場合、それだけでその法科大学院を不適格として評価するかと

いう問題があるかと思います。この点に関してはいかがでしょうか。 
  宮川先生、どうですか。 
〇宮川委員 この評価基準の検討版の６ページには、先ほど出てきた「割合が２割を下回った場合は、

本項目については「不可」判定とする」、こう書いてありますけれども、私自身は、前回の議論の中

でも出てきたかと思いますが、勧告をするという行為がまず前段階としてあって、そしてその上で、

一、二年置いて改善されなければ不可と判定するという２段階も考えられるかなと思っております。 
〇柏木委員長 ただ、具体的には、例えばある年度、その法科大学院を訪問して調査して社会人等の

割合が２割を切っていたと、勧告をするということですね。そうしますとその年の評価には勧告を

したということにとどめて、不可という認定はしないということですか。 
〇宮川委員 そうです。 
〇柏木委員長 ほかにご意見ございますでしょうか。 
〇小幡委員 細かいことですが、この「社会人等」の中の社会人、他学部ですけれども、それは各法

科大学院の事情に任せるというふうに、できないですか。多分１年目の感触を入試をやっている皆

さんお持ちでしょうけれども、３割以上というのは全然心配ないということだろうと思います。た

だ、これからずっとそうなのかなという問題はありますが。 
〇柏木委員長 それは確かに私もそう思いまして、志望者数も圧倒的に、競争率も圧倒的に法学未修

者で受験する人が多いものですから、結果的には多分そんなに心配は要らないことになるのではな

かろうかなという気はいたします。 
  今の宮川委員のようなアイデアでよろしゅうございますでしょうか。 
〇飯田副委員長 評価年度というのがございましたが、５年間に１回評価を受けないといけないと。

そうすると、勧告で改善するのを待っていますと、その５年間を超えてしまうということになると

いう事態が想定されるわけですね。そういう場合、その年度として評価をどうするかということに

なりますと、２割という目標を達成するという基準から外れてしまうようなことにならないかと思

うのですけれども。改善を待っている、その結論を出すまでに期間がない、時間的余裕がないとい

 



 

うことが十分あり得るわけですね。５年に１回ですから、もし評価を、５年目に評価を受けますと、

そこでイエスかノーかをいわゆる決めざるを得ないと。そのときに、例えば２年目に受けています

と、2、3 年待ってもう一度やればいいかもしれませんが、５年目に受ければ、もうそこでイエスか

ノーかを出さなければいけないという場合に、そのときにこの２割を切っていると不可にするのか、

それとも努力しておればいいということにするのか、そういうことが結論として必要になると思う

のですけれども。 
〇宮川委員 これも今委員長がまとめられたように、そのときの評価としてはこういう勧告をしたと、

改善勧告をしたということで、不可とはしないという意見です。 
〇柏木委員長 ということは、10 年目の２度目の評価のときにまた２割を切っていたらば、これは不

可ということですね。 
〇宮川委員 一向に改善されない、されていないということだから。 
〇柏木委員長 ポイントは、１回だけ、最初の評価のときにたまたま２割を切っていたということの

みを持って不可とするのは余りにも厳しすぎるのではないかと、敗者復活のチャンスを与えて、そ

れでもだめだったらば不可とするというご意見だと思いますけれども。 
〇浦部委員 そのお考え方でいいと思うのですが、10 年後にというのではなくて、例えば２年後に改

善報告を出させて、改善がなされていればそれでいいと評価をする。改善の勧告を出すのだったら、

２年後ぐらいに改善に向けてどういう措置をとるという報告を出させるということをしないと、フ

ォローができないだろう。それができるかどうか、体制としてできるかどうか。 
〇柏木委員長 体制としてできるかどうかという問題と、２年目に例えば改善報告は出たけれども、

ちっとも改善していないときに、前にやった評価を撤回して不可とするかどうかという、そういう

ことができるかどうかという問題になりますね。 
〇飯田副委員長 そこは議論しているのですが、仮に評価をしまして、出された資料が虚偽だった場

合、その一たん出した評価の効力をなくする手続というのがあるのかどうか、今そこは議論してい

るところでまだ結論出ておりません。それと非常に近い話かもしれません。 
〇亀井委員 これについての設置基準では、告示で、２割に満たない場合は選抜の実施状況を公表す

るものとするという決まりになっているのですね。そうすると、毎年毎年、もし２割を切っている

という大学が出たら、必ずその実施状況を公表するということになるのですが。そうすると、評価

というのはある年度でやるのに、資料として、その年の選抜状況だけではなくて、過去にさかのぼ

って公表をされている資料があるかどうかを調べることができると思うのですね。要するに過去に

もさかのぼってそういうことを公表しているのもかかわらず、同じ状況であるというようなことを、

総合的に評価できる。勧告して、将来に向けてある程度の案を基準にして、その案をもって推移を

見るというような方法はあるのかどうか。ただ、１年目にいきなり評価を受けるとなりますと、余

りすぐ、その基準でどういうふうにいくのか難しいなと思いますけれども。 
〇柏木委員長 今のところ、３回のデータはそろっていることになりますね。 
〇亀井委員 ある年度に突然２割を切ったので、いきなり不可というのはどうかなと思っているので

すけれども。 

 



 

〇納谷委員 私も、その２割というのが、単年度で認証を受けるときだけを考えるのではなくて、例

えば３年とか５年をならして２割とか３割という見方をするのかどうか、まず決めなくてはならな

いと思います。 
  それから二つ目ですけれども、先ほど５年目で認証の結果を出して、ここのところは不可とする、

また勧告的にするという話もありますけれども、これは決めた後経過を見るということがあっても

よいのではないか。条件をつけて認定してもいいのではないかなと思っています。決め方として、

１回限りで、これでおしまいではなくて、決めた後この項目については継続して何年か見ていく、

この期間内に是正されなければ、そのときに不適格という評価をしますよということはあらかじめ

言っておいてもよろしいのではないか。そういう弾力的な決め方があってもおかしくないとは思い

ます。項目によっては。そういうことの一つの例としては、この２割という、ここの部分はそうい

う項目ではないかなという考えを私自身は持っております。参考にしていただければと思っており

ます。 
〇柏木委員長 ありがとうございます。 
  確かに、単年度で見るのか、あるいは完成年度に最初の評価をするということになれば、過去３

年の蓄積は少なくとも出ているわけですから、その過去３年あるいはマックス５年ですね、その期

間の状況を勘案して、この社会人等の割合が達成されているかどうか、あるいは３割の努力目標に

対して努力をしているかどうかということを判定するという、二つの案のどちらなのかということ

をまず確定する必要があるだろうと思います。やはり単年度で見る合理性はないわけで、ある程度

過去にさかのぼってロングランで見るということでご異論はないのではないかと思いますけれども、

よろしゅうございますか。 
  それと、今度は第２番目の問題、確かにロングランで見たとしても、最初は３割でずっと推移し

ていたのが急に２割になってきたとかということになれば、やっぱりこれは監視する必要があるだ

ろうと思いますし、ちょっとこれが条件つきで承認をおろすことができるのかどうか、あるいは１

度認証した後にそれを撤回するという方法があるのかどうか、ちょっとわからない点がありますけ

れども、これもやはり柔軟性は持っておいて、その状況を見ながら認証を撤回する、あるいは認証

のときに条件等をつけておくというような方法がとれれば、それが一番よろしいのではないかと思

いますが、いかがでしょうか。 
〇京藤副委員長 適・不適をつけるときに、条件つきでやると、切りがなくなるのではないかなとい

う気がします。適だけれども、こういう問題点があったということで、適か不適かについてはある

程度割り切った方が私はよろしいのではないでしょうか。これだけ厳しい基準で見ていくと、どこ

かに問題点があるということが多いと思います。何年か見て、適とした評価を変えるとなると、議

論が迷走しそうな気がするのですが。 
〇浦部委員 要するにこのマスト項目というものの位置づけなのですけれども、これは一つでもだめ

なら、法科大学院全体としてだめという評価をするのかどうか。例えば１の項目はだめだけれども、

ほかはすばらしいというようなところについて、一つでもだめだから、これはだめだという評価を

するのかどうか、この項目に関係してくるのですね。全体として、法科大学院をどう評価するかと

 



 

いう問題と、個々の項目がどうかという問題というのはある程度切り離して考えないと、ほかはい

いのに、一つだけだめだからだめだと、まさに木を見て森を見ないようなものでございますので、

その辺を整理しておく必要がある。 
〇飯田副委員長 その点、前回の議論をご報告しますと、適・不適は総合評価するという形だと思い

ますが、しかし項目によってはそれだけ、一発で不適になる、そういうような重要な項目もあるか

もしれない、そこは整理しないといけないというところで前回議論は終わったのではないかと思い

ますけれども。 
〇川端委員 その問題については、設置基準が数値的な基準で明白であれば、その違反は一発で不適

になると私は思います。そこで不適にしないと、設置基準違反が行われているのを見逃したという

ことになります。本来それは文科省が、調査に入るべき事態なのに、入らないで終わってしまうと

いうことになる。この項目でそれが疑問になってくるのは、適切な努力をしたかどうかというのが

設置基準になっているからであって、２割を下回ったかどうかを直接問題にしているわけではない

のです。適切な努力をしているかどうかの一つの資料として、努力目標は３割より上なのに２割を

下回っているというのだから、やっぱり問題あるだろうということになってくるわけで、過去にさ

かのぼってどれぐらいとっているかというのを見た上で、それは適切な努力をしていない結果だと、

明らかに何もやっていないではないかということになれば、これは不適になるのではというふうに

思います。一生懸命いろいろ相当な努力をしているけれども、なぜか現役の学生のうち超優秀なの

ばかりが受験してくるために、どうしても２割以下になってしまうのだということだったら、それ

は適切な努力をしてもそうなっているのですから、適切な努力の内容に問題がなければしようがな

いなということになるのだろうと思うのです。 
  それの関係で、ちょっと私気になった範囲で申し上げたいのですけれども、「適切な」という、

この中身の結論がこれでいいのかなということで、もっと考えた方がいいのではないかなと思うの

です。ここに入学後のカウンセリング等を利用してのきめ細かい指導等が「適切な努力」に入って

いるのですけれども、それは入学した後の話ですから、入学志願者に対する「適切な」きめの細か

い指導ならわかりますけれども、これが適切な項目に入っているのは非常に不思議だなと思います。

むしろ、各大学で今やっている努力というのは、社会人枠をつくるとか、入試において適切なとい

うか、相当な配慮をするという形で３割という基準を達成するというようなことなわけで、「適切な

努力」が何かということはやっぱりもっと考えた方がいいのではないかと思います。 
〇由岐事務局長 それは、社会人が大学へ入って、恐らくいろいろな障害が出てくるだろうと。例え

ば生活とか、そういうののカウンセリングをうちではやっていますよという形で入学者が入ってく

るのではないかなという、アイデアが一つです。 
〇柏木委員長 議論が収れんされてきたように思うのですけれども、ある程度ロングランで３割に達

するような努力をしてきたかどうかということを見るということでしょうか。努力をしていないと

いうことになれば、それ一つで不可にするわけですけれども、執行猶予みたいにあと二、三年報告

をさせて、改善の兆しがあるかどうかというようなことを見る、つまり条件つきの認証をするとい

うふうなことをすべきかどうか。京藤先生は、やはりそういう条件つきでは認証があやふやになる

 



 

のではないか、すっぱり割り切った方がよろしいというようなご意見でした。努力を見るというこ

とになると、一たん努力をしていないという評価をした以上、執行猶予を与えなくてもいいのかな

という気がいたしますけれども、いかがですか。 
〇米倉委員 適切な努力をしたかどうかというのをよく調べて、その後で、どうもやっていないとい

う結論になったら、これはやっぱり、それでもなおいいというのは、それは無理ではないですか、

論理的に。それはそれで不適格になったら、不適格は、浦部委員がおっしゃったように、この点だ

けが不適格なので、これが不適格だから全体がだめだと、そこまではちょっとこの委員会でのご議

論は煮詰まっていないと思いますが、私も、そこまでいうのは酷だと思いますので、この点だけは

不適格ですよということなのだと思うのです。 
〇納谷委員 私も、米倉さんが今おっしゃられたような感覚で、さきほどの意見を言っていたのです

けれども。この項目自体は不適切というのは、これはもうやっていいと思うのですが、それが全体

のところへ直結するというのはちょっと行き過ぎかな、様子を見るという先ほどの意見を言ったの

はそういう意味です。 
〇川端委員 でも、例えば 80 単位で修了認定するというようなところ、それはもう一発で不適格に

なるということですよね。そういう意味で、設置基準に合わせている項目が不適であれば、全体と

しても当然不適にならなければおかしいというのは私の考えです。 
〇柏木委員長 設置審査のときには、今のような項目が一つあれば、それだけで不可という認定をし

ていたのだろうと思いますね。認証評価をするとき、もう法科大学院が始まってしまってから後は、

そういう項目で一つでも欠けるところが出てきたときに、それがパスするというのはどうも余りロ

ジカルではないような気がするのです。 
〇米倉委員 ただ、これからつくるときの話と、一たんどうにか設置基準をクリアしてスタートして、

いろいろ学生も集めてやり出してと、やっぱり違うような気がする。これから本当の意味で立ち上

げますから、認可してくださいと来たときは、やっぱり厳しくして、一つでもあったらこれはだめ

ですというのはわかるんですが、一応クリアしてスタートしたら、それは千差万別の事情も出てく

るわけで、たまたま３割切ったという年もあるでしょうから、それで何で切ったのだ、ちゃんとや

っているのかということで調べてみたら、一生懸命にやっているということになれば、それはそれ

でいいのではないか。ただ、一生懸命やっていかなければこれはだめだ。 
〇川端委員 全く努力しなければ、それはそれでだめだと思いますけれども。ただ、私が言いたいの

は、これはある意味で定性評価、定量評価ではなくて定性評価の部分なので、そこで一つだけ悪け

れば不適格にするのは厳しすぎるように見えるけれども、定量評価の場合は、さっき言ったように

修了単位数が、設置認可基準に足りない、あるいは専任教員を全然配置していないとか、そんなこ

とになったら、これは１項目だけであったって、ほかはどんなすばらしいことをやっていたって、

当然不適格にならなければおかしいでしょうという、それだけのことです。 
〇米倉委員 わかりました。 
〇納谷委員 それはわかるのですけれども、社会人に３割枠を確保するということではあくまでこれ

を目安に努力しようと言っているだけで、今の先生言っている項目というのはちょっと違うのでは

 



 

ないか。そういうことを意識して、プロセスを考えたらいいのではないか、そういう提案です。 
〇米倉委員 社会人であろうが、そうでない普通の学生であろうが、決められた単位数を軽くしてや

って卒業させる、それを認可してしまったら、これはもう法科大学院として形をなし得ないという

ことですね。それは当然だめだ。しかし、今の社会人が３割切っているというのは、ちょっと何か、

それはそれほど……。 
〇柏木委員長 社会人等が３割切った事実ではなくて、努力をしているかどうかが問題ですから、多

分そこの認定のところで調整はできるのだろうと思うのですね。 
  この項目だけ満たさなくても認可するということになると、設置基準をもう一回見直して、一体

どの項目が途中で満たさなくてもいいのかということをもう一回やり直さなければいけなくて、こ

れは大変な作業になってくるのだろうと思うのです。今の３割を目指す適切な努力をしていたかど

うかというのは、幸いに定性基準ですので、全体を眺めながら努力をしているかどうかの認定で調

整ができるのではないかと思います。余りにもひどければ、努力をしていないということで、それ

だけ不可にするということもあり得るということでいかがですか。 
〇宮川委員 資料 23 の質問は、３割を目指す適切な努力をしたが、結果として２割を切った場合ど

うするのか、こういう質問でしょう。 
〇川端委員 ひたすら努力をしていれば、問題ないのですけれども。 
〇宮川委員 だから、適切な努力をしたが、結果として２割を切った場合に不可とするのかといった

ら、これは不可としない。 
〇川端委員 そのサンクションは公表されてしまうというだけです。 
〇宮川委員 そうですね。公表しなければいけないですね。だから公表すると。ただ、こちらとして

は、さらに適切な努力をしろと、そして３割に達するようなさらに適切な努力をしなさいという勧

告はしなければいけない。それで、勧告をして、なお改められなかったら、その次のときにはここ

は不可というふうに判断するのですよね。 
〇柏木委員長 それもやっぱり、その次のときの個別の事情によるのでしょうね。一生懸命本当に努

力をしてきたけれども、たまたま２割を切ってしまったというような事情があれば別なのかも知れ

ませんね。 
○飯田副委員長 やはり２割は切らないように継続して努力をしないといけないのに、適切な努力を

していなかったという方向に評価が流れるのではないでしょうか。 
〇亀井委員 努力というのは、努力をしているけれども、結果が出ませんでしたというのは努力をし

ていることにはならないのですよね。 
〇宮川委員 大都会なら別ですが、地方で 30 人から 50 人ぐらいの法科大学院で、努力をしたけれど

も、社会人、それから法学以外のことを学んできた人が応募をしなかったと、それはあっちこっち

であり得るわけですよね。 
〇飯室委員 大学側の事情によらないで満たせないという状況がありますよね、小規模校では。 
○柏木委員長 ですから、社会人等の割合の問題に対しては、宮川先生がおっしゃったように、努力

をした結果として２割を切った場合、それだけでは不適格の評価とはしないと。ただ、それが２度

 



 

続くというような場合には、かなりその努力をしていないという強い推定が働く、こういうことな

のではないでしょうか。 
〇宮川委員 先ほど小幡委員がおっしゃったことに関連しますけれども、「法学を履修する課程以外

の課程を履修した者」と載っていますが、「実務等の経験を有する者」という、この内容については

各法科大学院に任せてしまうというわけにはいかないのですよね。こちらでその基準の物差しをつ

くって判定をしていくと。 
〇川端委員 ただ、実際にはほとんど無内容な定義でも社会人の定義を明確に決めていればいいとい

う、そういう基準でやっていたですよね。 
〇柏木委員長 それと、社会人についてすばらしい定義をしている学校は一つもないのですよね。と

いうことは、要するに社会人等の適切な定義はできないのだろうと思います。 
〇米倉委員 学生でない者が社会人なのでしょうか。 
〇柏木委員長 結局大学を卒業して３年以上たった者と、最終学歴を終えて３年以上たった者という

ような定義をおいている法科大学院が多いのです。 
〇小幡委員 定職という言い方をしたら、その定職というのはアルバイトの形態によってどうかとか

いろいろ質問があって、定義は難しいです。 
〇川端委員 ちゃんと定職があるというのを社会人の定義として掲げてやった法科大学院は、今のと

ころはむしろ特異になっています。そうではないところでも認めざるを得なかったというのがある

のですよね。というのは、それに対して、これはおかしい、こんな無内容な定義はだめだという議

論ができなかったのですね。 
〇亀井委員 しかし、注５の中に「最終学歴卒業後相当の年数を経過すればその間の社会的活動等の

有無を問わず「実務等の経験のある者」とすることも可能と考える」という、この注はやっぱり削

った方がいいのではないかなと。そういうことを定義づけるような言葉、実務の定義からしておか

しいというメッセージをちょっとつけた方がいいのではないか。 
〇飯田副委員長 ここの相当年数というのは、例えば５年とか 10 年とか、そういうことを想定して

いるのですね。 
〇亀井委員 年数の問題は、あまり関係ないですよね。 
〇宮川委員 だから、「実務等の経験のある者」とは、本業として３年程度の社会的活動をしてきた

者とする。その社会的な活動として、この括弧の中に「主婦・主夫」とあるが……。 
〇川端委員 議論になるのは常にその「主婦・主夫」なのですよね。職業を要求すると、これを排除

することになるからだめだというのと、いや、これでいいのだという二つの議論があって切りがな

いなということです。 
〇長谷川委員 この「主婦・主夫」って、奇異に感じます。社会人入学を認めているところで、主婦

が自分の主婦としての体験を書いているというのはよくあるのですけれども、「実務等の経験のある

者」という中に主婦体験が入るのか、若干引っかかるが、いたし方ないかなと。 
  また、６ページのところで最終学歴卒業後の年数を経過すればとあるのですが、私どもの職場で、

学卒で２年ぐらいした者が、今度、法科大学院に行こうかなと言っている者がいるのですけれども、

 



 

その人たちにそういう年数が必要なのか。大学を卒業して、某会社に勤めたけれども、６カ月ぐら

いで嫌だとやめて、授権準備しているというような者もいるわけですけれども、そういう者でも社

会人として認めるというのは必要なのではないかと思うがいかがか。 
〇飯室委員 いわゆるフリーターというのはどうなのですか。 
〇柏木委員長 結局、それが区別できないから、卒業後３年とかという定義になってしまうのです。 
〇飯室委員 だけれども、本業として書いてあるのですよね。 
〇柏木委員長 それはもう調査できないのですよね。予備校なんかに通いながら小学校の小使いさん

をしている、あるいは宿直をしているなんというのはどう考えるかというと、これは宿直を本業だ

と考えれば、それは実務についたと見ざるを得ないわけですよね。では、一々そこを審査してやっ

ていられないから、卒業後３年という基準で切っているというのが実情だろうと思うのです。 
〇飯室委員 若い人には本業という意識がない人がいっぱいいるんですよね。人生の目的は別にあっ

て、たまたま生きていくために勤めているのだ、だから、半年ごとに職場が変わったって、そんな

こと全然違和感がない若者というのはいっぱいいるのですよね。この定義であてはめると、その人

たちがどうもはねられるおそれが出てきてしまうので。 
〇柏木委員長 これは多分、定義不能なのだろうと思うのです。ですから、やはり「最終学歴卒業後

相当の年数」とするしかないのではないでしょうか。相当の年数を、長谷川委員がおっしゃったよ

うに２年半にするか、２年にするか、３年にするかという問題はありますけれども、多分こういう

定義を入れないと物事が進んでいかないのではないか思います。 
〇宮川委員 ただ、この制度の趣旨からいくと、やはりそのところ、法曹界を多様化させるさまざま

な資質、能力を持った人を法曹社会に吸収、こういう制度、こういう考えから現在まで来たわけで

すね。それが、今のように定義できないのだということで、そこはもう自由に各法科大学院が、こ

れは社会人だと言った者はみんな社会人にしてオーケーということであれば、もともとこんなこと

を基準とする意味というのはなくなってしまいますね。 
〇柏木委員長 実質的にはそうなっていますね。おっしゃるとおりです。 
〇宮川委員 無意味なのですね。 
〇柏木委員長 無意味というか、一応プログラム規定として、社会人等の入学を強く推進しようとい

うこと宣明する意味は有るのでしょう。。例えばさっき私が言いましたように、予備校に通いながら

宿直をしているというような人も、これは社会人とみなされてしまうという弊害はあるわけですか

ら、それもわずかのパーセンテージだろうと思うのです。やはり、今どこの法科大学院でもやって

いる社会人枠の中には、入ってくる人は大部分は真っ当な社会人と言うとおかしいけれども、社会

経験のある人が入ってきているのだろうと思うのです。だから、必ずしも無意味ではないだろうと。 
〇川端委員 社会人枠を設けて募集すると、社会的な経歴に自信のある人が殺到しますので、物すご

い高学歴、高資格の合格者がふえることになりますね。だから、３カ月だけアルバイトして、社会

人ということで応募してもだめだということに普通はなる。普通はなるというか、ことしは少なく

ともなるのではないかと推測されます。将来ということになるとわかりませんけれども。 
〇柏木委員長 実際問題としては、小幡先生がおっしゃったように、本当の社会人がたくさん法科大

 



 

学院の試験を受けにてきますので、その辺の問題は余り起きていないということで、ちょっと時間

がなくなってきていますので、申しわけございませんが、次の議題に移らせていただきます。 
  次の議題、法律基本科目におけるクラス人数なのですが、原案では 60 人を超えた場合、これは

不可となるというようなことになっておりますが、これでよろしいのかどうかということですが、

いかがでしょうか。 
〇飯田副委員長 これについては、設置審の議論状況をご説明いただければと思いますけれども。 
〇川端委員 上手に書いたところは注文をつけられなかったけれども、露骨に書いたところは意見を

つけられたという状況ですが、不認可にはなっていません。 
〇飯田副委員長 先ほど、ある法科大学院の 80 人という話が出ましたけれども、設置申請では 200
人で３クラスということですから。 

〇柏木委員長 法科大学院サイドからいいますと、とにかく初年度は何人とっていいか歩留まりの予

想がつかないので非常に迷うのですね。他の法科大学院に行く可能性も考えて多めにとるのですけ

れども、多目にとった者がそのまま全員来てしまったらどうしようかという不安も抱える訳です。

そうすると、結果的に１クラスの学生数が 60 人を超えてしまう確率が高いのではないかという状

況ですので、これを 60 人を超えた場合に即不可ということになりますと、これは大変大問題にな

るだろうと思います。これも、社会人等の３割を目指す適切な努力ということと多分同じ問題にな

ってくるのだろうと思いますがいかがでしょう。  特に初年度は非常に不確定要素が多いわけで

すけれども、２・年経験を積めば、大体他の法科大学院に逃げていくのはどのぐらいかということ

がわかりますので、その歩どまりを見ながら入学許可人数を少なくしていくというような努力をし

ているかということが問題になると思いますけれども、いかがでしょうか。 
〇日和佐委員 一つ付け加えしたいのですけれども、60 人を超えた場合に、人数が多くなっているに

もかかわらず、設備的なものがそれに対応しているかどうかという部分も努力しているかどうかの

要件になるのではないかと思うのです。たとえば、60 人となっていたのが 70 人になってしまった。

だけど、施設としては 60 人しか収容できないということが条件で授業を行うというようなことが、

しばしば大学で行われています。そういうことでは困るわけですから、それなりに対応していく授

業が行われるということもひとつチェックした方がいいのではないかと思います。 
〇亀井委員 柏木先生の言われるとおりで異論はないのですが、これは結局、人数が多くなりそうだ

ということになるとクラス分けをするということになるのですね。そうすると、教員がそれだけ負

担が増えるという、同じ人数でやれば教員の負担が増えるということになるので、別の項目で教員

が 30 時間ということがありますが、それも同じような考え方でいいと思うのですけれども、時間

数を超えたらその瞬間にどうということではなくて、やはり時間を見ていく、そういうことで考え

てもいいと思います。 
〇柏木委員長 施設も、実際小さい教室しかないところに 80 人も詰めたら大問題になるわけで、そ

ういうものに対してクラス分けをして、クラスをふやすような努力をしているかどうかということ

も評価のポイントに入るだろうと思います。 
〇米倉委員 60 人を超えた場合ですけれども、一人でも超えたらだめということはないと思うんです

 



 

けれども、おのずから限度というのがあるのですね。80 人、90 人でもいいのですかといわれると、

それは私は不可だろうと、その辺はいかがなものなのでしょうか。 
〇柏木委員長 それも努力がなされているかどうかが問題だと思うのですね。どれだけ他の法科大学

院に逃げていくかということが我々には全く見えませんので、初年度はひょっとすると 80 人/90 人

のクラスはあり得るのですね。。東大なんかは逃げていくわけはないのだけれども、ほかの大学はち

ょっと大変な状況です。ただ、２年目３年目ももっとひどくなってきたとか、そういうことになれ

ばちょっと、おっしゃるとおり不可ということにもなるかもしれません。 
〇川端委員 学生定員 15 人に対して、１人の専任教員という基準が、60 人のクラス編成が出たとい

うことにつながっている話なので、もっと多いということになると、実質そっち側の、15 人に１人

の基準を潜脱しているというふうに見られがちになってくるのですね。 
〇米倉委員 そちらの方であるのですか。 
〇川端委員 定員 15 人に１人ですから、定員より多くとったら、よく考えると、そっち側の基準を

実は潜脱させるのを黙認することになるので、そこからブレーキをかけざるを得ないのではないか

ということです。    
〇宮川委員 今の関係でちょっと、８ページの 11 項のところにそのことが書いてありますね。「但し、

少なければ少ないほど良い、というわけではない」と書いておいて、そしてその後、「また、定員

10 人以下の科目が開設され、学生がそのような科目を少なくとも１つは履修できるようになってい

ることが望ましい」と、こういう文脈になっているのです。この「また、」以下から、その前とつな

がらないのではないかと。 
〇川端委員 これは、別項目になるよね。恐らくベター基準で、そういう少数的なクラスも設けてい

ることが望ましいという全く別の基準であると。 
〇柏木委員長 ありがとうございます。 
  それでは、次の項目に移らせていただきまして、資料 23 の３番の授業の適切な実施の問題とい

うことで、科目別に評価を行うかということなのですが、これは実際問題として可能なのかどうか。

というのは、３日間の実地調査で、全科目について見るわけにはいかないわけです。 
〇由岐事務局長 それは実際できないものですけれども、あまりにも大ざっぱにやるよりは、基礎と

いう形で評価をしていった方がいいのではないかという結果ですが、それがいいのか、全体的に見

るのがいいのか、あるいはもっと細かくそういうものについて評価をしていった方がいいのか、そ

の辺がちょっと我々ではわからなかったものですから、委員会にお諮りしたわけでございます。 
〇柏木委員長 今申し上げましたように、全数検査をすることは、これは物理的にできないですから

どのように見るかということが問題となります。 
〇江森事務局員 事務局の今の試算ですと，９クラス程度を実際に見ることができることになっておりま

す。講義と演習，公法系・民事系・刑事系とバランス良く配分して，９クラスを見る限りでは可能であ

ると考えております。 
〇柏木委員長 ９クラスでもかなりのランダムサンプリングですよね。 
〇由岐事務局長 曜日が限定されますから、それで公平にやっていないということはよくあることな

 



 

のですけれども、それはなかなか難しいかなと思うのですが。 
〇川端委員 これは、カリキュラムなりシラバスなり見て、検討するときのために、科目別に教育の

基準をつくった方がいいという、そういう話になるのかなと思ったのですが、それとは違うのです

か。 
〇由岐事務局長 科目の名前が違って、同じことをやっているのはいろいろあるものですから、むし

ろ大学の自主性を活かして、例えば刑訴と刑法を一緒に教えるという授業のところもあれば、別々

に分けて教えるというところもあるでしょうから、その辺は余りここで細かく入れますと、科目間

融合がはかられないという危険性もあるので、大きくというのが事務局の意見でして、要するに刑

事、刑法について公法でという意見がありました。ただ、それがいいのかどうかご議論いただきた

い。 
〇川端委員 それはそれでいいと思うのですけれども、実務科目については、特にエクスターンシッ

プとクリニックについては、それぞれ別個の評価基準を入れていくことがいいのではないかとは思

います。その理由は、これらは全く新しい科目で、今は手探りでそれぞれ各校がやっていることで

すけれども、効果的な教育になるエクスターンシップと、そうでもないものがありますので、こう

いうやり方をした方がいい評価になるということを基準として示せば、その方向に誘導できるので

はないかなと思うのです。 
〇村瀬委員 理論的なリーガルマインドのものと、実務的なものとは全然違うのではないかという気

がするのですね。ですから、大きくくくるならば、そのあたりでくくった方がいいかなと思います。

実務的にどういう教え方をするかというのは非常に難しいところがあるので、そこは横並びを見る

必要もあるのではないかという気もします。将来、司法研修所にいくことを想定しますと、すぐに

実務修習に入った場合に、すっと入っていけるかという問題が出てくると思うのですよね。ですか

ら、必要最小限度のことをきちっとやっているかどうかというような視点からのチェックというの

は、実務的な科目について見れば必要ではないかという気はするのですけれども。 
〇柏木委員長 そうすると、くくりとしては民事、刑事、公法、この実務基礎というようなことでし

ょうか。 
〇村瀬委員 それが理想だと思いますけれども、今おっしゃったように、技術的にこの民事、刑事、

公法と分けるのはかなり大変だと言われれば、そこは一つにくくって、理論的な科目というか、そ

ういうくくり方もあるということです。 
〇柏木委員長 実務基礎プラスリーガルクリニック、エクスターンシップを独立にするということで

すね。 
〇宮川委員 この９ページのところに、参考で「法科大学院は、次の各号に掲げる授業科目を開設す

るものとする」と。法律基本科目、それから法律実務基礎科目、それから基礎法学・隣接科目、展

開・先端科目、こういう分け方をしていますね。今村瀬委員がおっしゃったのは、大きいくくりと

してこの法律基本科目と、それから法律実務基礎科目とを分ける、そういうことですか。法律基本

科目について、最低限の履修はきちっとすることができるように、法的知識、法理論教育が適切に

なされているかをチェックをするということが大切であるとおっしゃられたわけですか。 

 



 

〇村瀬委員 実務的な分野も、いわゆる基本的なものはあるのではないかと思うのです。これらをど

ういうふうにして教えていくかはまだ煮詰められていないようですけれども。 
〇宮川委員 それは、司法研修所のこれまでの前記修習で教えているようなことが、それぞれの法科

大学院でちゃんとカリキュラムが設定され、適切な教員がいて授業が展開されているかということ

を見るわけですか。今のことと関連して、基礎法学・隣接科目、それから展開・先端科目の授業が、

適切に実施されるのかということはチェックされない内容になっているのですが、これはどうして

ですか。 
〇由岐事務局長 要するに、全体についてやるのか、必修科目として、基礎法学といってもいろいろ

な種類があるわけですから、それを全部法科大学院の中でどれを選んでやっていくのかというよう

な、それぞれの法科大学院の個性のことですから、それを我々が評価できるかという点で、せめて

必修科目と実務基礎科目ぐらいに限定しようかという趣旨でした。ただ、それをやれというなら、

やった方がいいですけれども、余り、例えば評価基準をつくってやるかなというのは、正直な気持

ちです、事務局としては……。 
〇吉松委員 一番最後のその他の特徴のところにも出てこないのですよね。 
〇飯田副委員長 今の点ですけれども、さっきの科目構成、９頁ですが、そこの評価項目の中ではど

ういう先端科目等がされているかは、評価の対象としてはいないので、その教え方の中身までは、

ちょっと入っていけないのではないかなというふうに整理してみました。 
〇日和佐委員 必修科目は入っているかどうか、それはチェックしなくてはならないことですけれど

も、そのほかについて、いわゆるカリキュラムの構成というのは、その大学院の考え方があると思

うのです。ですから、そこは大学の独自性を生かすという方向でいいのではないかと思いますが。 
〇柏木委員長 そうしますと、ある程度の大くくりでよろしいということと、それから新しく始まる

リーガルクリニック、エクスターンシップについてはやはり独立にした方がよろしい。それから、

実務基礎についてもこれは入れた方がよろしいと、こういうご意見かと思います。それでよろしゅ

うございますか。 
〇亀井委員 総合的には別にないのですが、マトリックスを見ますと、結局いろいろな、二つのマイ

ンド、七つのスキルというものの欄を見ますと、カリキュラム、教え方の②はほとんど入っている

のですよね。そうしますと、法律基本科目の中では、この二つのマインド、七つのスキルのうち、

どれを特に重点的に教えるかということと、それから法律実務基礎科目はどの部分を涵養するか、

それをつくるのはなかなか難しい部分があると思うのです。例えば法律基本科目では、法的知識と

いうのはやはり含ませなければいけない、これは当たり前のことだと思うのですが、例えば法的議

論であるとか表現・説得能力、こういうような部分は、これは実務的な能力ではないかと。ですか

ら、法律基本科目では余り重視しなくていいというふうに考える考え方と、いや、法律基本科目の

中でも、そういうことを念頭においた教育をすべきというような考え方もあるので、その辺はいろ

いろな考え方があるので、各大学にゆだねる部分があると思うのですけれども、評価基準としてど

う作るのかということになりますと、はっきりした基準なり指針というのを提示しないと、ちょっ

とある考え方に片寄るのではないか。もうちょっといろいろ議論がいるのかなと。全体に共通事項

 



 

にできるような基準にしなければいけないですね。 
〇柏木委員長 おっしゃるとおりだと思います。余り型にはめると、それこそ特色がある法科大学院

ができなくなってしまいます。 
  今、たまたま次の二つのマインド、七つのスキルの評価基準との関係の話題に入っていきました

けれども、お手元にマトリックスがありますけれども、これも一つ一つやっていきますと非常に大

変です。私の個人的な意見を言わせていただきますと、結局この二つのマインド、七つのスキルと

いうのも各科目によって、今亀井委員がおっしゃったように濃淡があるのだろうと思うのです。で

すから、ここに書いたからといって、一律に同じウエートをというようなことはできないし、それ

から各法科大学院でまたそれぞれつける濃淡というのもありますでしょう。濃淡の付け方が余り極

端にわたった場合には評価が下がるということになるのだろうという気がいたします。 
  ここでは、二つのマインド、七つのスキルは単なるフィロソフィーか、評価への反映が可能かと

いうことなのですが、評価への反映が可能だという前提で亀井委員の話は進んでいたように思いま

す。これも私も可能だと思いますし、また可能にしなければいけないだろうという気がいたします

けれども、いかがでしょうか。 
  言葉を換えて言えば、これは縛りとしては定量基準のようなものにはならないわけで、評価委員

が頭の中に入れながら、それから評価される方にもこういう基準を頭に入れて評価していますよと

いうことをお知らせするだけで、それでいいのではないかという気がしますけれども、どうですか。 
〇菊池委員 私、前からこれにこだわっているのですけれども。特に、例えば２―１から２―７とい

うのが、法的知識は特別として、いずれも問題解決能力だとか事実認定能力とか推論能力とか、大

事な要素ですよね。これをいきなりカリキュラムとか、教育体制とかに結びつけるから難しいので

すが、具体的に法科大学院がどういうことをやったら貢献できるのかというのを描き出して、それ

が評価にどういう形であらわれるのが望ましいですかという順序で考えれば、素直に入っていける

のではないかと私は思うのですけれども。それが入らないようだったら、もともとこんな表現は書

くなと思うんですが、表現がきつくなって申し訳ないんですが。 
〇飯田副委員長 前回は大変厳しいご指摘を受けまして、今回の基準案では７ページから８ページに

かけてちょっと試みをしておりますので、ご検討いただきたいのですが、③の法曹養成教育という

項目で、二つ目の大きな丸でございますが、「法曹要請の観点から特に必要とされる教育内容が、開

設科目の中で適切に計画され、適切に実施されていること」と、こういう基準を設けまして、この

解釈指針として注 13 をつけているわけですけれども、ここに二つのマインド、七つのスキルのう

ち、法曹倫理については別途項目を設けておりますから、また法的知識、基礎的法知識等について

はカリキュラム等で見るわけですので、それ以外のものについてどのように授業で計画し、実施し

ているかについて述べてもらうと。それについて、９ページの（１）から（９）ぐらいのポイント

でそれを評価させていただくと、そのように取り込んではどうかなということでご提案をしている

わけですが、こういう考えでいいかどうかも含めて、ご意見をいただければと思うのですけれども。 
〇川端委員 私、前から思っているのですけれども、常にこういうふうに抽象的な基準でこの七つの

スキルを見ようとしているという印象を受けるのですけれども、例えば事実調査・事実認定能力と

 



 

いうのだと、いわゆる２年次の科目で、研修所で使っているような資料的な教材を与えて分析させ

ているかとか、そういう評価の仕方でいいのではないかと思うのですね。それから、法的議論・表

現・説得能力であれば、双方向的な授業を実施しているかどうかもそうですし、それから例えば模

擬裁判を実施しているかというのも一つの基準になります。こういう形でいけば具体的な基準はで

きるのではないかと思うのです。 
〇宮川委員 今おっしゃったように、それぞれの項目について、そういう判断基準となる具体的項目

を考えるべきです。例えばコミュニケーション能力のところを取り上げると、事実を聞き取る能力

を習得する、あるいは向上させるために、そのようなことに関連するカリキュラムが設けられてい

るかと。適切な教員が配置されているか。それから、交渉能力を向上させるために、あるいは習得

させるためにどのようなシミュレーション授業を進めているかとか、そういう項目をつくっていく

ことができるのではないか。この１―１からずっと下になりますけれども、２―７まで、それをつ

くらないと、この抽象的なマトリックスでは機能しないと思います。 
〇飯田副委員長 以前に、おっしゃるように、各この欄のスキルごとにそういうものを検討した時期

もあるのですが、各法科大学院でそれぞれどういう工夫をするかが非常に、バラエティーが広いも

のですから、それぞれを基準にするのは難しいかなということで、これから解釈指針の中で、いろ

んな多様な努力がありますけれども、それらを総合的に評価するということにせざるを得ないのか

なということになってきているのですが。 
〇川端委員 でも、それだと具体的に評価するときに困ってしまうと思うのですよね。 
〇村瀬委員 それは、例示的なレベルではないかと。あとは、各大学が自己評価するときに、こうい

う能力についてはこういうものをやっていますということがおのずから出てくるのではないかと思

うのです。例示的なものがあった方が自己評価にはしやすいのではないかなと思います。 
〇川端委員 ロイヤリングの科目でロールプレイをさせているか、そのときに、例えばカウンセリン

グの基本について教えているかというような基準を設ければ、それは一つの例になる、それを演習

の形でやらないのだったら、どこかで同じようなことはやっていますかというのを聞く、そうすれ

ば大学の側だって、ああ、そういうのをここの評価機関は求めるのか、この七つのスキルの養成方

法はこういうことかということで納得するのではないかと思うのです。 
〇柏木委員長 今の村瀬委員のおっしゃったことを少し変形すると、二つのマインド七つのスキルの

反映のさせ方に二つの方法があって、例えば双方向の授業をやっているかとか、法曹倫理を教えて

いるかとかいうこちら側から働きかけるチェック項目があるのと同時に、法科大学院の方から自己

評価としてこの二つのマインド、七つのスキルをどういうぐあいに教育に反映させているかという

報告を書かせるのも非常にいいのではないかなという気がするのですけれども。それを合体して評

価するということではいかがでしょうか。 
  いずれにしても、確かにこのマトリックスは少し平面的で、事務局大変でしょうが、やっぱりも

うちょっと修正する必要がありそうな気がしますね。 
〇亀井委員 実際の基準となると今川端委員が言われたようなことをベースにするしかないのかな

というのがあるのですけれども、恐らく、この能力はこの科目が受け持つ、この能力はこの科目が

 



 

受け持つというふうに、科目をばらばらにして分担させるというふうなことではいけないというの

が他方にあったのだと思うのですね。つまり、例えば法律基本科目は、知識と法的分析というのを

受け持てばいいと、ほかの能力は次の実務的な科目でやるのだからというふうに、そういうふうに

するのがいいのかというのが他方ではあると思うのですね。法律基本科目の中でも、やっぱりそう

いう中でも、法的議論とか説得能力というものも意識して入れてほしいとか、法曹としての使命・

責任の自覚とか、そういったことも中に入れてほしいとか、そういういろいろなことがあるとすれ

ば、このマトリックスのような感じになるのかなという感じがしたので、そういう発想はやっぱり

持っておきたいという気は私もするのです。 
  ですから、あくまでも例示として、こういう能力について例えばこういうふうな授業を設けると

か、例示的な部分にとどめて、そのほかにもいろんな科目で、そういう能力について散りばめられ

ているということであれば、そういうことも含めて評価すると。ちょっと幅をもたせて、総合的な

評価も同時にやるということにすればいいかなと。 
〇柏木委員長 多分、二つのマインド七つのスキルは多数の講義に散りばめられるのでしょうね。そ

の内で、法曹倫理の問題は既に法曹倫理という科目を設けているところが非常に多いですから、そ

ういう場合に科目別でできるところもあるでしょうけれども、例えば法的分析・推論能力とかコミ

ュニケーション能力は、これは各科目に散りばめて、どの科目ででも教えるのだろうと思うのです。

双方向授業のねらいというのは、コミュニケーション能力の訓練が大きな部分を占めるわけです。

ですから、今亀井委員がおっしゃったように、例示にとどめて、。そのほかは、各法科大学院に努力

を羅列してもらうというような方式になるのではなかろうかなという気がいたしますけれども。 
〇川端委員 事務局の方にお願いしたいのは、常に一律に全部適用する基準をつくりたいという希望

があるみたいで、例えば法的知識であれば、それは明らかですよね。しかし、さっき言った法的議

論・表現・説得能力、コミュニケーション能力というのは、もうちょっと特化されるような科目が

ある。勿論ほかの科目でも配慮しなければいけない。法曹としての使命・責任の自覚は、法曹倫理

の科目でやるのだけれども、ほかの主要科目でも、それぞれそういう価値の対立を意識して、どう

するのかを意識させる必要がある。項目ごとに科目共通性の高いものと低いものがあるということ

ですけれども、むしろばらばらの基準があっていいのだという理解でもいいかもしれない。 
〇柏木委員長 事務局の方々は大変ですけれどもよろしくお願いします。 
〇江森事務局員 事務局の方からですが，おっしゃったことそのとおりで，まだまだ我々，七つのスキル

をもう少し勉強して深めていかないといけないということでございますが，これをマトリックスに落と

すということは必ずしも容易でないのです。以前，これよりも詳細なマトリックスを作成したことがご

ざいますが，やってみたらＡ３で５ページにもなったことがありまして，それでは一覧性に欠けるとい

うことであきらめました。それで，今回は，中項目のみを整理したこのような形でまとめさせていただ

いたということでございます。マトリックスというのは一覧性が重要であると思いますので，これはこ

のぐらいの座標にとどめさせていただいた上で，その中味については，もう少し深く分析したものを別

途作成していき，それが，評価基準と上手く合体するものになれば良いと思っております。ですので，

このマトリックスは，その合体したものの索引にとどまるものであるというイメージでおりますが，そ

 



 

れでよろしいでしょうか。 
〇柏木委員長 それでは、先に進ませていただきまして、次は資料 23 の５番の教員の教育能力の問

題ですが、個別教員を評価することになるのか、設置審の参考のような基準を規定し適用するのか、

実際の教育実態や教育成果で見ることはできないか、この項目で多段階評価はできるのかというこ

とですけれども、川端先生はいかがでしょうか。 
〇川端委員 私は、これについてはやっていません。亀井委員が詳しいと思います。 
〇亀井委員 前回ですか、米倉先生が出されていますけれども、この教員審査というのは評価するの

かという議論がございましたけれども、それはするのだということになっていたと思うんですね。

そうすると、この検討課題というのは、イエスということで、その中の基準を作らなければいけな

いということは、これはもう否定できないということなのですが。 
〇米倉委員 何回も評価をするのだと、私はそう理解しております。私は設置審との関係がいまだに

よくわかっていないのですけれども、例えば一方で研究はやっぱりやらなければいけない、これは

だれも否定しないのだと思うのですが、したがって、５年間に論文を一つでも本当に書いたかとい

うようなことはやっぱり一つの基準にはなるのであるまいかと思っておりますけれども、そんなこ

とはむしろ当たり前だと言われそうです。もっと大事なことは、ここに書いてありますが、きょう

の資料 23 のところに、実際の教育実態や教育成果で見ることはできないかと。見ることはできな

いかどころではない、これはやっぱり見なければいけないと思うのです。法科大学院の方からいろ

んな書類審査、書類をそろえておいでになるけれども、やっぱり一遍抜き打ちであるというか、そ

の抜き打ちはともかくとして、一ヶ月後の○月○日に見させていただきますというぐらいの予告を

しておいて、民事法だろうが何だろうが見せていただいて参考にしていく。そこで学生諸君の顔つ

きなんかも見て、どういうふうに学生も受け取って、満足しているのか。そのようなことを実際見

ないといけないのではないか。つまり、どんな立派な論文書いている先生か知らないけれども、実

際の授業はひどいというのではいけない。 
〇阿部委員 教育実態というのと、それから教育成果ということで分けておられますよね。この実態

の方は、確かに見る必要というのはあるのですけれども、成果というのはどういうふうにして。 
〇山本事務局員 成果を見させると言いましたが、成果は、成績評価とか修了認定という項目でもご

ざいますけれども、いろいろ教育を施した結果、このぐらいのスキルを身につけてほしいとか、想

定した水準に果たしてどのぐらいの学生がそうなっているのかということが、恐らく成績評価とい

うことではあらわれてくるのではないかと思っているのですけれども、不可がたくさんついている

教員はよくないということになるのかなと。 
〇柏木委員長 しかし、それは計測不能ですよ。 
〇菊池委員 全体の教育成果を向上させるために、このような評価をするのですよね。だから、教育

成果で見るというのはなかなかパラドックスがあるような気がします。いろいろな項目に振り分け

ること自体が、全体の教育成果を向上させたいという、そこにねらいがある。 
○山本事務局員 学生の評価というのも、教育成果を見る一つのものかなと思っておりますので。 
〇阿部委員 だから、成果を見るためにどうしたらいいかということなのですが。 

 



 

〇柏木委員長 そういうことで、コンセンサスができたようであります。 
〇飯田副委員長 多段階評価の問題なのですけれども、個々の教員については恐らく適・不適だけで

いいのではないかと思いますが、その法科大学院の教員の教育能力という点で多段階評価をするの

か、適・不適だけにするのか、そのあたりちょっとご議論いただいた方がよろしいのではないかと

思いますが。 
〇柏木委員長 いかがですか。 
〇米倉委員  多段階評価というのは、どういうふうな、物すごくいいのと物すごく悪いのと真ん中

の、あるいは何か５、３ランクに分けていくわけですか。 
〇飯田副委員長 前回、たしか５段階というご意見が一番多かったのではないかと思いますが。 
〇宮川委員 これは、個別教員についてですか。 
〇飯田副委員長 個別教員については、適・不適だけでいいのではないかと。多段階評価をつける法

科大学院としての教員の教育能力という評価項目については、それは適・不適だけにするのか、多

段階評価の対象にするのか、その議論をいただく必要があると思うのですが。 
〇川端委員 個別教員について細かく評価していないと、全体の評価というのは適ばかりになって、

不適が出たら設置認可にかかわりますから、余りないでしょうけれども、そこで例えばベター基準

で、文科省のやり方みたいに年齢のバランスがとれているかとかを評価するとか、そういうふうな

基準がいい。 
〇飯田副委員長 それは教員の体制の方で評価しますが、教育能力についてはどのようなやり方をす

るのでしょうか。 
〇川端委員 教育能力を目的にした評価で、個別の教員の評価が出ていなければ、全体として多段階

評価はしようがないのです。それぞれ個別の教員について、教育能力を５、４、３、２、１とつけ

ていれば、教育能力全体としての多段階評価ができるかもしれませんけれども。 
〇小幡委員 現場では、教員の能力の研究上の業績、設置審でやったような形での基準をそのまま法

科大学院の教員に適用するのか、あるいは法科大学院教員の場合はむしろ教育をしっかりしてもら

うと。例えば学部とのローテーションをやろうという大学では、法科大学院教員にいる間は教育を

一生懸命やってもらって、研究業績は学部に戻って、学部教員として今までどおり研究をしっかり

やっていただければよいと、そういうふうなすみ分けをしようという話もあったのです。ところが、

設置審の段階で、文科省は初め、法科大学院教員については今までの研究中心の審査とは違うとい

うようなこともほのめかしていたのですが、実際には普通の場合と同じに、５年以内の研究業績を

審査するということになったという現実があるのですが、今までは法科大学院というものはないか

ら、ある意味ではそれでもよかったのかなと思うのですけれども、スタートした後も、それを基準

として維持するのかというのは、基準から見たときにどうでしょうか。 
〇浦部委員 これは、口で言うのと実際とはかなり違うという意味で意識しておかないと、教育評価

はものすごく難しいのですよね。イギリスでやっていて、うまくいっていないと言われているので

す。結局、評価しようとしたけれどもできない。教育評価をきちんとやるべきであるという総論の

議論はできても、では実際にどうやってそれをやるのかというのは非常に難しい。教員について適・

 



 

不適の判断するとか、５、４、３をつけるだとかということをそう簡単に言ってほしくないなとい

うのが率直な思いです。 
〇菊池委員 そもそも教育能力と書いてあるのですけれども、それは持っている能力を評価しようと

しているのでしょうか、それとも、能力の発揮度を見ようとしているのでしょうか。両方あわせて

ということなのですか。わかりやすい話でいうと、能力そのものを評価するというのだと、やっぱ

り学術論文がどうだとか、研究を長年どのぐらいやっているかとか、そういうことがあるかもしれ

ませんけれども、それを授業の場で全く出し惜しみして発揮度が非常に低いと。会社なんかで、よ

くそういう論議をやっているものですから。 
〇小幡委員 大学の場合は、教育と余り直接的につながらないような研究をするという場合もあるよ

うですから。 
〇菊池委員 ですから、発揮度の方を中心に能力と言っているのでしょうか。発揮度だと、例えば休

講が多いなんていうのは一つの発揮度で、あまりやっていないようであるとか。 
〇飯室委員 学生の間で、あの先生の本とか論文は非常にすぐれていてわかりやすいけれども、授業

は眠くてなというのがあるのですよね。それをどう評価するとなると、まさに米倉先生の言う、授

業を全部聞きに行かなければだめですよね。それができるかどうか、ましてそれを聞いて多段階評

価できるかどうかという部分で。 
〇米倉委員 例えばニュートンは、授業が嫌で嫌でしようがないから、学生が到底ついてこれないよ

うな難しい話をして、みんなやめて一人も出てこなくなった、それで研究をやった。それが、万有

引力の法則の発見につながった。これはやっぱり論外というので、能力は抜群なのでしょうけれど

も、天才ですから。実際になると、授業が大事なので、やっぱり発揮度はちゃんと観察して、たま

には実際見ないといけないのではないか。研究能力の方はしっかりあるけれども、実際の授業はお

義理でやっている、シラバスがない、進行予定が見当つかぬ、話し方にメリハリがなくて聞いてい

るのに苦痛、語尾不明瞭、こういうのはやはり駄目だと評価できるはずで、「評価」は難しいけれど、

せめてこの程度の評価はできるし、しないといかぬ。 
〇柏木委員長 浦部委員がおっしゃったように、その辺は難しいですね。ちょっと考えただけでもも

のすごく問題があって、そう簡単には問題は解決しそうにもありません。評価した方がいいとは思

いつつも、評価が実際具体的にできるのかどうかという問題までかなり突っ込んで考えないといけ

ないので、ここで議論してもちょっと結論が出ないのではないでしょうか。 
〇川端委員 日弁連のセンターで、教員審査の方法について意見書を出したけれども、あれをよく見

ると、結局言っているのは、シラバスをもっと詳細なものを出させるべきだということと、場合に

よっては面接にしたらどうだと言っているだけで、いろいろ議論したけれども、結局それぐらいし

か方法がなかったと。そういう意味で、なかなか難しいとは思います。でも、教育能力を見る何か

を設置審査のときよりはやらなければいけないと思います。 
〇由岐事務局長 現実に、現地調査３日ですべての教員の授業は見られない。ある授業のコマはシー

ンとしていたけれども、ほかのコマでいいことを言っているときもあるものですから、継続的に見

なければいけないという、浦部先生がおっしゃったように、教育というものを評価するというのは、

 



 

我々チャレンジしなければいけないと思っているのですけれども、世界でまだ成功した例はないと。

しかし、みんな評価しなければいけないとは思っている事項ですから、何かアイデアがあれば、そ

こから取っかかっていこうという気はあるということだけご理解いただいて、もう少し考えさせて

下さい。 
〇柏木委員長 少なくとも今の結論は、個別教員を評価するということと、それから実際の教育実態

を見る、教育成果は見ないという結論は出たように思います。ちょっとこれ以上中身に入りますと、

議論が錯綜しますので、次の項目に移らせていただきまして、成績評価や修了認定についての学生

の異議申立手続について御議論願いたいと思います。私自身、資料 22 の５の成績、修了認定の一

番最後の③のところに、法学既修者認定が入っていますが、これは入学選抜と混同があるのではな

いかと思います。各法科大学院とも、この既修者認定と選抜をリンクさせておりますので、項目自

体を選抜の項目の中に移した方がいいのではないでしょうか。そうしますと、既修者認定、入学試

験の選抜に対して異議申立手続を認めている法科大学院はないと思いますので、これも自動的に消

えるということになるかと思います。 
  そうしますと、今の成績評価や修了認定についての学生の異議申立というのは、入学してからの

後の問題に限定されるということになります。これは学生の異議申立手続をベター項目として入れ

るのは当然のような気がしますけれども、いかがでしょうか。 
  実際問題として、試験をやりますと、たまに学生が成績評価がおかしいのではないか、なぜ可な

のだと、なぜ不可なのだなんて聞いてきたりします。、それには教師はまじめに答えていると思いま

すので、大した問題はないのではないかという気がいたします。 
〇米倉委員 今のところは恐らく問題ないし、今委員長がおっしゃったように、私の教科でもそうい

う学生が来ますけれども、それに対しては、最優秀答案を用意しておいて、別室で見させる、君は

これを見よと言って、それが一番いい撃退法なのです。それと、彼らは自分の答案を本当にこの先

生は見てくれたかという疑問があるので言ってくるのです。それに対する方策は、答案の隅っこの

方にいろいろ印をつけて、私はそういうことまでして本当に見ているのだ、見ているから安心しろ

と、君の答案はちゃんと見た。そういうことで撃退しておりますので、いいのではないですか。そ

ういうのを撃退法とする。 
〇柏木委員長 そういう疑問の申立ができるということは、何か制度的に担保されていなければいけ

ないのだろうと思います。 
〇阿部委員 そうすると、今の大学というのはそういう手続はあるのですか。 
〇柏木委員長 いえ、どこでも明定はされていないと思います。 
〇小幡委員 今回ここで言っています、書面で不服申立の手続をする期間がありまして、我々書面で

答えることになっています。 
○菊池委員 学校によってですね。 
○小幡委員 制度としてとっているかというと様々です。 
〇柏木委員長 でも、何か成績に不満のある学生が来たときに問答無用で追い返すというようなこと

は、余り聞いたことがないから、規則として明定するかどうかは別として、学生の成績評価に対す

 



 

る疑問を聞くということは現実にはやっていると思います。 
〇納谷委員 ただ、不服申立があったときに、個別に、今委員長が言ったような形で対応してきたこ

とは事実で私もやっています。最低限の答案を見せているとか、対応はしているのですけれども。

そういう個別対応のことを異議申立というのか、先ほど小幡さんが言ったように、それとも制度と

してそういうものをきちんと定めるのか。要するに、どっちかということを決めておかないと議論

がうまくいかない。第三者が先生の評価と学生の不服を公平に見て判断するというところまで考え

て、この異議申立という制度を考えるのかどうか。それによって大分違う。小幡さんの話も、多分

個々の先生がただこういう形でちょっと答えただけですよね。だから、本当に先生と学生との間で

対立してぎりぎりの局面になったときに、第三者が見るという異議申立手続を考えるとなれば、こ

れはちょっと大きな問題が出てくると思うのです。そこは、はっきりと決めておく必要があるので

はないか。 
〇柏木委員長 その内容は、各法科大学院に任せられるのではないでしょうか。第三者の評価という

ことになると、これは大問題になるだろうという気がします。例えば学説が全然違う先生が答案を

見て、これは学生の言っていることが正しいなんてことになりかねません。 
〇納谷委員 いや、ある程度、先生の弁明と学生の弁明を聞いてどうこうという話は起きるかもしれ

ない。科目評価のことのほかにも、もう一つの問題、修了認定の方は、総合的に決めていくわけで

すから、そういうことについては、第三者がきちんと判断を示してあげる必要があるかもしれませ

ん。 
〇柏木委員長 修了認定はちょっと別かもしれない。 
〇阿部委員 学校の意見なのか、先生個人の意見なのかというのはちゃんと区別できるようにしてお

かないと。 
〇飯田副委員長 これは、学生に対する説明責任の範囲の問題なのか、それともそれを超えて認定の

適否そのものを争うという手順になるのか。段階が違うのですが。 
〇納谷委員 そういう制度を設けることがあるという話なので、あるとすれば、どんな形の制度があ

れば……。 
〇柏木委員長 第三者を入れろと言うようなことまでは、多分ここでは言えないだろうと思います。

したがって、ちょっとあいまいになりますけれども、適切な異議申立手続がなされているかという

ようなことを見ることにならざるを得ないのではないかという気がしますけれども。 
〇長谷川委員 ここでは異議申立手続が規定されているかどうかということを問うとなると、その異

議申立制度はどういう制度なのかというのをきちんとしておく必要がある。規定していなくて、先

生の善意でおこなう話とは基本的に質が違う、どこに異議を申し立てするということになると、異

議申立したものの処理の仕方はどうするのかということについても、考慮しておかないといけない

のではないか。 
〇柏木委員長 多分、今の流れとしては、今まで各教員が個人的な努力で異議に対応していたものを、

情報公開の原則から、きちっとその手続、異議申立ができるというようなことをはっきりどこかに

規定させるということになりますでしょうか。その内容は、先ほど小幡先生がちょっとご説明にな

 



 

ったようなことで、私は十分ではないかなという気がします。 
〇小幡委員 ある程度工夫は、各法科大学院ごとにあっていいと思うのですね。不認定の場合と、単

なるＡ、Ｂ、Ｃのところの不服と分けるとか、いろいろな可能性がありますから。 
〇柏木委員長 そうですね。法科大学院に任せてもいいけれども、必ず規則として明示して、そうい

う権利が学生にあるよというようなことを示すことが大切なのだろうという気がいたします。 
〇長谷川委員 要するに自分の認定に対して意見を聞きたい、どうしてそうなったのかという説明を

聞きたいというものと、異議を申し立てできるというものとは、基本的に違う。もし制度でそうい

うところを項目に入れるとすれば、ここは整理する必要があるのではないでしょうか。企業の中で

言うと、自分の評価制度と賃金というのは重なっているわけですね。そうすると、自分の評価が自

分の賃金にはね返るわけですから、企業内に苦情処理制度を設ける。企業内の場合は、まず一番先

にどこに申し立てるのか、その処理をどうするのか明らかにする。異議申立制度というほかにもあ

ると思うのですけれども、この扱い方は少し変ですね。 
〇飯室委員 異議申立があったときに、その処理に、第三者が関与するというのは論外だと思うので

すけれども、どういう処理をしたということを一応文書にして残すみたいなルールを決めておけば

いいのではないですか。文書にするということによって、異議申立を受けた人の公正な処理の仕方

もある程度担保できる。そういうのができてしまえば、そういう制度にのる前の、言ってみればち

ょっと一言先生に聞いてみようぐらいのやつと、正式に異議申立するやつとわかってくるのだろう

と思うのです。先生にちょっと聞いてみて、納得して下がってしまうような気がします。 
〇柏木委員長 あるいは、その書類を一応法科大学院の公文書として何年間か保存しなければいけな

いようなことでしょうか。 
〇飯室委員 何か記録を残した方がいいような気もしますけれども。そうすると、制度として、どこ

までの記録を残すかわからないのですけれども。 
〇柏木委員長 議論を急ぎますと、次、資料 23 の７番の在籍者と総定員のバランスの問題ですが、

在籍者と総定員とのバランス、在籍者にカウントするのは修了認定を受ける者のみか、部分履修者

はどう扱うか、総定員は入学定員の３倍で見るのかということですけれども、これは部分履修者も

定員に見ていたのではなかったのでしたか、設置審議会では。留学生も見ていましたよね。 
〇川端委員 フルの学生であって、科目履修生とかそういうのは考慮していません。 
〇柏木委員長 科目履修生というのは考慮していませんね。でも、フルだから、留学生は含む。 
〇川端委員 留学生は、もちろんフルで受け入れるかならば当然含めますね。 
〇柏木委員長 これは、決め方の問題で、とりあえずは今川端先生がおっしゃったように、フルで見

るということでよろしいのではないでしょうか。 
  それから、資料 23 の８番の適切な管理運営の問題ですが、評価項目とする必要があるか。カリ

キュラム、教員、自己改革体制等の項目に加えて、理事会や教授会の運営体制等も評価項目とする

意味があるかということなのですが、これ設置審では一応設置の審査の対象になりまして、例えば

独立性があるかというようなことを見ていましたので、やはりこれは評価項目とする意味があるの

ではないかと思いますけれども。 

 



 

〇飯田副委員長 その評価のポイントとしては、独立性とそのほか何か考慮する点はあるでしょうか。 
〇柏木委員長 例えばＦＤ、ファカルティーディベロプメントに対する評価なんかも入るのでしょう

か。それは入らないですか。 
〇飯田副委員長 それは別のところで。 
〇柏木委員長 別のところにはありますか。その他、法科大学院設置のときに問題となったこととの

関係では、ＦＤとそれから教授会の独立性、それから例えばがらみなし専任教授が教授会に専任教

授なのに参加することになっていない。専任教授だったら、法科大学院運営に直接参加させるべき

だなんという議論もありました。 
〇川端委員 あと、専任教授でありながら、持っている授業時間はすごく少なくて、専任の実質が本

当にあるのかというのもありますよね。 
〇柏木委員長 ある程度評価項目があるだろうと思います。 
〇由岐事務局長 これを絞らないと、範囲が広がってしまうという。 
〇柏木委員長 そうかもしれません。大分時間が過ぎてしまいましたが、一応この事務局がまとめま

した評価基準の検討課題は終わったわけですけれども、ほかにこの資料 22 の評価基準（案）につ

いて問題点はございますでしょうか。 
〇菊池委員 全然今までと論点が違うのですけれども、評価基準の中には、大学の法科大学院として

健全な財政運営が行われているかというのは、私は基準であっていいのではないかなと思っている

のですけれども。といいますのは、各項目を一生懸命やればやるほど、財政運営はつらくなる構造

にはなっているわけですよね。一方で、やっぱり収入、支出、それは寄附金があってもいいし、ほ

かの学部からの援助があってもいいのですけれども、収支がバランスがとれていないということは、

将来に向かっては、今はいいけれども、難しくなっていくことになりますから、そういう方向にな

っていっていいのかなと私は思うのですけれども、それは大学側に任しておけばいいので、評価委

員会としてはさわらなくていい話なのか、ちょっと私もわからないので。私は入れてもいいのでは

ないかと。全然違う角度。収入と支出をバランスしているかというだけの話なのです。 
○日和佐委員 それは外部監査が入るんですよね。 
○菊池委員 監査は、正しく数字が表現されているかというのが監査ですよね。赤字になってはだめ

だというのが監査です。だから、それをどう評価の中に入れるかという問題だろうと。入れなくて

も監査が行われるから、そこら辺を気にしていて大丈夫ということになればいいのかもしれません。 
〇柏木委員長 でも、それはどこで見るのでしょうか。法科大学院だけで見るのでしょうか、大学全

体で見るのでしょうか。というのは、どこの法科大学院も大体毎年赤字になる予測なのです。大学

が法科大学院の赤字を補てんすることを覚悟しているのですね。補てんするような収益性のよい学

部が他にあるかというところまで見ますとこれは難しい。 
〇菊池委員 それをやらないと、すぐ破綻するような仕掛けになっているというふうに理解すればい

いのですか。 
〇飯田副委員長 それは、議論していて難しいところなのですけれども、一つは法科大学院単体での

財政というのがあるのかどうかということですね。この評価が、教育を中心に見るという観点から、

 



 

機関の評価をするのではないものですから、この評価の対象とするかどうかは私ども悩んでいると

ころでございます。 
〇菊池委員 質の高い教育を求めたい人があればあるほど、裏の事情をよくわかっている、どこまで

現実的に可能かというのはあるわけですよね。それは相手が考えることで、こちらは一方的に質を

高めていけばいいのだという、そういう割り切り方でいいのかな。 
〇飯田副委員長 この評価の本質にかかわる問題だと思うのですが。 
〇菊池委員 私は、やっぱり実情というか、実態の中で、でもその範囲でこういう努力をすればもっ

と質を高められるのではないかというところまでいかないと、何か言うことばかり言うのだけれど

も、おまえやってみろと言われたらできないというようなことを言うべきではないのではないかと

いう気もする。 
〇飯田副委員長 ただ、財政を理由に教育の質を落としてはいけないわけですから、教育の実態その

ものを我々は評価すればいいという考えではないのかなと思うのですね。 
〇菊池委員 でも、長続きしないようでは困るのですよね。 
〇川端委員 長続きするかどうかは、設置審のときは法人審査の対象で、法人審査でちゃんとその財

政基盤だとかというのを見ていますけれども、とにかくどこの法科大学院も大出血サービスを前提

に構想されています。１校だけの法科大学院大学というところは、そういう意味では非常にきびし

いですけれども。財政運営ということになると膨大な資料を見なければいけませんし、無理ではな

いでしょうか。 
〇飯田副委員長 この法律が、法科大学院の教育研究活動の状況が評価基準に適合しているか否かの

認定をするとなっておりますので、財政状況は入っていないというようにも考えているのですけれ

ども、いかがでしょうか。 
〇菊池委員 ちょっと気になっただけで、皆さんのお考えを聞いてみたいと思ったのですが。ありが

とうございました。 
〇宮川委員 この注のところで＊印がつけてあるのですけれども、例えば 11 ページの４で「法律基

礎科目は、各科目毎に、１人の専任教員が全クラスにつき責任を持つ体制が望ましい」となってい

ますよね。これはこういうことでよろしいのですか。 
〇川端委員 例えば大規模校で、民法Ⅰのクラスは５あったときに１人の専任教員が全部見ている必

要はないでしょう。 
〇宮川委員 数人の教員による競争講座があるということがある……。 
〇柏木委員長 これはもう一度、今おっしゃったところとの関係で、設置基準との整合性をとらなけ

ればいけないと思うのです。 
  それから、資料 22 の 10 ページの４の②の３番目のぽつ（・）のところに書いてあります「専攻

分野毎に専任教員がおり」というのも、専攻というのは法科大学院が通常大学院の中の一つの専攻

を構成していますから、これは意味をなさないので、この辺もうちょっと整理の必要があるだろう

ということは感じております。 
〇宮川委員 それから、11 ページの 14 で、先ほどの議論とちょっと関連するのですが、「法曹実務に

 



 

触れつつ最先端の研究を行うことは、教育の質の向上にとって重要である」という部分。法科大学

院にいる間は大学院の教育に専念するということでもよいでのはではないか。また、研究は最先端

の研究でなくとも良いわけで、さらに研究は法曹実務に触れつつしなければならないものでもない。

削除されたらと思います。 
○柏木委員長 わかりました。ほかに何かありませんか。 
○宮川委員 ８ページから９ページにかけての１３のところは、非常にわかりにくいのでもう少し整

理していただきたいと思います。それから、法律基礎科目という言葉を使ったり、法律基本科目と

いう言葉を使ったり、また、日本語として練られていない表現がいろいろあるので、適正な日本語

に直した方がいいと思います。 
○亀井委員 法学既修者認定について、１４ページの注７ですが、「適切に」の解釈基準が各所では

示されているんですが、ここだけがないんですね。ここは大事なところで、法学既修者の認定が適

切になされているかについては、設置審でも結構議論になったところなので、例えば、憲民刑だけ

の試験をやっているのに、民訴・刑訴を免除するとか、どうしてそうなるかというような問題があ

って、そこは例えば学部の成績を参考にするとか、学部といってもいろいろな大学から来るのでは

ないのかというような問題がありましたので、やはり免除する科目と試験との対応性あたりを具体

的に「適切な」という中に全体として展開していただいた方がよいと思います。 
○米倉委員 １１ページの注１４にある、「法曹実務に触れつつ最先端の研究を行うことは、教育の

質の向上にとって重要である。月当たりの時間や年間での日数確保、研究休暇・サバティカル等に

よる」というところは混乱している。１０ページの表を見ますと、「③教育体制の維持・向上に向け

ての組織的取組み」のところの、「教員に研究活動をする時間が確保されていること」というところ

は、この意味が大切だと思う。法科大学院の教員である以上は、まず教育をやって下さい。そのう

えで研究休暇体制を別途つくって、それにあたった人は研究に専念してもらって、しばらく研究し

てから戻ってきて下さいというように、この注１４もこれでいいのではないでしょうか。法科大学

院の教員をやりながら研究活動を同時にやれというのは無理だと思うんですね。 
○宮川委員 月当たりの時間や年間での日数確保というところは削らないと。 
○米倉委員 削らないと混乱してしまいますね。 
〇柏木委員長 だいぶ時間も過ぎましたので、この辺で一応この評価基準案の議論は終わりたいと思

います。議長の不手際で、大分積み残しがありますけれども、飯田先生、議題の最後の点だけちょ

っと簡単に報告いただけますか。 
〇飯田副委員長 資料 34 をごらんいただきたいと思いますが、昨年末から各法科大学院の方に訪問

しまして、評価基準等についてのご意見を伺うということで、現在の取り組み状況についてディス

カッションをしております。その状況をまとめましたのが 34 でございまして、これについては江

森事務局員の方から簡単にご報告いただけますか。 
〇江森事務局員 簡単にご説明させていただきますと，本日までに広島修道大学まで 17 校回らせていた

だいております。お手元の資料にあるご意見の要旨は，私の方で適宜まとめさせていただいたものでご

ざいますが，いろいろな論点についていいご意見をいただいておりますので，ぜひ見ていただきたいと

 



 

 

思います。今後，全部で 23 大学の訪問が決まっておりますが，一応の目標としては全校回ってみようと

いうように考えております。今日いらっしゃっている先生方の学校へもぜひお伺いしたいと思っており

ますので，この後個別にお時間をいただいて，日程の設定などのご協力をお願いいたします。 
〇柏木委員長 ありがとうございました。 
  大分時間が超過してしまいまして、しかも積み残しが出てしまいましたが、積み残しはまた次回

ご検討いただくことにいたしまして、とりあえず今日はこのところで第３回認証評価検討委員会の

討議を終わりたいと思います。 
  ご多忙中、長時間本当にありがとうございました。 
  次回は、２月 19 日、３時からでございますので、またよろしくお願いいたします。 
 


