
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（財）日弁連法務研究財団 

  法科大学院認証評価事業 

   評価委員会（第１回）議事録             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２００４（平成１６）年９月６日（月）午後３時～５時



 

 

（財）日弁連法務研究財団：法科大学院認証評価事業 

評価委員会（第１回）議事録 

 

１ 日 時  ２００４（平成１６）年９月６日（月）午後３時～５時 

２ 場 所  弁護士会館１６階来賓室 

３ 出席者  

委  員 浅古 弘、飯田 隆、飯室勝彦、池田辰夫、市川正人、大谷晃大 

     小幡純子、柏木 昇、川端和治、菊池武久、京藤哲久、小山 稔 

     高木晴夫、日和佐信子、松浦好治（５０音順・敬称略） 

幹  事 早田幸政 

理事長 新堂幸司 

認証評価評議会議長 本林 徹 

専務理事 平山正剛 

日弁連事務次長 田中晴雄 

  事務局員 江森史麻子、水原理雄、宮武洋吉、山本崇晶 

４ 議 題 

 １）委員長・副委員長の選任 

 ２）評価委員会の運営方法について 

 ３）幹事の選任 

 ４）事務局長および事務局員の選任 

 ５）従前の検討経緯について（報告） 

 ６）文部科学大臣への認証申請について（報告） 

 ７）事業計画 

 ８）評価の実施体制・方法について 

 ９）評価員の募集・選任 

 10）評価員の研修について 

 11）トライアル評価について 

  ・実施対象校 

  ・主査 

  ・評価チーム 

  ・分科会 

 12）文部科学省の委託研究について 

 13）認証評価委託契約について 

 14）（仮称）法曹養成教育研究会について 

 15）その他 

５ 資 料 

 資料１ 評価委員会委員名簿 

 資料２ 認証評価評議会名簿 



 

 

 資料３ 認証申請書 

 資料４ 法科大学院認証評価事業基本規則 

 資料５ 法科大学院認証評価手続規則 

 資料６ 法科大学院評価基準 

 資料７ 法科大学院評価基準・解説 

 資料８ 大学訪問調査報告書 

 資料９ 事業計画（案） 

 資料 10 認証評価評議会運営規則 

 資料 11 評価委員会運営規則（案） 

 資料 12 法科大学院認証評価ご案内（パンフレット） 

 資料 13 司法制度改革審議会意見書 

 資料 14 財団の新パンフレット 

 資料 15 検討経緯（法科大学院の第三者評価） 

 資料 16 日弁連法務研究財団の評価（04.7.6） 

 資料 17 日弁連法務研究財団の評価基準（04.7.6） 

 資料 18 財団の行う「法科大学院の認証評価事業」について 

 資料 19 法科大学院評価基準 整理（適格認定） 

 資料 20 トライアル評価のご案内 

 資料 21 トライアル評価に関する回答状況 

 資料 22 評価員募集のお知らせ 

 資料 23 第１回認証評価評議会議事要旨 

 資料 24 認証書 

 資料 25 法科大学院トライアル評価について（國學院大學説明用） 

 資料 26 トライアル評価の実施手順（法科大学院用） 

 資料 27 ＜大学用＞トライアル評価の実施手順（フローチャート） 

 資料 28 現地調査実施要領（トライアル評価用）作業の流れ（フローチャート） 

 資料 29 現地調査実施要領評価チーム報告書作成要領（トライアル評価用） 

 資料 30 自己点検・評価実施要領（フローチャート） 

 資料 31 添付資料一覧＜例＞（トライアル評価用） 

 資料 32 法科大学院の基本情報（様式例） 

 資料 33 評価員所見記入用紙（トライアル評価用） 

 資料 34 評価チーム報告書所見記入用紙（トライアル評価用） 

 資料 35 自己点検・評価実施要領（トライアル評価用） 

 資料 36 自己点検・評価報告書作成に当たり、各法科大学院が自己点検にかかる記述の    

裏付け資料・根拠資料として用いることが想定される資料一覧（例） 

 資料 37 法科大学院基本データ集（様式） 

 資料 38 授業見学所見記載シート 

 資料 39 法科大学院認証評価パンフレット（案）（９／３段階ゲラ） 



 

 

 資料 40 認証評価事務局：事務局員候補者名簿 

 資料 41 評価員研修のご案内(法科大学院用、司法研修所教官経験者用、一般用) 

 資料 42 評価員研修（０４年度）のイメージ 

 資料 43 評価委員会：幹事候補者 

 資料 44 文部科学省受託研究について 

 資料 45 認証評価契約書（イメージ） 

 資料 46 ９／１１シンポジウムの案内 

 資料 47 自己点検・評価報告書（國學院トライアル）について 

 資料 48 アンケート調査のイメージ（國學院トライアル） 

 資料 49 自己点検・評価報告書について（一般） 

６ 議 事 

 別紙のとおり



 

 

○新堂理事長 定刻になりましたので、第１回の評価委員会を始めさせていただきたいと

思います。これまで日弁連法務研究財団では、法科大学院の評価事業に取り組みたいとい

うことで皆様方のご協力のもとに準備を進めてまいりました。おかげさまで去る８月３１

日に文部科学大臣のほうから私どもの法務研究財団を法科大学院の評価を行う認証評価機

関として認証するという認証書をいただいてまいりました。これまでの皆様方のご協力に

厚く感謝申し上げたいと思います。 

 私どもは、８月３１日に先立ちまして７月１３日に、第１回の認証評価評議会を開催い

たしまして、議長としてここにおります本林徹弁護士を選任させていただきました。次第

に事業体制も整ってまいりました。いよいよ現実に評価事業に取りかかるわけですが、ト

ライアル評価と称して、本番の評価事業の前に若干の評価の試行を予定しています。かな

り評価作業が現実化してきております。これからもぜひ皆様方のご協力を賜りたいと思っ

ております。きょうは大変お暑い中を皆様方にお集まりいただきまして大変ありがとうご

ざいます。どうかこれからよろしくお願いいたします。 

○本林評議会議長 今ご紹介がございました認証評価評議会の議長をいたしております本

林でございます。きょうは第１回の評価委員会に多数ご出席をいただきましてありがとう

ございます。 

 お話がありましたように７月１３日に第１回の評議会がございました。その際に、今年

の３月まで２年間日弁連の会長として司法改革の一端を担ってきて、法曹養成、特に法科

大学院の適正配置の問題、また第三者評価機関の複数化等も含めて、その重要性について

かなり関与してきたという関係で、議長を引き受けろという話がございましたのでお引き

受けをさせていただきました。評議会では、評価基準についてご承認いただくとともに、

評価委員会の皆様方のご選任をさせていただきました。評価委員をお引き受けいただいた

先生方は皆さん法曹養成に大変ご理解の深い方でありますし、各界で第一線でご活躍いた

だいている最適任の皆様ばかりでございます。また今、ご紹介がありましたように８月末

に当財団が認証評価機関として認証されたということはご同慶の至りであります。法曹養

成の成功のかぎは、もちろん法科大学院で高い質の教育をするということが第一でござい

ますけれども、教育の質をきちんと評価をして、さらなる向上につなげていくという評価

事業でございます。ぜひこれから評価事業の中心を皆様方に担っていただくということで

ございますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 基本規則で評議会議長が第１回の評価委員会の招集権者ということになっております。

委員長と副委員長を互選でお選びいただくということになっておりますが、その選任まで

私が仮議長をさせていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 お手許に法科大学院認証評価事業基本規則というのがございまして、その２３条に、評

価委員会には、委員長１名と副委員長２名を置く、これらは評価委員会委員の互選により

決するということになっております。委員長、副委員長についてご推薦がございましたら

お伺いいたしますが、もしよろしければ私の方で腹案を申し上げさせていただくというこ

とでよろしゅうございますでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 



 

 

 それでは、ご了解いただきましたので、評価委員会の委員長に中央大学法科大学院法務

研究科教授の柏木昇先生、副委員長に明治学院大学の法科大学院法務職研究科長の京藤哲

久先生、そしてもう一人の副委員長として日弁連法務研究財団常務理事の飯田隆弁護士、

このお三方を委員長、副委員長にそれぞれご就任いただきたいと思いますが、よろしいで

しょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

 ありがとうございます。 

 それでは、以下の議事を柏木先生、京藤先生、飯田先生によろしくお願いしたいと思い

ます。 

○柏木委員長 それでは、評価委員会の委員長に選任していただきましたので、これから

私が司会をいたします。 

 まず最初に自己紹介をお願いしたいと思います。 

 私は先ほどご紹介がありましたけれども、中央大学法科大学院の教授をしております柏

木です。専門は国際取引法、国際経済学です。よろしくお願いします。 

○京藤副委員長 明治学院大学の法科大学院の研究科長をしております京藤哲久と申しま

す。専門は刑法でございます。法科大学院の教員として力不足なので今しきりに自分自身

をブラッシュアップしているところでございます。よろしくお願いします。 

○川端委員 第二東京弁護士会所属の弁護士の川端でございます。よろしくお願いします。 

○菊池委員 東京海上という保険会社の親会社であるミレアホールディングスの常勤監査

役をしております菊池でございます。よろしくお願いいたします。 

○小山委員 第二東京弁護士会の弁護士の小山稔と申します。法務研究財団の理事を兼ね

ておりまして、それから立教大学の法科大学院で法曹倫理と民事法演習、民法と民事訴訟

法を教えることになっております。 

○高木委員 慶應義塾大学ビジネススクールで教授をしております高木晴夫でございます。

専門は組織論、リーダーシップ論で、必ずしも法律とは関係がないんですけれども、ビジ

ネススクールという特殊なスクールで仕事をしております関係で少しでもお役に立ちたい

と思っております。 

○日和佐委員 雪印乳業社外取締役をしております日和佐でございます。この前には全国

消費者団体連絡会の事務局長を務めておりました。司法制度改革についてもさまざまに意

見を述べてきたという立場でございます。ユーザーとして意見を述べさせていただきたい

と思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○松浦委員 名古屋大学の松浦と申します。専門としてもともとは法哲学と思想史をやっ

ておりましたけれども、ここ１０年ぐらいはコンピューターを法律学の分析でどこまで使

えるかということをやっております。どうぞよろしくお願いします。 

○早田幹事候補 私、金沢大学の大学教育開発・支援センターの早田でございます。専門

は大学評価制度であります。 

○山本事務局員候補 日弁連法務研究財団で認証評価事業の事務局をやっております弁護

士の山本と申します。よろしくお願いします。ついに実務に入ってきたことで身を引き締



 

 

めております。 

○平山専務理事 当財団の専務理事をしております平山でございます。よろしくお願いい

たします。 

○新堂理事長 日弁連法務研究財団の理事長を務めております新堂でございます。弁護士

の登録もいたしておりますが、こちらは１０年以上たちましたが、相変わらず一人前の弁

護士に見ていただけないというような状況でございます。法科大学院の関係ではこの４月

から愛知大学というところの法科大学院の院長も務めさせていただいております。この評

価を受ける側でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○本林評議会議長 先ほどご紹介させていただきました評議会の議長の本林でございます。

よろしくお願いします。 

○江森事務局員候補 認証評価事務局の江森でございます。よろしくお願いいたします。 

○水原事務局員候補 同じく事務局の水原です。私は最初から参加していなかったのです

が、途中から参加させていただいて、私のバックグラウンドは外国法事務弁護士でシカゴ

で事務所を開いております。法的な決まりで１８０日日本で過ごさせていただいているの

で、この間、このお手伝いにできる限り時間を割きたいと思います。 

○小幡委員 上智大学で法科大学院で行政法を教えております小幡でございます。よろし

くお願いします。 

○大谷委員 法務省の司法法制部司法法制課長をしております大谷でございます。どうぞ

よろしくお願いします。 

○市川委員 立命館大学法科大学院の研究科長をしております市川です。専門は憲法です。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○池田委員 大阪大学ロースクールで民事訴訟法を担当しております池田でございます。

理事長始め諸先生方にご指導をいただいておりますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

○飯室委員 飯室です。長いこと東京新聞の論説委員として司法及び司法改革を見てきた

んですけれども、１年ほど前から商売をかえまして、名古屋の中京大学に転じています。

ただ、新聞社のほうも司法改革が軌道に乗るまでは、しばらくおまえ、社説を書き続けろ

という命令でして、二足まではいかないんですけれども、一足半ぐらいのわらじを履いて

おります。 

○浅古委員 早稲田大学大学院法務研究科の浅古でございます。専門は日本法制史です。

よろしくお願いします。 

○飯田副委員長 法務研究財団の常務理事をしております飯田でございます。法科大学院

に役に立つ評価制度にしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○宮武事務局員候補 認証評価事務局の宮武でございます。よろしくお願いいたします。

１点、事務的なご案内をさせていただきたいんですが、配付資料の３９番というのがござ

いまして、現在、作成中の認証評価事業のパンフレットがあります。今、編集作業中なも

のですので、いろいろ手が入った状態でお出ししているものですが、今週中には内容を確

定するようなスケジュールで作業に入っております。ですので、きょうの会議中にお目通

しをいただきまして、きょうの会議の後ででも私の方にでもご連絡いただければ訂正等い



 

 

たしたいと思いますので、ぜひご覧になっていただきたいのは、５ページに評価委員会委

員名簿という形で皆様のお名前等を掲載しておりますので、そこは特に各自のところをお

間違いないかとは思いますが、一応ご確認ください。 

○田中日弁連事務次長 弁護士の田中でございます。現在、日弁連の事務次長をしており

ます。日弁連法務研究財団の事務局を長いことやっておりましたので、きょう同席させて

いただいております。よろしくお願いします。 

○大籏事務局員候補 日弁連法務研究財団事務局の大籏と申します。よろしくお願いいた

します。 

○野口事務局員候補 同じく財団事務局の認証評価を担当しております野口と申します。 

○鍋倉事務局員候補 日弁連法務研究財団事務局の鍋倉と申します。よろしくお願いいた

します。 

○柏木委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、本日の議題の２、評価委員会の運営方法についてお諮りいたします。資料４

の３０条によりますと評価委員会は、その運営に関して、別途、評価委員会運営規則を設

けるということになっております。そこで評価委員会運営規則（案）ですけれども、資料

１１にその原案が用意されております。何かご意見はございますでしょうか。重要なポイ

ントは第５条、会議の公開の点かと思いますけれども、第５条には、会議は原則として公

開とするが、個別の法科大学院の評価にかかわる議案の審議及び委員長が必要と認める部

分については非公開とするということが規定されております。 

 もしご異存なければ議事録は顕名で公開する。その議事録はできれば１カ月程度で公開

するということにしたいと思います。ただ皆さんに議事録の原案をご承認いただかなけれ

ばなりませんので、１カ月を目途として議事録を公開するという点につきましては皆様に

迅速に原案を検討していただくというご協力が必要であると思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

 それから、議事要旨は事務局の責任で非顕名でできる限り早く速やかに公開する。公開

の方法は法務研究財団のホームページ上で行うということにしてはいかがと思いますが、

いかがでございましょうか。よろしゅうございますか。 

（「異議なし」と声あり） 

 ありがとうございました。では、そのように取り計らいたいと思います。 

 それから、これは確認でございますけれども、資料４の基本規則第４条と資料１１の運

営規則９条に守秘義務が書いてございます。法科大学院の認証を行うに当たりましては個

人名が出てきたり、いろいろと秘密事項が出てまいりますので、その認証評価を行うに当

たって取得した秘密情報につきましては守秘義務を負うということになっておりますので、

これもよろしくお願いいたします。 

 何かご質問はございますでしょうか。 

 それでは、議題３、幹事の選任でございますけれども、資料４３をごらんいただきたい

と思います。先ほど自己紹介をしていただきましたが、早田さんに幹事にご就任いただき

たいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 



 

 

（「異議なし」と声あり） 

 ありがとうございます。それでは、早田さん、よろしくお願いいたします。 

 それから、次の議題が事務局長及び事務局員の選任です。これは資料４０をごらんにな

ってください。ここに事務局員の候補者の名簿がございます。由岐弁護士、山本弁護士、

江森弁護士、宮武弁護士、水原外国法事務弁護士、野口さん、大籏さん、五藤さん、鍋倉

さんという方々のお名前が掲載されておりますけれども、この方々に事務局員をお願いし

たいと思います。由岐さんには事務局長、山本弁護士には事務局次長をお願いしたいと思

いますけれども、よろしゅうございますでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

 ありがとうございます。それでは、事務局員になられました方、よろしくお願いいたし

ます。 

 なお、事務局の人数が十分であるとは言えない状況でございますが、仕事がかなり多く

なることが予想されておりますので随時補充をしなければいけません。時間的な問題もご

ざいますので、追加の補充の事務局員の選任につきましては正副委員長にご一任いただけ

ればありがたいと思います。よろしゅうございますでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、飯田副委員長から議題の５番、従前の検討経緯についての報告をお願いしま

す。 

○飯田副委員長 それでは、従前の検討経緯から認証に至る経過について簡単にご説明申

し上げたいと思います。 

 資料につきましては資料１５をごらんくださいませ。まず２００２年の秋にこの評価事

業の検討に着手いたしまして２００３年２月にはアメリカロースクールの認証評価の事業

を行っているＡＢＡを訪問いたして、２日間みっちり調査してまいりました。その後、昨

年３月には教育方法に関するシンポジウムを行いまして、３月には認証評価検討委員会準

備会が発足いたしました。その後、７月から翌年３月にかけまして評価事業につきまして

の文部科学省の委託研究を受けて研究をいたしました。昨年８月から１０月にかけまして

は各界との意見交換会を実施しまして、１１月にはそれらの成果を踏まえまして認証評価

に関するシンポジウムを開催いたしました。これらを踏まえまして昨年１１月には認証評

価検討委員会が正式に発足いたしまして、柏木昇先生に委員長にご就任いただいて、３月

までに合計６回開催いたしました。その間に法科大学院の訪問調査を行いました。これは

全６８校全校を訪問して、その結果を評価事業に反映させたわけでございます。法科大学

院の訪問調査につきましては資料８に訪問調査報告書が記載されております。 

 さらに本年３月には東京、大阪で教育方法に関するシンポジウムを開催しております。

そして、評価基準等を取りまとめまして、本年４月にはいわゆるパブリックコメントを実

施いたしました。対象は評価基準（案）、同解説（案）及び資料４の基本規則でございます。

それを踏まえまして本年５月に財団の理事会・評議員会でこの基本規則並びに評価基準、

解説、並びに評価手続規則、これは資料５でございますが、この承認を得まして文部科学

大臣に認証申請したわけでございます。認証申請につきましては資料３でございます。内



 

 

容的には先ほどご説明申し上げた規則等を踏まえたものでございますが、評価料というの

を決めなければならない関係から、認証申請書、資料３の３ページに８項、評価にかかわ

る手数料の額というのを一応決めまして申請を出しました。収容定員３００名、すなわち

入学定員１００名程度以下の場合には１回当たりの評価料を３５０万円、評価実費は５０

万円をそれぞれ上限とする。それを超える場合には、例えば収容定員９００人程度の場合

には評価料は４００万円、評価実費は１００万円を上限とするということで、そのような

上限を設けまして申請をいたしました。実際の評価料につきましては契約個数あるいはほ

かの評価機関の評価料等も考慮して最終的に決めないといけないということでございます。 

 その後、先ほどお話がございましたように７月１３日には第１回評議会が開かれました。

評議員のメンバーにつきましては資料２が評議員名簿でございます。そして、去る８月３

１日に文部科学大臣から認証を受けましたけれども、認証関係の資料につきましては資料

２４が認証書およびその通知書でございます。新堂理事長が出席されまして高等教育局長

の石川さんから認証書が手渡されたということでございます。 

 以上が、簡単ではございますが、本日までの経過でございます。また評価の概要や特徴

につきましては山本事務局次長のほうからご説明いただければと思います。 

○山本事務局次長 お手許の資料１８、パワーポイントを印刷したものに沿ってごく簡単

にご説明させていただきたいと思います。 

 ２ページから始めまして、十分ご承知のことかとも存じますけれども、整理の意味も兼

ねてご説明いたします。まずこの認証評価事業が何をするものなのかということでござい

ますけれども、端的に申しますと、法科大学院の依頼を受けて評価報告書を作成し法科大

学院に提出する、及び文部科学省にも提出し、一般に公表するという事業でございます。

評価報告書には２つの内容がございます。１つは適格認定、つまり法科大学院として最低

限必要と考える基準を満たしているかどうかの認定でございます。自動車に例えて言いま

すならば車検でございます。もう一つは分野別評価、これは法科大学院が法曹養成に向け

て効果的な取り組みをしているかどうかという点についてさまざまな分野で多段階評価を

行うものでございます。同じく車に例えて言いますとコンシューマーレポートです。安全

性であるとかデザインであるとか、あるいは操作性能といったもろもろの点から評価を行

うというものでございます。 

 何のためにやるのかということにつきましては、法科大学院が社会の要請する法曹を適

切に養成しているということに向けて自己改善・改革を行うことを促進するということを

中心に据えております。 

 では、どうやって評価するのかということでございますけれども、１つは基礎となる情

報の収集です。法科大学院に自己点検、自己評価というものを実施していただき、その報

告書を分析する。それから、財団によって現地調査及び学生、教員のアンケート調査を行

うということなどを通じて実態を把握するということです。これらによって把握した情報

を分析し、評価の基準に照らして適格認定と分野物評価を行います。評価結果について異

議申立て手続が設定されております。 

 どの法科大学院を評価するのかということでございますけれども、今年４月に６８校開



 

 

校しております。さらに来年の４月にさらに６校開校する予定でございます。計７４校で

す。法科大学院を設置する大学が評価機関を選ぶ、という形になっております。評価機関

として考えられますのは少なくとも現在３つございまして、日弁連法務研究財団、大学評

価・学位授与機構及び財団法人大学基準協会でございます。 

 評価の時期でございますけれども、この財団の事業計画とも重なるわけでございますが、

２００４年、０５年、０６年は準備期間でございます。おもに評価員の研修とトライアル

評価を行います。実際に制度上の認証評価を行いますのは２００７年と０８年になります。

資料のほうには２００７年、０８年に１５校程度ずつ評価するということを書いておりま

すけれども、実際にはもう少し多くの数を手がける可能性もあると思っております。 

 次に、評価の体制でございますけれども、４つの段階がございます。まず認証評価評議

会です。これは最高意思決定機関でございまして、先ほどご紹介のありました１２名の評

議員からなっています。年２回開催され、評価基準の改正であるとか、あるいは評価委員

会の委員等の選任を行います。次に評価委員会でございます。現在２３名でございます。

年５回開催されまして、評価報告書の審議、決議をいたします。この評価委員会が評価事

業の中核を担う形となります。そして、具体的な法科大学院の現地調査であるとか情報の

分析を行い、評価報告書の基礎を固めるのが評価チームでございます。これは評価対象の

法科大学院ごとに５名から１０名の評価員から構成されます。最後が異議審査委員会です。

評議会によって選ばれた６名の委員からなり、評価報告書に対して法科大学院から異議の

申し立てがあった場合に審査を行います。 

 次に、事業収支でございます。収入は評価料のみでございまして１校当たり、入学定員

１００名規模の学校で３５０万円、３００名規模で４００万円の評価料が収入のすべてで

ございます。支出のほうは、毎年の固定費が１,９５０万円、それから１校を評価するごと

にかかる変動費が６０万円と見ております。収支バランスでいいますと、５年を通じまし

て３４校評価してバランスするという形になっております。 

評価の仕組みでございますが、基本となります評価基準が４７項目ございまして、４７

の項目それぞれについて評価判定をいたします。合格、不合格という評価基準、それから

５段階、多段階の評価をする評価基準とございます。その評価判定の結果に基づきまして

先ほど申し上げました２つの判定を行います。一つが適格認定、もう一つが分野別評価で

す。分野別評価は、９分野について５段階の判定を行うということでございます。 

 適格認定、いわゆる車検に当たる部分でございますけれども、この認定の仕組みをご説

明致します。４７の評価基準がございます。これは資料１９をごらんいただきましたなら

ば３つの分類に従って羅列されております。１つ目の分類、頭に二重丸がついております

けれども、法令由来基準と名前がつけられております。１つでも落とすと不適格認定ｍつ

まり不合格となるものでございます。２５ございます。多くのものは設置基準に由来して

おります。 

 ２つ目の分類が追加基準Ａでございまして、７つございます。基準の頭に黒い丸がつい

ております。これも原則として１つでも落としますと適格認定で不可がつくという、重要

性の高いものでございます。 



 

 

３つ目の分類は、頭に白い丸のついているもので、追加基準Ｂです。これが１４ござい

ます。仮にこれらの基準を満たしていなくても、適格認定で不合格がつくことはございま

せん。黒丸基準のほうで不合格が１つついた場合のリカバーに向けて考慮されう面もござ

います。 

以上が適格認定の仕組みでございます。 

 次に分野別の評価の仕組みでございます。先ほどご紹介いたしました４７の項目を９つ

の分野に分類し直し、分野毎に多段階の評価を行います。９つの分野と申しますのは、法

科大学院の運営体制と自己改革、入学者選抜、教育体制、教育内容・教育方法の改善への

組織的取り組み、カリキュラム、授業、法曹に必要な資質及び能力の養成、学習環境、成

績評価、修了認定、この９つの分野でございます。この９つの分野ごとに５段階評価をす

ることで、それぞれの法科大学院がどの側面で取り組みがすぐれているとか、あるいはど

の側面で改善が望まれるのかということを形にしていこうという考えでございます。 

 ここで当財団の評価の特徴でございますけれども、３つの評価機関の中で財団が選ばれ

るための売りとなるべきものでございます。４つございます。 

１つ目はエンドユーザーの視点を重視することでございます。司法サービスのエンドユ

ーザーの重視です。エンドユーザー及びそのエンドユーザーに近いという意味での実務法

曹の視点により、エンドユーザーと法科大学院との連携を財団の評価によってはかってい

こうということでございます。評議会あるいは評価委員会に、司法のエンドユーザーを代

表される方にご参加いただいているということが１つのあらわれであると考えております。 

 それから、法曹養成教育の評価に焦点を当てているという点でございます。これは評価

分野の一つとして、法曹に必要な資質・能力の養成ということを独立の項目として掲げて

おります。資料の９ページ、「法曹に必要な資質・能力」として、２つのマインド、７つの

スキルといったものを仮説として掲げております。こういったものを法曹養成教育、法科

大学院の教育にどのような形で取り入れているのか、実現しようと計画し、また実施して

いるのかということを、独立の評価分野として取り入れたという点に特徴があると考えて

おります。 

 さらに３つ目は、法科大学院の自主性を重視するという点でございます。創設期といい

ますか、黎明期の法科大学院でございます。どのような教育をしたらいいのか、どのよう

な教育が効果的なのかということについての、法科大学院の創造的な努力あるいは挑戦と

いったことを殺がないような形で評価をしていくということでございます。あるいはそれ

を支援していくということを意識するということでございます。 

 最後に、この財団の特徴というふうに考えておりますが、単に評価をするということで

はなくて、法曹養成教育の研究をするということでございます。財団の中で、法曹養成教

育がいかにあるべきかということの研究をしていくということでございます。 

 事業の準備の経過は先ほど飯田副委員長の方からお話があったとおりでございます。 

 次のページ、当面の課題ということで書かせていただいておりますけれども、１つは顧

客の獲得でございます。法科大学院に評価をご依頼いただくために、８月３１日に受けま

した認証を踏まえて全国の法科大学院にアプローチをかけていくということでございます。



 

 

これが当面の大きな課題でございます。２つ目が評価ツールの整備。評価報告書の作成要

領あるいはその評価の過程で必要になりますさまざまな事務書類あるいは手引き書等の研

究、作成でございます。特にこれからの２年間に、実務的なものとして確定していきたい

と考えております。その審議あるいは確定の場がこの評価委員会という位置づけでござい

ます。 

 最後、評価員の確保でございますが、評価員になっていただける方の募集及び研修です。

３年以内に１５０名規模で必要になっていくであろうと考えています。これが大きな事業

になると思います。以上でございます。 

○柏木委員長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの飯田副委員長及び山本事務局次長からのご報告に対して何かご質

問はございますでしょうか。よろしゅうございますか。 

 それでは、飯田副委員長から次の議題の７番、事業計画についてご説明をお願いします。 

○飯田副委員長 資料９をごらんいただきたいと思います。資料９は７月の認証評価評議

会にご提出してご承認をいただいたものでございますので、そのご説明をさせていただき

たいと思います。 

 まず評価委員会の立ち上げですが、本日第１回目を立ち上げたわけでございます。第２

項として、評価実施・報告のための詳細の整理ということでございますけれども、評価実

施に至るまでの実施要領等の詳細事項をこれから詰めていかなければならないということ

でございます。３番目が評価員の募集でございます。これは本日の議題の９番で具体的に

ご検討をお願いしていくことでございます。４番目が研修体制の構築及び実施でございま

す。評価員の募集と関連するわけでございますが、早急に研修体制を実施する必要がある

ということでございまして、これも本日の議題１０で具体的にご検討をお願いするところ

でございます。その次がトライアル評価の実施でございます。トライアル評価につきまし

てはその募集・勧誘等に着手いたしまして、これも議題１１でご検討いただくところでご

ざいますが、具体的にこの秋から実施に取り組んでおりまして、この本年度秋、来年春学

期、秋学期、２００６年とかけまして３０数校のトライアルを実施できればと思っている

次第でございます。次が６番目が認証評価契約の勧誘活動でございまして、この秋から着

手したいと思っております。本日の議題の１３で評価契約の留意事項についてのご検討を

お願いしたいと思っております。これらにつきまして法科大学院をさらに訪問したいと思

っております。具体的には後ほどご説明申し上げますが、トライアル評価の案内をしまし

たところ約４０校から評価を受けたい、あるいは説明を受けたいというお話がございまし

た。また本年６校の認可申請もございますし、合計５０校あたりの法科大学院をこの秋か

ら春にかけまして訪問し、いろいろな説明並びに契約、勧誘活動等をやっていきたいと思

っております。 

 次は、評価基準等のバージョンアップでございますが、今年から来年にかけましてトラ

イアル評価を実施いたしまして、それを踏まえて評価基準等をさらに進化させていかなけ

ればならないと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 次が法曹養成研究会でございますが、財団の基本規則は資料４でございますが、その第



 

 

２条に附帯業務として法曹養成教育に関する調査研究等の附帯事業を行うとなっておりま

す。この法曹養成教育においての研究活動を具体的に進めていく必要があるということで

ございます。 

 以上が本年度から来年度にかけましての事業計画でございます。 

○柏木委員長 どうもありがとうございました。 

 ただいまの点について何かご質問はございますでしょうか。よろしゅうございますか。 

 それでは、次の議題に進みたいと思います。次の議題８は評価の実施体制方法について、

それから議題９が評価員の募集・選任、さらに議題１０が評価員の研修についてですけれ

ども、これをまとめて議論したいと思います。各資料につきまして、それから内容、問題

点につきまして江森事務局員の方からご説明をお願いします。 

○江森事務局員 評価の実施体制、方法ということでございますが、既にご案内のとおり

認証評価評議会ができておりまして、この評価委員会ができました。いよいよ実施体制と

しては実際に現地調査を行う評価チームに加わっていただく評価員の方を集めなくてはい

けない、こういう状況でございます。議題９にいきますが、評価員の募集選任ということ

でこれまでやってまいりましたことをご紹介申し上げます。資料２２をごらんくださいま

せ。これは７月２日となっておりますが、この段階で私どものほうから出させていただい

た評価員募集のお知らせです。これは日弁連法務研究財団会員一般と、それから日本弁護

士連合会の法科大学院センターの関係会員へ配付させていただいたものでございます。 

 ここにありますように評価員の方には研修を受講していただく、そしてトライアル評価

へ参加していただく、ＡＢＡ研修へも、これは全員ということではないと思いますが、参

加していただく、あるいは認証評価に対するご提言をいただくというようなことをお願い

する計画で募集をしてみました。このときに一応資格要件といたしまして、資料２２の中

ほどですが、法科大学院の専任教員、いわゆる研究者教員と実務家教員の双方を含む、ま

たは実務法曹。実務法曹は、正式評価の時点では５年以上ということで、現時点では３年

程度の実務経験があればよい。そして、法科大学院での法曹養成教育に関心があればよい

と。これは本来ですと評価委員会のほうでお決めいただくべき資格要件なのですが、私ど

もの方で仮に置きましてご案内したということになります。 

 そうしましたところ、各界の方から、ユーザーの意見というのであれば一般の識者も入

れなくてはおかしいというご意見をいろいろいただきました。この段階では今申し上げた

ように財団の会員と日弁連の会員を中心にご案内したものですので、とりあえずこのよう

な形で出させていただいたということでございます。 

 これに関しまして約３０名程度のご応募をいただきました。ただし、１行目を見ていた

だくと、ご応募さえあれば評価員になれて、評価員の方には研修を受講していただく、こ

ういうような書きぶりにしてしまっておりますが、やはりこれは実際、研修に参加してい

ただいて、その時点で正式に評価員になっていただくのが筋であろうと、今の一般の方を

入れるという部分も少しあるんですが、それだけにとどまらず、やはり少し私どもの評価

の内容をご理解いただいた上で評価員になっていただくのが筋であろうと考えまして、少

し軌道修正をしたところでございます。 



 

 

 そういう流れの中で先に研修の日時を設定してしまって、そこへ来ていただける方を募

集するという形の方がより具体的であるし、より理想的であろうということで、資料４１

をつくりました。４１をごらんいただきたいと思います。今申し上げましたような趣旨で

評価員にご応募いただいた方はもちろんのこと、より広く研修を呼びかけていこうと。こ

れは評価員への応募とは表裏一体ということになると思いますが、そのようなことでこれ

は日付が入っておりませんが、この評価委員会でご了承いただければ早速発送しようとし

ているものでございます。トライアル評価を行います関係上、この研修というのも実は喫

緊の課題でございます。トライアル評価に行く評価員の方は研修を受けていただいていな

いと困るということもございますので、１枚目は各法科大学院あてにお送りさせていただ

くもの、２枚目は司法研修所の教官経験者の方にお送りするものというような形であて名

が違いますが、同じようなご案内をさせていただいております。３枚目以降、これは財団

の説明の概略でございますが、５枚目が一般用です。この次のところに日程がございます。

ページがございませんで、ご不自由かけておりますが、一般用とあって、その下、日時、

場所とあるページでございます。第１回がもう来月早々でございますが、１０月２日東京、

第２回が１０月４日東京、第３回が１０月１５日大阪、これだけの日程を押さえておりま

して同じことをやりたいと思いますが、このいずれかにご参加いただければいいかと思っ

ております。 

 ここにも参加資格として、先ほど冒頭にご紹介申し上げました資料２２と同じ文言が並

んでおりますが、ここについても今ご討議いただければありがたいと思います。研修後の

予定などは同じように書いておりますが、実はこれは文部科学省の委託研究の話が後で出

ると思いますが、それとの関係で評価員研修にお出になっていただいた研究者教員の方に

は謝金が出るというスタイルになろうかと思います。 

 資料４２に進みまして、これが研修の中身のイメージです。まず前提としまして認証評

価というものについてよくご存じない方も入ってくるんだろうということ、あるいは財団

というものについてよくご存じない方も入ってくるんだろうことで非常に大まかな話から

始めないといけないのではないかということです。研修の目的としてはまず喫緊の課題で

あるトライアル評価に評価員として参加するための知識や考え方を把握していただく。こ

れが目的になろうかと思います。研修の内容ですけれども、１でありましたように評価制

度の目的・内容の理解、それから私どもの評価基準をわかっていただくこと、評価方法を

ご説明してご理解いただくこと、そして実務的なところでは評価チーム報告書というのは

こんなものであるということをわかっていただく、それから、その他の庶務的事項という

ことになろうかと思います。３のところでは資格というところ、ここのところですが、再

三申し上げておりますが、このその他というところ、何らか要件を設けるべきか、あるい

は一般有識者としておいて、こちらの評価委員会でお諮りして、ふさわしい方を評価員と

して任命していくか、ここら辺のスキームをご討議いただければありがたいと思います。 

 評価員の数ですけれども、ここにありますように１５０名程度、これは必要な数でござ

います。もちろん１人の方に複数回行っていただいてもいいんですが、やはりいろいろな

ことを考えあわせますと、１５０名程度はどうしても必要だろうということでございます



 

 

ので、私どもとしてもご了解をいただけましたら精力的にお声をかけてまいりたいと思っ

ております。 

 スケジュールです。本日了解いただければ、早速発送いたしまして、先ほど申し上げた

３回の研修会があります。２月か３月にもう少し実務的な具体的な内容のものをもう一度

やる必要があるかなと考えております。これについてはまた詰めておりません。そういう

ことでございますが、呼びかけ先としまして先ほど申し上げたように各法科大学院、それ

から教官経験者はもちろんですが、当然のことながら私ども財団の一般会員、それから日

弁連の方の法科大学院センターの関係者、そのほかに法務省あるいは裁判所にはご理解を

得るように動いてまいりたいと思っております。 

 説明は以上でございます。 

○柏木委員長 ありがとうございました。 

 今のご説明の中で一番大きな問題は、ユーザーの視点を入れるということであろうかと

思います。オリジナルの原案は、評価員につきましては法科大学院の教員及び法曹という

ことになっておりましたけれども、先ほど資料４２の３番目の「３.その他」というところ

でエンドユーザー、直接のユーザーである人たちの代表を入れる必要はあるのではないか。

また、もしそういう方々に評価員になっていただくとすればどのような資格が必要である

かということが問題になるだろうと思います。この点についてはいかがでございましょう

か。 

○菊池委員 私も結論としてはそういうエンドユーザーに所属している人が入った方がい

いと思います。ただ、お聞きしていて、難点だと思いますのは、例えば現役で企業の中で

リーガル部門なんかに所属している人が本当はいいんですけれども、これに引っ張り出さ

れて出張するというようなことは結構実践的には難しいと思うのです、会社の仕事と並行

してやっていくということが。したがって、中間を行く考え方としては、６０歳ぐらいで

リタイアしたような人で過去に企業の法務関係に従事をしていた人は結構いると思うんで

す。またはこれと同等の知識、経験のある人みたいに多少広げてもいいのかもしれません

けれども。 

 ちょっと話がずれますけれども、家裁の調停委員に応募している人は今、企業のＯＢで

幹部職員なんかをやった経験者が随分多いんです。そういう人たちが直ちに法務の知識が

あるかどうかというのはよくわかりませんけれども、それとオーバーラップしているよう

な募集方法をすれば、結構皆さん、何か社会に貢献したいんだけれども、機会がない、体

力は余っているんだけれども、いい仕事が見つからないというような人は私の周りには多

そうな気がしておりますが、そういう人だったらわりとフリーに時間があるし、結構熱心

におやりになるから、あとは選別のところでどういう過去の経験がある人というのを多少

縛りを入れればふさわしい人がとれるのかなという感じはいたします。現役の人はなかな

か難しいんじゃないかなという感じがいたします。 

○柏木委員長 ありがとうございます。 

○飯田副委員長 今お話がございましたように本件は３泊４日の現地調査をするというの

が特色になっておりますので、それだけ時間を割ける方にお願いしたいということです。 



 

 

○柏木委員長 ありがとうございます。 

 確かに現役のサラリーマンが３泊４日の現地調査に協力するというと難しいのだろうな

と思います。ただ、やはり直接のエンドユーザーの意見というのは非常に魅力があると思

いますけれども。 

○日和佐委員 私もぜひ評価員の対象に入れるべきだと思うんですが、資格をどう規定す

るかというのは非常に難しいです。現実に募集してみて、それで考えるというのはちょっ

と無責任かもしれないんですが、どのような階層の方が興味を示して、応募してみえるの

か、そういうことも情報としてはほしいと思います。資格はなかなか難しいと思うんです。

監査部門にいた人とか法務関係とかは考えられるんですが、そんなに単純にはいかないよ

うな気もします。というのは今おっしゃいましたように実際に現役で企業に勤めている方

というのは３泊４日というのは企業側に理解がなければ難しいと思います。 

○柏木委員長 確かにエンドユーザーといっても、企業もあれば消費者もある、あるいは

ＮＰＯみたいなのもあるかもしれないし、企業の中でも大企業、中小企業とありますし、

いろいろなエンドユーザーが考えられるわけで、その中から統一的に資格をつくるという

のは非常に難しいかもしれません。 

○高木委員 評価員をすることが日本の社会において非常に大事なことなんだというある

種の価値イメージを我々が社会に向けてつくっていくということも同時にやらないとなら

ないのではないでしょうか。この職務を引き受けることは、国民として本当に大事なんだ

というのが提示していけば、ある程度時間拘束をして本務を離れるということも認められ

るというような考え方を形成していくことが大事だなと思います。我々のところでビジネ

ススクールの認証を４年前に受けて、今年、更新認証を受けているんですけれども、評価

員が世界から来るんです。日程調整が１年前ぐらいです。ですから、もうその方々は欧米

のビジネススクールのディーンをやられている方が５名ぐらいなんですけれども、慶應の

ための日程は相当手前でもって決める。だから、彼らにとっては相当緊急のことが起きな

い限り日本へ来るという日程が１年ぐらい前から決まるんですね。だから、そういう位置

づけの仕事なんだぞというふうに理解があれば動くのではないかと思います。 

○柏木委員長 ありがとうございます。 

 これは長期にそういう考え方を利害関係を持っている方の中に広めていくということに

なるんだろうと思いますけれども、大変貴重なご意見だと思います。先ほど菊池委員から

貴重なご指摘がありましたけれども、確かに企業人は難しいので、あるいは一本釣りをし

なければいけないかもしれません。むしろこちらで適当な人を探し当ててその人に直接依

頼するという方法になるのではないでしょうか。高木委員がおっしゃいましたような雰囲

気が社会の中で醸成されてくれば仕事はもっと楽になるだろうと思いますけれども、初期

の段階では頭を下げてお願いしなければいけないこともあり得るのではないかという気が

いたしております。この辺はいかがでございましょうか。 

○松浦委員 今、高木先生から外国からビジネススクールの学部長に来ていただくという

お話が出ましたが、それは同業者による評価という領域のお話だと思うんです。いま問題

にされているのは、同業者とか直接の利害関係者ではない視点を評価に入れるべきだとい



 

 

う見解だと思います。消費者や部外者にご参加願うとなると、その前提として、法科大学

院の関係者は、そのような方々の参加を通じて一体どういう情報を必要とするのかという

点を明確にしなければならないと思います。名古屋大学の場合、発展途上国に対する法整

備の支援をしながらロースクールの国際化に努力するということを言っているんですが、

外部の方に参加をお願いする場合、その方々からは現地で法整備に携わった経験や援助を

受けた側として、名古屋大学でやっているような教育で役に立つのかという点に結びつく

情報の提供を受けるところに意義があると思います。そうすると、３泊４日というような

定型ではなくて、スポットやテレビ会議のような形で話があってもいいわけです。いずれ

にせよ、１人の人間が全部を満遍なく評価するなんてことはできないわけですから、そう

するとロースクールの特色を持ったプログラムを評価するというような明確な視点がまず

もって必要です。ただ、外部の人を入れればよいというものではないと考えます。申し上

げたいのは、外部の方の参加が不要だということではなく、入っていただくにしても、ち

ゃんとしたフィードバックが得られる方に入っていただくという方向を少し検討してはど

うでしょうか。その意味では資格もさまざまであってもよいというように思います。 

○柏木委員長 ありがとうございました。 

 むしろそうしますと、具体的な名前を出して恐縮ですが、今の名古屋大学の例が出まし

たけれども、つまり各法科大学院は特徴を持つということになっているわけです。その特

徴に応じて評価員もその特徴をよくわかる人という観点から選んでもいいわけですね。つ

まりボランティアを自動的に受け入れるのではなくて、むしろ評価委員会が積極的にこう

いう人に評価員になっていただきたいというようなアプローチが評価委員会の方からあっ

ていいのではないか、こういうことです。 

○松浦委員 ええ、そういう可能性も１つ考えたらと思います。 

○柏木委員長 そうしますと、その法科大学院ごとに少しずつ評価員の資格というか、理

想の評価員のイメージというのは変わってよろしいし、むしろ変わるべきだということで

しょうか。 

○松浦委員 評価される対象が持っている特徴に応じて評価する人が変わるのは当然です。

ですから、高木先生がおっしゃったような１年前からの準備というのが１つの考え方では

ないでしょうか。もちろん、それが直ちに実現できるとは思いません。ただ、少し早い段

階で評価の日程が決まれば、大学側として積極的に評価してもらいたい点を申し出て、評

価されたことが、自分たちの行う教育の質の向上につながるという体制がとれるといいと

思います。ユーザーの評価をもらって、将来のための重要な情報を獲得するという視点を

とるとすると、かなり法科大学院の内情を知っているエンドユーザー（それは企業である

かもしれないし、ＮＰＯであるかもしれないし、あるいはある領域のボランティアである

かもしれない）の参加を期待したいと思います。 

○柏木委員長 ありがとうございます。現実にはかなり難しい面もありますね。多くの法

科大学院の中には地域密着型の法曹を育てることを特徴とするというのが非常に多いんで

す。地域密着型の法曹を育てるという理想を掲げている法科大学院を評価できる人という

のは、地域密着型の人か地域の人だろうということになりますと、地方で評価できる時間



 

 

と適性のある人というとちょっと難しいかもしれませんけ。ただ、マインドとしてはおっ

しゃるとおりかもしれません。 

○飯田副委員長 やはり有識者も加わっていただくことにしまして、ただ、今回の１０月

の研修会は対象としては法科大学院の教員もしくは実務法曹を対象に行って、それ以外に

また別途そういう研修の機会を今後考えていくということにしてはどうかと思います。具

体的に言いますと、資料４１の６枚目に一般用ということで研修要領が記載されているわ

けですが、この２に参加資格というところがあります。ここに専任教員または実務法曹と

書いてございますから、ここで縛ってしまうと将来動きがとれなくなってはいけませんの

で、ここの中に専任教員または実務法曹及び有識者という言葉を入れておいて、有識者の

要件については今後別途検討していくというようにしてはいかがかと思います。 

○柏木委員長 現実問題としては先ほどのようなことになりますと、評価される法科大学

院に応じてどういう人に評価員になっていただきたいかということを積極的にこちらサイ

ドから考える。その人にこちらからアプローチをする。しかもそういう人たちは大体忙し

いから、放っておいて向こうからセミナーに来るというようなことはないでしょう。そこ

でセミナーへの参加も積極的にお願いする。そういう相互作用で研修会の受講者というの

も決まってくるのかなという気がします。そうしますと、とりあえず資料４１に関して飯

田副委員長が指摘しました参加資格というのは一般有識者程度のあいまいな表現でぼかし

ておいて、具体的な評価員につきましては個別にこの評価委員会で審査するということで

いかがかと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 

○日和佐委員 スタートして、とにかく最初のときはある程度ネゴシエーション等が必要

になってくると思うんです、現実的に、オープンにしてもなかなかそういう方には応募し

ていただけないということもありますから。ですけれども、基本的には将来的にあまりい

ろいろと意図しないでオープンにしていくことはとても大事なことだと思うんです。公開

性を持たせていくということですね。ですから、そういう観点に立って受講された方が承

諾されれば即、評価員というこの文章がそのように読めるわけですけれども、このあたり

を一般の場合にはもう少しぼかして、それでどのような方が応募してみえるのかという実

態を私たちは知りたいなという気がいたします。ですから、意図的に何らかの形で形づく

るということも一方では必要だと思いますけれども、オープンにしてみてはいかがかと思

います。法曹関連のＮＰＯというのはいろいろありますから、一般用の案内を出してはい

かがでしょう。もちろんホームページでも公開して、公開度を高めて募集してみるという

ほうがいいかなと私は思います。 

○柏木委員長 確かにこの表現は研修を受講するとかなりの確率で評価員になるというよ

うなニュアンスになってしまいますね。 

○日和佐委員 そう読み取れますので、そうではない表現のほうがいいと思います。 

 江森事務局員、何かコメントはございますか。 

○江森事務局員 非常に参考になりました。少し事務局でも詰めたいと思います。もう一

つ、私どもの試算の中ではトライアル評価では日当が出るんですが、本評価では、交通費

など実費は出しますけれども、完全なボランティアということを考えて試算しております。



 

 

これが一般の方には現実的なのかどうか、そのあたりはいかがですか。それはそれで社会

の了解が得られていく範囲内のことでしょうか。 

○日和佐委員 どういう方かにもよると思うんです。企業にはボランティアを要求してい

いと思うんですけれども、ＮＰＯ等になるとＮＰＯでもいろいろですから一概には言えな

いんですが、交通費の実費程度は支給するというような形じゃないかと思います。 

○柏木委員長 飯室委員いかがですか。つまり、ボランティアで評価員になってくれる人

がいるだろうかという点はいかがでしょうか。 

○飯室委員 どうでしょう。一般論としては僕は差しつかえないと思うんですけれども、

非常に多忙な方ですとボランティアまでやっている暇はないなという反応になるかもしれ

ないです。微妙です。 

○飯田副委員長 事業計画の中では現地調査に行く、現地調査そのものは宿泊費、交通費

は出ますけれども、日当等はなくてボランティアということです。事前の検討をするため、

あるいは事後の検討をするためにわざわざ東京でやるときには交通費、旅費以外に若干の

謝金は用意しなければいけないのかなと。１万円とかそれぐらいになると思いますけれど

も、そういうような形に今、事業計画はなっています。完全にボランティアではなくて、

現地調査はボランティアですけれども、検討等については若干の謝金はお出しできるよう

にしたいなと思います。 

○菊池委員 なぜ現地調査はボランティアというふうに決め打ちをされたんですか。その

趣旨は何ですか。 

○飯田副委員長 端的に言いますと、アメリカのロースクールの評価制度はボランティア

で行われているということが１つございますし、金銭給付と評価が結びつかない方がいい

という考え方が２点目です。第３点目は、現地調査のときまで謝金を出すというと、財政

的に破綻してしまうという、その３つの要素があります。 

○飯室委員 その問題とも絡んでくるんですけれども、先ほど先生がおっしゃった特定の

の方面に詳しい人が参加するというのは大変重要なことだろうと思うんです。いろいろロ

ースクールが自分のところの特色を出そうと思って苦労していても、ある意味では暗中模

索でやっている部分があるわけでしょうから、その部門に詳しい人が評価員として参加し

て、ロースクールはこれで役に立つと思っているけれども、実際は役に立たないよなどと

評価するのはロースクールにとって今後の向上のためにも大きな意味を持ってくるんだろ

うと思うんです。だから、ロースクールにあなたの意見を反映させてくださいみたいな形

で、有識者を募集できませんか。単なる評価ということじゃなくて、あなたの意見を反映

させましょうみたいな形はどうでしょうか。 

○柏木委員長 先ほども高木委員がおっしゃったこういう評価に参加することが非常に価

値のある社会貢献なんだという評判を高めるということにもつながってくるんだろうと思

います。 

○市川委員 先ほどの日当なんですけれども、やはり一般有識者の方が加わってくるとい

うことになりますと、日当等はやはり必要なんじゃないかなという感じがするんですけれ

ども。やはり法科大学院の教員でしたらこれはお互いさまなんです。相互にし合うという



 

 

ことになるでしょうし。法曹の方も自分たちの後輩を育てていくんだということになりま

す。やはり一般の方の場合は少し違うんじゃないかなと感じられます。 

○柏木委員長 ありがとうございます。 

 弁護士の方にとっても直接の利害関係があるからかもしれませんけれども、弁護士の社

会貢献のマインドは一般の方に比べて非常に高いです。だから、そこに甘えるというのじ

ゃないけれども、弁護士は日当なしでもいいのかもしれませんけれども、やはり一般の方

はちょっと違う、感覚が違うかもしれないと私もそう思います。この辺は要検討事項です。

評価員として法科大学院の教員あるいは実務法曹以外のエンドユーザーの方々を加えると

いうことにつきましてはどうもご異論はないようで、その方々をどう募集するかでその方

に対してボランティアでお願いするのか、あるいはある程度の対価を与えるのかというよ

うなことが残る問題かと思います。 

 そのほかにこの評価研修につきまして資料４２に幾つかの論点が出ておりますけれども、

ほかの点はいかがでございましょうか。大体１５０名程度の評価員が必要であるというこ

とで大変な数になりまして、これも一般の方々も入れるということになると、はたしてそ

れだけの数が１５０名全部じゃないとしましても、かなりの数が必要になる。４０校とし

て４０人は必要になるわけで、なかなか大変だという気がします。ほかにご意見はござい

ますでしょうか。 

○飯田副委員長 １点ご報告がございますが、評価員につきましては裁判所も法務省も推

薦をお願いしたいと思っていまして、できるだけ早くご依頼に行く予定にしております。

あすは法務省まで行ってまいりますので、大谷委員もよろしくお願いします。 

○柏木委員長 それでは、これで評価員について評価の実施体制、方法、評価員の募集・

選任、研修についての検討は終わることといたしまして、次の議題に進みたいと思います。 

 次はトライアル評価についてでございますけれども、これについて飯田副委員長のほう

からご説明をお願いします。 

○飯田副委員長 先ほど若干ご説明申し上げたところでございますが、資料２０と２１を

ご覧いただきたいと思います。本来はこの評価委員会のご承認を得て進めるべきところで

はございますが、６月７日に全法科大学院にトライアル評価のご案内というのをお出しし

ました。その結果が資料２１ということで、評価を受けることを希望する、説明を受ける

ことを希望するというところが４０校弱あるわけでございます。その中でこの２０００年

の秋学期についてトライアル評価について手を挙げてくださっているところが２校ござい

まして、國學院大學と早稲田大学でございます。この２校にトライアル評価を実施してい

くことについて評価委員会においてご承認をお願いしたいということでございます。 

○柏木委員長 いかがでございましょうか。まず手始めに國學院大學と早稲田大学でトラ

イアル評価をするということですけれども、何かご質問はございますでしょうか。 

○市川委員 秋学期に２校ということですけれども、この後お話しになられるかもわから

ないんですが、テンポはどうなるのでしょうか。いつごろということに実際にはなるのか、

あるいはそれに向けた研修等をして体制を整えていくということが、その２校について間

に合うのかどうかが気にかかるんですが。 



 

 

○飯田副委員長 実は國學院につきましては後ほど山本事務局次長のほうから説明がある

かと思いますが、先日訪問しまして１１月４日に現地調査をするという段取りで受け入れ

可能であるというお返事をいただいております。そういうことがありまして、この１０月

に研修をやる必要があると考えた次第でございます。早稲田大学につきましては今週金曜

日に参上しまして、詳細の打ち合わせをすることになっておりますが、１２月中ごろぐら

いに現地調査を実施できるようにお願いをしたいと思っている次第でございます。浅古委

員には是非よろしくお願いします。できれば東京地区以外のところでももう一校できれば

なということで今、検討を進めているところでございます。 

○市川委員 さっきそういう質問をさせていただいたのは、先ほどの研修について２段階

にわたって実施するということで、最初は概説編で２回目が来年になってから実施編を実

施するというふうになっていたものですから、それとの関係で実施編が来年になってから

ということだとすると、それまでに現地調査をトライアルとしてやるということについて

はどのような体制でやられるのか、その辺が気になったという趣旨です。 

○飯田副委員長 実際に法科大学院の評価は日本で初めてでございますから、だれも実施

した経験がないわけです。ですから、今回実際にトライアル評価というのは実施のトライ

アルも含まれているわけでございまして、実際にそのトライアルをやりまして、どのよう

にしたらいい評価ができるかということを我々自身が経験しまして、それを踏まえてさら

に実施のトライアルの研修をやっていきたい、そう思っているところでございます。 

 そういう意味では今回お引き受けいただいたところは我々自身の研修が主たる目的でご

ざいますから、大変ありがたいと思っているところでございます。 

○市川委員 関係についてはわかりました。 

○柏木委員長 ほかにご質問はございませんか。この國學院大学、早稲田大学については

まさに本当のトライアルということで、評価員自身も自分で勉強しながらやっていくとい

うことになるんだろうと思います。この関係で今、國學院と早稲田２校についてはとりあ

えず手を挙げていることでもあり、ぜひ行いたいと考えておりますけれども、この２校に

ついてはよろしゅうございますか。 

（「異議なし」と声あり） 

 ありがとうございます。 

 もう一校、飯田副委員長がおっしゃいましたけれども、関西地区、東京は両方とも國學

院も早稲田も東京なものですから、東京以外でもう一校、特に関西地区あたりであればい

いなということで何とかトライアルをやりたいと思っておりますけれども、この学校の選

定に当たりましては、次回の評価委員会が１１月でございますので時間もあまりないので

正副委員長にご一任いただきましてよろしゅうございますでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

 ありがとうございます。 

 それから、さらにこの國學院、早稲田、それから東京以外のもう一校につきまして評価

チームを編成し、さらに評価委員会の中に評価報告書などを作成する分科会をつくらなけ

ればいけないのですけれども、これもトライアルのトライアルということで、評価チーム



 

 

専任及び評価分科会の設置につきまして正副委員長にご一任いただいてよろしゅうござい

ますでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

 ありがとうございます。 

 それから、もう一つは、國學院と早稲田大学のトライアル評価ですけれども、評価の主

査につきましては國學院について川端委員、それから早稲田大学について宮川委員にお願

いしたいと考えております。よろしゅうございますでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

 ありがとうございます。 

 それでは、具体的なトライアル評価の実施内容につきまして、國學院について山本事務

局次長からご説明をお願いします。 

○山本事務局次長 資料２５をご説明させていただきたいと思います。８月３０日に資料

２５を國學院大學法科大学院院長のもとに持参いたしまして、トライアル評価をこういう

形で実施させていただけないかというご相談に上がりました。先ほど市川委員から評価は

できるのか、体制ができるのかというご指摘がございましたが、まさしくそのとおりでご

ざいまして、トライアル評価は、かっちりとした体制ができて、それに基づいてもう評価

結果を出すということがはたしてできるのかどうか、どうやればうまくできるのかという

ことをご相談させていただきながら実施させていただきたいという位置づけのものかとい

うふうに考えております。 

 資料２５に沿ってご説明致します。國學院大學法科大学院は、入学定員５０名でござい

まして、実際の教育を始めてから半年でございます。法科大学院自体も非常に模索状態の

ところで、まだでき上がった形での評価というのはおそらくあり得ないということを踏ま

えまして、評価分野としては３分野に絞っております。１つが教育内容・教育方法の改善

への組織的取り組み、いわゆるファカルティー・デベロップメントです。２つ目が授業が

どのようになされているかということです。３つ目が法曹に必要な質及び能力の養成を教

育計画の中にどのように取り込んでいるのか、どのように実施を試みているのかというこ

とです。この３点に絞って、いわゆる多段階評価をしようということでございます。もち

ろんこれに関連する限度で、ほかの分野の評価も一部入ってくる可能性はございます。 

資料２５の２枚目、作業内容とスケジュールについてでございますが、まずは、自己点

検評価報告書を、ここでは希望時期９月末となっておりますが、１０月の第１週、１０日

あたりを目途に作成いただくということでお願いしております。具体的にどのような内容

になるかということは今日のご審議を踏まえて、明日までにご連絡差し上げるということ

にしております。後で別の資料でご説明させていただきます。 

 次に、アンケート調査です。これは学生及び教員に対するものですが、１０月の初旬に

回答が返ってくる形で考えております。それから現地調査です。１１月４日木曜日という

ことで受け入れ体制をご検討いただいております。授業科目としましては、憲法の科目が

１つ、刑事科目が１つ、それから臨床、クリニックが１つでございます。評価報告書は原

案をつくって、評価委員会で審議することになりますが、時期的にはおそらく１月の評価



 

 

委員会になると考えております。 

 それから異議申し立て手続です。今回まさしく初めてということですので、評価報告書

のあり方については、できるだけこの評価委員会で審議していくという形をとるのが適切

ではないかということで、異議申立審査会での審議はしないようにしております。 

 そのほか法科大学院の教育等に関する基礎的な情報の収集の仕方につきましては、法科

大学院の方の情報の管理状態であるとか、どのようにすれば法科大学院の手をできるだけ

煩わせずにアクセスできるかということをいろいろ研究させていただきたいということで

申し出ております。 

 以上が國學院大學法科大学院と相談させていただきました内容でございまして、資料３

ページ以降にはその関連する評価基準が書かれております。 

 最初の作業となります自己点検評価報告書について、資料４７をご覧頂けますでしょう

か。一体どのようなことを書いていくのかということでございますが、おおむね資料４７

に掲げたようなイメージでございます。総論と各論とございまして、総論のほうは自己点

検評価報告書を作成したプロセスを書いていただくということ、これはある意味では形式

でございます。各論部分、ここで自己点検と評価の結果を記載していただくわけですが、

評価基準に従ってこのような内容を書いていただくことになるのではないかということを

掲げております。おおむねどの項目についても同じようなスタイルになっているんですけ

れども、たとえば、法曹に必要な資質・能力の養成をどう計画し実施していますかという

ことにつきましては、当法科大学院で養成しようとしている法曹の姿がどのような法曹で

あるのか。なぜそのような法曹を養成することとしたのか。そのような法曹に必要な資質

と能力とはどのようなものであると当法科大学院は考えるのか。そのような資質・能力は

どのようにして養成することができると考えているのか。それを履修科目等でそのほかで

どのように取り組んでいるのか。その具体的な展開。それから、法科大学院としてそのよ

うなことを協議し取り組んできたのか。法科大学院として組織的に取り組んできたのかと

いうようなことを書いていただく。そういう取り組みの教育効果をどうやって検証するこ

ととなっているのか。その検証の結果をどうとらえ、どうその後反映させていくのか。ま

だ半年ですので、いわば中途報告のようなものになるかもしれないですけれども、どうい

う取り組みをしているのか。それを法科大学院としてはどう評価しているのか。それを５

段階評価でいうとどう判定するのか。これを書いていただくのかどうかというところがあ

る意味では難しいところかなというふうに考えます。 

 判定の仕方なのでございますけれども、資料４７の３ページの一番下のところに、Ａ＋、

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの判定を、現時点では、仮にこの程度の判定基準で行うことで書いており

ます。 

 まず下からいきますと、Ｄ、全く取り組んでない。法曹養成などということは特に意識

していないというところは、取り組みがなされていないということになると思います。Ｃ

は、この評価基準の実施、例えば法曹養成教育であればその計画実施ということに向けて

意識的に取り組んでおりますという段階です。さらにＢとなりますと、その取り組みにつ

いてのプラン・ドゥー・シーのサイクルができている。つまりどういうことをやればいい



 

 

いのかという仮説を置いて、それに取り組んでみる。その結果の検証をこういう形で行い、

さらにその検証の結果に従って改善を施すというサイクルを意識した取り組みがなされて

いるということです。これがＢランク。さらにそのサイクルが軌道に乗っていて、評価基

準で目的とするところの効果を上げている。ここでの効果というのが何であるかというの

がまた難しい問題ではありますけれども、そこに至ればＡランク。さらにその効果が卓越

したものである場合にはＡ＋と。非常に抽象的ではございますけれども、今の段階であれ

ばこういう程度の判定基準を仮に置いて、この基準に従っていけば当法科大学院はこのラ

ンクであるという旨の判定を書いていただきたい。こういうような自己点検評価報告書に

なるのかというイメージを持っております。 

 同様に、授業については、適切な履修選択、科目に適した授業の実施、つまり科目ごと

にどういった事業を行うのが適切なのか、双方向ということだけれども、どういう形で取

り入れているのか、あるいはいないのか、あるいは理論と実務の架橋というものをどうい

うふうに生かしているのか、あるいは臨床科目についてどう取り組んでいるのか。クラス

の人数は科目によってどの程度の人数が適切であるかというふうに考えて、あるいは検証

の仕組みをつくっているのかを書いていただく予定です。 

さらに、教育内容・教育方法の改善、ＦＤ活動については、どのようにして取り組んで

いるのか。そのＦＤ活動の中で学生による授業評価あるいは科目内容の評価を実施してい

るのか。どのように活用しているのか。それぞれについての現時点での、いわば取り組み

の状況を書いていただく形なのかなというふうに考えています。 

 最後のページには記載方法を書いております。記載内容を裏づける資料は資料番号とし

て添付し、脚注でつながりを示すようにしております。これが自己点検評価報告書のイメ

ージです。こういうやり方が適切なのかどうか、あるいはほかにやりようがあるのかとい

うこと、まだ模索段階での第１号ということで一応提示させていただきました。 

○柏木委員長 ありがとうございました。 

 続いて、早稲田について飯田先生からお願いします。 

○飯田副委員長 今週金曜日に打ち合わせに参上するわけですが、資料２５、４７、４８、

４９に沿って、どのようなものを作成して打ち合わせに入りたいと考えているのかをご説

明いたします。できれば１２月中旬ぐらいに現地調査をするということで、１月中には評

価チーム報告書が作成されて、２月には分科会で検討いただいて、３月の評価委員会で評

価報告書をご検討いただく、そのようなスケジュールでできればと考えている次第です。 

○柏木委員長 ありがとうございます。 

 ついで宮武事務局員から資料２６から３８までのご説明をお願いします。 

○宮武事務局員 私のほうからは、トライアル評価で用いる実務的な書面が２６から３８

まででございまして、今回一連のものとしてお出ししますが、今後使用していくための１

つのたたき台というようなことでお出ししておりますので、今後お目通しいただいてご意

見、後日のメール等でも結構ですのでいただければと思っております。 

 概略につきましては２６が全体的な実施の手順、２７が流れ図にしたものでございます。

２８がトライアル評価の中でも重要な現地調査の実施についてのイメージ図でございます。



 

 

２８の２枚目の裏に現地調査の流れが書いてございます。トライアル評価では１泊２日と

なるわけですが、ただ、これは例えばどの授業を見るかというようなところで大きくスケ

ジュールも変わってくるかと思います。この辺は事前の打ち合わせ等でご活用になるよう

な、変わっていくということでございます。２９につきましては現地調査を踏まえて評価

チーム報告書を作成する場合の要領でございます。資料３０は現地調査に先立ちまして行

われる自己点検評価報告書の提出方法等についての説明資料、それから３１が自己点検評

価報告書に添付する資料の一覧でございます。３２は自己点検評価報告書の最初に記載す

る法科大学院の基本方針の記載例。３３につきましては実際に現地調査を行った場合の評

価員の所見を書くものです。各評価基準に従って書いているというものになっております。

それを踏まえて評価チーム報告書の所見をするのが資料３４でございます。それから資料

３６ですけれども、添付資料として自己点検報告書の添付資料として用いられることが想

定されるもの、このすべてを出すわけではありませんが、その例として今回の評価基準３

つに則して例として挙げられているものでございます。資料３７が基本的な数量的なデー

タにつきましてデータ集の形で挙げていただいたというものが３７です。それから３８が

授業見学を行う際にその印象について整理して記載するための記載シートでございます。 

 そして、ご検討いただく際の視点と申しますか、評価のための評価ではなくて、やはり

教育内容の改善につながるような評価を目指しておりますが、このような記載要領等をど

の程度詳細に定めるとよいのかというさじかげんといいますか、あまりに詳細にしてしま

いますと、それをこなすだけのような事務作業のような評価になってしまいますが、あま

りに漠然としたものですと何を書いたらいいかわからなくなってしまうというところがご

ざいまして、そのあたりの詳細化の程度というところが悩みの１つでございますので、そ

のあたりもご意見をちょうだいして、それからトライアル評価を踏まえてそのあたりをバ

ージョンアップしていきたいと考えております。私からは以上です。 

○柏木委員長 ありがとうございました。 

 大分盛りだくさんの内容でございますけれども、資料２６から３８はまたじっくりごら

んいただいてご意見をお聞かせいただくということにいたしまして、今までのご説明につ

きまして何かご質問、ご意見はございますでしょうか。資料２６から３６につきましては

ぜひメール等でご意見をお知らせいただきたいと思います。 

 それでは、次は議題１２、文部科学省委託研究についてでございますけれども、これも

山本事務局次長からご説明をお願いします。 

○山本事務局次長 資料４４に沿ってご説明致します。今年の６月、７月、８月、文部科

学省の高等教育局高等教育企画課と法科大学院の認証評価のあり方についての調査研究を

行うにあたり、内容をご相談させていただいているものでございます。昨年度のこの評価

基準のあり方等につきまして研究報告書をご提出しておりますけれども、本年度はいよい

よ法科大学院の授業が始まったということを踏まえて、より実際的な評価基準なり判定の

基準あるいは評価方法あるいは評価体制の構築、特に評価員の研修プログラム、このあた

りを今年は中心に研究するということをお話しているところでございます。 

 内容は２のところに書いておりますけれども、より実際的な細かいものも含めた当財団



 

 

の行う認証評価の具体的な手引き書等が成果物となっていくイメージでございます。作業

計画としましては、当評価委員会での検討、今回及び１１月、１月、３月あたりの検討が

中心になろうと思います。プレトライアルとして授業見学会を６回程度考えております。

それからトライアル評価、これは３校＋と書いてありますが、できれば５校程度。それか

ら評価員研修を９０名程度、法科大学院の訪問調査を５０校程度。アメリカのＡＢＡの評

価方法手続等の分析と評価員研修の参加を８名程度。できますならば、その成果をまとめ

たものをシンポジウム等で来年の３月に発表する。こういうあたりで研究を行う方向で計

画を検討しているところでございます。以上です。 

○柏木委員長 ありがとうございました。 

 何かご質問、ご意見はございますでしょうか。 

 それでは次に、議題１３の認証評価委託契約について宮武事務局員から報告をお願いし

ます。 

○宮武事務局員 資料４５をご覧ください。認証評価契約書のイメージですが、財団と対

象法科大学院との間でこの認証評価を行うという契約を締結するということになります。

本日お配りしたものはそのイメージといいますか、含まれる内容についてのイメージを持

っていただくものでございます。まず認証評価で適用する基準や規則につきましては、本

日の配付資料等にもありますが、別途評価基準や基本規則、手続規則等がありますけれど

も、それに準拠して行うという契約の定めになると思います。そして、それらを変更した

ときにどのように扱うかというのがこの契約書での定めになるかということになりますが、

③にありますけれども、基本的には変更したときに通知を行って、その通知のなされた年

度の翌年度以降に法科大学院が作成する自己点検評価報告書、それに基づいて行う認証評

価について、その新しい基準を用いる。ただ、それより新しいものを使ってもいいよとい

うような場合は繰り上げ適用もできますし、また④に書きましたが、変更は困るというよ

うな異議が出された場合には変更前の基準を適用することもできるという定めになってお

ります。 

 それから、②につきましては守秘義務でございますが、この契約書上、論点としまして

は、例えば守秘義務違反等があった場合に最悪損害賠償といいますか、そのようなことが

起きた場合の定め等を設けるべきかどうかというようなことも検討事項としては生じるか

と思います。それから、評価手数料ですけれども、金額につきましては具体的に定められ

るんですが、②としましてこの契約後に過去、同規模のほかの学校との間でさらに安い金

額で定められたときにはその安い金額に合わせるという、いわば最恵国待遇的な条項を定

めるべきではないかというものでございます。 

 ①の支払い方法につきましては、契約後に全体的な評価のスケジュールを定めるときに

１回、それから自己点検評価報告書を提出するときにもう１回支払うという、このスタイ

ルを標準としようと考えておりますが、年度ごとの分割払いであるとか、あるいは聞くと

ころによれば国立大学等では結果が出た後でないと払えないようなこともあり得るという

ようなお話も聞いておりますが、それはこの契約にどのように寄与するのかというような

点も課題になるのではないかと思いますが、そのような実情等も検討していただくという



 

 

ことになります。 

 それから、評価実費につきましては現地調査の評価員の交通費、宿泊費等ですが、１学

年１００名程度で５０万円、大規模校で１００万円程度の限度額を設けて、その超過額は

財団が負担するというような形になります。 

 それから、５番は、そういった評価手数料等が支払われなかった場合に財団として評価

の作業をストップすることができるというような条項でございます。それから、契約期間

につきましては、契約後、初回の認証評価における評価報告書が確定するまでという期間

を定めて、それまでの間に更新しないという通知があった場合には、その評価確定時に通

知をする。その通知がないときには自動更新という一応イメージを出しております。 

 それから、解約につきましては、これは法科大学院側からの解約通知というものは、自

己点検評価報告書提出時までではないかというふうに一応切っております。この趣旨は、

つまり不可が出てから解約するということはもちろんできないわけで、どこかで解約でき

ない時期を設けるべきだということでございます。それから、その場合に納められた手数

料の返還をどのように定めるかということも検討することになってまいります。それから、

この契約を今後両当事者間でどのように改定するかという方法等についても検討課題とな

っております。以上でございます。 

○柏木委員長 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、ご意見はございますでしょうか。 

○宮武事務局員 それから、冒頭に申し上げたパンフレットについてももしご意見等あり

ましたらいただければと思います。 

○柏木委員長 パンフレットについてはいかがですか。何か修正点はございますか。細か

い修正点であれば後で宮武事務局員のほうにご連絡をお願いいたします。 

 それでは、次に議題１４ですが、法曹養成教育研究会についてですが、これは先ほど飯

田副委員長のほうから言及がございましたけれども。 

○飯田副委員長 先ほどご説明申し上げましたように資料４の第２条で、この評価事業の

附帯事業として法曹養成教育に関する調査研究を行うとなっておりますので、その仮称、

法曹養成教育研究会の立ち上げをしていく必要があるということで、その準備会をこれか

ら進めていきたいと思っておりまして、座長としては川端委員にお願い申し上げたいと思

っております。概略は以上でございます。 

○柏木委員長 ありがとうございました。 

 この点についてご質問はございますでしょうか。 

○菊池委員 今の最後の話は評価委員会とどういう関係になるんですか。 

○飯田副委員長 当初スタートは認証評価事業の附帯事業として研究会を立ち上げていき

たいということで、評価をより充実した中身の濃いものにするために法曹養成教育という

のをあわせて研究していくという、そういう趣旨でございます。 

○柏木委員長 ほかにご質問はございますでしょうか。 

 それでは、最後になりますが、その他につきまして９月１１日に予定しておりますシン

ポジウムについて江森事務局員からご説明をお願いします。 



 

 

○江森事務局員 お手元の資料４６、黄色い紙でございます。これがシンポジウムのチラ

シでございまして、もう今度の土曜日ですけれども、このような催しを財団として行いま

す。後援は日本弁護士連合会、法科大学院協会からいただいております。下のほうにあり

ます申し込み締め切りはもう終わっており、現時点で２４０名程度申し込みをいただいて

おりますが、まだお席はございます。お申し込みいただければありがたいと思います。 

○柏木委員長 ありがとうございました。 

 これで今日予定いたしました議題の審議はすべて終了いたしましたが、ほかに何かここ

で検討することはございますでしょうか。ございませんようでしたら第１回評価委員会は

これで終了いたしたいと思います。 

 次回は１１月１９日午後５時から７時までを予定しておりますのでよろしくお願いしま

す。 

 それでは、今日はご多忙のところご協力をどうもありがとうございました。 

 

                                                                       以上 

 


