
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（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２回）議事録    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２００４（平成１６）年１１月１９日（金）午後５時～７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２回）議事録 

 
１ 日 時  ２００４（平成１６）年１１月１９日（金）午後５時～７時 
２ 場 所  弁護士会館１６階来賓室 
３ 出席者 
  委員長   柏木 昇 

副委員長 飯田 隆、京藤哲久 
委  員 浅古 弘、阿部一正、飯室勝彦、池田辰夫、市川正人、梅田正樹 
     大谷晃大、大出良知、小幡純子、菊池武久、小山 稔、高木晴夫 
     長谷川裕子、松浦好治、宮川光治、村瀬 均、山野目章夫 
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 
事務局長 由岐和広 
事務局次長 山本崇晶 

  事務局員 江森史麻子、水原理雄、宮武洋吉 
４ 議 題 
 １）評価員の募集および評価員研修について 
 ２）評価員の選任について 
 ３）トライアル評価について 

・ 國學院大学法科大学院 
・ 早稲田大学法科大学院 
・ 新潟大学法科大学院 
・ 分科会 
・ 今後の計画 

 ４）評価判定基準について 
 ５）プレトライアル（授業見学研修会）について 
  ６）認証評価委託契約について 
  ７）法科大学院訪問 
  ８）文部科学省委託研究について 

・ ABA 評価員研修参加 
 
５ 資料 

資料 50 評価員関係資料 
①10/2、10/4、10/15 の評価員研修の式次第 

 ②評価員申込書及び経歴書 
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 ③評価員候補者名簿 
資料 51 國學院、早稲田、新潟トライアル評価チーム名簿 
資料 52 早稲田大学・新潟大学トライアル協定書 
資料 53 國學院用トライアル評価関係資料 

①國學院へのトライアル評価説明書 
 ②トライアル評価実施要領（評価員用） 
③アンケート（学生・教員） 
④評価員所見記入シート 

資料 54 早稲田用トライアル評価関係資料 
①トライアル評価実施要領（法科大学院用） 
②トライアル実施大要（評価員用） 
③法科大学院基本データ集（様式） 
④アンケート（学生・教員） 

  資料 55 新潟用トライアル評価関係資料 
①トライアル評価実施要領 

   ②法科大学院基本データ集（様式） 
   ③アンケート（学生・教員） 

資料 56 分野別多段階評価の判定基準（案）－分野４、６、７ 
資料 57 プレトライアル依頼書（依頼先） 
資料 58 認証評価委託契約書（案） 
資料 59 年次報告書案 
資料 60 第１回評価委員会議事録 
資料 61 トライアル評価実施案内資料一式 
①日弁連法務研究財団トライアル評価実施のご案内 

   ②法科大学院基本データ集（様式） 
   ③学生アンケート（案①） 
   ④学生アンケート（案②） 
   ⑤教員アンケート 

資料 62 分野別多段階評価の判定基準（案）－分野１ 
 

６ 議 事 
 別紙のとおり 
（注：議事中の個別事案の内容に関わる発言箇所については正副委員長の了承の下、事務

局にて削除している。） 
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【柏木委員長】  それでは１７時になりましたので、日弁連法務研究財団認証評価事業

第２回評価委員会を開催させていただきます。 
 最初に事務的なことですが、議事録は公開することになっておりますけれども、きょう

の議題の３番目、トライアル評価についてでございますけれども、これの中身は、実際に

トライアル評価をやった事項が含まれておりまして、公表に適さないこともありますので、

このトライアル評価についてのどの項目を公開しないかということにつきましては、恐れ

入りますが、私にご一任いただければと思います。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。 
 それから、前回いらっしゃることができなくて、きょう初めての委員の方々がいらっし

ゃいますけれども、まだ全員がそろっていらっしゃらないので、これももうちょっと時間

がたったところで、きょう初めての委員の方々に自己紹介を簡単にお願いしたいと思いま

す。 
 それでは、議題の第１番目、評価員の募集及び評価員研修についてですが、由岐事務局

長からお願いします。 
【由岐事務局長】  お忙しいところ、ほんとうにありがとうございます。それでは、こ

れまで評価員研修を実施させていただきました結果及び評価員の選任について、簡単にご

報告させていただきます。 
 ９月、１０月と評価員研修を３度実施させていただきました。東京で２回、大阪で１回、

正確に申しますと１０月２日、１０月４日、１０月１５日、資料５０の表紙に書いてあり

ますが、この３回、評価員研修を実施させていただきました。評価員研修の内容について

は、資料５０の２枚目に記載されているとおり、実施いたしました。２枚目が１０月２日

東京で行ったもの、３枚目が１０月４日に東京で行ったもの、１０月１５日は大阪で行っ

たものです。いずれもメンバーは事務局でやらせていただきましたが、参加者の合計が私

どもの計算では１３０名ほど出席していただきまして、現時点で９３名の評価員候補者名

簿に記載させていただいております。評価員名簿につきましては、ただいまお持ちしてお

りますが、資料５０の後ろから３枚が評価員候補者として名簿登録されている方々でござ

います。 
 実は、この評価員の決定につきましては、法科大学院認証評価事業基本規則３３条で、

評価員は評価委員会により選任されるものとし、認証評価評議員、評価委員会委員との兼

任を妨げないとなっておりますので、本日ここで評価員の選任をいただければ、評価員選

任名簿に登載される形になります。したがいまして、その決議をいただくとともに、９３

名の先生はいずれも適格であると考えておりますので、まずその点からご議題にしていた

だければと思います。 
【柏木委員長】  ただいま由岐事務局長からご提案がありましたように、この評価員候

補者名簿に記載されております方々につきまして、ご異議のある方いらっしゃいませんか。

いらっしゃらなければ、一括承認ということでよろしゅうございますか。 
 それから、まことに申しわけないのですけれども、私は委員長として当然これには参加
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すべきだと思ったものですから、申込書を今は出しておりませんが、この名簿に載ってお

りません。よろしければ今出しましたので、９３名につけ加えまして、私、９４番目でご

ざいますが、ご承認いただければと思います。大出先生もですか。９５番目に大出先生と

いうことで、ありがとうございます。 
【由岐事務局長】  では、一緒に登載させていただくということでよろしくお願いいた

します。 
【新堂理事長】  これは理事長としてではなくて、私の大学の所属の教員から指摘され

たのですけれども、きょう会議でジェンダーのことを検討すると言いながら、女性の評価

員が少ないんじゃないのか、おかしくないのかというきついおきゅうを据えられまして、

そのあたりは今後検討してくださればと思っております。 
【柏木委員長】  その件、由岐事務局長よろしくお願いしたいと思います。それでは、

どうもありがとうございました。 
 次は、皆さんおそろいですので、前回いらっしゃることができなかった委員の方々の自

己紹介を簡単に、１人１分ぐらいずつお願いしたいと思います。まずは阿部委員、お願い

いたします。 
【阿部委員】  新日本製鐵知的財産部長の阿部でございます。前回、社内の発明者の表

彰を社長の前でやって、私司会をやっておりましたので、どうしても抜けられませんで、

申しわけございません。という立場で一生懸命やらせていただきます。どうぞよろしくお

願いします。 
【柏木委員長】  ありがとうございます。それでは、梅田委員よろしくお願いします。 
【梅田委員】  紹介を受けました梅田でございます。司法研修所で検察教官をしており

まして、今２年目でございます。第１回目の委員会がございました９月６日は、５７期の

司法修習生の後期の授業がございましたので出席できなくて申しわけございませんでした。

ただ、議事録等、事務局から郵送いただきまして、目を通させていただいておりますので、

内容につきましては承知しております。ただ、この段階で私のほうから何か申すことは全

くございません。 
 ただ、せっかくの機会でございますので一言だけ述べさせていただきますと、２年間司

法研修所で教官をしておりまして感じますことは、入ってくる司法修習生がみずからの頭

で考えてみるということをいとうと申しますか、最近の若い子は自分の頭で考えずにすむ、

スキルなり、マインドなりを、ペーパーなり、あるいはフロッピーで欲しがる傾向にある

んじゃないかと思っております。そういった印象を今後は覆してくれるようなよき人材が

たくさん集まって研修所へ来てくれることを期待しておりまして、私も微力ながら、評価

委員会で何か力添えが皆さんと一緒にできるのであれば非常にうれしいと思っております。

今後ともよろしくお願いいたします。 
【柏木委員長】  ありがとうございます。それでは、山野目委員。 
【山野目委員】  早稲田大学大学院法務研究科の山野目と申します。大学では民法を専

攻いたしております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 
【村瀬委員】  東京地方裁判所の村瀬でございます。刑事第９部におります。前回は事
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件の関係で失礼いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。 
【宮川委員】  東京弁護士会所属の宮川光治でございます。司法修習を中心としてずっ

と法曹養成に携わってまいりました。現在は最高裁判所の司法修習委員会の委員でもあり

ます。よろしくお願いいたします。 
【長谷川委員】  連合で雇用法制対策局長をしております長谷川です。専ら労働関係の

法案対策と、紛争処理制度の関係をやっています。よろしくお願いいたします。 
【大出委員】  ひょっとして出席していたのかと思いました。９月６日はどうだったの

かというのを聞いて、今思い出しましたところ、ドイツに調査に行っておりました。九州

大学で法科大学院長を務めております。専門は刑事訴訟法、司法制度等を勉強しています。

どうぞよろしく。 
【柏木委員長】  どうもありがとうございました。失礼いたしました。 
 それでは、３番目の議題のトライアル評価につきまして、まず山本事務局次長から國學

院の状況をよろしくお願いします。 
【山本事務局次長】  トライアル評価の第１回目でございます。國學院大學法科大学院

の実施状況について、口頭でご報告いたします。資料は、資料５３というのがございます。

資料５３の７ページ。資料でのページ番号が端に振ってございますので、それの７ページ

のところに評価のスケジュールがございます。 
 國學院大學法科大学院には８月末に最初にお願いいたしまして、９月初めにお受けいた

だき、１０月に自己点検評価報告書を提出頂いています。１０月８日から１５日にかけて、

学生と教員に対するアンケート調査を行いました。それらの資料を踏まえまして、１０月

２５日、１１月３日に事前検討を行い、１１月４日に現地調査を行いました。 
 國學院大學法科大学院は入学定員が５０名で、在籍が既修者２名、未修者５３名でござ

います。教員は、専任教員１５名でございます。評価員７名で、評価基準のうち、第４、

第６、第７分野、つまりファカルティ・ディベロップメント、授業、法曹養成の３つの分

野について評価を進めております。 
 事前に出していただきました資料が自己点検評価報告書と、それを裏づける各種の内部

書類、それから、こちらから要求して出していただいたものが各科目のレジュメ、小テス

ト、試験問題、それから教授会等の議事録を事前にいただいております。それらの資料と

院生、教員のアンケート結果を踏まえて、１０月２５日及び１１月３日に事前検討をいた

しました。 
 同じ資料の１０ページに１１月４日のスケジュールが書いてございます。８時半から９

時まで施設見学等。９－１１時が法科大学院長・教務責任者等との対話で、プレゼンを受

けた後、質疑応答を行いました。教員がこの時点で６名出席です。１１時から１３時まで

が二手に別れて授業見学。１３時から１３時半は昼食及び、それと並行して評価チームで

の議論。それから、学生の試験の答案を控室に全部持ってきていただいておりましたので、

それを検分するという作業も行いました。１３時半から１４時１５分、大学院生との対話

でございますが、約５０名、ほぼ全員の院生に集まっていただきまして、対話する機会を

持ちました。１４時１５分から１５時は教員との対話でございますけれども、午前中の教
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員との対話、午後の教員との対話、１８時以降の法科大学院長との対話、全部合わせまし

て１０名強の教員と対話しております。１５時から１７時は、リーガルクリニックの授業

の見学。１７時から１８時は、どういうコメントを出そうかという打ち合わせを評価チー

ム内で行いまして、最後に法科大学院長らに対する講評を行いました。 
 前日の夕方から大学の近くのホテルに泊まりがけでやっておりまして、なかなか体力的

にも大変な作業であるという言葉が出ておりました。本番では、これをさらに３泊４日で

行うということでございます。 
 
           ＜個別の内容に関するため削除＞ 
 
【柏木委員長】  ありがとうございました。それでは、次に、宮武事務局員から早稲田

ですか。 
【宮武事務局員】  宮武でございます。早稲田につきましては、まず、資料５１の２枚

目に記載されております方が評価員ということで、１２名の先生に就任いただいて、今準

備中でございます。そして、実際の要領につきましては、資料５４が早稲田トライアルの

資料でございます。 
 この中でスケジュールにつきまして、２３ページが早稲田のスケジュールとなっており

ます。ちょうど自己点検評価報告書、アンケートをいただいたところです。１１月２６日

にそれを踏まえた事前検討会が予定されておりまして、現在、事務局と法科大学院との間

で補足的な作業を行っているという状況です。早稲田は規模が大きいということもありま

して、資料や評価員の先生も多いということで、事前検討会も２回に分けるということで、

１１月２６日と１２月１日の２回に分けた検討会を予定しております。そして、國學院と

同様に、１２月１３日、前日にホテルに宿泊して、１４日に現地調査を行うということで

ございます。現地調査の日程につきましては、同じ資料５４の１０ページになります。お

おむね國學院と変わりませんが、見学する授業の時間が異なってまいりたいというところ

で、多少日程が前後するところがございます。 
 それから、評価の内容ですけれども、項目が國學院から１つ増えまして、項目番号とし

ては１番ですけれども、ページで言いますと、資料５４の２２ページ、法科大学院の運営

と自己改革、それからいわゆるＦＤ、第４分野、それから第６分野の授業、第７分野の法

曹として必要な資質・能力の養成、この４分野について評価を行うということでございま

す。 
 早稲田につきましては、以上でございます。 
【柏木委員長】  ありがとうございました。それでは、続きまして、新潟につきまして、

また宮武事務局員からお願いします。 
【宮武事務局員】  新潟につきましては、資料５５が新潟の資料でございます。それか

ら、新潟のトライアルの評価員の先生方のリストは、資料５１の３枚目、８名の先生方に

お願いいたしております。 
 新潟につきましては、さらに評価の分野が１つ加わりまして、ページで言いますと、資
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料５５の２ページですけれども、先ほどの１、４、６、７に加えて、第５分野のカリキュ

ラムが加わった、ここに４分野と書いてありますが、正しくは５つの分野について評価を

予定しております。 
 スケジュールにつきましては、概略の２ページから３ページに記載がございますが、間

もなく自己点検評価報告書、それからアンケート等が提出される予定でございます。そし

て、１２月９日に事前検討会を実施いたしまして、年が明けて１月１９日に現地調査を予

定しております。大きな地震は起きておりますけれども、何とか現地調査の段取りをとり

たいと考えております。 
 アンケートを実施しておりますと、設問等につきましても、回答とともにさまざまな要

望も来ているところですので、そういったものも踏まえてしていきたいと考えております。

新潟等のスケジュールについても記載がありますが、また授業の日程等に合わせた変更等

がある程度で大きくは変わりはございません。 
 新潟に関しましては以上です。 
【柏木委員長】  ありがとうございました。以上、３校につきましてトライアル評価の

報告がありましたが、これに関しまして何かご質問はありますか。 
 
 

＜個別の内容に関するため削除＞ 
 

【柏木委員長】  ありがとうございます。ほかにご質問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、分科会、今後の計画についてお願いいたします。 
【飯田副委員長】  國學院のトライアル評価につきましては、評価委員会の先生方によ

る分科会を設けて、評価チームの報告書をご検討いただきまして、それを評価委員会に上

げていただくという段取りになってまいります。早稲田も同様であります。 
 分科会の委員の先生方でございますが、３名お願いしたいと思っておりまして、１名は

國學院の評価チームの主査の川端先生、もう１名は、今回初めてでございますので、柏木

委員長にみずからご出馬いただきたいということで、もう１名は早稲田の主査であります

宮川先生にお願いするということで、３名で國學院の分科会を構成していただきたいと思

っております。 
 早稲田のほうでございますが、早稲田の評価員の方は１２名いらっしゃいまして、その

中にこの評価委員会のメンバーである宮川先生、大出先生、亀井先生がいらっしゃいます

から、この３名の方で分科会を構成するということでお願いできればと思っておりますの

で、ご審議いただければと思います。 
 また、今後のスケジュールでございますが、國學院につきましては、事後検討会が昨日

行われまして、１２月上旬ぐらいには評価チーム報告書が上がってまいります。それを分

科会で検討いただきまして、２月２日でございますが、次回の評価委員会に提出いただく

というスケジュールでございます。 
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 早稲田につきましても、１２月１４日に現地調査を行いまして、次回の２月２日の評価

委員会でご検討いただくという段取りでございます。その後、２月初旬に各法科大学院に

送付いたしまして、意見をいただきまして、３月下旬に予定されております評価委員会で

評価報告書を確定いただくという段取りになります。３月２８日の評価委員会で確定いた

だくことになります。 
 新潟につきましては、１月１９日が現地調査でございますから、３月の評価委員会に評

価報告書の原案を上げていただくという段取りで進めていただければと思います。 
 ２００５年度につきましては、春学期、秋学期、それぞれ各１０校ずつぐらいトライア

ル評価を実施できればということで、それから、各法科大学院との折衝に入りたいと思っ

ているところであります。 
 以上でございます。 
【柏木委員長】  以上、分科会をつくる件、それから、今後のスケジュールについて、

飯田副委員長からお話がありましたけれども、以上のような内容で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。 
 それでは、トライアル評価実施案内関係につきまして、宮武事務局員からお願いします。 
【宮武事務局員】  この件につきましては、資料６１をごらんください。今まで見てい

ただきました、６月に早稲田、新潟の一般化したような形のご案内の資料となっておりま

す。今後、このトライアル評価につきましては、法科大学院にご案内をいたしまして、説

明の要望が４０校程度来ておりますので、今後こういった資料を持参いたしまして、各法

科大学院にご説明に上がる予定でございます。 
 内容につきましてざっとご紹介いたしますと、まず１ページについて、評価の範囲。先

ほど申しましたように、限定的に開始して徐々に広げていくというものです。そして、２

ページ以降、５番ですが、自己点検評価報告書の作成要領が紹介されております。章立て

などについて書いておりますのが、４ページに本体となります自己点検評価のフォームが

記載されております。その詳細は５ページ、自己点検・評価については現状、それから、

現状に対する点検・評価、それから、今後の改善策の３つについて記載し、その次に自己

評定を行い、資料、文献等を持参するということでございます。 
 自己評定につきまして、６ページに判定基準を記載しておりますが、これは５ページに

記載しておりますように、検討中のものであるということで、まさにこの後この委員会で

もご検討いただくところですが、暫定的なものとしてここに記載されているものでござい

ます。 
 自己点検評価の章立てとしましては、その後、６ページの将来展望、評価チームへの要

望という形でまとめていただきます。それから、６ページから７ページに全体の様式につ

いての指定がなされて資料等についてのお願いが記載されております。現状は全体で４５

ページ程度におさまるような分量と考えております。 
 それから、８ページにまいりまして、添付資料といたしまして、法科大学院基本データ、
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これは２０ページ以降に様式が載っておりますけれども、こういったものをご作成いただ

きます。それから、学生アンケート、教員アンケート、これもこの冊子の２９ページ以下

に様式が記載されております。その中で、学生アンケートにつきましては、２９ページか

らの案１と３４ページからの案４という形で、２つのモデルを出しております。端的に異

なるところを申しますと、授業の項目のところで、３１ページになりますけれども、授業

について最初の案１のほうは、教材の内容や量が適切であると思いますか。最もそう思う

科目、そうは思わない科目という項目だけでなっておりますが、案２のところですと、例

えば３８ページをごらんいただきますと、こういった科目の表をつくりまして、それぞれ

の科目についてすべて答えていただくという２つのモデルが出ております。これは規模が

小さいところはすべての科目について書いてもらい、規模が大きいところはバリエーショ

ンが大きいので案１のような形で記載していただくという２つの形となっているわけです。

これがアンケートでございます。 
 それから、戻りまして、９ページに現地調査のスケジュールのモデル。これは先ほど申

し上げたとおり、事業の計画に合わせて前後いたします。それから、スケジュールといた

しまして、今も触れたような形で評価チーム報告書、評価委員会で原案、意見を踏まえて

届けてということでございます。そして、最後に１１ページ、トライアル評価に対する事

後調査を実施するということで、財団としては、この事後調査によってこういった事態を

対象の法科大学院にまた評価していただいて、それを踏まえてさらにバージョンアップし

ていくというトライアル評価を考えているところでございます。國學院につきましても現

地調査が終わりましたので、現地調査に対するアンケートを今作成中で、間もなくお願い

しようと。それから、評価の結果が出た段階で、また全体についてのアンケートをお願い

するということを予定しております。このようなご案内を作成いたしました。 
 以上でございます。 
【柏木委員長】  どうもありがとうございました。ただいまの宮武事務局員のご報告に

つきまして、何かご意見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、次の議題ですが、きょうの議題の中心であります評価判定基準でございます

けれども、事務局の方々も非常に悩んでおられまして、ぜひ皆様方の忌憚のないご意見を

いただきたいということです。これにつきまして、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】  お手元の資料５６と資料６２をご参照願います。資料５６が評価

分野の第４、６、７について、資料６２は第１分野についてのものです。資料５６を中心

にご説明させていただければと思います。 
 最初に判定基準の位置づけについて説明させていただきます。当財団では法科大学院評

価基準というものをつくっておりまして、４７の項目について５段階の多段階評価、ある

いは合否の判定を行い、それをさらに総合して９つの分野で多段階評価を行うという組み

立てにしております。 
 多段階評価の仕方につきまして、評価基準ではこのように書いております。５段階で、

必要なことが実施できていないものはＤ、実施できているものはＣ、よく実施できている
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ものはＢ、非常によく実施できているものはＡ、卓越しているものはＡ＋。これだけでは

一体どのような場合にそういう判定になるかということはわかりませんので、それをきち

んと詰めていくという作業が必要になります。トライアル評価及びその議論を通じまして、

どういう状態であればＢなのか、Ａなのか、Ａ＋なのかという規定をつくっていくという

ことでございます。 
 現時点でのたたき台及び論点が書いてありますけれども、そもそもこういうことを検討

していく中でよく出てくる問題点をご紹介いたします。３つございます。 
 １つ目は、それぞれの評価基準について、何に焦点を置くかということでございます。

判定のことを検討していますと、いくつかの評価基準が同じ事項を評価するというぐあい

に、オーバーラップしている場合がございます。 
 ２つ目は、質的な面と量的な面ということでございます。質的な面に重点を置いて評価

するのか、量的な面に重点を置いて評価するのか、あるいはそれを組み合わせるのか、ど

うやって組み合わせるのか、という問題でございます。例えば、よい授業をしているかと

いう評価基準がございますけれども、よい授業が１つ、２つあった。それは非常にすぐれ

ている。ただし、ほかの授業はそうでもなかったという場合と、満遍なくそれなりの授業

をやっている場合と、どういうふうに見ていくべきなのかというのが２つ目の問題点でご

ざいます。 
 ３つ目は、分野別の評価をする場合に、それぞれの評価基準の重みをどういうふうに評

価していくのかという問題でございます。例えば、臨床科目を開設していることという評

価基準と、授業を適切に実施しているという評価基準とでは、第６分野として授業全体を

評価する場合での、評価の重みが違うのではないかということです。それを判定基準の中

にどういうふうに織り込んでいくかという問題でございます。 
 以上３点、評価の焦点、質的な面・量的な面、個々の評価基準の重み、これがしばしば

出てくる問題でございます。それを踏まえまして、資料５６に基づきまして、４分野、６

分野、７分野、合わせて８つの評価基準について、現時点でのたたき台を説明させていた

だきたいと思います。 
【柏木委員長】  はい。 
【山本事務局次長】  ４－１－１、ＦＤのところでございます。教員に教育内容や教育

方法を改善するための研修機会や内部研鑚の機会等が適切に用意され、実施されているか。

Ｄは、教育内容・方法の改善を目的とした組織的取り組みがなされていない。Ｃは、組織

的取り組みがなされている。Ｂは、組織的取り組みがなされている上で、さらに取り組み

のサイクル、Ｐｌａｎ－Ｄｏ－Ｓｅｅというサイクルが構築されて、過半数の専任教員が

参加している。質的に見て工夫があるということと、量的に見て参加状況がいいというこ

とです。Ａは、そのサイクルを踏まえた取り組みが軌道に乗り、かつほぼ全員の専任教員

が参加している。Ａ＋は、取り組みが卓越した教育内容・教育方法の改善成果を上げてい

る。ここでは成果という異質な要素が入ってくるんでございますけれども、そういうふう

につくってみました。 
 論点を下に挙げております。論点の１つ目は、いわゆるＦＤ活動といってもいろいろな
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タイプがあるので３つぐらいに分けたらどうかということです。１つ目が、院生の履修の

改善に焦点を置いたもの。つまり、予習の負荷の調整だとか、隣接科目での教育内容の重

複や順序の整理だとか、同じ科目をやる場合の試験の統一だとか、そういった院生側から

見た改善に焦点を置いたもの。２つ目が、各科目の教育内容の改善に向けたもの。ある科

目ではこういうことを教えるべきということの改善でございます。３つ目が、各教員の教

え方の改善に向けたもの。それぞれ努力の仕方が違うのではないかということでございま

す。 
 論点の２つ目としては、重要な評価項目については、分野別評価をする場合、ほかの評

価基準に比べて重みを３倍にする、重み３倍づけでやったらどうかということでございま

す。 
 それから、Ａ＋について「改善成果を上げている」ということを基準の中に取り込んで

いいのかどうか。効果を上げているというのは取り組みが非常にすぐれていることの証拠

の問題であって、効果が出ました、出ていませんということを基準とするのは適切ではな

いんじゃないかと。いわゆる証拠と基準の関係の問題という指摘がございます。 
 ４－１－２、学生アンケートの活用というところでございます。教育内容や教育方法を

学生が評価し教員に通知する仕組みが制度上用意され実施されていること。Ｄは、そもそ

もこういう仕組みか制度上ないという場合。Ｃは、制度上用意されて実施されている場合。

Ｂは、学生による評価が質・量ともに十分なものになっている場合。適切な調査内容で調

査がなされ、回答率が十分だということ。Ａは、その評価が教員組織により十分に検討さ

れ、検討結果が内容・方法の表記の改善に結びついている場合。Ａ＋は、非常によく検討

され、大幅な改善に結びついてる場合ということでございます。Ｂのあたりで、学生の評

価をその教員に通知するということを評価に取り入れる必要があるのではないかというコ

メントが出ております。 
 論点としては、４－１－１の評価との関係がございます。学生の評価を活用するのはＦ

Ｄ活動の一部であって、４－１－２というのはどこに焦点を当てて見るのかということで

ございます。学生評価の実施に焦点を当てて見るのであれば、実際にどういうアンケート

をしてどのような頻度で、あるいはどのぐらいの回数をやってくるかというところに中心

が置かれる可能性がございます。逆に、ＦＤ活動にどのぐらい活用しているかというとこ

ろに焦点が当りますと、学生アンケート調査の結果をＦＤ活動の際に議論がなされ、どの

ぐらい活用したかというところに中心を置くのかなと考えられると思います。以上、２つ

がＦＤ活動についての評価基準でございます。 
 次は第６分野、授業でございます。６－１－１は、学生に対し適切な科目の履修選択が

できるよう指導をしていることという基準でございます。判定基準の案としましては、履

修選択指導を実施していないというのがＤ、実施しているとＣ、常時行う体制をとってい

るとＢ。学生が適切に履修科目を選択できているとＡ。これは結果を書いているわけです。

学生から高く評価されているとＡ＋。たたき台としてはそういうふうにつくりました。う

まく選択できている、あるいは高く評価されているというのは結果の問題であって、証拠

であり、判定基準としては、履修指導がすぐれているということではないのかというコメ
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ントが出ております。 
 論点の１つ目は、そもそも履修科目の選択の指導というのは、評価分野としては授業そ

のものの評価というよりも、カリキュラムの分野、これは第５分野でございますけれども、

その分野で評価するのが適切じゃないかと。体系的、あるいは適切なカリキュラムが用意

されていて、履修指導はカリキュラムのソフト部分、つまり取扱説明という位置づけで見

るほうが適切じゃないかというご意見がございます。 
 論点の２つ目は、履修科目の選択の仕方の指導を５段階で評価するのは適切ではないの

ではないか、合否判定ぐらいでいいのではないかというものでございます。そもそも履修

科目の選択の仕方はものすごくバリエーションがあるわけではないと。特に小規模校にと

ってはそうだということで見れば、その選択の指導がちゃんとできているかどうかぐらい

は合否判定でよろしいのではないかという意見がございました。 
 論点の３つ目は、履修選択の指導という評価基準は、履修の科目の選択の指導のほかに、

法科大学院での科目の一般的な履修の仕方の指導を含んでいる格好になっております。つ

まり、導入教育をどのようにやるとか、あるいは、特に未修者が行き詰まった場合の相談

体制をどうするかというところが授業の中では非常に重要なことのように認識されている

んですけれども、それは、６－１－１の一部とするよりは、別のところでクローズアップ

したほうがよろしいのではないかという意見がございました。そして、一般的な履修指導

を前面に出すのであれば、評価の判定としては合否ではなくて、５段階の判定が適切では

ないかということでございます。 
 ６－１－２、開設科目が効果的に履修できるような適切な態様・方法で授業を実施して

いること。非常に大きな評価基準でございます。判定基準としては、よい授業がなされて

いる科目がないというのがＤ、そういう科目があるというのがＣ、開設科目の３分の１程

度以上でよい授業ができているのがＢ、３分の２程度以上がＡ、ほぼ全部よい授業になっ

ているというのがＡ＋。量的な判定基準もたたき台として挙げてみました。ご意見をいろ

いろいただければと思います。問題は、よい授業とは何だということなんですけれども、

一般的な言い方では、科目の獲得目標を効果的に達成する工夫の施された授業ということ

でございます。 
 論点の１つ目は、量的な面を中心にした判定基準の組み立てが適切なのか。質的なもの、

つまり非常によい工夫しているという事態をどういうふうに評価に取り込んでいくのかと

いうことです。重要な論点ではないかと思います。 
 ２つ目は、よい授業かどうかというのはどうやって判定するのかということです。双方

向・多方向の議論がなされているということ、あるいは事例研究が取り入れられていると

いうことが言われてはいるわけですが、それらを実施しているということをどういうふう

に評価するのか。双方向・多方向では授業は混乱している、さっぱり進まない、こういう

のをよい授業と言えるのか。それは単に教員のスキルの問題であって、授業の取り組みと

しては高く評価すべきなのか。議論があるところかと思います。また、科目ごと、科目群

ごとに効果的な授業を類型化することが必要なのか、適切なのか。各教員の創意工夫の意

欲の尊重との関係でも議論が必要だと思います。 
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 ３点目は、そもそも量的な判定基準を出したところで、すべての科目がよい授業かどう

かを評価することは可能なのか。院生の評価、アンケート調査での評価及び現地調査（限

られた数の授業見学）などを組み合わせるとして、果たしてそういう推定ができるのかど

うか。評価の現実性の問題でございます。 
 ４つ目は、重み付けの問題です。適切な授業というのは非常に重要な評価基準でござい

ますが、４つぐらいに分けたらどうか。１つ目は教材の適切さ、２つ目は教育内容の適切

さ、３つ目は授業の方法の適切さ、４つ目は履修指導の適切さ。履修指導というのは予習

指示だとかフォローアップをどうしているかということです。これら４つぐらいに分けた

ほうがより適切な評価ができるのではないかというコメントが出ております。これらは國

學院を実際にやってみて検討会の中で出てきた意見でございます。 
 ５つ目は、４－１－１のＦＤ活動の評価と６－１－２の授業評価との関係でございます。

授業をよくするための取り組みがどのぐらいしっかりなされてるかということを６－１－

２で評価判定してしまいますと、それはイコール、４－１－１のＦＤ活動がどのぐらいし

っかりなされていますかという評価になってしまう。４－１－１とは別の観点から、６－

１－２は評価する時点での授業がどの位いいかという評価をするべきではないか。そうい

う観点から、量的な基準が出てきたわけでございます。 
 ６－１－３、理論教育と実務教育の架橋を目指した授業が実施されているかという評価

基準です。それを目指した授業が実施されていないのがＤ、実施されていればＣ、開設科

目の３分の１程度なされたらＢ、３分の２程度なされたらＡ、ほぼ全部されたらＡ＋とい

うことでございます。 
 論点の１つ目は、そもそも理論教育と実務教育との架橋を目指した授業というのはどん

な授業としてとられてきたのかという問題です。裁判例を扱っています、事例をよく検討

していますということだけでそういう授業と評価されるのかどうか。むしろ、各ロースク

ールで理論教育と実務教育の架橋はどうしたらいいんだろうかということをしっかり検討

して、その認識が共有されているか、ＦＤ活動をどのぐらい頑張っているかということの

ほうが、むしろ重要ではなかろうかという意見がございます。 
 ２つ目は、量的な広がりを基準にした判定基準にしてみたわけでございますけれども、

理論と実務の架橋という評価基準において、そもそもそんなことが適切なのかという問題、

でございます。 
 論点の３つ目は、質的な面、つまり架橋を目指す工夫がどの程度適切なものがなされて

いるかということをどういうふうに判定基準に取り入れるかということでございます。そ

もそも理論と実務の架橋というのは、あらゆる授業において一律にそれをやりなさいとい

ったような問題なのか。それとも、法科大学院の教育全体でそういう科目を重点的に設け

るとか、そういう取り組みをすべきものなのか、この辺の整理をきちんとしておく必要が

あるんじゃないかということでございます。 
 ６－１－４、臨床科目が適切に開設され実施されていることという基準でございます。

判定基準の案としましては、臨床科目が開設されていない場合がＤ、開設されていればＣ、

開設されていて教育効果を上げるための工夫が適切に施されているものがＢ、工夫が施さ
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れていて、かつ希望者の過半が履修しているとＡ。Ａ＋は必修科目とされているというた

たき台でおいてみました。 
 論点の１つ目は、院生の履修状況を評価にどういうふうに反映させるのかという点です。

例えば、院生の５％程度しか履修できない、あるいは履修していないという場合に、それ

でも開設されていればＣという評価になるのかどうか。実際の履修度合いをどの辺に置く

かというのが一つの問題でございます。 
 ２つ目は、Ａ＋で必修科目にするということを打ち出しているわけですけれども、臨床

科目の評価というのがまだ確立していない段階で、必修科目にするといいということを情

報発信するのが適切かということでございます。そこまでやらなくても、参加度合いが非

常にいいということで十分ではないかというコメントがございます。 
 ３つ目は、教育内容と教育方法の評価。要するに、教育効果を上げるための工夫と院生

の参加度合いの組み合わせを判定基準に落とし込むにはどうしたらいいのかということで

ございます。 
 なお、評価基準の解説のほうで、臨床科目というのはクリニックとエクスターンシップ

等と挙げておりまして、適法にやらなければならないとしています。適法性の問題は指摘

されておりますけれども、科目として開設されているということは適法に開設されている

ことが当然の前提になっております。 
 ６－１－５、クラスの人数でございます。１つの授業を同時に受講する学生数が適切な

数であること。判定基準としましては、法律基本科目のみを取り上げまして、５０人を超

え、かつ６０人を大幅に超えることのないようにする適切な努力がなされていない場合は

Ｄ、それがなされていればＣ、クラスの人数が４０人から４９人の間であればＢ、３０か

ら３９人であればＡ、２０人から２９人であればＡ＋。客観的な基準でございます。 
 論点としまして、法律基本科目のクラス当たりの人数を機械的に見て判定することが果

たして適切なのかという点があります。法律基本科目以外の科目、演習等の少人数クラス

の活用状況をどういうふうに取り込むべきなのかということ問題です。法律基本科目で未

修者のクラスでの授業の仕方が非常に困難であるという認識があるわけですが、それを中

心に据えた判定基準でいいのかということでございます。 
 最後に、７－１－１、法曹に必要とされるマインドとスキルを養成する教育内容が開設

科目の中で適切に計画され、適切に実施されているという基準です。これも重い基準でご

ざいます。判定基準案は、たたき台としてはやや生煮え度が強いかもしれません。Ｄが、

養成する法曹像、法曹に必要とされるマインドとスキルの検討、それを養成する教育の計

画のいずれかがなされていない場合。Ｃは、それら検討が計画され、実施されている場合。

Ｂは、これはＣを当然踏まえたものでございますが、そういう法曹養成教育が全学的・科

目横断的に計画され、実施されている場合。Ａは、その教育が効果的になされるよう、格

段の工夫が施されている。Ａ＋は、法曹養成として見た場合に、卓越した効果を上げてい

るということでございます。 
 論点の１つ目は、この評価基準は、重い基準であり、もうちょっと分解して評価・判定

していくほうが適切なのではないか。１つの例として、５つ程度に分割して、それぞれに
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つき、いわゆる取り組み評価、取り組みの度合いがどのぐらい深いか、改善のプロセスを

どれぐらいやっているかの評価を行ったらどうかと。その５つというのは、マインドとス

キルの設定、教育課程での計画、教育課程での実施、全学的・科目横断的取り組み、特色・

工夫のある取り組み。また、ほかの５つの分割例としましては、法曹養成を目的としたカ

リキュラムが実施されているか。その実施が効果を上げているのか。新たな法制度につい

て検討しているか。その検討が教育内容に反映しているか。反映しているとして成果が上

がっているかという、こういう５つ程度に分割したらどうかという意見がございます。 
 一方で、分割しないほうがいいという意見がございます。この評価基準というのは、あ

る意味では、法科大学院の教育をほかの評価基準でいろいろやっているのを総合的に見て、

法曹養成教育としてどうですかという別の角度から光を当てる基準であったはずではない

か。そうであれば、またぞろ分析するよりも、総合的に評価して、法曹養成教育として見

た場合に、よくやっているんじゃないか、やはり欠けているものがあるんじゃないかとい

うような総合評価的判定のほうがよろしいのではないかという意見がございました。 
 ２つ目の論点として、この評価基準の場合には、一体どういうことをやれば、この評価

で高く評価されるんだという情報発信を、もっと明確に出すべきではないかということが

ございまして、そのメッセージを出せる評価判定基準が何とかできないかというものでご

ざいます。この点については、いろいろとご議論があるかと思います。 
 以上です。 
【柏木委員長】  どうもありがとうございます。 
 では、飯田副委員長から、補足を。 
【飯田副委員長】  この判定基準については、まだ事務局でも十分に議論が尽くされて

いるわけではございませんので、きょうはほんとうにたたき台として提示しているもので

あります。きょうの議論を踏まえて、何とか年内か年明けぐらいにはバージョンアップし

たものを皆様全員にご送付しまして、それにご意見をいただきまして、２月２日の評価委

員会で成案を得て、それに基づいて評価の原案をつくっていただきたい、そういうスケジ

ュールで考えております。ざっくばらんに、きょうはいろいろとご意見をいただければと

思っています。 
【柏木委員長】  ありがとうございました。 
 ただいまの問題は非常にたくさんの問題を含んでおりまして、きょうはこの委員会は７

時に終わる予定でありまして、そのほかにも議題がございまして、大体ご議論の時間があ

と４０分ぐらいしかございません。１つ１つやっていきますと、これはエンドレスになる

ように思います。山本事務局次長からもご説明がありましたように、問題点は大きくいっ

て、多分３つに分かれます。 
 １つは、何を評価するかという評価対象が、例えばＦＤの問題もあり、いろいろなとこ

ろとダブってきている。評価項目がダブってきている。あるいは評価項目が広過ぎて、も

うちょっと細分化できるのではないかというような、評価対象の仕分けの問題。 
 それから、質的な面と量的な面で、例えばよい授業がなされている科目が全部か、３分

の２か、３分の１か、全然ないかという、数量的な、定量評価ができるのか、定性評価の
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ほうが適当なんではないかという問題。 
 それから、果たして５段階評価ができるのかという問題ですね。例えば、一番最後の法

曹に必要とされるマインドとスキルを評価する場合に、こういう５段階評価が適切なのか

どうか。あるいは、３段階評価が適当なのではないか。例えば法科大学院の科目の中でも、

エクスターンシップは３週間程度の期間、弁護士事務所で研修を受けてくる授業がありま

すけれども、これなんかは優良可でははかれないわけで、合否で判定しておりますけ。同

様に、この項目の中でも、あるいは２段階評価に、せいぜい３段階ぐらいしか評価できな

いのではないかという項目があるのではないかと思います。そういう評価の基準をどうす

るかという問題、それが２番目の問題です。 
 それからもう一つは、４－１－１、４－１－２のように平面的にずらっと横に並べてお

りますけれども、中には非常に重い項目と、それから、大した重くはないのではないかと

思われる項目がある。それぞれの評価基準の重みというのがあるのではないか。現在のと

ころは全部同じ評価で、横並びで平等に評価点が与えられている。これでいいのかという

問題。この３つの問題に分かれるのではないかと思うんですね。 
 きょう、このそれぞれにつきまして、皆さんのご意見をいただいても、結論は絶対出な

いだろうと思うわけでありまして、これを皆さんのご意見を踏まえた上で、また事務局が

案を練り直すということになります。 
 それで、１番から始めますと、これは多分、この１番だけできょうは終わってしまうこ

とになるかと思いますので、まず、最初に、３番目の評価項目、それぞれの評価項目につ

きまして、重みをつけるべきか、つけざるべきかという点について、ご議論いただきたい

と思いますが、この点につきましていかがでしょうか。 
 小幡先生、ＰＦＩで評価について、やっぱりウエートづけをやってますよね。 
【小幡委員】  はい、項目によって評価点を変えています。 
【柏木委員長】  やっぱり評価項目が横並びで全部同じ点数をつけるのは、余りよくな

いのではないですかね。ＰＦＩの、全然対象が違いますけれども、やっぱりああいうのが

参考になるのかなというようなことを、ちょっと感じたんですけれども。いかがでしょう

か。 
【小幡委員】  例えば、ＦＤなどを重くするかというようなのは、確かにそうかなと思

います。それに比べると、１クラスの学生数のようなものは、これは少々中身に入ります

が、必ずしも学生数が少ないからよいというわけでもないように思いまして、この判定基

準を見ていたのですが、５０人ぐらいのほうが、いろいろな意見が出て、学生たちが互い

にそれぞれ刺激し合ってよいという考え方もありますね。ただ、これは中身の話になって

しまうかもしれませんが。 
【柏木委員長】  中身と、それから、特に、この５段階評価がいいのかという問題にも

なってくると思うのですね。例えば、５０人、例えば６０人以下であれば５、９０人もい

たら不可と、合否の２段階判定でいいのではないかという考え方もあるんだろうと思うん

ですね。 
 それから、さらには、それにしてもそのウェイト付けがＦＤ活動をしっかりやっている
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かということと、数が足りているかどうかという問題と、それから、これももう一つには、

例えば全部の授業科目について９０人以上である、あるいは１つだけ１００人ぐらい授業

科目がある場合にどうするか。その辺がまた複雑に絡み合っていると思うんです。評価基

準の重みということ自体でも、例えば人数ということ、そういうことにウエートを置く必

要があるということも議論の対象になるだろうと思います。 
【飯田副委員長】  評価基準の重みにつきましては、４－１－１と４－１－２を比べら

れてますと、４－１－２は学生の評価という点に絞られているわけでございますが、４－

１－１はＦＤ活動全般でございます。ですから、これはやはり同じウエートではいかがな

ものかということで、４－１－１は、ここに書いてありますように、３つぐらいの要素に

分かれるのかなと。それを、やっぱり３倍ぐらい重みがあってもよろしいのではないかな

という議論をしているわけですが、そのときに４－１－１の基準を３つに分割するのがい

いのか、重みを倍にして、その３つの視点で検討するというようにするのか、どちらがい

いかというあたりはご議論いただく必要があるかなと思います。 
【柏木委員長】  確かに４－１－１を３つに分ければ３倍の重みということになるわけ

ですけれども、そういうやり方がいいのか、あるいは、やはり項目自体に重い軽いがある

はずだということで、例えば４－１－１の結果については２倍にするというような方法も

あるかと思いますが、この点はいかがでしょうか。大出先生いかがですか。 
【大出委員】  大変難しい問題だと思いますが、ただ、こういう項目立てでいけば、そ

れは軽重をつけざるを得ないだろうと思うんですが、問題は、その軽重をつけた評価を、

最終的にどういう形で示すのかという問題ですね。ですから、軽重をつけたとしても、ト

ータル、総合的な評価ということになったときに、その軽重の意味がどういう形で出てく

るのかということが問われるんだろうと思うんですね。ですから、軽重をつけるというこ

とが、具体的な意見として表明され、改善の必要性というようなことの指摘になってくる

とすると、それは項目自体に軽重をつけるということが妥当なのか、それとも評価に当た

って、最終的に示す内容として、そこのところを明確にされればいいということなのか。

最終的に、どういう形で相手校に伝えるということになるのかということにかかわるんだ

ろうと思うんですね。ですから、余りそこは形式的に議論してもしようがないのかなとい

う気もしますし。ということなんですけれども。ですから、最終的な出口のところで、ど

ういう形をとろうとするのかということにかかわるのかもしれない気がするわけです。 
 一般的に軽重をつける必要があるのかないのかといえば、多分つける必要があるんだろ

うと思うんですが、それだけで済む問題なのかどうかということでもあろうかと思うんで

す。 
【飯田副委員長】  今のご指摘は、こういうことじゃないかと思うんですが。各評価基

準ごとに、その充足度合いについて評価判定するというのと、評価基準を、９分野上がっ

ておりますから、その分野ごとの多段階評価をする。分野ごとの多段階評価のときには、

基準が２つあれば、それを単にイーブンで合算すればいいのか、重みをつけて合算して、

この分野としては評価の度合いを特定したほうがいいのか、そのあたりの問題があると思

うんです。 
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【高木委員】  評価する側からの議論と、評価される側にとっての議論というのは、ち

ょっと分けておいたほうがいいかなと。評価するほうからすると、もともと量にならない

ものを、言ってみれば無理して量にするということなので、何段階がよいか、先ほどの５

段階がよいかというのがあると、私の一部専門としているような人事評価という分野です

と、必ず話題になるのは、中心化傾向ということがあって、よくわからないので真ん中の

ほうへいくわけです。それを何とか避けようとすると、奇数の評価項目はよくない。５段

階だったら３に集中しやすい。Ａ＋というものを見たときに、これ実はＡＢＣＤで４段階

というと、真ん中あたりはなくなるんですね。Ａ＋というのは、ほんとうにエクセレント

のときに生じるだけで、例外事項というような扱いをすると、ＡＢＣＤ４項目になります

から、真ん中辺というのは実はなくなってきて、まあまあなんだけれども、ちょっとよい

なというのがあるとＢで、まあまあなんだけれども、もうちょっとかなというとＣになっ

て、真ん中あたりがなくなるというようにしておくと、評価は真ん中に集中しにくくなる

というような小細工的な解はあります。 
 一方で、評価される側のことを考えると、今、大出先生おっしゃられたとおりで、この

評価をどう理解して行動に結びつけるかというメッセージ性がないといけないということ

になって、評価項目の中に現状の度合いをはかると、これぐらいというはかった部分が、

実は改善を要求しているのか、もっと努力を要求している、それ違いますね。改善を要求

しているのであれば、現状不十分があるというふうに解釈すべきなんであって、もっと努

力というのは、今よくて、もっと磨いてという、メッセージが違うので、２つのメッセー

ジを入れるのであれば、４段階にしておいて、上から２つはもっと努力、下２つは改善の

要求をするというようなメッセージ性のあるものにするほうがいいかなと。今、ちょっと

一般論で申し上げているんですけれども。 
【柏木委員長】  ありがとうございます。 
 この評価項目は、大学教師にとってはわかりやすいという評価で、Ａ＋というのは、特

に全く例外的に１％か２％につけるというようなイメージになっていたようですね。おっ

しゃるとおり、大体ＢＣに集中するという傾向が出ているんです。 ただ、おっしゃるとお

り、中心化現象ですか、そういう現象が出てきますので、あるいは４段階のほうがいいの

かもしれません。これも要検討だろうという気がいたします。 
 ほかにご意見ございますでしょうか。松浦委員。 
【松浦委員】  私も、それぞれの項目に重い軽いがあるのは当然だと思います。改善を

求める側からすると、何を重視しているかはわかっているわけですから、法科大学院側と

の話し合いの場で、重要項目だけを選んで話題にするというような評価方法も考慮に値し

ます。総合点何点というやり方が、改善にはつながらなくて、ああ、こんなものだという

話で終わりになるのが最悪ですから、改善につなげるためには何らかの部分的なモニタリ

ングが必要になります。細分化して行う評価は、負担が大きいので、例えば、最重要、普

通、軽いぐらいの区分でさしあたり取り組んでみたらどうでしょうか。もし、最重要項目

のところが非常に問題があれば、きちんとそれを指摘し、改善を求めるきちんとした方針

をとれば十分だという気がします。 
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 選択肢の数については、先ほどの高木先生のご意見にあった４つぐらいが適切だろうと

考えます。Ａ＋は、質的な評価をたぶんに含みますから、それについては、選択肢ではな

く、特別な賞賛意見を具体的につけることも、法科大学院側にとっては、有益だと思いま

した。 
 ちょっと別なことを申し上げていいですか。 
【柏木委員長】  はい。 
【松浦委員】  こういうふうに多段階評価すると、各評価者の評価能力のばらつきが、

必ず問題になります。つまり、信念として優を出さないという人が大学にいますし、ほと

んど不可で一部だけ可にするという人もいます。その辺のばらつき問題を意識すると、評

価する人をモニタリングして評価するというプロセスも必要です。たとえば、それぞれの

方がお出しになる評価表を資料として使って、評価者の間でＡに関するばらつき情報を本

人を含む関係者にフィードバックするということを真剣に考えるべきです。 
【柏木委員長】  ありがとうございました。 
 いや、おっしゃるとおりで、辛い人と甘い人がどうしても出てくるわけで、それから、

評価項目によっては、意見が非常に分かれるようなことがありますね。あんまり分かれる

ときには、ちょっと要注意で、調整が必要であるということも配慮しなければいけないだ

ろうと思います。 
 時間がなくなってきますので、今の議論でも、２番目の問題、つまり、質的な問題、量

的な問題、それから、５段階評価でいいか、３段階評価でいいか。全部５段階評価という

のは、どうも余りよろしくないというような意見が多かったような気がします。それから、

Ａ＋の５段階評価よりも、Ａ＋はごくごく特殊な意見がつくというような理解で、４段階

評価、あるいはそれよりも少ない段階評価でもいいのではないかというご意見が出ていた

ような気がいたします。 
 今の多段階評価につきましては、ほかにご意見いかがでございましょうか。 
【飯室委員】  入社試験なんかで作文の審査をするときに、何人かで審査するわけです

が、３はつけないというルールをつくっておきます。３だと思ったら、２か４にしてくれ

という、とにかくぎりぎりで思い悩んでどっちかにしてくれというルールをつくって、よ

くやるんですけれども、そうすると案外平均されてくる。そんな現実的な方法もあること

はあるんです。確かに、ほうっておくと、みんな３つけちゃうんですね。 
【柏木委員長】  採点ガイドラインの、精神的な縛りみたいになるのかもしれませんが、

それでも雰囲気は変わるでしょうね。 
 ほかにご意見ございますか。 
 場合によっては、さっき申し上げました２段階評価でもいい項目なんかはあるのではな

いかという気がいたします。 
 それでは、１番目の何に重点を置くか、これが一番難しい問題ですけれども、例えば４

－１－１、ＦＤ活動についてはいかがですか。これは、具体的には、同じような、Ａ＋を

なくするとすれば４段階評価になるわけですけれども、４段階評価になじむのかというこ

とと、その論点について、（ア）（イ）（ウ）のように、さらにこれを３つに分割するほうが
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いいのかという問題ですが。例えば、（ア）の院生の履修等の改善に焦点を置いたものとい

うことですが、これは、中大の経験では、法律基本科目について、先生方が非常に張り切

っております。、特に未修者コースは授業時間も圧倒的に少ないものですから、その圧倒的

に少ない授業時間の中に一定量を教え込まなきゃいけないというので、時間内に教え切れ

ないところを予習の宿題を出すという傾向が出ました。、学生がアップアップして、とても

各先生の予習を全部やったら１日４８時間あっても足りないというような意見が出ました。

それで急遽、１時間の授業に対して２時間でこなせる量以上の予習を出してはいけないと

いう申し合わせをやりました。こういう履修の改善に焦点を置いた問題点、それから、教

育内容の改善に向けたセミナーなどへの参加。それから、各教員の教え方の改善に向けた

努力、こういうような３つのものぐらいにできるのではないかというような説明がありま

したけれども、いかがでしょうか。 
【菊池委員】  今の議論の流れと全然違う方向で申し上げて、有意義な議論になるかど

うかよくわからないんですけれども、山本先生のお話を伺っていると、ずっと論理的に詰

めていくと、おっしゃるとおりだなという感じはするんですよね。でも一方で、この認証

評価というのは一体何のためにやっているのかという観点から考えると、もちろん１つは

合否判定というのもありますし、それから、一番大事なのは、学校ごとに今後の課題を明

確化するというポイントだろうと思うんですね。ですから、なぜパーツをたくさんに分け

て評価を分析的にやっているかというと、その課題をより明確に客観的に明確化するため

の、いわば手段として、そういうことをやってきたんだと思うんですよ。 
 ところが、先ほどから何人かの方がおっしゃっているように、あんまりそれを深掘りし

て論理を詰めていって、緻密にやったからといって、結果的にいい評価ができるかどうか

の保証もないし、ざっくりやっても課題はある程度見えてくるというところもあるわけで

すから、ちょっと乱暴な意見を申し上げているかもしれませんけれども。今、ここで案と

して出ているものの一部を取り入れるだとか、または、その評価員の手元資料として参考

までに持っているとかいうのはいいかなとは思うんですけれども、あんまりがちがちにつ

くって、ぶれがないようにという趣旨だとは思うんですけれども、それが果たしていい総

合評価につながるのかなという危惧を私は持つんです。むしろ、評価員にかなりの裁量を

与えて、また、評価報告書の記載方法でいろいろ工夫をしていくとか、そういうことが非

常に重要だと思うんですけれども、ここの論議は、全部否定しているわけではないんです

けれども、あんまり詰めることを努力してもいかがかなという感じを、そもそもいいかげ

んな人なものですから、ちょっと流れに反して申しわけないかもしれません。そういう印

象を持ちました。 
【大出委員】  ちょっとよろしいですか。 
【柏木委員長】  はい、大出先生。 
【大出委員】  私も、ちょっと怖くて言えなかったことを、今おっしゃってくださった

というところがあって、つまり、最終的にいうと、大学教師も多分そうなんだと思うんで

すが、やっぱり総合的に評価をしているんですね。ですから、あんまり項目を形式的に細

かく分けるということで、ほんとうに。ですから、もちろん、最終的にやれと言われれば

 20



 

説明するんですよね、分けておいてね。なぜＢなのか、なぜＣなのかということは、説明

しろと言えばしますけれども、果たしてそれがどこまで効果のあることなのかというのは

非常に難しい。 
 もう一つ、重要というか、これまで、いろいろ議論していて、何度もそういうことを申

し上げるんですが、結局、そこは確定できないでいるのは、つまり、出口のところで、法

科大学院として、一体何をどの程度の能力のものを要求しているのかというのは、やっぱ

りわからない。つまり、それを形式的に、定量的に確定するということはできないんです

ね。ですから、今、柏木先生がおっしゃったように、授業のところで、みんな張り切って

やっている。それは、１つ１つの科目の教師からすれば、非常に善意でやっているわけで

すね。でも、今までの司法試験の、結局、出口のところで、トータルの成績ということで

いったときに、トータルな意味で合格点になっている人たちの科目、それぞれの点数どの

程度だといったら、相当ばらつきもあります。全部合格点になっているわけじゃないです

よね。ところが、今、教師たちは、みんな合格点取らせようと思って、合格点だけじゃな

くて、８０点取らせようと思っているわけですね。また、そうしないと最終的なところで、

まさに量としての評価を受けてしまうという恐怖感がそもそも始まっているわけですよね。

それがほんとうに法科大学院の教育のあり方として妥当なのかという問題というのは、や

っぱり問われてきている。問われざるを得ない。するべきなんだと思うんですね。 
 その辺のところまで見通した評価基準のあり方という、いや、私もまぜ返すつもりは全

くないんですが、今のお話のしり馬に乗っかって言わせていただいているということなん

ですが。その辺のところが、非常にもちろん難しいので、簡単じゃないと思いますので、

私自身、今の段階でどうすべきかという具体的な答えがあるわけじゃないんですが、やは

りその辺のところまで加味しないと、なかなか最終的なところで、せっかくの評価が大学

院にとっても意味のあるものにならない危険性も、ひょっとするとあるかもしれないとい

う気がするものですから、ちょっとあえて申し上げたことなんですけれども。 
【柏木委員長】  大分根本的な問題が提示されましたけれども、飯田先生、いかがです

か。 
【飯田副委員長】  そもそも評価基準を分割するという考え方とですね、評価基準は、

そのままだけど、評価する場合の視点として３点を持つと、レベルが違うのかなと思って

いまして、多分、おっしゃっているのは、基準としたら１つで、視点を幾つかに分ければ

いいんじゃないかというご指摘になると思うんですが、その点は、評価基準がシンプルな

ほうがいいのか、細分化しているのがいいのか、ちょっとご議論いただいたほうがよろし

いんじゃないかと思っています。もともと財団の評価基準は、できるだけシンプルにやろ

うということでつくってきた経緯もございますから。 
【柏木委員長】  もう一つの視点は、評価員が９５名いるわけで、その人たちが、やは

りある程度同じような基準で評価しないといけないわけですね。確かに総合評価の難しさ

というのはあるんですけれども、こういう具体的な評価項目と評価の基準が決まってない

と、ばらつきが人によって出てきてしまう。ここをある程度抑えなければいけないという

ことと、大出先生がおっしゃるように全体としてうまくやっているかどうか、微妙なとこ
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ろをどうあらわすかというところの調和の問題なのではないかという気がするんです。 
 ですから、おっしゃるとおり、あんまり客観基準を前面に出しますと、その点数を総合

したときに、自分の意見と全然合わないなということが出てきてしまいますし、かといっ

て印象だけに頼ってしまっては、先ほどもどなたかが出ましたけれども、甘い人と辛い人

で非常に大きなばらつきが出てくるというようなことが出てきますので、そのバランスを

とるというところが非常に難しいのではないかという気がしております。 
 山野目先生、いかがですか。 
【山野目委員】  お話を伺っていると、話が随分大きく膨らんできているようにお見受

けするんですが、少なくとも４－１－１の問題に関する限りで申し上げれば、ＦＤ活動と

いう言葉が持っている多義性にやっぱり問題があって、いろいろなものを含んでいるんだ

と思うんですね。評価を受ける側、する側が、ＦＤが持っている、少なくとも（ア）から

（ウ）のような多面的なものの、ある人はあるところだけを意識して評価をし、ある人は

違うところをイメージしていたというのでは困るわけですので、（ア）（イ）（ウ）のような

ものがあるんですよということが伝わるような説明になっていれば、それでよいんだと思

うんです。その上で、やり方は、ご指摘があったように幾つかあって、この説明のように

大きく組んでおいて、（ア）（イ）（ウ）のようなものがありますと、先ほど飯田先生おっし

ゃったように、要素として例示しておくというやり方もあるでしょうし、あるいは、徹底

的に（ア）（イ）（ウ）というのを分割したやり方もあるでしょうし、そのあたりは、また

山本先生のチームのほうでご検討いただければよいのではないかという気持ちで承ってお

りました。 
【柏木委員長】  ありがとうございます。 
 時間もなくなってきましたので、全体的な評価のポリシーといいますか、大出先生が指

摘されたようなことをどうするかということは、もう一度考えてみなければいけないと思

います。他方で、個々具体的に、例えば４－１－２、教育内容や教育方法を学生が評価し

教員に通知する仕組みが制度上用意され実施されていること、こういう項目はいかがです

か。何か私は、確かにこの論点で言われているように、これは当然であろうと。仕組みを

つくるのは当然であろう。むしろ、４－１－１のように吸収されてしまうのかなという気

がするんですけれども、いかがでしょうか。 
【高木委員】  我々のところはビジネススクールですので、教育内容や方法を学生が評

価し教員に通知する仕組みがあるんですね。最大の問題は、その通知を教員が受けてから

なんです。なので、この評価というのと、案という部分と、それが完全に実行されている

ところを含めているので、こういう評価項目を入れないと、先ほど言ったように、評価さ

れる側にとってメッセージ性が出てこない。 
【柏木委員長】  ただ、これは５段階評価になじむんですかね。むしろしているかして

ないか、合否。 
【高木委員】  いや、教員側からすると、どの程度それを改善にほんとうに生かしてい

るのか、むしろそっちのほうが問題なんですよ。その度合いが    。 
【柏木委員長】  通知する仕組みがあるかないかということよりも、それをどう生かし
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ていくということですね。 
【高木委員】  去年と同じ授業だよね。あの評価通知はどこへいったんだという、本当

によくはないんですが。 
【柏木委員長】  多分、恐らく、そういうことが問題なのではないかという気がいたし

ます。 
 ちょっと急ぎまして、６－１－１はいかがでしょうか。履修選択指導が学生から高く評

価されている。先程山本さんから、初期の導入教育の問題ではないかというご指摘があり

ましたけれども、教えている側からすると、これは選択科目、１年時は必修科目がほとん

どなので、基礎科目なので問題にならない。それから、２年時も選択科目が非常に少ない。

選択科目が一番多いのは３年時ですから、むしろ、導入教育ではまずいのだろうという気

がするのですけれども、いずれにしましても、授業の分野というよりもカリキュラムの問

題ではないか。あるいは、学生のそういう悩み、ほかにも悩みがたくさんあるわけですけ

れども、そういうものに、よく指導にのっているかというような全く別の項目なのかもし

れないのですけれども、この点についてはいかがでしょうか。 
 実際に今までの経験から、京藤先生、いかがですか。 
【京藤副委員長】  そうですね、そういう気もします。私のところでは、選択科目につ

いては、そんなに枠にはめないでおいて、学生が自分で計画してとりたいようにとらせて

みて、それで自然にうまく行くのなら、そのままでよいと考えて、今は様子見です。春前

期は、学部時代の感覚でとりすぎて悲鳴を上げていましたから、とり過ぎたと自覚してい

るようですから、予定調和じゃないですけれども、何となく落ち着いていくと思っていま

す。一回は自由にやらせてみないと、学生の動向が読めません。今のように、確かに、司

法試験を前に控えているのですから、初めに選択科目をたくさんとってしまい、後半ほど

試験に向けた時間をできるだけ確保しようとする傾向があるので、そういう動向を見据え

ながら、良い法曹にするために、この科目をどこでとらせることが適当かということを見

極めつつ、意識的に、学生の側の出方を見ながら対応していかなくちゃいけない問題です

ね。ですから、これはカリキュラムをどうしているかという問題と、学生が目先にとらわ

れてこちらの意図と違っているときに、どんなふうにコントロールするかという問題があ

り、そういう面はやっぱりチェック項目として挙げて、見るようなことは意味があるのか

なと思います。ですから、適切な科目の履修選択ができるよう指導していることというの

は、もうちょっと細かく書かないと、一体何を聞いているのかはっきりしないかもしれま

せん。カリキュラムを見て判定されるのか、それとも、個々のの指導を見て判定している

のかが、わからないかもしれません。 
【柏木委員長】  ありがとうございました。 
 ６－１－２も同じようなことが言えようかと思いますが、これは、よい授業がなされて

いる科目の数で決めるというんですが、問題は、そのよい授業の中身の問題になるだろう

という気がしますけれども、この点についてはいかがでしょうか。 
 松浦先生、いかがでしょうか。 
【松浦委員】  名古屋大学でも、すでに授業評価を実施しました。一番の問題は、受講
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した学生が全員授業評価に参加するわけではないという点です。８０人の学生のうちで、

３０人ぐらいしか評価表をださないこともあるのです。そうなると、３０人の評価は、統

計的意味をほとんどもたず、その講義のファンを中心にした非常に高い評価になったり、

批判意見だけが集約されたりして、改善の資料にすることができなくなります。よい授業

かどうかを適切に評価するのは、アンケートだけでは、かなり難しい。ところが、総合評

価では不十分だからといって、細かい項目に分けるとなると、今度は、さきほど話題にな

った｢ふつう｣という評価ばかりが集まる結果になりがちです。 
 ですから、向上のための授業評価の出発点は学生による評価でしょうが、それを補正す

るための手だてを考えなければなりません。案外、論点の④なんかに挙がっている、教材、

教育内容、授業方法、履修指導みたいな格好で、それぞれ学生の意見を聞いたり、同僚に

内容を向上させるためのアドバイスを求めるというような方法がありそうです。 
【柏木委員長】  確かに中大でもアンケートをとっているんですけれども、回収率がい

いのと悪いのとがあるんですね。しかも、現在３年次の学生がいませんから、特に先端・

展開科目になりますと学生数が非常に少ない。学生が少ない中で、さらに回収率が悪いと

いうことになると、その学生の評価が信頼できるのかどうかという問題もあるのではない

かという気がします。 
 それから、双方向、多方向も、これも１年時科目と２年時科目、それから、先端・展開

とでは、多分ウエートが大分違うというようなこともあるのではないかという気がいたし

ます。 
【松浦委員】  ちょっと補足させていただいていいでしょうか。 
【柏木委員長】  はい。 
【松浦委員】  どの大学でも履修登録が終わった段階で、当該科目の履修学生数のリス

トが作られます。これを見ると、学生がどの程度、幅広く学習しているかが分かります。

開講科目はたくさんあっても、受講者ゼロということが起こります。名古屋大学でも一定

の科目について履修者ゼロとか１，２名という現象が見られました。これでは、多様な学

習というのは、お題目に過ぎないことになります。 
 そのときに、各教員ではなく、法科大学院が方針に基づいて、履修指導を行うというこ

とが必要でしょう。奨学金などのインセンティブもいいかもしれません。現実の履修状況

を把握して、それをカリキュラムに反映させるということも考えるべきです。学問的に必

要だという理由だけで、少人数科目を漫然と開講し続けることには慎重であるべきです。

６－１－１については、データと関連付けて評価するという視点が必要です。 
【柏木委員長】  ありがとうございます。 
 先を急ぎまして、６－１－３はいかがでしょうか。理論教育と実務教育との架橋を目指

した授業が実施されていることということなんですが、これはほんとうに根本的な問題で、

論点は、理論教育と実務教育の架橋を目指した教育とは何かと。これがわからないと判定

のしようがないわけで、これはもともと、委員長が言っちゃいけないんですけれども、昔

から私もよくわからない。印象で言わざるを得ないんですかね。大出先生、どうですか。 
【大出委員】  まさに今柏木先生おっしゃったとおりで、科目によっても随分違うと思
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うんですね。ですから、私なんか訴訟法ですから、私なんかはすべてが実務を前提にしな

いで話は成り立たないと思っていますから、授業の中身というのも、そういうことになら

ざるを得ないと思うんですね。ただ、科目としては、基礎法科目といいますか、いろいろ

な科目がやっぱりバリエーションを用意するということになっていますので、基礎法科目

のところは、恐らく、実務との関係というのを意識するということになると思うんですが、

ただ、これまでの大学における講義ということをいったときに、そう言うとちょっと差し

障りがあるのかもしれませんが、実体法科目の場合に、果たしてそうなったのかどうかと

いうようなことはいろいろと議論があるところだと思うんですね。ですから、ほんとうに

今、理論教育と実務教育というのは、一体何なのかということを議論しないと、そう簡単

には結論が出ない部分だと思います。 
【京藤副委員長】  私はここの項目と判定基準とが、ちょっと矛盾しているような気が

します。架橋を目指した科目を全部の科目について実施するとは言っていないので、その

ような架橋をめざした科目が実施されていることをチェックしているので、架橋を目指し

た科目が全ての科目についてなされているということがいい評価を与えるというのは、や

っぱり何か変です。やっているかどうか、どの程度やっているかが問題です。ですから、

これを、こういう科目の量によって評価するという判定基準は、この基準の設定と、ちょ

っと矛盾するんじゃないのかなと感じました。 
【大出委員】  それは、例えばＦＤなり何なりで、全体の授業の中身をつくっていく教

員サイドのベースのつくり方として、どういう議論が行われているかとか、各科目の授業

の中身として、どういう工夫が具体的な教授の中身として設定されているかとかというよ

うなことにもかかわってくる。そのところで見ないとわからないということになるのかも

しれない感じがしますけどね。 
 ですから、あと、先ほど、ちょっと戻って恐縮ですが、６－１－２のところにかかわる

かもしれませんが、よい授業ということの中身のところを、どういうのかということでも

あるのかもしれない。それで、先ほどご説明がありましたように、つまり、絶対的に時間

数が足りない中で、授業を組み立てていくということになるわけですから、当然、予習、

復習というものを前提にして、授業の中身として何をどうするのか、教えるのかというの

は、かなりこれ評価は分かれると思うんですね。つまり、最終的に学生が予習、復習と授

業内容を合わせて一定の到達度に到達し得るかどうかということでして、それはもちろん

個性という問題もありますし、その個性というのは、やり方だとか、いろいろな面での個

性というのがあるわけですけれども、とりあえず、それを捨象したところで、やっぱりそ

ういう今までの教育とは違った全体のバランスというものを、どう有効に生かしていくの

かということになってくると、これ自体、実は全く未知の部分があるといえばあるわけで

すね。ですから、それを評価の項目の中にどう取り込んでいくのか。確かに、山本さんお

っしゃったように、私はポイントとして何があるのかということが、ちゃんと明確にされ

ているということが重要だと思うんですね。それが、評定のランキングとして、どこまで

どう、今の段階で明確に位置づけられるのかどうかということの問題なのかなという気も

するんですけれどもね。 
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 ですから、このポイントは見て、評価すべきだというようなポイントを、ともかく挙げ

るということが重要だというようなことにはなるのかという気もするんですが。 
 ですから、例えば、理論と実務のあれで言うと、先ほど言ったように、ちゃんとそのこ

とについて議論がされているのかですね。そのことが授業で意識されて、授業の中で組み

立てとして提起されているのかどうかというあたりが、見るポイントなんだということが、

ちゃんと明確にされているということで、ただ、それをどの程度、どういうふうに組み立

てられていると評価が高くなるのかどうかというところまで、今の段階で言えるのかどう

か。その辺がちょっとわからないということなんですね。 
【飯室委員】  その前に、この基準は、目指せばできることを前提にやっている、つく

ってあるわけですよね。目指すという意図はわかるけれども、しかし全然成功していない

じゃないかという評価もあり得ると思うんですけれどもね。そうすると、この基準の設定

の仕方は、余り意味がなくなっちゃうような気がして、難しいところなんじゃないですか。

目指せば、必ずできるという因果関係なら、全然問題ないんでしょうけれども。 
【市川委員】  法科大学院の授業における理論教育と実務教育との架橋を目指すという

点なんですけれども、これ、架橋を目指すということが何を意味するかにもよると思いま

す。非常に広い意味で、今大出先生が言われたような意味まで含めて言えば、結局、すべ

ての科目が理論教育と実務教育の架橋を目指すんだと。ただ、目指し方というか、つなげ

方というか、その辺がやはり科目の性質によって違うんだということになると思うんです

ね。ですから、そういう形で広くとらえるかどうかということにもかかっているんじゃな

いでしょうか。 
 僕はどちらかというと、架橋を目指すというのは、やはり緩やかな意味でとらえたほう

がいいんじゃないかと思います。あるいは、日弁連法務研究財団の評価基準としては、そ

ういう理論教育と実務教育の架橋を目指している授業を法科大学院がやろうとしているか

どうかを評価するという点を打ち出すことが、まさに日弁連法務研究財団の評価としての

ポイントといいますか、セールスポイントになるんじゃないかというような感じもするん

ですけれども、いかがでしょうか。 
【市川委員】  法科大学院の授業における理論教育と実務教育との架橋を目指すという

点なんですけれども、これ、架橋を目指すということが何を意味するかにもよると思いま

す。非常に広い意味で、今大出先生が言われたような意味まで含めて言えば、結局、すべ

ての科目が理論教育と実務教育の架橋を目指すんだと。ただ、目指し方というか、つなげ

方というか、その辺がやはり科目の性質によって違うんだということになると思うんです

ね。ですから、そういう形で広くとらえるかどうかということにもかかっているんじゃな

いでしょうか。 
 僕はどちらかというと、架橋を目指すというのは、やはり緩やかな意味でとらえたほう

がいいんじゃないかと思います。あるいは、日弁連法務研究財団の評価基準としては、そ

ういう理論教育と実務教育の架橋を目指している授業を法科大学院がやろうとしているか

どうかを評価するという点を打ち出すことが、まさに日弁連法務研究財団の評価としての

ポイントといいますか、セールスポイントになるんじゃないかというような感じもするん
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ですけれども、いかがでしょうか。 
【柏木委員長】  ＦＤとの結びつきも含むんですよね。 
【京藤副委員長】  これは少し議論にしてしまうかもしれませんが、これまで法科大学

院で教えていて感じた点の一つとして、未修の１年生向けの教育段階で、理論と実務を架

橋する教育をすることがほんとうに効果的なのかという点があります。むしろ、ほんとう

に何も知らない人に対しては、ある程度、理論的な教育というものが最初に先行したほう

が良いのではないかと感じます。ですから、この点について余り強いメッセージを出し過

ぎると、それはその法科大学院がどうやって学生に力をつけさせるのかといった取り組み

をする場合に、少し拘束的に働き過ぎるかなという不安を感じます。 
【柏木委員長】  ありがとうございます。 
 ちょっと時間がなくなってきてしまいましたので、一番大切な最後の７－１－１につき

まして、皆様のご意見をお聞きしたいと思います。これも、法務研究財団の目玉である２

つのマインドとスキルを養成する教育内容が、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いうことで、判定基準がまたＡ＋も入った５段階基準になっておりま

すけれども、これは、これこそがやっぱり総合判定によらざるを得ない、総合評価によら

ざるを得ないんじゃないかと。この５段階評価になるのかどうかという懸念がありますけ

れども、いかがでしょうか。浅古先生、いかがでしょうか。 
【浅古委員】  当然、この部分の評価は、法科大学院の評価そのものにかかわってくる

のだろうと思うのです。だとしますと、メッセージとして、どのレベルにあるかというの

は、法科大学院に示したほうが、その法科大学院に対して評価をする側からのメッセージ

が伝わるのではないかと思います。全体の評価とは別に、核になる法曹養成教育に対する

法務研究財団の認証評価としては、このレベルにあるというようなことで、段階評価でい

いと思うのですが。ただ、それがこういう５段階評価でいいかどうかというのは、議論が

あるところだろうと思います。 
【柏木委員長】  宮川先生、いかがですか。 
【宮川委員】  ほかの問題でもそうですけれども、あまり細かい項目に分割しないで、

総合的に判断するようにしておいたほうがいいと思います。その判断のファクターとなる

ことについては、コメント欄に具体的に検討すべきことを記載するという構成にした方が

よいのではないか。試験答案の採点でも同じことがいえますが，論点を細分化して、１つ

１つ細かい論点ごとに点数を割り振っていく、こういうことになると、満遍なくみんな、

何となく触れている、書いてあると評価がよくなっていくこととなる。そうじゃなくて、

細かい論点には抜けがいろいろあるが，ちゃんとそこに１つの思想というか考え方があら

われていて、目配りには不足もあるが、筋が通っていて説得力があるという答案が高く評

価されるような採点基準が作られる必要があるのではないか。評価基準も同じだと思いま

す。 
 あと、評価員による評価の客観性をどう担保するのかという問題ですが、これは評価員

のチームの組み方、主査、副主査の人選、そしてチーム部内における十分な討議、こうい

ったことでも担保していくということであろうと思います。 
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【新堂理事長】  最後の点について。 
【柏木委員長】  はい。 
【新堂理事長】  宮川先生のご意見の最後の点に関連して、ただいまはトライアルの段

階ですが、やっぱり同じ人が幾つかの大学を見て比較をすることができるようなチーム編

成をお考えになったらいかがでしょうか。評価員としては、ここよりこっちのほうが、こ

ういう点ですぐれていたというような判定が各自できるようなチーム編成を考えていただ

いたらどうかなと。もちろん、本格的評価が始まれば、当然、そうなりますでしょうが、

現在の段階でも、ある程度そういったことを念頭に置いてチーム編成をなさったらどうか

なと思います。 
【柏木委員長】  ありがとうございました。 
 ちょっと議長の不手際で、全部について必ずしも議論が尽くされた状態にはなっており

ませんけれども、何せ時間がもう押し迫っておりますので、事務局の方々にはまことに申

しわけございませんけれども、今のご議論を踏まえて、もう一度、この内容をご検討、よ

ろしくお願いしたいと思います。 
 それでは、次の議題で、プレトライアルにつきまして、江森事務局員から。 
【江森事務局員】  簡単にご案内させていただきます。資料５７でございますが、この

ような書面を発送させていただいております。 
 ２枚目を見ていただきまして、発送させていただいた先生方が列記をされているという

ことでございますが、このプレトライアルは、評価員研修の一環でして、評価員となられ

た先生が、評価と関係なく、トライアルと関係なく、とりあえず授業を見るという趣旨で

ございます。やはり、今、新堂理事長のほうからありましたように、特に弁護士で、まだ

教員ではない人にとっては、授業を見たことがないという状態でトライアルしていただく

ことになります。そうすると、やはり評価の視点が定まらないということもありますので、

研修かたがた、とりあえず授業見学していただくという趣旨でございます。 
 國學院にご協力いただいた評価員の先生は、その前に、浅古先生にご協力いただいて早

稲田にてプレトライアルをさせていただきましたが、それについては非常に好評でござい

ました。そういうこともございます。ぜひ、多くの学校のご協力をいただきたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 
【柏木委員長】  ありがとうございます。 
 それでは、次に、認証評価委託契約につきまして、宮武事務局員からお願いします。 
【宮武事務局員】  契約書が資料５８でございます。特色といたしましては、最恵待遇

条項というのが第９条にございまして、これは、この契約を締結したときに、前の第８条

で評価手数料、評価実費の額を定めますが、この契約締結後に同じような規模でさらに安

い、その後、こちらが評価料の基準を改定して、さらに安くなった場合は、それに従うと

いうのが要旨でございます。これが特徴的な条項かと思います。その点を、ご紹介いたし

ます。 
【柏木委員長】  ありがとうございます。 
【飯田副委員長】  評価委託契約ですが、この８条の評価料の点について、認証申請の
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段階では１００名規模の、入学定員１００名規模の場合は評価料が３５０万、評価実費が

５０万ということで、上限を記載の形で文科省に認証申請して認証を得ております。 
 これについて、他の評価機関の動向等も考えまして、どこまで下げられるかということ

を今検討しているところであります。そろそろ契約に回らないといけませんので、具体的

な評価金額、評価料、費用につきましては、できれば正副にご一任いただきまして、どこ

まで下げられるかにつきましてはお任せいただければと思っているところでございます。 
【柏木委員長】  よろしゅうございますでしょうか。 
 それでは、法科大学院訪問につきまして、江森事務局員のほうから。 
【江森事務局員】  簡単に。今のプレトライアルとも関係いたしますが、トライアルの

ご案内かたがた、今後、事務局のほうで全国の法科大学院を回っていきたいと思っており

ます。その際にプレトライアルも同時にやらせていただければありがたいですし、また折

を見まして評価員研修なども絡みつつ、全国を今後回ってまいりますので、どうぞご協力

をお願い申し上げます。 
【柏木委員長】  よろしくお願いいたします。 
 それでは、文科省の委託研究、ＡＢＡ評価員研修につきまして山本事務局次長からお願

いします。 
【山本事務局次長】  文部科学省から、法科大学院の評価についての調査委託研究を受

けております。中身としましては、実際的な評価基準の適用について、評価の方法、特に

現地調査及び自己点検評価報告書のあり方、評価員の研修のあり方、評価報告書のあり方

の研究です。法科大学院の訪問調査、プレトライアル、トライアル評価、この評価委員会

での議論を、この調査委託研究の結果に結びつけていきたいと考えております。よろしく

お願いいたします。 
【柏木委員長】  ありがとうございました。 
 その中でＡＢＡ、アメリカン・バー・アソシエーションがアメリカのロースクールの評

価、現地調査を行うに当たっての評価員研修をやっておりまして、それへの参加を予定し

ております。来年の２月中旬でございます。 
 ありがとうございました。 
 駆け足で皆さんのご意見をいただきましたが、何かこれだけは言っておきたいというこ

とがございますか。 
【阿部委員】  ちょっと畑の違う世界で、ずっと黙って聞いていたんですけれども、評

価をするときに、７－１－１という項目、判定基準案のところを見ると、Ａ＋で成果を上

げているということで評価しているんですね。こういう評価の仕方が許されるんだったら、

全部について、例えば理論教育と実務教育の架橋の話だって、架橋として効果が上がって

いると合格点だと見ればいいんじゃないのかというふうに思うわけですけれども、ちょっ

とその辺が私、どういうふうに評価していいか。効果を議論できるんだったら、効果は１

００％ならＡ＋だし、半分ならＣだと、このぐらいの単純な話でいいのかなという気がし

て、すいません、水を差すような話をしまして。 
【飯田副委員長】  非常に重要なご指摘でございまして、我々、プロセス評価というこ
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とを強調しておりますので、効果というのは簡単に把握できないものでございますが、そ

ういう意味では、判定基準そのものに効果が上っているか否かを挙げるべきなのか、ある

いは効果が上がっているということがあれば、それは評価基準を充足していることの重要

な証拠という位置づけにすべきか、そのあたりは十分議論する必要があるんじゃないかと

思っているところです。 
【池田委員】  今言及されましたが、分野７というのは、ある意味では総合評価に限り

なく近いところだという感じがします。 
 それから、６－１－４ですが、臨床科目の位置づけについては、全く逆の考え方も指摘

されているところです。必修科目にし、臨床教育のウエートを高くするという方向に誘導

するということについては、もう少し慎重に議論したほうがいいとの意見も当然あり得る

ことと思います。 
 それから、全く、今回の評価の中には出てこない議論ですが、例えば、投資適格みたい

な形で判断される場合どうなるかと考えますと、法科大学院で十分な教育を受けて、立派

な法曹を育てるという場合に、その大学の経営体力等のこともあると思います。そういう

裏付けがなければ、よい教育ができるのかという考え方もできます。あるいは、教員の執

務環境も含めて、どういう状況にあるのか。あるいは、学生が授業を受けるハード面の環

境はどうなのか。一部はすでに評価対象とされているところですが、もっと広いインフラ

部分、そういったことも当然入ってくるべきかもしれません。そういう意味では、今後ど

ういう形の評価をしていくのか。今回、とりあえずやってみるということで、ＦＤとか、

そのあたりに特化した形でされていくというのも方向としてあると思いますが、将来的に

は、より多角的な視点を検討していくべきかとも思います。 
【柏木委員長】  ありがとうございました。法科大学院も現在やりながら勉強している

という段階なので、これもそういう面があると思いますけれども、ご指摘の点も確かにそ

のとおりだろうと思います。 
 ほかに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、長時間にわたりまして、お忙しいところ、どうもありがとうございました。

これで第２回評価委員会を終わらせていただきます。 
 
           
 

 30


