
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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３回）議事録    
 

 

 

 

 

 

 

 

２００５（平成１７）年２月２日（水）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３回）議事録 

 

１ 日 時  ２００５（平成１７）年２月２日（水）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、池田辰夫、市川正人、梅田正樹、大谷晃大 

亀井尚也、川端和治、菊池武久、小山 稔、宮川光治、村瀬 均 

山野目章夫 

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 

  事務局員候補 中野辰久 

４ 議 題 

１）早稲田大学法科大学院トライアル評価：評価報告書原案について 

２）國學院大学法科大学院トライアル評価：評価報告書原案について 

３）評価判定基準について 

４）トライアル評価について 

①新潟大学法科大学院 

(ア) 現地調査の報告について 

(イ) 分科会の設置について 

 ②今後の計画 

５）評価員の選任について 

６）事務局員の選任について 

７）評価員研修の実施について 

８）プレトライアル（授業見学研修会）について 
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９）文部科学省委託研究について 

10）ＡＢＡ評価員研修について 

11）認証評価委託契約について 

12）その他 

 

５ 資料 

資料 63 早稲田大学大学院法務研究科：自己点検評価報告書 

資料 64 早稲田大学大学院法務研究科：評価報告書原案 

資料 65 國學院大學大学院法務研究科：自己点検評価報告書 

資料 66 國學院大學大学院法務研究科：評価報告書原案 

資料 66-2 同上参照資料一覧 

資料 67 早稲田大学法科大学院 評価報告書サマリー 

資料 68 國學院大学法科大学院 評価報告書サマリー 

資料 69 早稲田大学法科大学院 分野別多段階評価 

資料 69-2 國學院大学法科大学院 分野別多段階評価 

資料 70 トライアル評価（國學院・早稲田）での問題点等 

資料 71 判定基準（案）－分野１，４，６，７ 

資料 72 評価員候補者リスト（04/11/19 以降申込者） 

資料 73 事務局員追加候補者リスト 

資料 74 評価員研修会（理論編の追加及び実践編）の案内 

資料 75 プレトライアル（授業見学研修会）実施一覧 

資料 76 ＡＢＡ研修スケジュール案 

資料 77 欠番 

資料 78 早稲田大学法科大学院トライアル評価現地調査日程表 

資料 79 國學院大学法科大学院トライアル評価現地調査日程表 

 

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】 それでは定刻になりましたので、第３回評価委員会を開催します。まず、

議題１の早稲田大学法科大学院トライアル評価：評価報告書原案につきまして、宮川先生

よりお願いいたします。 

【宮川委員】  お手元の資料６４、本日配布の差替版をごらんいただきたいと思います。

お送りしてあるものと違っている部分は、第２、評価基準項目別の評価のところの１－２

－１、自己改革、それから１－２－２、自己点検・評価活動、この部分がつけ加わってい

るということです。 

（個別内容にかかわるため削除～以下、「削除」とのみ表示） 

 それから、最後の第３、分野別の評価、これが加わっております。 

（削除） 

 その他、若干、字句の調整等があるというものでございます。 

 さて、この評価活動は、お手元の資料では、本日配布の資料７８、１２月１４日（火）、

現地調査を中心にして、その前後に収集された資料に基づいて、アンケート調査等の資料

に基づいてまとめられたものです。この日、午前８時半から夕刻１８時、実際には１８時

三、四十分までいっていたんですが、この間、このように現地調査をいたしました。 

 さて、このトライアル評価については、早稲田大学法科大学院の浦川法務研究科長をは

じめ、執行部の方々が、大変お忙しいにもかかわらず、非常に丁寧かつ誠実に私どもの要

求に応じていただいて、対応していただきました。そのご苦労といいますか、使われた労

力、時間は多大なものがあったのではないかと思い、深く感謝をしております。 

 この報告書の２ページにスケジュールが書いてありますが、ここにあるようなスケジュ

ールで、事前検討会は１１月２６日と１２月１日に行っている。さらに、１２月１３日に

直前検討会を行いまして、それから、事後の検討会としては、１２月２６日に行いました。 

 このような経過を経て、かなり突っ込んだ議論をしてまとめ上げたものでございます。

今年に入って、１５日に、分科会で、その直前にでき上がった原案の検討をしまして、本

日のものを最終的に取りまとめたということでございます。 

（削除） 

 振り返ってみまして、評価というものは、受けるほうにとっても、行うほうにとっても、

大変な作業であると感じました。（削除） 

 整理すると、いろいろ問題点があります。（削除）評価項目，基準に従って，実際に評価

作業をしてみますと，重複する部分が少なくありません。１つのことがあちらこちらで評
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価の対象となっている。次ぎに，本研究財団としては法科大学院教育の在り方，その望ま

しい方向性についての考えを明確に示すべきである，と思います。そうでないと、評価員

としてもなかなかに統一した評価をしがたい。今回の早稲田大学法科大学院のトライアル

評価でも、それから後に報告があると思いますが、國學院でも、それぞれの評価チームの

チーム員の中で意見が分かれるということがありました。私たちの考え方を整理しておく

必要があるのではないか。さらには，理論教育と実務教育の架橋の在り方についても考え

をまとめる必要がある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した。 

（削除） 

【宮川委員】  それから一言付言しますと、この作業は、評価チームにとって大変だっ

たのみならず、もっとそれ以上に事務局にとって大変だったと思います。アンケート分析

から、資料の収集、そして、報告書としてまとめたものをこのように整理していただく、

こういう作業です。宮武さんをはじめ、事務局の方々のご苦労には感謝しております。 

【柏木委員長】  確かに読ませていただきますと、逆に我々の評価のスタンスや基準が

評価されるということもあるような気がします。日弁連法務研究財団としての評価のスタ

ンスというものを確立していかなければいけないんじゃないかなということを感じました

けれども、いかがですか。 

【由岐事務局長】  先生方にご無理を言っているのですけれども、改善点をたくさん挙

げてほしい。大学との対話を重視してほしいということを私どもは評価チームの先生に求

めて、評価のための評価ではなくて、法科大学院がよくなってもらうための評価というこ

とを前提に、宮川先生等にはご努力いただきまして、ほんとうに感謝しています。 

（削除）  

 最後に、早稲田のトライアル評価報告書原案の文言とか、あるいは、もしきょうの意見

を聞いて、宮川先生のほうでお直しいただくところがあるとすれば、一応正副に一任いた

だいて、それでそれを早稲田に投げさせていただくところをご了解いただいていただけま

せんでしょうか。 

【柏木委員長】  今の由岐先生のご意見、いかがでしょうか。これは國學院でも同じこ

とが言えるかと思いますけれども、最終版、文言の修正につきましては、正副委員長にご

一任いただけますでしょうか。 

 ありがとうございます。 
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 それでは、これで最終版をつくりまして、早稲田大学のほうに戻して、検討していただ

くということになります。 

 それでは、次、國學院大学の評価報告書の原案につきまして、川端先生よろしくお願い

いたします。 

【由岐事務局長】  これまで早稲田報告書原案の審議のため、山野目先生に退席してい

ただいていたので、今お呼びしますので、少しお待ちいただいて。 

 その間に、早稲田の今後の予定についてご報告いたします。 

【宮武事務局員】  修正後、間もなく早稲田に投げまして、１カ月意見を求める期間と

いうふうにしておりますので、次回の評価委員会に意見を出しまして、また討議していた

だいて、評価報告書として決定するという流れになります。 

【由岐事務局長】  そういう形でやらせていただくということを了解いただきたいと思

います。 

【柏木委員長】  よろしゅうございますか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、川端先生、お願いします。 

【川端委員】  國學院のトライアル評価の主査をいたしました川端からご報告いたしま

す。 

 評価のスケジュールは、トライアル評価報告書原案の２ページに書いているとおりです。

自己点検評価報告書、アンケート結果を受領してから事前検討会を１回開き、現地調査の

前日の夜にもう一度、実際の評価チームが感想を述べ合って、かつ、評価、検討しなけれ

ばならないというところを打ち合わせました。現地調査のスケジュールは資料７９のとお

りで、朝から夜６時半まで、びっちりと調査したという感じです。 

 授業は、午前中に２科目を２つの班に分けて見学し、午後に１科目と、それから、前期

の答案を全部出してもらいまして、一体どの程度のレベルの答案を学生は書いたのかとい

うのを評価いたしました。 

 評価のサマリーについては、資料６８にございますけれども、國學院の調査で一番問題

になったのは、これがほんとうの意味での第１回のトライアルでして、しかも時期も１１

月の初めという時期で、ほとんど前期が終わっただけという時期に近いものですから、評

価チームの側も、法科大学院の側も、全く未成熟、未確定の段階で臨んだという、早稲田

と同じ問題ですけれども、早稲田よりもっとその未成熟度が高かったという意味で、評価
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についての見解が分かれたということがあります。 

（削除）  

ここは分野別評価というのはしていませんので、３つの分野について、各項目ごとの評

価をしたわけですが、それぞれの要約は資料６８になりますので、そちらをごらんいただ

きたいと思います。 

（削除） 

【柏木委員長】  ありがとうございました。今の川端先生のご報告に対して、何か質問

はございますでしょうか。 

（削除） 

【柏木委員長】  例えばクラス人数なんかのような定量的な問題は、これは５０人だと

Ｂになるんですかね。Ａプラスなんていうのはちょっとあり得ないのではないんではない

ですかね。 

（削除） 

【川端委員】  その結果として、それでもちゃんとやれていれば、私はＢだと思うんで

すけれども、学生の構成と教員の教え方との関係でいえば、５０というのは無理があるん

じゃないかというのが加わるので、Ｃ。 

【柏木委員長】  Ａというのは何でしょうか。最初から２５人で非常にうまくいってい

るというのがＡになるのですか。 

【川端委員】  正直に言えば、人数というのはちょっと難しいものがあると思います。

少なければ少ないほうがいいという問題ではないという気もしますので。 

【柏木委員長】  ただ、明らかに９０名なんていうのは、あまりよくないのではないか

という気がするんですけれども。 

【川端委員】  ７０名というのは、ほんとはよくない。 

【宮川委員】  クラスの中の議論を効率的に行っていくという点では、少し少なめのほ

うがいいということは言えるかもしれませんが、学生たちは、教師からだけではなくクラ

スの友人たちからも学ぶのであるということを考えると、ある程度の数と多様な人材がい

たほうがいい。（削除）それは５０人ぐらいじゃないかと。５０人前後でやっているという

ことは決してマイナス評価することではないいう意見が早稲田トライアルのチームでの議

論ではありました。 

【川端委員】  完成年度になると、ゼミとか、あるいは、展開先端科目とか、あるいは
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クリニックとか、クラスの性質に応じて、適切な編成をしているかというのが評価できる

ようになると思うんですね。だから、一律、どのクラスも全部５０であったら、例えばク

リニックのクラスなんかでは低い評価をつけざるを得ないとかというようなことになって

きますから、もうちょっと多様な評価が可能になると思うんですけれども、現時点だと、

法律基本科目のクラスの人数しか対象になってこないので、基本的には５０をカバーして

いればＢということで出発するということになると思います。 

【市川委員】  質問なんですけれども、法律基本科目で考えた場合、適切な数というの

は、一般的な問題なのか、当該法科大学院にとってそれが適切な数なのかということかが

問題になると思うんですね。調査チームは、当該法科大学院にとって適切かという点をわ

りと重視されたんだと思うんですけれども、私は、この基準自身は、今まで見ていた感じ

では、一般的なものなのかなと思っていましたので、その点どうなのかなと。その辺は、

今後、評価していくに当たって、これが一般的なものなのか、あるいは、当該法科大学院

にとってどうなのかという、結構質的な判断が入る問題なのかは、明確にしておく必要が

あるのではと感じました。 

【京藤副委員長】  私も、最初は、設置の基準が５０人なので、このあたりはわりと簡

単に行けるかなと思ったのですが、判定に迷います。（削除）５０名でだれもが満足するよ

うな教育を提供するように工夫するというのが模範解答かもしれませんが、それでも、そ

の人数以下でも、受け手の側が、少人数で充実した教育を受けていないという不満がかな

りあるような場合に、どう判断したらいいのか、と当惑しました。 

 ５０人という、少人数教育についての文科省の基準そのものが、基本的に重要な科目を

教えるときに適切な数かどうかということについては、その数字をあまり鵜呑みにしては

いけない部分もあるのかなという気もします。 

【川端委員】  ただ、基本的には５０という数を標準に考えるべきだと思いますけれど

も、（削除）それはその法科大学院に合った人数というのがあるのかなという気がするんで

す。 

【飯田副委員長】  難しい問題ですけれども、授業がうまく成立しているかどうか、授

業というほうで評価するのがメインになるのかなという感じがします。 

【柏木委員長】 それともう１つ、これは今後の検討課題だと思うんですけれども、資料

６９－２で、Ａ、Ｂ、Ｃの目安が、このクラスの人数ということに関しては当てはまらな

いんですよね。例えば、Ｂは取り組みのサイクル、Ｐｌａｎ－Ｄｏ－Ｓｅｅが構築されて
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るといったって、クラス人数はどこにも当てはまらないし、新しいほうでもよく実施でき

ている、非常によく実施している、卓越しているって、これでは今言ったような判定をど

うやっていいかわからない。 

 だから、もう一回、少なくとも定量的なものについては目安というものを見直す必要が

あるんじゃないかという気がいたします。 

【由岐事務局長】  定量的評価は何のためにやるかという議論や、定性的評価と定量的

評価の関係をどのように考えるのか、一度事務局のほうで考えさせていただけませんでし

ょうか。その上で、委員の先生方に提案させていただくということで、言いわけではない

んですが、まだ我々も発展途上でございますので。 

【柏木委員長】  先ほど申しましたように、やはりこうやってつくづく感じるのは、実

際にやってみますと、評価される側と評価するほうの判定基準をもう一回見直すという反

省材料がすごく出てきます。 

【山本事務局次長】  ご参考までに、資料７１。次の議題ではございますけれども、評

価判定基準の中で、今議論されました問題点がどの辺に出ているかということについて、

ごらんいただければと思います。 

 資料７１の１５ページ。６－１－５、クラスの人数についての判定基準は、クラスの人

数がどうであるかということだけをとらえて分ける構成にしております。それで、１つペ

ージを戻しまして１２ページ。授業が適切になされているかという評価基準である６－１

－２というものがございます。こちらのほうは、ある意味定性的な判断をしております。 

 クラスの人数規模が適切であるかどうかということをその法科大学院の授業運営のやり

方とあわせてやってしまいますと、（削除）それがどうかというのはある程度詰めてから法

科大学院のほうにお返しする必要があるのかなと感じます。これは基準をつくる際にもい

ろいろ議論がなされたことであったと記憶しております。 

【由岐事務局長】  むしろ５０名というのも、今回のトライアルに限ってで結構でござ

いますので、先ほど川端先生から意見がありました設置時には２５名、２クラスでやると

書いてあったのを、５０名、１クラスでやるという、それを５０名の評価ではＯＫとして

いいのか。定量的評価でございますので、５０名という点だけとらえてやっていいのか。

この点についてはぜひご議論いただいた上で、分科会のほう、あるいは正副に一任いただ

きたいと思うんですが。 

【柏木委員長】  今の意見、いかがでしょうか。減点事由になるのかどうか。これを減
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点事由にしないで、ほかで約束違反、かかる項目がないんではないかと。 

【亀井委員】  約束違反という、約束を履行しているかという項目があるんです。これ

は何を評価するのかということがありまして、学生に対して、入試のときにこういうこと

をするとうたって入試をやりますよね。それで、入ってきたけれどもそのとおりにやって

いないというようなことをイメージされていて、例えば、先ほどの実務と理論の架橋のた

めにいろいろ研究会をやることについて、それをやっていないというのは、それは直接学

生に対する約束ではない。それはそれで項目に入れておかなくてはいけないのですが、１

クラス２５人という、設置審に出したものと中身が違うというのは、各大学山積みだと思

うんですが、そういうのを約束の履行という項目の中で評価するとするならそっちで大体

やってしまえばいいので、人数の問題は純粋にそれ自体をどうするかというようにできる

のではないか。どこかで言っていたことと違うじゃないかというのがわかる項目をはっき

りつくらないとだめかなと。 

【柏木委員長】  言っていたことと違うということも改善ということもありますよね。

一応、案を書いたけれども、やってみたらこれよりもこっちのほうがいいじゃないかと。

だから、なかなか難しいのと、それから、多分学生に約束したというイメージは、例えば

自習部屋、あるいは自習のパネルを全部そろえますとか、あるいはパソコンが自由に使え

ますとか、そういうインフラを頭に置いていたんではないかと。授業の人数が２５名とい

うのは約束を守らないということとはちょっと違うのかなという気がするんですが、いか

がでしょうか。 

【亀井委員】  ただし、２５とかいうクラスの人数というよりも、要するに、教員の負

担とか、教員数とか、全部と関係するわけです。そういうことが全部の学生に対する履行

のベースになっている部分かなとは思うんです。多分、２５ということを基準にして教員

を配置することは不可能じゃないんですよね。 

（削除） 

【亀井委員】  ２５というのはどこから出てきたのですか。未修者を２５人合格させる

ということならそれは１クラスでいいんですけれども、４０人合格するのなら、当然２ク

ラスつくらなきゃいけないというのは当然ですよね。そこをそもそもどう考えて基準に反

映させたらよいのか。 

【京藤副委員長】  ２５名だったら教員が余計にいるはずですから２クラスはできるは

ずですよね。ですから、教員を具体的に手配している段階では、１クラスの設計だったか
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らそうなっているのではないですか。１クラスが非常に少なくなり過ぎるので、初年度に

限っては２クラスを１クラスということはあり得ると思うのですが、その逆はあり得ない

という気がします。 

【柏木委員長】  このクラス人数のファクターを、例えば川端委員がおっしゃったよう

な授業の効率ということまで含めて判定するのか、あるいは純粋に数値だけで見るのかと

いうことは、もう一回事務局、我々の間で検討しなければいけないんではないかと思いま

すが、その点でよろしいですか。時間も大分たっているので次に進めていきます。 

 國學院大学でほかにご意見はございますか。では、國學院大学につきましても、これは

表現につきましては正副委員長にご一任いただくことにして、最終版をつくりまして國學

院大学に戻すと。それで、國學院大学の反応をとるという手続になります。 

 その次の議題でよろしゅうございますか。判定基準について、山本先生にお願いします。 

【山本事務局次長】  資料７１をごらんいただけますでしょうか。前回の評価委員会の

ほうでもこの前の案をご議論いただいたと思います。その後の検討を含めまして、一部変

更したものが資料７１でございます。 

 先ほど早稲田大学、それから國學院大学、両方ご審議いただきましたけれども、やはり

ＢかＣか、あるいはＡなのかというところについてはいろいろな目安が必要ではなかろう

かということです。そうでなければ、単なる印象評価になってしまう、あるいは評価員が

どう感じたかということでぶれが大きくなり過ぎるだろうというところから、こういう判

定基準が必要なのではないかという考えでつくったたたき台でございます。 

 従前は、先ほどのクラスの人数で出てきましたように、段階評価をきっちりと分けてい

こうではないかというアプローチをしてみました。しかし、前回の評価委員会の審議の中

では、それは無理ではないか、あまりその方向をきわめるよりは、結局のことろ総合評価

にならざるを得ないんだから、総合評価で、よい、悪い、あるいは普通という形にし、そ

の際に注意するべき視点、つまり質的な視点であるとか、量的な視点といったものを、書

くのがいいのじゃないかというご意見がございまして、今回の案は、基本的にはそういう

ふうにしております。 

 ざっと見ますと、Ｃは、必要なことができている、Ｂは、相当しっかりできている、Ａ

は、非常にしっかりできているということでございまして、評価基準に書いております実

施できている、よく実施できている、非常によく実施できている、卓越しているというも

のの言いかえに過ぎない部分が多くなっております。 
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 つまり、判定基準として充実したものができつつあるのかどうかということでは、まだ

当初の段階のままということでございます。これできちんとしたご説明になっているかと

いう点は、個々の法科大学院のトライアル評価の中で、どうであるかという検証や問題整

理をしていくということでございます。 

【由岐事務局長】  この評価判定基準については３校のトライアルが終わった時点で、

事務局のほうでさらに判定基準について詰めさせていただくと。そして、柏木先生を中心

に一度分科会を開いていただいて、評価委員会でもう一度検討をさせていただくという形

でやらせていただけますでしょうか。まだ、正直申し上げて、我々も未成熟であるという

ことは十分認識しておりますので、ぜひこの判定基準についてもご意見をいただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

【川端委員】 その関係で、６－１－５ですが、これだと法律基本科目のクラスだけが評

価の対象になっていますよね。私はさっき言ったように、クリニックだったら、例えば１

クラス８名が多分限度だろうと思うんです。法情報調査みたいな実務科目でももっと少な

いほうがいい。演習も少ないほうがいい。あるいは、逆に、展開・先端でほんとの講義だ

けでもいい科目があって、そこは１００名いてもいいとか、科目の性質ごとに違う適切な

クラス人数というのがあるんじゃないかと思うんです。 

【由岐事務局長】  この基準は、私の理解しているところによれば、むしろ設置基準に

入っているんで、評価基準に入れなきゃいけないという形で入ってきたものと理解してい

ます。それで、設置基準では法律基本科目について人数が決められていて、ほかについて

はたしか決められてなかったんですね。 

【川端委員】  決められてないけど、適切なというようなそういう基準が入っていると

思います。 

【由岐事務局長】  それで評価基準の中にそれを入れなきゃいけないということで我々

が入れたものですから、さらに詳細にするというのが適切だという形ならば、それはこの

中に入れることができます。しかし、結構細かくすると相当一つ一つ議論が必要かなと思

います。 

【宮川委員】  その臨床科目について、その前の６－１－４の臨床科目が適切に開設さ

れ実施されていることという適切に実施されているというところで評価をすればいいんじ

ゃないですか。そのほかのことについては、授業の、６－１－２の評価のファクターの１

つに入ってくるということなんではないでしょうか。ここでは基本科目だけでもいいんで
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はないかと思います。また議論していただいて。 

【山本事務局次長】  補足させていただきますと、設置基準のほうでは少人数クラスを

基本とするということになっておりまして、それに、告示のほうで、法律基本科目につい

ては５０名を基本とし、６０名を大幅に超えることのないようにというような、一応のガ

イドラインが示されております。それを１つの指標として使いましたのがこの６－１－５

の判定基準の原案でございます。 

 ここで法律基本科目以外の授業のクラスの学生数が外されているのではないかという川

端委員からのご指摘の点なんですが、それを排除する趣旨ではありません。ただ、法律基

本科目以外は選択科目が多くて、どのぐらいの学生がその履修を希望するのかということ

が、必ずしも予測できにくい面があるということ。逆に、法律基本科目は必修でございま

すので、どの位のクラス規模にするかということは、その法科大学院の設計である程度コ

ントロールできるのではないかという点。また、法律基本科目以外の科目のクラス人数に

つきましても、授業の適切さという評価基準でありますとか、あるいはＦＤ活動でクラス

の人数の点についての審議がなされているかどうかという、ほかのところでのカバーがあ

る程度できるのではないかという点。以上の点を考慮しまして、法律基本科目のクラス人

数がきちんとしていれば、ほかのところもそうおかしなことになっていない蓋然性が高い

というところから、判定基準の目安としては資料７１の案のようにしてみたということで

ございます。 

【柏木委員長】  選択科目では、これは大学院のほうは非常に難しい問題がありまして、

例えば、中央大学では英米法総合Ⅱという科目に１８０人が来ました。それで、１８０人

を収容できるクラスがないんで、それでも一番大きい部屋を２つ用意して、片一方の部屋

ではテレビで、しかも質問ができるようにということでやっていますけれども、何でそん

なに１８０人も集まったのかよくわからないんです。来年も同じように集まるのか。 

 だから、人気のある科目にどっと集まると、大学としては対応できないことにもなりか

ねませんので、確かにあまり厳しくやられると選択科目、基礎法学隣接科目なんかについ

ては非常に難しい問題があるんじゃないかと思います。 

【飯田副委員長】  法規上、基本科目が中心になるんでしょうけれども、それ以外のも

のは加点事由、あるいは減点事由として活用するという道は残っているのかという感じは

しているんですけれども。 

【川端委員】  評価基準自体は１つの授業を同時に受講する学生数で、法律基本科目を
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同時に受講する学生数という評価基準じゃないんです。それなのに判定基準が基本科目の

人数だけというのは、そういう意味で齟齬があるんじゃないかと思います。 

【柏木委員長】  この辺もまた、そういう事情も考慮してもう一度再検討、確認すると

いうことでございます。 

 ほかにこの判定基準についてご質問はございませんか。 

【菊池委員】  判定基準じゃないんですけれども、きょうの議題に入っていなくて、ち

ょっと関係しそうかなというので、ご意見を皆さんに伺いたいんですけれども、先ほどご

説明ありましたように、この評価を行って報告書をまとめ上げるというのは、評価される

側も、する側も多大な労をかけてやっているわけです。せっかくそこまでして評価報告書

ができれば、これがアウトプットというか、プロダクツですから、一応それで終わりとい

うことにはなって、あと、それをどう評価される側が使うか、また生かしていくかという

のが、多分全面的に相手にゆだねられるようなことになるんだと思うんです。そういうの

が今の想定だと思うんです。何か、そこに、私も今具体的なアイデアを持ち合わせている

わけでないんですけれども、もうちょっと仕掛けというか、仕組みを導入して、それを生

かすことを促進するような流れをつくり出すようなことができないのか。せっかくそこま

で来たら、もう一押しで効果が倍増するというか、そういうことがないのかなと。 

 さっきも例として、これは違うんですけれども、２回もアンケート調査をとったんだけ

れども、最後、アンケートの利用の仕方のところで努力が足りないものだから、そこまで

アンケートをとるのだってすごくエネルギーがかかっていると思うんですけれども、なか

なか成果に結びつかないとか、ほかにももう１つ事例が出てきたと思うんです。これは評

価報告書をつくれば、それなりに立派なプロセスは完成するとは思うんですけれども、も

う一押しすると、もっと最初の評価のねらいというものが具体化するとか、そういう工夫

をするような、何もきょうここで論議する必要はないんですけれども、考えられないのか

なと思いついたものですから、ちょっと申し上げました。 

【由岐事務局長】  トライアルについて公表しませんけれども、本番は公表することに

なっております。その公表を見て、大学がするかどうかはわかりませんけれども、公表と

いうことが１つの促進策になるのかなと。あるいは、菊池先生がおっしゃるのは、これか

ら定期的に向こうと話し合っていって直せとか、いろいろ指導して……。 

【菊池委員】  何がいいか私もよくわからないです。 

【由岐事務局長】  ということなら、それは改めて検討させていただきます。 
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【飯田副委員長】  今の点は、非常に低い評価を得た部分については、もう一度評価を

受け直して、それを今度また公表してもらうという感じで、法科大学院の自己改善に寄与

する、そういうことがあるかもしれません。 

【菊池委員】  何がいいかはよくわからないんですけど。我々金融機関は、金融庁の検

査を受けますと、いろいろ指摘されて、毎月どこまで直ったかを提出しろと。それがいい

と言っているわけではないんです。主体的にどこまで気持ちがそういうふうになるかとか、

それがすごく大事なんですけれども、嫌々ながら形式だけは整えなきゃとか、そういうと

ころも出てきそうな気もしたり、それは別次元なんですけれども。 

【山本事務局次長】  その点で、１点計画していることがございます。これは、評価報

告書の渡し方でございまして、ぱっとメールなり郵便で送ってそれで終わりということで

はなしに、行って説明すると。そのときに議論するということをしようと考えています。 

【菊池委員】  それはすごくいいことですね。幾つかの仕掛けがあってもいいかもしれ

ませんね。 

【柏木委員長】  問題点が出てきておりますけれども、事務局は大変でしょうけれども、

よろしくお願いします。 

 それでは、その次、４番のトライアル評価について。新潟大学法科大学院の現地調査の

報告について、宮武先生、お願いします。 

【宮武事務局員】  新潟につきましては、特に資料はございませんけれども、先日、１

月１９日に現地調査に行ってまいりました。参加していただきました評価チームの先生方

につきましては、前回配布資料の資料のナンバーだけ申し上げると５１なんですけれども、

京藤先生に主査をやっていただいております。 

（削除） 

 今後、２月８日に評価チームの検討会がありまして、評価チーム報告書をまとめて、ま

た同じように評価報告書原案ということで、次回の評価委員会にお諮りすることになりま

すので、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。何かご質問ございますか。 

 ここにつきましても、分科会を設置しなければいけないんですが、人選につきましては

正副委員長にご一任願えますでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

 ありがとうございます。 
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 今後の計画ですが、江森さん、お願いします。 

【江森事務局員】  来年度前期にトライアルをお受けいただくというのが、正式にご回

答いただいておりますのは、現在のところ、白鴎大学、南山大学、大宮法科大学でござい

ます。そのほかに、明日も中央大学と駒沢大学にご説明に伺う、あさっては愛知大学に伺

う、それから、２月１４日に福岡大学に伺うということで、今お名前を挙げさせていただ

いた４大学は非常に前向きという印象を持っております。また、随時ご報告いたします。 

【柏木委員長】  ありがとうございました。何かご質問ございますか。 

 なければ、その次の議題、評価員の選任についてでございますけれども、これにつきま

しては、資料７２ということでございます。これは事務局からご説明いただけますか。 

【由岐事務局長】  評価員については、新たに評価員の研修会を行い、資料７２に記載

されています先生方を評価員に選任したいと事務局では考えておりますので、ご承認いた

だくようお願い申し上げます。 

【柏木委員長】  資料７２に掲載されている方々、特に問題はないと思いますけれども、

評価員と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） 

 では、ご承認されたものといたします。ありがとうございました。 

 次に、事務局員の選任ですが、由岐先生。 

【由技事務局長】  先ほど申し上げたように事務量が増えましたので、今回、事務局員

として、石井、中野、河野という３名を選任していただきたいと思います。資料７３です。

この中で石井は常勤でございます。以上３名をご選任いただきたいと思います。よろしく

お願いいたします。なお、石井は事務局次長ということでよろしくお願いいたします。 

【柏木委員長】  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、その次が、評価員研修の実施についてですが、江森さん。 

【江森事務局員】  研修について、資料７４でございます。これは従前、４回にわたり

まして、理論編評価員研修を行ってまいりまして、これをもう一度やりたいということで、

２月２８日に企画しております。それから、１枚目の紙の下のほうにあります３月１１日

の金曜日ですが、この日は１１時から３時にわたり、昼食を挟みまして、実践編というこ

とで、理論編をお受けになっていただいた評価員の先生を対象に、より実践的な内容の研
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修をしたいと考えております。 

 内容でございますが、この３校のトライアルを経て出てまいりました問題点、特に評価

員に何が期待されるかということを経験を踏まえて一緒にご議論したいということ、それ

から、後ほど出てまいりますが、２月にＡＢＡの評価員研修に参りますので、それのご報

告、その他、意見交換も含めてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。 

【柏木委員長】  ありがとうございました。２月２８日と３月１１日の理論編と実践編

の講習会を行うということで、私は理論編の日は日本に居ませんので実践編のほうに参加

させていただきます。 

 今度はプレトライアルについてということで、宮武先生のご報告をお願いします。 

【宮武事務局員】  プレトライアルにつきましては、資料７５でございます。これはプ

レトライアルという名称はついておりますが、授業自体を評価することが目的ではござい

ませんで、評価員の研修というところに主眼を置いているものでございます。資料７５に

あるような形で、早稲田、大宮、中央、立教、大阪、立命館、南山ということで行ってお

りまして、参加者とありますのは、評価員として登録された方、若干、その当時まだ登録

されていない方もおられますが、ほぼ全員評価員として登録された先生方にご参加いただ

いております。 

 私も何度か参加していますけれども、これは現地調査、トライアルのときと異なりまし

て、どの授業を見るかという選択は、比較的法科大学院の指定にゆだねられたところも多

かったものですから、その結果と言うべきか、非常に質の高いといいますか、見ごたえの

ある授業も多かったものですから、このプレトライアルは事務局の中では今後も継続的に

実施させていただいて、これが評価員の先生方や我々事務局の評価の基準等についても非

常に参考になるものかと思います。もう授業がありませんので４月以降にはなりますが、

また継続的に計画していきたいと思っております。 

 以上です。 

【柏木委員長】  ありがとうございました。今の点につきまして、何かご質問ございま

すか。 

 それでは、その次、文部科学省委託研究について、山本先生お願いします。 

【山本事務局次長】  昨年度に引き続きまして、当財団で文部科学省から調査研究の委

託を受け、認証評価のあり方等についての研究を行い、来年度の始めに報告書を作成して

提出することになっております。 
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 内容としましては、評価基準、評価方法、評価体制、評価報告書のあり方を、法科大学

院の実際の運営の中で研究するというものでございます。これまで実施しておりますトラ

イアル評価、それからプレトライアル、評価員研修も含めまして、すべてその内容になり

ます。 

 これに加えて、ＡＢＡ、アメリカ法曹協会の評価員研修への参加、実際の評価員研修を

受けるということ、ＡＢＡスタッフとの意見交換。さらに、ほかの認証評価機関、つまり、

大学評価・学位授与機構及び大学基準協会との意見交換を３月に計画しております。 

 以上でございます。 

【柏木委員長】  ありがとうございました。ほかの２つの評価機関もこのぐらい大変な

作業をやっているんですか。 

【由岐事務局長】  基準協会はまだ認可を受けておりませんので、事実上はやっていな

いと。学位授与機構も実際はまだそういう評価員が行って、評価チームが行ってというま

では行っていないと思います。ですから、唯一ここだけがやっているという状況だと思い

ます 

【柏木委員長】  かなり水をあけた感じじゃないですかね。 

【由岐事務局長】  ありがとうございます。 

【柏木委員長】  その次は、ＡＢＡ評価員研修についてお願いします。 

【江森事務局員】  資料７６でございます。この研修につきましては、水原事務局員が

コーディネイトをやっていただいておりますので、日程については水原事務局員のほうか

らご説明があると思います。２月１９日にＡＢＡのほうの評価員研修がございまして、柏

木委員長、川端委員、それから、武田昌則評価員、それから、山本事務局次長、石井事務

局次長の５名が参加するということでございます。 

 それに伴いまして、少し早目に行きまして、このようなスケジュールを組んでいるとこ

ろでございます。柏木先生は研修だけのご参加ということでございますが、団長を川端先

生にお願いいたしまして、あちこち見て回ることにしております。 

【水原事務局員】  資料７６です。残りの日程なんですが、１６日シカゴに到着で、そ

の日そのままＡＢＡにごあいさつに伺いまして、その日はお休みいただきまして、翌日、

１７日、１８日とシカゴの大学３校に分担して行っていただくように手配しております。

各校ともにお願いしてますのは、少なくとも２コマ授業を見させていただきたいと。その

うちの１コマは、間違いなくソクラティック・メソッドを十分やれている先生のところで
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見せていただきたいとお願いしました。それから、あとはできるだけ多くファカルティー

の方とＦＤ活動ですとか内部事情についてディスカッションができるようにというミーテ

ィングを持たせていただいています。それから、シカゴ大学に関しましては、ＡＢＡの評

価についてのミーティングを受ける学校として持たせていただくようにスケジュールをと

っていただいています。 

 それから、最後に夕食とありますのは、これは内輪ではなくて、学校の先生方を招待し

て意見交換を含めながらの夕食会ということで、申しわけないですが、全く自由時間がな

いスケジュールになっています。 

【柏木委員長】  ありがとうございました。 それでは、認証評価委託契約について宮

武先生。 

【宮武事務局員】  この認証評価委託契約につきましては、今回の配付資料にはござい

ませんが、前回の配付資料の５８番なんですが、案を出しているということでございます。

この中で一番問題になりますのが、評価料についてなんですけれども、これは現状、上限

を３５０万、ただ規模によって考慮する。それから、評価実費についても５０万円を標準

とするという形で申請しているわけなんですが、最近、各法科大学院から事務局にこのあ

たりをはっきりさせてほしいという問い合わせというか、要望というか、多く来るように

なっています。ここで、今回そのあたりをご検討して決定できればよかったんですが、ト

ライアルについての検討も多くて、そこまで進んでおりません。ただ、タイミング的に、

次回の評価委員会、３月末ですが、そこまで決定を延ばしていると、ほかの機関の動向も

よくわかりませんが、時機を失することにもなりかねませんので、できればこのあたりの

額について、正副一任のような形で、臨機応変な対応をお願いできればと思っております。

よろしくお願いいたします。 

【柏木委員長】  今の現状で他のところはどのぐらいですか。 

【由岐事務局長】  私が聞いているところという形にしていただきたいんですけれども、

学位授与機構が３５０万、ただし、実費等はその中に含むという形で考えていると聞いて

おります。基準協会は、先ほど申し上げたように、まだ認証を受けていませんので、具体

的な数字は出ておりませんが、１年ぐらい前に８０万とかという数字を聞いたことがあり

ますが、それ以降議論していないことと、会費制ということもありまして、必ずしも明確

ではありません。ただ、先ほど言いました学位授与機構はそういう数字を出して、私ども

は１年ぐらい前に、一応３５０万と実費を前提に考えてほしいと言っておりますが、最終
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的には次年度の予算との関係が大学にあるんだろうと思います。できるだけ早く決めてほ

しいという要望がたくさん来ておりますので、できれば正副に一任いただいて、大きくそ

こからかけ離れることはありませんので、今月中には決めさせていただきたいと思ってお

ります。 

【柏木委員長】  ということで、学位授与機構との実質的な違いは実費を中に込めるか、

実費を外に出すかというぐらいの差しかないわけですけれども、周囲の状況を見て臨機応

変に対応する必要がありますので、評価料につきましては正副委員長にご一任いただけま

すでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

ありがとうございます。 

【由岐事務局長】  手続的な問題を申し上げます。一応、評価料は評議会で決めること

になっていますので、先生のほうから意見をいただいて、それを評議会に上げるという形

でよろしくお願いします。 

【柏木委員長】  その他何かございませんか。 

【宮川委員】  資料７０について事務局からの説明はないのですか。重要な内容かと思

いますが。 

【由岐事務局長】  資料７０は評価基準との関係で議論ですので、山本のほうから説明

します。 

【山本事務局次長】  資料７０は國學院、早稲田のトライアル評価の中で出てきました

問題点を整理したものでございます。それぞれの評価報告書の審議の中で議論されるかと

イメージしておりましたので、この資料だけを取り上げてご説明することはしなかったん

ですが、お時間がありますので説明させていただきます。 

 まず、評価基準について。実際評価を進めてみますと、この辺が問題だなと思われるこ

とが５つございます。 

 １つ目は、基本方針、特徴の追求、法曹養成という３つの大きな評価基準が、いずれも

法科大学院の取り組み全体を評価するものであって、ほぼ同じ事柄を扱うことになるとい

う点です。基本方針というのは、これまでの大学教育から専門職大学院としての法曹養成

教育機関へ切りかえがきちんとできて、そちらの方向でまとまっているかということが中

心となり、特徴の追求は、他の法科大学院と比べ差別化というアプローチをどれだけやっ

ているかということが中心となり、法曹養成は、法曹養成に、科目横断的、あるいは科目
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以外でしっかり取り組んでいるかというところが中心となる、つまり視点の置き方が違う

んだという説明をしておりますけれども、そういうことでいいのか、それとも、もうちょ

っといい整理があるのかということが論点としては出てくると思います。 

 ２つ目、自己改革という評価項目がございます。またＦＤ活動という評価項目がござい

まして、これは一緒ではないのかという質問が各法科大学院からございます。といいます

のは、現時点ではＦＤ活動が自己改革活動のほぼ同じであるという現状があるからではな

いかと思います。将来的に見ますと、自己改革の中にはＦＤ活動、すなわち教え方あるい

は教育内容の改善活動以外に、どのような法曹を養成すべきなのかという点、入学者の選

抜の方法、施設や設備の問題等、ＦＤではカバーできない部分の改善活動や改革活動とい

うものも含まれるであろうという回答をしております。これは、法科大学院の運営が進展

していくに従って解決する、時間の問題かなと感じております。 

 ３つ目、同じく自己改革活動という評価項目と、自己点検・評価活動という評価項目が

分かれておりまして、これを別々に評価する意味がどれだけあるのかという指摘がござい

ます。自己点検・評価活動は、学校教育法の中で義務づけられました自己点検評価という

ものを、自己改革活動から横出ししたものでございますけれども、基本的には重なる部分

が大きいのかなと思います。実際に開始された活動も見て、場合によっては評価項目の統

合ということも検討していかなければならないと感じています。 

 ４つ目、ＦＤ活動という評価分野で、ＦＤ活動そのものと、学生による評価の活用と、

評価基準を２つに分けておりますけれども、これも重なるのではないかというご指摘を法

科大学院からいただいております。実際には、学生アンケート調査の大半は授業への評価

であり、それはＦＤ活動の中できちんと生かされるべきだということから言えば、基本的

には学生による評価の活用もＦＤ活動の一部なのかなと思われます。 

 現在のところ、学生に対するアンケート調査の結果を教員個人に通知する、みずからの

授業改善を促すという点が４－１－２という評価項目でございまして、調査結果を受けて、

ＦＤ委員会なり教員組織全体として授業改善を図っていくというのが４－１－１の評価項

目という形でお答えしておりますけれども、これも将来は一くくりにすることになる可能

性があると思います。 

 最後に、６－１－１、履修選択指導という評価項目がございます。授業という第６分野

の評価分野の中に置かれておりますけれども、これが位置づけとして適切かどうかという

問題提起がございます。第５分野のカリキュラムの中に位置づける方が適当ではないかと
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いうことです。履修選択指導、つまりどんな科目をどんなふうに履修するのがいいのかと

いう指導、コース選択をする指導は、ある意味ではカリキュラムの組み方及びその取扱説

明書のようなソフト部分ではないか。そうであれば、第５分野のほうに位置づけるのが適

切なのかという指摘です。これも検討課題だと思います。 

 以上が評価基準のあり方について出てきた問題でございます。 

 次のページ、評価の仕方について。これは國學院大学及び早稲田大学の評価報告書の審

議の中で出てきた問題点でございます。１つ目は法科大学院が始まったばかりである点を、

トライアル評価の中でどういうふうに扱うべきであるかということでございます。 

 まだ始まったばかりで効果が出ていないじゃないかということで低く評価するのか、そ

れはさておいて、取り組み自体は非常によくやっているので、このまま行けば効果を上げ

る蓋然性が高い、あるいは低いという点から、現時点での評価をきちんとすべきか。ある

いは、トライアル評価としてあまりに時期が早いものは、むしろ評価留保とすべきではな

いかという議論がございました。これはいろいろご審議いただいた点と認識しております。 

 ２つ目は、クラスの人数の点で問題になりましたが、設置審査時点で計画されていたこ

とと実際との齟齬を、トライアル評価、あるいは本評価の中でどう扱うかということでご

ざいます。考え方として、あくまで評価時点での現状を評価基準、判定基準に照らして評

価するにとどめる。設置計画との違いについては、評価報告書の文章の中でコメントする

にとどめ、評価そのものには反映させないとすべきなのか、それとも、齟齬があるという

こと自体をマイナス評価するかという点でございます。齟齬と言っても、実態を踏まえて

改善した結果での齟齬のか、それとも、当初計画どおり実施しようとしたができていない

場合か、あるいは失念していたという場合なのかで扱いは違うべきだという意見がござい

ました。 

 最後に、評価のプロセスについて出てきた問題でございます。今回、評価報告書をご審

議いただきましたけれども、この前段階で評価チーム報告書というのをつくるということ

になっております。現地評価に当たった評価員が、現地調査の結果及びそこで吟味した資

料等を総合して、評価チームとしてはこういうふうに事実を認識した、あるいはよい点は

こういう点がある、悪い点はこういう点があるということをまとめた報告書でございます。 

（削除） 

【柏木委員長】  ありがとうございました。今の点について、何かご質問ございますか。 

【飯田副委員長】  評価基準の改訂作業がテーマになっていたと思うんですが、２００
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６年下期あたりから本評価が始まりますので、ことしの暮れぐらいまでには、必要な改訂

は済ませて、変更の届け出といいますか、それが必要になります。手続としては、事前に

パブリックコメント等の手続が必要ですから、この春学期のトライアルをした段階で改訂

案をつくって、秋には確定するということが必要になりますので、そのあたりよろしくお

願いしたいと思います。特に、トライアル評価で現在５分野をやっておりますけれども、

修了認定以外の９分野は全部トライアルをどこかでやらないと検証できませんので、その

関係もお願いしたいと思います。 

【亀井委員】  最後の評価チーム報告書の関係なんですが、要するに、今までだと、評

価員のチームの中に評価委員会のメンバーが入っているという、まだトライアルというこ

とでやっているんですけれども、そういう意味では両者の連続性は図られると思うんです

けれども、将来的にたくさんのところを評価することになり、評価委員会メンバー以外の

方だけでチームをつくるということになると、齟齬が生じてくる可能性があると思うんで

す。ですから、そこをどういうふうに考えておられるのかと、何か案があるのでしょうか。

やっぱりだれか評価委員一人ぐらいは出ているというイメージなのか。そこをもしお考え

があったら、ほかでもあるような気がしますので。 

【江森事務局員】  おっしゃるとおりです。私どもの仕組みづくりの中で、評価チーム

の主査の先生は、この評価委員会の該当審議の部分で出席権はあるという議論をしており

ますので、おそらくコミュニケーションを図りながら分科会をつくって、分科会の先生と

主査の先生でコミュニケーションをとっていただく。そして、ここにも主査として来てい

ただいて、事実認定の部分ではご質問が評価委員会で出ればお答えさせていただくという

ことになるかと思います。 

【亀井委員】  ただ、ある程度いろいろな大学を見ていれば評価書が上がってきて、こ

のメンバーというのは、それを見るわけですよね。この評価の理念というか、そういうの

もある程度共有する議論の上にできるんですけれども、評価員の方というのは研修を受け

て、それでわかったということで評価していくことなので、必ずしもそこは不十分という

こともあると思うんで、その辺はうまくやっていかなければと思います。 

【江森事務局員】  そういう意味では、当面は主査の先生は、ここにいらっしゃる先生

にお願いすることになると思いますが、もちろん、主査の先生をお願いするときに、私ど

もの理念の深く共感していただいているとか、あるいはこれまで何度もトライアルに評価

員として参加いただいた方という形で慎重に審議して、決めさせていただくということに
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なると思います。 

【柏木委員長】  ありがとうございました。 

【亀井委員】  資料７０の１ページ目ですが、非常に的確に論点を指摘していただいて

いると思うんですが、方向としてはできるだけ統合すると考えたほうがいいんじゃないか

と思います。例えば、③にしても④にしても、一方の項目がＢなのに、一方の項目がＡと

か、そういうことは多分あり得ないと思うんです。学生の評価は非常に分かれているけれ

どもＢがないとか、そういうのはおそらくないと思うんで、多段階評価をやるわけですか

ら、それで大体合うだろうという項目は統合する方向でしたほうがいいのではないかと思

います。というのは、今回の項目だけで、１部門ですので、そのほかにも入試であるとか、

カリキュラムであるとか、教員であるとか、ほかにも山のように項目があるので、それを

全部やらなきゃいけないので、受けるほうもやる側もますます大変ですので、できるだけ

合理的に項目を絞ったほうが相対的にいいんじゃないかと思います。 

【柏木委員長】  ありがとうございます。 

 それでは、時間となりましたので、第３回の評価委員会はこれで終了させていただきま

す。お忙しいところ、どうもありがとうございました。次回は３月２８日月曜日の午後５

時から７時でございます。よろしくお願いします。 
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