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（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４回）議事録 

 

１ 日 時  ２００５（平成１７）年３月２８日（月）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、大出良知 

小幡純子、亀井尚也、川端和治、菊池武久、小山 稔、高木晴夫 

日和佐信子、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、石井邦尚 

  事務局員 江森史麻子、中野辰久、水原理雄、宮武洋吉 

４ 議 題 

１）早稲田大学法科大学院トライアル評価：評価報告書の確定について 

２）國學院大學法科大学院トライアル評価：評価報告書の確定について 

３）新潟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 

４）トライアル評価について 

・05 年度の実施計画について 

・評価チームの編成について 

・協定書の改定について 

５）プレトライアル（授業見学研修会）について 

６）認証評価評議会（2/28）の報告 

・事業報告 

・事業計画 
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・予算、決算 

・評価手数料 

７）評価基準・評価判定基準の検討課題 

８）評価員の選任について 

・新規評価員の選任 

・一般有識者 

９）認証評価委託契約 

10）異議審査委員会について 

11）（仮称）法曹養成教育研究会 

・委託研究について 

12.）事務局員の選任について 

13）文部科学省委託研究について 

14）ABA 評価員研修（報告） 

15）評価員研修会（2/28・3/11）の報告 

16）評価事業説明会（3/12）の報告 

５ 資 料 

無番号 法科大学院認証評価事業関連規定集 

資料 80 事業報告書 

資料 81 事業計画 

資料 82 2004 年度認証評価事業予算・決算見込書・2006 年度予算書 

資料 83 評価手数料の確定について 

資料 84 認証評価委託契約書 

資料 85 トライアル評価に関する資料集 

資料 85-2 トライアル評価実施予定校リスト 

資料 86 トライアル評価の概要 

資料 87 日弁連法務研究財団トライアル評価実施のご案内 

資料 88 トライアル評価協定書 

資料 89 日弁連法務研究財団法科大学院認証評価実施要領 

資料 90 評価員研修（実践編）プログラム（3/11） 

資料 91 認証評価事業に関する説明会及び意見交換会プログラム（3/12） 
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資料 92 3 月 12 日説明会及び意見交換会出席者名簿 

資料 93 早稲田大学大学院法務研究科：トライアル評価：評価報告書 

資料 94 國學院大學大学院法務研究科：トライアル評価：評価報告書 

資料 95 日弁連法務研究財団トライアル評価「評価報告書原案」への意見申述について 

資料 96 「評価報告書原案」への意見申述へのご回答 

資料 97 新潟大学大学院実務法学研究科：トライアル評価：評価報告書原案 

資料 98 自己点検評価報告書（新潟大学大学院実務法学研究科） 

資料 99 評価員に関する資料 

資料 100 各評価機関の評価基準比較対照表 

資料 101 第２回評価委員会議事録 

資料 102 第３回評価委員会議事要旨 

資料 103 評価員候補者名簿 

資料 104 事務局員候補者名簿 

資料 105 マクレイト・レポートの意義に関する研究計画書 

資料 106 文部科学省委嘱事業計画書 

資料 107 研究報告書骨子（案） 

資料 108 評価基準・評価判定基準等の検討課題 

資料 109 ＡＢＡ評価員研修について 

 

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】 定刻となりましたので、第４回評価委員会を開始します。それでは、

議題１の早稲田大学トライアル評価：評価報告書の確定について、この間の事情を由岐

事務局長からお願いいたします。 

【由岐事務局長】 早稲田大学トライアル評価につきましては、前回２月２日の評価委

員会にて評価報告書原案を確定しまして、（個別事案に関わるため削除、以下「削除」と

のみ記述）そこで、原案どおり、評価報告書を確定していただきたく思いますので、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した。それでは、実際に評価を受ける側でいらっ

しゃった山野目先生から、率直なご意見ご感想などがありましたら、お聞かせいただき

たいと思います。 

【山野目委員】  評価員の皆様に来学いただきました際は、お昼のＦＤ関係の教員との

懇談及び夕方の締めくくりのミーティングにも参加させていただきまして、大変新鮮な経

験をいたしました。どういうふうに審査を進めるかは先生方よくご存じですから、それも

実体験させていただき、新鮮な気持ちがしたということだけはまずもってご紹介させてい

ただいた上で、その意義なのですが、私どもが受けてみて実感したことをさらに今後どの

ように受け止めていくべきかを考えてみたときに、大学内部においての学内的な面と、そ

れから対外的な面と両方、若干考えるべきことがあるだろうと思いました。内部的に言い

ますと、自分たち自身も、自分たちの法科大学院について問題点として考えていたことで

はあるんですが、改めて外部から指摘されたことによって論点が顕在化したということが

あります。とりわけ、（削除）ということをご指摘いただいて、そのことに自分たちも気づ

いてはいましたが、改めて詳細な論評を添えてご指摘いただいたことで、今、学内では、

（削除）いろいろ動いています。 

 とりわけ、（削除）内部の私どもが言っただけでは、いや、今までの大学はそういうこと

をしなかったとか、ペケと言われちゃうんですが、いや、外部からもこういう厳しい、い

ろいろな問題点の指摘があったのだというように、いわば内政向けに使えるという意義が

あるわけでありまして、改めてそれを実感いたしました。 

 もう一つ、対外的な面で、これは早稲田大学に限らないかもしれませんけれども、今ま

での日本の大学制度の中で、こういうふうなことが行われたと。外部の方が入ってきて、

かつ、ああいう形でごらんになって批評を受けるという機会はなかったわけでありまして、

これは一種、法曹養成制度改革であると同時に日本の大学改革ないし教育改革という側面
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を持っていると思います。あそこでああいうふうに非常に活発な認証評価がなされ、また

受け手がそれに対応しているのだということをもう少し社会的にリアルなイメージを添え

てアピールして啓発していってもよいのではないかと。その点、今後、この評価委員会と

しても考えていくべきことではないかなと思いました。例えば司法試験８００人問題に代

表されるように、法科大学院がきちんと教育してくれていないのではないかという、いろ

いろな方面からの疑念が多いわけなんですけれども、ああいうものに対して答えていくと

いうのは一つの重要な柱として、いや、大学人は手抜きをせずに、まあ、全員とは言いま

せんけれども、一部にこういう動きがあって、しっかりとお互いの評価をしようではない

かという動きが始まっているのだと。１日、先生方がずらっと出られて、こういうふうに

厳しいご指摘を受けたのと同時に、本番は３日やるんだよというようなことをもっときち

っと具体的に啓発していくということによって、別な問題のほうにも刺激を与えることが

できるのではないかなということも実感いたしました。 

 突然のご指名でしたのでよくまとまってないのですが、かいつまんで申し上げるとそう

いうことです。 

【柏木委員長】  ありがとうございました。非常によい指摘を受けたのではないかと思

います。特に、私も大学の一員としてこういうことをやっているんだぞということは、も

っと外部に対してＰＲしてもいいのかなと思います。 

 宮川先生、主査のお立場からいかがでございましょうか。 

【宮川委員】  ３月５日、金沢大学で「専門職大学院の将来と認証評価―法科大学院を

手がかりに」というシンポジウムがあって、それに参加しました。そのときに教育ジャー

ナリストの山岸駿介氏が、「日本の教育史上の今は大きな変革の時期である。法学教育に大

きな変革が行われている。それは、まず第１に、１つの学部の学生が全国北から南まで、

これほどまでに勉強するということは過去にはなかったことである。第２に、認証評価制

度が誕生した。法科大学院を先駆けとして、第三者の厳しい目に大学教育がさらされるこ

ととなった。」、ということを述べておられました。私も、早稲田大学法科大学院のトライ

アル評価に参加する中で、そういう変革の時期であるということを実感しました。大学に

おいては、先進的に努力される方々がおられて、大学も大きく変化しつつあるということ

を評価の現場で感じましたが、他方、評価員の側も、評価する作業の中で現実に授業の状

況を見たりする中で、また訪問調査の前後と報告書の案ができた段階でいろいろ内部で議

論しますが、その議論の中で評価員自身が学んで変化している。そして、いくつかこうい
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うトライアル評価を積み上げていくことは、この変化の梃子の役割を果たし得るのではな

いかとも感じました。 

 評価する側の問題点として、法務研究財団が認証評価をする、大学基準協会や大学評価・

学位授与機構とは異なって法務研究財団が行うのだという、その特色を何に求めるのかと

いうことについて、いまだ評価員全体の中で認識が共通になっていないということがあり

ます。ユーザーの視点、時代のニーズを教育に反映してもらうように我々が大学の側にそ

れらを伝達をしていくということがその第一の特色といいますか、意義として言われてい

ることですが、そのことはいまのところ達成されていない。さらに、教育の方法、教育の

あり方、理論と実務の架橋といったことについて評価員の側に認識の相違がある。そのこ

とが事実の認定や評価の相違に少なからず影響しているということがある。内部的にもっ

と議論を整理をして、認識を共通のものにしていかなければいけないということを感じて

おります。 

 以上です。 

【柏木委員長】  ありがとうございました。 

 実際にトライアルをやってみますと、トライアルの対象もさることながら、トライアル

をする側の判断基準というものも調整していかなければいけないなと非常に強く感じてお

ります。今のようなことで由岐事務局長から早稲田大学法科大学院のトライアル評価につ

いては評価報告書をこれで確定したいというご報告がありました。それから、山野目委員

と宮川委員から今回のトライアル評価についての感想をいただきましたけれども、何かご

意見ございますでしょうか。 

【飯田副委員長】  今、山野目委員からお話がありましたように、法科大学院の現状に

ついて、当財団としては、トライアルを踏まえまして、適切な時期に社会に対して情報発

信する必要があるのではないかなと。さきのご指摘がありましたように、何とかそれを早

い時期に実現でき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。ほかにご意見はございませんか。 

 それでは、次の議題、國學院大學法科大学院トライアル評価の評価報告書の確定につい

て、川端委員、お願いします。 

【川端委員】  （削除） 

 以上です。 

【柏木委員長】  ありがとうございます。 
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 ちょっと前後しますが、山本先生から事実経過について簡単なご説明をいただきます。 

【山本事務局次長】  事実経過と申しますか、國學院大學とのやりとりについて補足い

たします。 

 （削除） 

 以上です。 

【柏木委員長】  ありがとうございました。 

 今の山本事務局員からの経過説明と、それから川端委員からのコメントがございました

けれども、川端委員のコメントの点は、どの法科大学院も非常に悩んでいるという点であ

りまして、多分、これから幾つかトライアルを続けていくうちに評価基準が固まっていく

項目なのではないかという気がいたします。 

 國學院大學のトライアル評価については、この委員会で確定ということになりますけれ

ども、内容につきまして、あるいは川端委員のコメントにつきまして、何かご質問、ご意

見ございますでしょうか。 

【宮川委員】  （削除） 

【柏木委員長】  ありがとうございました。川端委員、いかがですか。 

【川端委員】  よろしいんじゃないでしょうか。 

【柏木委員長】  ほかに國學院大學のトライアル評価、及び國學院への回答案につきま

してご意見をお持ちの方、いらっしゃいませんか。 

 それでは、今、宮川委員からご指摘のありました点を修正することとして、確定してよ

ろしゅうございますでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。それでは、これで國學院大學法科大学院トライアル評価の評価

報告書を確定いたしたいと思います。 

 次は、新潟大学トライアル評価ですが、京藤副委員長から。 

【京藤副委員長】  私が主査をしました関係で、新潟大学の法科大学院のトライアル評

価について内容を説明いたします。 

 （削除） 

 評価経過につきましては、３ページにあるようなスケジュールで、他の法科大学院のト

ライアル評価と同じような方法で実施しております。評価チームによる評価チーム報告書

をまとめて、それをもとに評価委員会で検討いたしまして、評価委員会報告書原案を作成
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している次第でございます。 

 作成過程でございますが、評価チームと評価委員会に共通するメンバーが私でありまし

た関係で、評価委員会では私が評価チームの考え方を代弁説明するような役割を担いまし

て、その上で評価委員会で出された意見をできるだけ評価報告書に反映させて提案をいた

しました。若干、意見の異なる部分がありましたので、その部分については後で少しコメ

ントさせていただきます。 

 評価報告書をつくる際に重要な意味を持っております自己点検評価報告書の取り扱いで

ございますが、新潟大学から出された自己点検評価報告書ですが、これはもちろん利用し

ております。もっとも、本来は重要な資料であると思いますが、今回の評価報告書原案を

作成する際に、これに寄りかかって作成したというような印象は持っておりません。現段

階で、大学自身が自己点検するといいましても、指摘されている事実データがあまり多く

ございませんでしたので、（削除）この点は自己点検評価報告書をどう利用するかといった

ような場合に、まだ始まって間もないということで少し特殊性があるかもしれません。 

 評価の実際でございますが、これは目次をごらんいただければわかりますが、現状の分

析、それから大学としての評価、判定、参考意見の４つに分けまして記述する努力をしま

した。全体をまとめる際には、そのような書きぶりにするよう、書き直す努力をしました

が、どうしても現状の記述と評価との分かち書きが完全にできているかというと、そこの

部分、原案を執筆した人の書きぶりに影響され、必ずしも完全にできていない部分もあり

ます。 

 それから、現状の記述につきましては、学生のアンケートに依拠して記述しているとこ

ろもございますが、その場所では評価を避けて記述しているため、アンケートにかかって

評価しているかのような印象を与える部分もあるかもしれませんけれども、この点でも、

評価チームの段階での検討に際しては、アンケートの結果を絶対のものとして取り扱って

いるといったようなことはなかったように記憶しております。その点で議論としては全体

のバランスを考えながら評価していったところでございます。 

 全体の中身でございますが、中身につきましては非常に大部なものになってしまいまし

たので、全体の要約は９１ページ以下の「第３」という部分に、それまでの分析を総括的

に評価しながら分野ごとの評価をまたしております。そこに集約したというつもりでござ

いますので、それに即して少しご説明を申し上げます。 

 （削除） 
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【柏木委員長】  ありがとうございました。９４ページという大変なボリュームで、こ

れで半分の評価項目ですから、フルになりますと、大変な労作でございます。これはここ

で一応原案として確定した後に、いろいろと御議論をいただいて、それを検討して最終確

定ということになります。今、京藤副委員長からお話がありましたように、９４ページと

いう大変なボリュームはいろいろな意見があったことを、評価を受ける対象校である新潟

大学に伝えたほうが参考になるというようなご配慮かなと考えます。 いかがでございま

しょうか。この原案に対してコメント、ご意見はありますか。 

 （削除） 

  

 

【柏木委員長】  （削除）ほかにございますか。なければ、これで新潟大学法科大学院

のトライアル評価原案について新潟大学に意見を求めるということにいたします。 

【飯田副委員長】  内容の最終確定は分科会にご一任いただくということでお願いして

よろしいですかね。 

【柏木委員長】  よろしゅうございますか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。 

 それでは、先ほど、早稲田大学法科大学院トライアル評価につきまして山野目先生から

受けた側のコメントをいただいたんですけれども、浅古先生もおいでですので、浅古先生

からトライアル評価を受けられた側の立場から何か感想、コメントをお伺いしたいんです

が。 

【浅古委員】  遅れて参りまして、申し訳ございません。 

 認証評価を受けてのコメントでございますが、やはり法科大学院を開設いたしまして半

年で、自己点検評価報告書をまとめるということが、苦労であったというのが正直な感想

でございます。 

 自己点検評価報告書を提出いたしました後に、報告書の記述を裏付ける資料の提出を求

められることがございましたが、これまでの大学の文化との間にずれがございまして、そ

のような資料はないということがままございました。例えば、早稲田大学法務研究科では、

研究科内の各種委員会の議事録というものがございません。委員会では、自由な雰囲気で

議論するということを建前としておりまして、議事録を作りません。委員会の記録は、教
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授会での委員会報告という形で、教授会議事録に記録されるだけでございます。したがい

まして、「FD（ファカルティー・ディベロップメント）委員会の議事録を提出してくださ

い」とご連絡を受けても、「教授会議事録の記載以外にはございません」とお答えするしか

ありませんでした。本番の認証評価を受ける場合に、どのような記録や資料を保管してお

かなければならないのか、認証評価機関である財団から情報をいただけると助かります。 

 答案について、早稲田大学では文書保存規定で、５年保存となっておりますが、先生に

よっては、学生に答案を返却してしまう先生もおられます。そこで、先生方には、返却を

される場合にはコピーをとって返却をしてくださるようお願いをし、保管の徹底をはかっ

たりしております。トライアル評価を受けまして、様々な記録・資料を残しておかなけれ

ばならないことが判りました。さきほど申しましたように、認証評価機関の側から、保存

しておかなければならない記録・資料のリストをいただけるとありがたいと思っておりま

す。 

トライアル評価をしていただき、大変ありがたく感謝をいたしております。いただきま

した報告書は、専任教員はもちろんのこと、総長以下、全理事に届けまして、法科大学院

として求められる教育・研究の水準を維持するために、何をしなければならないのか、改

めて考えてもらう資料として受け止めさせていただきました。ありがとうございました。 

【柏木委員長】  どうもありがとうございました。確かに資料の点は私のところでも悩

んでおりまして、何をどういうぐあいに保存しておけばいいかということが問題となって

おります。財団から、「こういう書類を何年間とっておくように」というような指示がある

と、法科大学院としては大変助かるのではないかと思います。浅古先生、どうもありがと

うございました。 

 それでは、次の議題、トライアル評価についてですが、４年度の実施報告につきまして

宮武事務局員。 

【宮武事務局員】  私から報告します。資料としましては資料８５と８６でございます。

皆さんご案内のとおり、２００４年度につきましては國學院、早稲田、新潟、３校といた

しまして、本日討議いただいた段階までいっております。これまで、現地調査実施後のア

ンケートを行っておりますが、全体が終わった後で再びアンケートを実施する予定として

おりますので、ご協力いただいて、またこちらにフィードバックするような形で予定して

おりますので、またよろしくお願いいたします。 

 私からは以上です。 
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【柏木委員長】  ありがとうございました。 

 それから、２００５年度の実施計画につきまして江森事務局員からどうぞ。 

【江森事務局員】  今日配付されております資料８５－２というものが最新の情勢でご

ざいます。１枚目にありますように、私ども事務局が手分けして各法科大学院を訪問させ

ていただいております。明日も沖縄、姫路獨協、関西大学と回る予定です。 

 ２枚目にいっていただきまして、トライアルが現在決まっておるところが以上のところ

でございます。決定のところに丸がありますのは本決まりというところでございます。あ

と、先方からの希望のあるところ、あるいはこちらのほうからお願いしている、打診して

いるところということでございます。 

 今申し上げましたように現在もまだ回っておりますので、２００５年の前期、駆け込み

で入る可能性はありますが、おそらくは既に決まっている５校のみ行うことになるだろう

という情勢でございます。それに対しまして、２００５年度の後期は、既にここに９校リ

ストアップございまして、このほかにも幾つか打診を受けておりますので、非常に忙しく

なりそうだという印象でございます。２００６年度の前期にも既に幾つか決まっている、

こういう情勢でございます。 

【柏木委員長】  ありがとうございました。予定につきましてご質問ございませんか。 

【菊池委員】  今の予定で、キャパシティーの側から見て何校が限度だとか、そういう

制約条件というのがざっとわかるようなものがあるんですか。評価員または主査、そうい

う陣容からして月単位でどのぐらい消化ができるか、マックスがどのぐらいかとか。 

【江森事務局員】  一番逼迫しておりますのが私ども事務局のマンパワーでございます。

もちろん、先生方にもほんとうにご負担をかけていると思います。従前申しておりますよ

うに、２００５年の前期・後期、２００６年の前期、それぞれ１０校まででしたら何とか

回るだろうという見込みでやっております。逆に申しますと、１０校まではオーケーして

いくという方針でやっております。 

【菊池委員】  今まで３つトライアルをやってみた結果、１つをやるのに、それぞれの

要素別に算出すれば、ボトルネックがどこにあって、できるできないというのはわりと明

確に浮かび上がってくるので、頑張るとか頑張らないとかいう前に、科学的に幾つが限界

だというのをつくって、それに見合って募集をするというか、そのほうが何かわかりやす

い。たくさん来れば頑張ってやりましょうとかいうことになるのかどうか。ちょっと私の

印象と違ったものですから。 
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【飯田副委員長】  ちょっと１点、いいですか。本評価のことを考えますと、２００７

年の春学期・秋学期、及び２００８年の春学期、この３学期がメインになると思われるん

ですね。仮に３０校やるとしますと、本評価でも各学期ごとに１０校ずつやらなければい

けないということになりますので、ですから、それを前提にどこまでやれるかということ

で事業を進めていく必要があると考えている次第です。２００８年の秋学期になりますと、

そこでやりますと、異議が出た場合に２００９年３月までに終わらないと。５年間に１回

は評価を受けないといけないとされているので、２００８年秋学期はできるだけ避けたい

と思っておりますから、そうすると、主として２００７年の春・秋、２００８年の春、そ

の３学期で対応しなければいけない。ですから、少なくとも３０校ぐらいは引き受けたい。

できれば４０校ぐらい引き受けたいと考えていますと大変厳しいが、しかし、それを乗り

越えていかないといけないというのが現実ではないかと思います。事務局体制等を含めて

どう強化するか、これが重要な課題になっていると思います。 

【由岐事務局長】  事務局としては２つのことを言わせていただきたいと思います。１

点目は、國學院、最初のときは大変でした。ところが、早稲田、新潟大学となるにつれて、

こちらも要領を覚えていって、少しずつ事務的に楽になったことは事実です。ただし、大

変です。 

 ２点目は、事務局体制。今日もお２人、事務局員を新たに選任させていただこうと思っ

ておりますが、事務局体制の充実、非常勤も含めて、我々のほうも着々と準備しておりま

す。ここまでやってみようというと飯田さんみたいになってしまうのですけれども、ここ

まで来た以上、途中で船をおりるわけにいかないという覚悟で私どもやっておりますので。

逆に言うと、前半の５校をやってみることによって大体わかってくるのかなという気がし

ております。 

【菊池委員】  じゃ、もう少ししてから、そういう販売計画と生産要素のマトリックス

みたいなものが出てくると。 

【由岐事務局長】  そういうことになってくると思います。 

【柏木委員長】  それでは、次に評価チームの編成につきまして、飯田副委員長、よろ

しくお願いいたします。 

【飯田副委員長】  ５校のトライアルが確定しておりまして、それぞれ評価チームの編

成を評価委員会でご議決いただかないといけないのですが、主査につきましてはそれぞれ

ご了解をいただければと思います。 
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 まず、現地調査を一番最初にやります南山大学法科大学院でございまして、できるだけ

評価委員の方々にお願いしたいと思うので、山野目委員にお願いしたいと思います。ご内

諾はいただいているので、ご了解いただければと思います。 

 白鴎大学は６月１７日に現地調査ということで、國學院の平林法科大学院長に主査のご

内諾を得ているという状況でございます。 

 大宮法科大学院。ここは夜間があるものですから、７月１日（金曜日）と７月２日（土

曜日）にかけて行うということで準備を進めておりまして、松浦委員に主査のご内諾を得

ている状況です。 

 鹿児島大学につきましては７月７日に現地調査を行うということで、池田委員にご内諾

をいただいているところでございます。 

 獨協大学につきましては７月１４日に現地調査を行うということで、これは私が主査を

引き受けさせていただければと思っているところでございます。 

 主査の選任並びに評価チームの評価員の選任については、主査については今日の評価委

員会でご承認いただきまして、評価チームの選任については正副にご一任いただければと

思っているところです。 

 以上でございます。 

【柏木委員長】  今の点、内定のものを含めまして、評価チームの編成等、正副委員長

にご一任いただけますでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。 

 それでは、次に協定書の改定ですけれども、これも飯田副委員長、お願いします。 

【飯田副委員長】  資料８８が協定書でございまして、トライアルをやるときに協定書

を結んできたわけですが、第２条の３項を追加いたしました。すなわち、トライアルを実

施していること自体については、このことそのものは守秘義務の対象に含まれないという

点の条項の追加をお願いしたいと思います。 

【柏木委員長】  よろしゅうございますね。トライアル評価を受けていること自体は守

秘義務の範囲内に入らないということを確認するということです。ありがとうございます。 

 それでは、宮武事務局員、プレトライアルについてお願いいたします。 

【宮武事務局員】  授業見学会を評価員研修の一環として後期に延べ１１回ご協力いた

だき実施しまして、参加された評価員の先生方からも評判がよかったものでございます。
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ですので、春学期に１０回、また秋学期にも１０回程度、同様の形で実施できればと考え

ておりますので、先生方の法科大学院でも、ぜひご協力をお願いいたします。特に０４年

度の後期には刑事系や公法系の科目、これがなかなか実施できませんでしたので、特にこ

れらの科目についてご協力いただければありがたいと存じますので、よろしくお願いいた

します。 

 以上です。 

【柏木委員長】  ということで、委員が関係していらっしゃいますロースクールの方々

に、ぜひご協力をお願いしたいと思います。 

 それでは、次が認証評価評議会の報告ですが、これも飯田副委員長からお願いします。 

【飯田副委員長】  時間が押しておりますので、簡単にご報告させていただきたいと思

います。 

 まず、事業報告は資料８０でございます。第１回認証評価評議会が７月にございました

ので、それ以降の報告をしております。主な内容は、トライアル評価、プレトライアルで

ございます。後ほどございますが、文部科学省の委託研究についてもやっているというこ

とを報告しております。 

 事業計画は資料８１でございますが、本年度の重要な事業としてトライアルを行うとい

うことと評価員の募集・研修を継続するということ。トライアルを踏まえまして、評価判

定基準の確立をし、また、評価基準の改定を行うということでございます。評価基準の改

定は本年度中に必要な改定を行っておく必要があるということでございます。これを踏ま

えて、評価手続規則、あるいは評価基準の解説等のバージョンアップも必要であると。ま

た、来年からは本評価が始まりますので、異議審査委員会等の組成を行わないといけない

ということでございます。本年度の重要なテーマとして評価委託契約を実際に募集し、締

結する必要があるということでございます。また来年、２００６年の秋学期には本評価を

行いますので、その本評価に必要な諸準備も行う必要がある。さらに、評価の質を高める

ために法曹養成教育の研究を並行して行う必要がある。以上が事業計画でございます。 

 予算・決算については資料８２でございます。本年度も日弁連から約４,５００万円の事

業支援金をもらっておりますが、２００５年度についてもほぼ同額の支援がなされる見込

みであります。また、文部科学省の委託研究費が２００５年度の４月に入金される予定で

ございまして、それをトライアル評価の実施費用にさせていただきたいと考えているとこ

ろでございます。 
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 評価手数料でございますが、資料８３でございます。大学を回っておりますと、従前、

評価実費については標準校で５０万円、大規模校で１００万円を上限にして実費精算する

という規定でございましたが、実費精算は非常に面倒であるという指摘もございました。

また、学位授与機構が評価料を３５０万円とするという話もございまして、当財団として

も標準校で３５０万円、大規模校で４００万円、そういう単位で評価料を設定する必要が

あるということで、２月２８日の評議会で、この評価手数料についてはご承認をいただい

たというところでございますので、これで募集をしていきたいと考えてございます。 

 評価料の確定に伴いまして、資料８４の評価委託契約書については第８条と第９条の修

正をいたしました。第８条は、従前は先ほど申し上げましたように実費精算規定があった

わけですが、その規定をなくしまして定額にしたというところでございます。第９条につ

きましては、従前は第１項に低廉化に努力するという規定があったんですが、今回、若干

のディスカウントを行っておりますので、その条項は削除したということでございます。 

 以上が認証評価評議会のご報告でございます。あわせて、議題９についてもご説明いた

しました。 

【柏木委員長】  何かご質問ございますか。よろしゅうございますか。 

【飯田副委員長】  評価委員会の委員の先生方のご関係しておられる法科大学院につき

ましては、認証評価委託契約をできるだけご検討いただきたく、よろしくお願い申し上げ

るところです。どうぞよろしくお願いします。 

【柏木委員長】  それでは、次に、評価基準・評価判定基準の検討課題ということで山

本先生からお願いします。 

【山本事務局次長】  資料１０８をご参照いただけますでしょうか。この秋口にかけま

して評価基準の改訂が必要なところの洗い出しと改訂案、評価基準を具体的な法科大学院

の状態に当てはめる場合の評価判定の基準について検討していく必要がございます。現状

のご報告と、今後検討する課題の頭出しという資料を用意させていただきました。 

 １枚目の１のところに書いてございます、検討の方向性でございますけれども、現状認

識では、評価基準には、大きな問題点があるわけではないけれども、使い勝手を改善する

必要が高いということでございます。内容で言いますと４つございます。 

 １つ目は、重複する基準が幾つかあるので、それらを統合することです。実際に評価を

受けた法科大学院から、同じようなことを何回も書かされることになるのでまとめてほし

いという形で要望をいただいております。 



 

 16

 ２つ目は、評価基準の分野別のくくり直しでございます。特にカリキュラム分野と授業

分野のように密接に関連しておりますものについて分野別評価をする際に、評価基準の交

通整理をもう一度する必要があろうかという問題提起がされております。 

 ３つ目は、抽象的な評価基準の明確化でございます。評価を受けた法科大学院のほうか

ら、評価基準が抽象的にすぎて、具体的に現地調査に来た評価員の主観に左右される部分

が極めて大きいのではないかという指摘をいただいております。そのばらつきといいます

か、振れを修正するための何らかの物差しを整理する必要があるということでございます。 

 最後４つ目は、評価のめり張りづけでございます。分野別に評価をする際に、それぞれ

の分野の評価基準のウエートづけを幾つかしていく必要があろうかと思います。また、評

価基準ごとに評価作業を効率化する点からもウエートづけをしていく必要があると思いま

す。 

 以上４点でございます。 

 具体的なそれぞれの４つのポイントについて、どういうことが検討されているかという

例を書いたのが下の２、３、４、５のところでございます。 

 このうち４番目、抽象的評価基準の明確化、評価判定基準の説明をさせていただきたい

と思います。添付２をごらんいただけますでしょうか。これまでトライアル評価で評価し

てきましたＦＤ、授業、カリキュラム、運営の基本方針であるとかにつきましは、判定に

ついての評価基準も何度か検討いたしております。今後、新しく評価を行う入学者選抜、

教員体制、学習環境、成績評価・修了認定について、判定基準の考えておかなければいけ

ないであろう点をざっと頭出ししてみました。 

 主なものについてご報告させていただきます。 

 １つ目、入学者選抜。入学者選抜は２度ほど実施された段階でございますけれども、学

生の受け入れ方針、選抜基準、選抜手続がいかに適切なものであるかということを多段階

評価することになっておりますが、それをどういう観点からやるのかという点が問題にな

ります。不公平なことをしているのではないかといったネガティブな要素の判断のほかに、

基本方針に沿った入学者を選抜するのにどのような工夫をしているかというような質的な

側面から評価するということは１つ考えるところでございますが、ほかにどういう観点が

あるのか。評価の方法として具体的な志望者の試験の採点であるとか、個人データにどこ

まで踏み込む必要があるのか、それともプロセスがどのようなものであるかの説明を受け

る、あるいは、それがどのような形になって定着しているのかというのを確認する、こう
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いう方法で十分か。このあたりが入学者選抜についての、これから具体的にトライアル評

価をしていく中で問題になっていく点かと存じます。 

 ２つ目の既修者認定につきましては、既修者認定、あるいは既修単位の認定をする場合

に各法科大学院が設定しておりますような認定の基準が果たして既修者の扱いとしてふさ

わしいものなのか、それをどのように財団はとらえるのかということの考え方の整理が必

要であろうと考えております。 

 ３点目の多様性・開放性。つまり、社会人割合の確保であるとか、経済的あるいは身体

的なハンディキャップを負った志願者に対する開放性についての判断基準を、例によって

質的な側面、量的な側面から総合評価するという形でいいのかどうか。問題の頭出しとし

ては極めて雑駁な形でございますが、そういうところがあると思います。 

 次に、新しい分野として教員体制、教員の適格性。当面３年間は、設置の際の審査が生

きておると思いますので、具体的な問題としてあらわれておることはないと思いますけれ

ども、その先の評価をするに当たって、例えば専任教員の研究業績、あるいは教育業績と

いったようなものを個別に、どのようなところまで踏み込んで評価するのかということが

トライアル評価を通じて確立していかなければならない点であると思います。 

 それから、細かい問題でございますが、実務家教員割合を２割以上と規定しております。

評価基準で規定しております「２割以上」という数字なんですが、これは全専任教員の数

との関係で２割と見るのか、それとも法定で最低限必要な専任教員の数との関係で２割と

見るのかということの照会が１件ございました。今の財団の評価基準は、全専任教員との

関係で２割以上の実務家教員がいることが適切であると考えているという旨の回答を用意

しております。 

 それから２点、基準があいまいであるという指摘を評価員研修等でいただいております。

教員の年齢構成、あるいはジェンダー構成に対する配慮があるかどうかというところの指

針でございます。基準の策定のときから非常にもめたところでございますが、それを現状、

つまり年齢構成なりジェンダー構成の偏りの程度で評価するのか、あるいは、それに加え

て、その偏りをどういう方向に向けて、どういうふうに解消あるいは改善していく取り組

みをしているのかというような動態評価をどういうふうにとらえるのかというあたりが、

問題となろうと思います。 

 次のページにいきまして、教員のサポート体制という点です。教員が担当する授業時間

数がどの程度のものであるかということを、評価基準の解説の中では、月３０時間程度を
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目安とするという数値を出しておるんですが、これが現実の運営の中でどのような意味合

いなのか。要するに科目の内容であるとか、教え方等でいろいろ変わってくるとは思うん

ですが、どう見られるのか。教員の負担感との関係でどう見られるのかと、あるいはそれ

をどういうふうに調査するのかというあたりがポイントとなろうかと思います。教員の教

育活動、研究活動の支援体制ということになりますと、具体的に教員の方々がどういう問

題意識を持っておられるのかというあたりが、トライアルを通じて調査方法あるいは判定

基準のあり方に反映させていくところかなと考えております。 

 次は、第８分野の学習環境分野でございます。施設・設備について、いろいろな例を解

説のほうでは掲げておりますけれども、実際に学生が満足度をどのように抱いているのか、

あるいはどういう問題点を感じているのかというあたりが１つの取っかかりになるのかと

思います。学生のサポート体制についても同様でございます。サポート体制については学

生の利用度がどうであるのかというところも１つあると思いますし、現在の利用度は低い

けれども、いろいろな工夫、ないし手厚いことがなされているという質的・量的な側面も

評価の視点になろうかと思います。実社会との接触・交流につきましては、特に国際性の

涵養という、いろいろ問題になった項目もございますので、質的な面、量的な面で見てい

くということでよいのかどうかが検討課題と思います。それから、適切な学生数。入学者、

在籍者が入学定員、収容定員と比べて多い少ないということでございますけれども、これ

は今の２年目という点でどのように評価できるのか、あるいは将来、３年目、４年目を迎

えた時点でどのように評価するのかということを検討していく必要があると思います。 

 最後、一番難しい点かもしれませんが、成績評価・修了認定の判定基準のところでござ

います。厳格な成績評価基準の設定、及びその開示ということを各法科大学院に要求した

格好になっておりますが、何をもって厳格な基準というのか。厳格性の担保のためのさま

ざまな工夫、あるいは、それがあらゆる科目にわたって徹底されているのかといったよう

な質的・量的な面の判定もさることながら、具体的な科目で、例えば試験問題をどのよう

に採点すれば厳格な評価と言えるのかということは、これまで司法試験の採点評価につい

ても現在議論されているところでございますけれども、まだ深い突っ込んだ検討がなされ

ていないところではないかと思われますので、この点については別途研究が必要かと思い

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。 
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 評価基準・判定基準につきまして、既に行いました３つのトライアルの主査の方々にご

意見をいただきたいと思いますが、宮川委員。 

【宮川委員】  こういう問題点があるということはそのとおりだと思うんですけれども、

意見といいますと。 

【柏木委員長】  いや、何か特にここでお話しいただくようなことがなければ、それで

結構です。 

【宮川委員】  別途、小委員会でも設けて、たたき台をつくらないと。 

【柏木委員長】  川端委員は。 

【川端委員】  前から問題になっているクラス人数については、今日も議論がありまし

たけれども、客観的な人数だけを基準にして合否判定というのが、すっきりしていいので

はないか。それで、人数は例えば５０人で合格なんだけれども、教員が学生を授業で全然

掌握できていないというような問題は、こちらの第６分野で評価すべきではないかという

気がします。ただし、法律基本科目の人数だけではなくて、クリニックとか演習とかは別

の人数基準の標準を決めて、そういうのをそれぞれ満足しているところというような基準

が一番いいのかなという気が現在はしています。 

【柏木委員長】  ありがとうございました。 

【宮川委員】  意見を申し上げますと、送られてきた資料の中にありましたけれども、

基準協会と大学評価・学位授与機構でそれぞれ基準が出ています。私たちよりも後にでき

たもので一部比較すると、洗練されている部分もあるかと感じました。そういったものも

参考にしながら全体を見直してみるということも必要かと思います。 

【柏木委員長】  ありがとうございます。資料１００に、その３機関の評価基準が出て

いますので、これを皆さん、ぜひ比較して、ご意見があれば事務局のほうにお寄せ願いた

いと思います。 

【京藤副委員長】  評価員の先生方が授業については、いろいろな考え方をされている

ことは、評価をしていて理解しましたので、基準があっても、そのあたり、どうしてもば

らつきが出るというのは避けられないと思います。そのときにどう調整するかというルー

ルは、あわせて検討する必要があると思います。基準が明確であれば、その問題が解消す

るかというと、そう簡単ではないなということは感じました。 

【本林評議会議長】  ちょっといいでしょうか。前回の評議会の際に、評価基準を少し

修正するという場合があり得るということを想定して、フリーディスカッションみたいな
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ものをしていただいたんですけれども、新しい問題として、来年、新司法試験が始まると

いうこともあって、今、受験予備校のほうから、法科大学院のほうに「うちのほうで補習

とか答案練習とかをやってもいいですよ。どうですか」という、そういう申し入れが出始

めているらしいんですよ。そういうものを法科大学院として許すといいますか、認めた場

合に、評価としては、その評価外ということで扱うのか。それとも、それは評価の上では

本来の法科大学院の教育からすると法科大学院の予備校化につながるということで、それ

は当然、ネガティブ評価をすべきではないか、など、いろいろな意見が出ました。そうい

うような動きが新しく出てきている。その問題について、どのように受けとめて対応して

いくのかということも考える必要があるのかなと思いました。 

【柏木委員長】  ありがとうございました。（削除）新しい問題として今後検討する必要

があるかなと思います。 

 そのほかにご意見ございますか。 

 それでは、トライアル未実施の４分野につきまして、特に入学選抜、成績評価につきま

して、これは時間が押せ押せになってしまいますので、申しわけございませんが、ぜひお

読みいただいて、ご意見のある方は事務局にご連絡をお願いしたいと思います。 

 続きまして、評価員の追加選任についてです。由岐事務局長お願いします。 

【由岐事務局長】  それでは事務局から。過日開かれました協議会で、一般有識者の方

にも評価チームに入ってもらおうではないかという意見がございまして、ユーザーの視点

という形でも一般の有識者の人に評価チームに入ってもらおう。とりあえずと言ったら怒

られるのですが、阿部委員、飯室委員、高木委員、日和佐委員、菊池委員がいらっしゃい

ますので、後日、お電話をさせていただいて、時間のあいているときで結構ですので、法

科大学院のほうを見ていただきたいという希望を申し上げますので、その節はよろしくお

願いいたします。 

【柏木委員長】  よろしくお願いいたします。それから、評価員の追加選任は。 

【由岐事務局長】  申しわけございません。資料１０３でご提出しております評価員の

先生方が評価員名簿に登載するということでご了解いただけますでしょうか。 

【柏木委員長】  よろしゅうございますか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。 

 それでは、議題９は先ほど飯田副委員長から説明がありましたので、今度は異議審査委
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員会について。 

【飯田副委員長】  先ほどご説明しましたように、今年度、異議審査委員会を立ち上げ

る必要がありますので、またいろいろご意見を伺いたいと思います。そちらについてはも

う少し検討してからご報告したいと思います。 

【柏木委員長】  ありがとうございます。 

 その次は、法曹養成教育研究会について、川端委員からご報告をお願いします。 

【川端委員】  これはまだ準備段階ですけれども、研究を開始しようということで集ま

っております。資料１０５「研究計画書」というのが出てございますけれども、まず最初

に、アメリカにおける先行的な研究であるマクレイト・レポートについて、そこに至る経

過と内容、及び、そのレポートが発表された後、いろいろな批判を含めた反応が寄せられ

ているということですので、その辺について、いわば共通の知識として研究会が共有しよ

うということで、次回に大坂さんという研究者の方が、マクレイト・レポートについて翻

訳を担当された方ですけれども、その後もフォローされているということなので、その内

容をお伺いするという予定になっております。以後、順次、どういう形で研究していくか

という方法論を含めて、あるいは、どういう方に参加を求めるかというのも含めて拡充し

て、できれば来年度からは本格的に展開したいと思っております。 

【飯田副委員長】  マクレイト・レポートの調査研究は不可欠だと思われますので、で

きれば今年度の予算で海外調査を含めた委託研究を進めることができればと考えている次

第でございます。 

【柏木委員長】  ありがとうございます。 

 その次は、委託研究について。 

【由岐事務局長】  事務局員の選任だけ先にやっていただいてよろしいでしょうか。資

料１０４の青戸さんと千賀さんが事務局員に加わっていただけることになりましたので、

ご承認をお願いいたします。 

【柏木委員長】  よろしゅうございますか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。 

 それから、文部科学省委託研究についてですが、事務局のほうからご説明をお願いいた

します。 

【山本事務局次長】  資料１０６は平成１６年度の委嘱事業計画書でございます。その
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中に書いておりますトライアルであるとか、あるいは評価員の研修であるとか、米国調査

であるとかを踏まえまして報告書にまとめて、４月末なり５月初めぐらいを目途に提出し

たいと考えております。その研究報告書の骨子といったものが資料１０７でございます。 

【柏木委員長】  この報告書のこれからの完成につきましても正副委員長にご一任いた

だき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」の声あり） 

 ありがとうございます。 

 次の議題は、ＡＢＡ評価員研修でありますが、これは私も参加いたしまして、２月１９

日にシカゴでＡＢＡの評価員の研修会がありました。朝の８時半から夕方の４時まで。さ

らに、その後、日本からのデリゲーションのために特別のセッションを設けていただくと

いう大変親切な扱いを受けました。やはりさすが向こうのほうは進んでいるなという感じ

も大いにいたしましたけれども、我々も最初にしてはよくやっているなと、手前みそなん

ですが、そういう感じがいたしました。川端委員、山本さん、何かつけ加えることはござ

いますか。 

【川端委員】  研修で私が印象的だったのは、非常にプラクティカルなことを研修して

いるということです。評価員が、現地に持っていく資料を、バインダー１つに入れるのに

ついては何を入れて、何を入れないかというようなこととか、あるいは、授業の評価につ

いてはフォーマットができていて、何をどうやっているか書いて、最後に１０段階で評価

員の評価をする。それと、チームと大学とのやりとりについても、手紙、あるいは日程等

についても決まったフォーマットがあって、そこに何々法科大学院と書けば大体済むよう

になっていて、一々、担当者が起案する必要がないというようなこととか、あるいは、報

告書についても、何について何ページ使えというような指示まであるという意味で非常に

プラクティカルだなと思いました。それと、研修に参加した人の身分を見ると、圧倒的に

多いのはもちろんロースクールの教授なんですが、その次に多いのはアソシエート・ディ

ーンとかアシスタント・ディーン、あるいはディーンといったロースクールの執行部の人

たちですね。意外に少なかったのが実務家でして、弁護士４名、裁判官１名というような、

１００名ほどの研修でその割合でした。その辺が印象です。 

【山本事務局次長】  アメリカの場合、日本に比べて大きな点が２つございます。アメ

リカの場合には適格・不適格の認定だけであるということと、結果の報告書が公表されな

いということでございます。日本の場合、特に財団の場合には、５段階の評価をして、し
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かも、それが公表されるということで、公表される、しかも、グレーディングといいます

か、段階評価をすることを前提に体制を組み立てなければならないということが一番大き

な違いかと思いました。以上です。 

【柏木委員長】  ありがとうございました。何かご質問ございますでしょうか。 

 次が、評価員研修会の報告ですが、これは江森事務局員。 

【江森事務局員】  資料９９でございます。これは評価員に関する資料ということでま

とめさせていただいておりますが、１ページにありますように、これまで理論編の研修を

５回と実践編を１回やりました。前回の評価委員会以降ですと、２月２８日に５回目の理

論編をやっているということでございます。それから、資料９９の３ページに進みまして、

今回初めてやりました実践編のプログラムがございます。プレトライアル、トライアル、

それから今のＡＢＡ研修について経験を交換し合おうという趣旨で行いましたが、やはり

双方向・多方向が重要だということで、お昼には各テーブルにそれぞれ事務局員、あるい

は評価委員の先生方が分かれて意見交換をするという試みをやりました。バイキングにし

たもので非常に列が長くなって、むだな時間が長かったという反省がございます。次回は

もう少し工夫をしたいと思っております。そして、４ページ以降は、本日ご選任いただき

ました評価員を含めました、現在のところの最新の評価員名簿でございます。 

 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、今日最後の議題ですが、評価事業説明会の報告を由岐事務局長。 

【由岐事務局長】  資料９２をごらんになっていただきたいと思いますが、３月１２日、

全国の大学に対して評価事業の説明会を行わせていただきました。参加していただいた方

が資料９２でございます。今後、４月１日から、さっき飯田委員からもご説明がありまし

たように、各大学を回りまして契約の締結という行為を行っていきたいと考えております。

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した。 

 議長の不手際で時間が大分超過してしまいましたが、何か今日の議題に関連いたしまし

てご意見等ございますでしょうか。 

【山本事務局次長】  先ほど菊池委員のほうから、今後、事業を続けていくに当たって

どこにボトルネックがあるのかというご質問をいただきました。既に逼迫しておる点が一

つございます。何かと申しますと評価員です。評価事業を進めていく中で、評価される大
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学で見る授業について、その授業科目を持っている評価員が見るのが適切なのではないか

という考えがございます。そうしますと、限られた評価員の中で、その評価をやる現地調

査の日に時間をあけられる人がいないという事態が既に起こりつつあると思います。研究

者教員の方で、各科目についてそれなりの数の評価員の方にお願いできる体制をとってい

く必要が高いと考えております。来られております大学の方には、ぜひその状況をご理解

いただきまして、ご推薦いただけたらと考えております。 

【柏木委員長】  何の科目が足りないのでしょうか。 

【江森事務局員】  特に公法系です。 

【柏木委員長】  それでは、大分遅くなりましたけれども、長時間、お忙しい中、あり

がとうございました。 

 これで第４回評価委員会を終了したいと思います。 

 


