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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５回）議事録 

 
１ 日 時  ２００５（平成１７）年６月１日（水）午後５時～７時 
２ 場 所  弁護士会館１７階１７０１会議室 
３ 出席者 
  委員長   柏木 昇 

副委員長 飯田 隆、京藤哲久 
委  員 浅古 弘、阿部一正、飯室勝彦、池田辰夫、市川正人、大谷晃大 

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、戸谷博子、長谷川裕子、日和佐信子、宮川光治、村瀬 均 
山野目章夫 

  幹 事  早田幸政 
認証評価評議会議長 本林 徹 
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、宮武洋吉、持田光則 
４ 議 題 
１）委員の交替及び辞任について 
２）新潟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 
３）トライアル評価について 

・05 年度の実施計画および実施状況について 
・評価チームの編成について 
・「ご案内」について 

４）多段階評価の判定基準について 
・「ご案内」の自己評定における「目安」について 

５）トライアル評価の新規分野の評価上の留意点について 
・入学者選抜 
・教育体制 
・学習環境 
・成績評価・修了認定 

６）ジェンダー法学会からの申し入れの件 
７）プレトライアル（授業見学研修会）の実施状況について 
８）文部科学省委託研究について 

・研究報告書 
・本年度の海外調査 
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９）評価員の選任について 
10）事務局員の選任について 
 
５ 資 料 
資料 1 第３回評価委員会議事録 
資料 2 第４回評価委員会議事録 
資料 3 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（案） 
資料 4 法科大学院トライアル評価における評価報告書原案に対する意見申立書について

（提出）（新潟大学） 
資料 5 評価報告書原案への意見申立書に対する回答書（案） 
資料 6 トライアル評価実施のご案内（案） 
資料 7 トライアル評価実施予定リスト 
資料 8 ２００５年前期実施トライアル評価：評価員リスト 
資料 8 ｰ 2 鹿児島大学トライアル評価員リスト 
資料 9 法科大学院評価におけるジェンダー視点導入への要望書 
資料 9 ｰ 2 ジェンダー学会よりの要望書への回答書（案） 
資料 10 ２００５年前期プレトライアル実施状況 
資料 11 新潟大学意見申立に関する京藤主査の意見 
資料 12 追加選任の評価員候補者リスト 
資料 13 事務局員候補者リスト 
資料 14 南山大学トライアル：現地調査日程表 
資料 15 平成１７年度文部科学省委託研究計画別紙 
資料 16 トライアル評価の新規分野の評価上の留意点について 
 
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

局にて省略している。） 
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【柏木委員長】  まだ、いらっしゃっていない方がおられますけれども、時間でござい

ますので、第５回評価委員会を開催させていただきます。きょうはお忙しい中お集まりい

ただきまして、ありがとうございました。 
 まず最初に、評価委員会の交代と辞任についてお諮りしたいと思います。由岐事務局長

からお願いします。 
【由岐事務局長】  どうも、きょうはお忙しいところお集まりくださいまして、ほんと

うにありがとうございました。法務省のからご推薦をいただいております梅田委員にかわ

りまして、戸谷委員が今回からご出席いただくことになりました。それと、菊池委員がご

都合により、今回でご退任ということで報告を受けておりますので、もし委員長、よけれ

ばごあいさつをいただければと思います。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。それでは、戸谷委員のほうから一言。 
【戸谷委員】  司法研修所の検察教官の戸谷でございます。この３月まで東京地検の現

場で実務をやっておりました。４月から梅田教官の後任という形で検察教官になりまして、

今回から参加させていただきます。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した。それでは、菊池委員。 
【菊池委員】  一身上の都合で次回から参加できなくなりましたものですから、きょう

は最後です。皆さんに大変お世話になりました。ありがとうございました。 
【柏木委員長】  それでは、次の議題ですが、新潟大学法科大学院トライアル評価につ

きまして、評価報告書を確定させていただきたいと思います。京藤副委員長からご説明を

お願いいたします。 
 
（個別内容にかかわるため省略～以下、「省略」とのみ表示） 
 
 ほかにこの新潟大学のトライアル評価の評価報告書につきまして、何かご意見のある方、

いらっしゃいますでしょうか。それでは、これで確定してよろしゅうございますか。 
（「異議なし」の声あり） 
 どうもありがとうございます。 
 それでは、その次、トライアル評価ですけれども、２００５年度の実施計画及び実施条

件につきまして、江森事務局員から説明をお願いします。 
【江森事務局員】  お手元の本日、資料の中の差しかえがあると思います。資料７、２

ページ目でございますが、これが現地調査カレンダーで、今年度と来年度の決まっている

ところの予定でございます。前期については５校となっておりますが、一昨日は南山大学

のほうへ現地調査として参りました。以後、個別に準備をしております。 
 後期でございますが、ここに１０校挙がっております。関西学院大学のほうからお話が

ございまして、ぜひともやらせていただきたいということで、詰めているところでござい

ます。九州大学は１２月５日としておりますが、これは仮のものでございまして、最終的
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な確定はもう少し後になろうかと思います。ここへ来ても、いろいろとお問い合わせがあ

ったものですから、２００６年度前期も同じくやっていきたいとは思いますが、日程を定

めていきたいというところでございます。 
 ３枚目は、前期の実施校の一覧でございまして、評価員の名前が挙がってございますが、

その横の対象分野を見ていただきますと、南山大学では第３分野と第８分野は初めて体験

いたしました。それから、白鴎大学で第９分野の成績評価につきまして、初めて体験する

ということでございます。あと、大宮では第２分野、入学者選抜について初めて評価する

ということで、一応前期までのところで、全９分野を一通り見渡すということになります。 
 これにつきまして、何をどうしていくべきかというのは全く未経験ですので、今後先生

方に議論いただきたいと思っております。私のほうからは以上です。 
【柏木委員長】  ありがとうございました。 
 次に、評価チームの編成について、飯田副委員長からお願いいたします。 
【飯田副委員長】  前期につきましては、前回の評価委員会で正副にご一任をいただき

まして、きょう私が申し上げている資料７のとおり評価員が確定いたしております。 
 それから、後期について約１０校トライアルするということになります。それぞれ主査

のお願いをさせていただくと思いますし、評価員のお願い等もこれから進めてくることに

なりますが、大体６月中、あるいは７月の初めぐらいをめどに評価チームの主査及び評価

分野の確定を図っていく必要がございます。それを踏まえて評価員をお願いしていくこと

になります。主査及び評価員の決定につきましては、大変恐縮ですが、正副にご一任をお

願い申し上げたいということでございます。 
【柏木委員長】  よろしゅうございますでしょうか。 
（「異議なし」の声あり） 
 ありがとうございます。 
【飯田副委員長】  それでは、主査をお願い申し上げますので、またよろしくお引き受

け賜りますようお願い申し上げます。 
【柏木委員長】  それから、その次はトライアル評価のご案内、資料６ですが、山本事

務局次長のほうからお願いします。 
【山本事務局次長】  資料６は、トライアルを実施させていただく学校に対しまして、

こういう段取りで、こういう作業をお願いしたいというものをまとめたものでございます。 
 ざっと見ていく形でご説明させていただきます。１ページ、「はじめに」の次にトライア

ル評価における評価の範囲を書いております。前期で全分野の評価を一通り経験すること

になるわけですが、後期になりますと、このうちどの分野を選ぶかということを、各法科

大学院と相談して決めることになります。 
 ２ページはトライアル評価における当財団の実施体制、これまでやってきた分野です。

４、プロセス及び日程、５、自己点検・評価報告書について、６、学生・教員アンケート

調査、７、現地調査。これは全体を説明したところでございます。 
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 ４ページに、法科大学院にご用意いただく資料がどのようなものであるかという説明を

しています。評価報告書に対する意見書の出し方、評価報告書がトライアルの場合非公開

であること、評価員の守秘義務に関すること。さらにトライアル評価についての事後調査。

つまり、評価のあり方としてどうであるべきかというご意見をいただくことを記載してお

ります。 
 以上はこれまでとほぼ変わっておりません。別紙以下が充実させたところでございます。

別紙１は現地調査の日程で、トライアルではすべて１日で終わらせるということです。大

宮法科大学院につきましては夜間の授業があるということで、足かけ２日を予定しており

ます。 
 別紙２の８ページ以降は、いろいろとご意見を賜りたいところでございます。自己点検・

評価報告書の作成要領でます。自己点検・評価報告書をどのように書いていただくかとい

うことが、評価のあり方の大きなポイントになります。また、評価を受けていただく法科

大学院にとりましては、一番手のかかる、負担の大きな作業となります。これをどうやっ

て作業のしやすいものにするのか、効果的なものにするのかということが一番重要なポイ

ントでございます。 
 １３ページ以降に、自己点検・評価報告書をこのように書いてほしいというフォームを

用意いたしました。これが５２ページまでございます。実際には、この１３ページから６

８ページまでの部分をデータで法科大学院にお送りしまして、大体これに沿って埋めてほ

しいとお願いしております。 
 １９ページをごらんいただけますでしょうか。自己点検・評価報告書の本体部分でござ

いますけれども、評価基準のそれぞれにつきまして、１９ページにございますように、１

のところで、現状がどうであるかの自己分析をしていただき、２のところで、当財団の評

価基準に照らした点検・評価をしていただきます。そして３のところで自己評定をしてい

ただき、４のところで改善計画を書いていただきます。すべての評価項目について、これ

と同じパターンで記述していただくという体裁にしております。 
 自己評定のところでございますけれども、当財団の評価判定基準は、多段階評価をする

場合はＡ＋、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階で評価することになっていますが、自己評定の場合

には、ＡＢＣＤの４段階で判定いただくようにしております。脚注に書いてございますけ

れども、Ａ＋というのは卓越した取り組みをしているという、相対評価を経た上での判定

という位置づけで考えておりますので、自己判定ではＡＢＣＤのどれかを当てはめるとい

うことです。 
 また、平均的なところがＢとＣの間というイメージでつくっておりますので、標準的な

法科大学院はＢにしようか、Ｃにしようか、あるいはＡかといったあたりで、現状を判定

することになるのではないかと想像しております。 
 そこで、４７の評価項目すべてについて、ＡＢＣＤの段階判定、あるいは合否判定をす

る目安をつくってみました。これは、当財団で評価・判定する場合の判定基準にもなるも
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のでございます。同じ基準で自己評価もしていただき、当財団でも評価判定するというこ

とでございます。 
別紙４は、基本データ集というものでございます。自己点検・評価していただくものの

うち、数値データで示すことのできるものは、基本データ集の中で書いていただくほうが

便宜ではないかと思って用意いたしました。ただ、基本データ集という形で書くのか、そ

れとも自己点検評価報告書の本文の中で書くのか、どちらのやり方が便利かということは、

トライアル評価の中で確定していきたいと考えております。 
 別紙５は、財団から法科大学院の学生に対して行うアンケート調査のサンプル様式でご

ざいます。評価項目に対応した質問が用意してあります。 
 ９８ページ以下に授業評価をしていただくようになっております。各科目についてＡＢ

ＣＤの判定をしていただいて、この統計結果を踏まえながら、現地調査の際に授業を見る、

あるいは教員のインタビューを行うといったことを予定しております。 
 別紙６が、同じく財団の行うアンケート調査の教員あてのものでございます。授業の負

担であるとか、授業において行っていることであることとか、授業の方法を書くようにな

っております。以上がトライアル評価実施のご案内の資料でございます。 
【飯田副委員長】  この春学期で全分野のトライアル評価を行うことができましたので、

この実施のご案内の自己点検評価報告書につきましても、全分野について記載フォームが

完成したということになっています。ですから、この記載フォームで本評価の実施要領を

添付できればと思っています。というのは、本評価の資料類が完成しないと、これからご

契約のお願いに回るのに支障がございます。こういうものをイメージしておりますという

ことで、これを添付しまして、本評価のご契約のお願いに伺いたいと考えているところで

ございます。これに使っていいかどうかをご検討いただければと思っています。 
 この春学期のトライアルをしまして、最後はバージョンアップを図っていきたいと思っ

ております。昨年の秋のトライアルで、私どもは、こういう点を書いてもらいたいと思っ

ているところと、出てきたものに齟齬がございました。そういうのを、この評価基準では

こういう点をお書きくださいと、そういうコメントをつけてございまして、そのあたりの

意思疎通も図れるように、さらに改善していきたいと思っているところです。 
【柏木委員長】  ありがとうございました。それでは、次の議題に移らせていただきま

す。南山ロースクールのトライアル現地調査につきまして、山野目委員、簡単にご報告願

えますでしょうか。 
【山野目委員】  南山大学の現地調査、一昨日、今週の月曜日に参りました。飯田副委

員長、事務局のほうは山本先生中心になってご協力をいただいて、サポートをちょうだい

いたしました。評価員の皆様にも、事前に大変よく資料を読み込んでいただいて、現地調

査でも先方と可能な限りのコミュニケーションに努めまして、現地調査を済ませました。

これから月末の２２日までに原稿を取りまとめて、２２日に会議を開いて、評価チームと

しての報告書の草稿の取りまとめを進めてまいりたいと考えております。 
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【柏木委員長】  ありがとうございました。それでは、次は多段階評価の判定基準につ

いてですけれども、山本事務局次長からお願いします。 
【山本事務局次長】  資料６の１９ページ以降でございますが、各評価基準について、

これまでも評価委員会で、どのような場合がＡでどのような場合がＢなのかという基準を

どのようにして打ち立てていくかという問題をご検討いただいております。その中で、あ

まり細かく分析的にしていくのはかえって評価事業の本来の目的を失うのではないかとい

うご意見がございました。ざっくりと見て、ＢとＣの中間あたりを普通にして、それより

も上であればＢ、かなりいいものがＡ、Ｃは標準になるためにはやや努力を要する、Ｄと

いうのはバツがつき評価基準によっては不適格もあり得る、赤信号が灯ると、この程度の

区別に止めるというイメージでございます。 
 資料にある判定基準は、大まかに言って３種類ございます。１つは、具体的な数字が入

っている基準でございます。例えば、５９ページ、入学者数と入学定員のバランスの基準

です。多段階評価の目安として、入学定員と入学者数との乖離が１０％未満、１０％以上

２０％未満、２０％以上３０％未満、３０％以上と、端的に数字だけ書いたものでござい

ます。 
 これがいいのかどうか、こういう数字だけでいっていいのかということも含めてご検討

いただければと思います。 
 ２つ目は、数字ではなくて、充実している、よく頑張っている、非常にいいといったも

のから、まだまだ改善の必要がある、重大な問題があるといった、定性的な基準でまとめ

たものでございます。 
 例えば１９ページの評価基準１－１－１「適切な基本方針が明確に設定された上で関係

者等に周知徹底され、実践されていること」につきましては、Ａがいずれも非常に良好、

Ｂがいずれも良好であるが、改善の余地がある、Ｃが評価基準の水準には達しているが、

改善の必要性がある、Ｄがいずれかに重大な問題がある、こういった定性的な言葉で書い

たものでございます。 
 これに非常になじみますものが、例えば６－１－２、ページ数でいうと４７ページでご

ざいます。開設科目が効果的に履修できるような適切な態様・方法で授業を実施している

こと。つまりいい授業をしていますかという評価基準です。Ｄは、授業が法科大学院の求

められる水準に達していない。Ｃは、授業が、評価基準を満たす水準に達しているが、改

善の必要性がある。Ｂは、授業が、質的・量的に見て充実しているが、改善の余地がある。

Ａは授業が、質的・量的に見て非常に充実している。Ａ＋になりますと、どこと比べても

極めてすばらしいといったものです。評価の方向性でいいますと、ＡＢＣＤの段階に、ど

こまでもよくなっていってほしいという願いが込められているというものでございます。 
 ３つ目のグループは、定性的ではあるんですけれども、どこまでもよくなっていってほ

しいという、いわば競わせる基準ではなく、ある段階に達していればＡに行くといったも

のでございます。 
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 例えば５２ページの８－１－１でございます。施設・設備についての評価基準です。授

業等の教育の実施や学習に必要な施設・設備が適切に確保・整備されていること。一つの

考え方は、施設・設備について、例えば学生１人当たりの占有面積であるとか、教室の数

であるとか、あるいは設備が何時間開放されているかとか、そういった客観的な基準を設

けまして、その中でどんどん競っていくという判定基準をつくるという考え方です。 
 もう一つの考え方は、こうです。設備・施設を各法科大学院に競わせるというのは果た

して意味があるのか。かつての松下村塾や適塾など、施設・設備としては非常に気になる

点があるけれども、先生のやり方いかんで非常に教育効果を上げる学校はあったのではな

いか。学生から見て施設・設備が学習に支障があるというのであれば、それは改善すべき

であるけれども、特に支障がなければ、いたずらに施設・設備の華美を求める評価基準は

不要ではないか、というものでございます。 
 現在の判定基準というか判定の目安の案は、どちらかというと後者、つまり学生が支障

を訴えていない限りは、施設・設備が、仮に相対的には見劣りしていても、それは予算等

いろいろな事情もあるであろうから、評価の中では問題としないという考え方でつくって

おります。目安のＤは、施設・設備につき、教育に現実かつ重大な支障が生じる問題点が

あり、その解消の目途も立っていない場合。施設・設備につき、教育に現実かつ重大な支

障が生じる問題点があるが、解消の目途が立っている場合はＣ。施設・設備は一応整って

いるが、改善の必要な点が多いか、または数は少なくても改善の必要性の高い問題点があ

る場合がＢ。Ａになりますと、施設・設備は整っており、改善の必要性が質的・量的に少

ない場合です。 
 要するに、クレーム対応がある程度できていればＡになるというようにしてあります。

授業のよさという評価基準の場合と比べてみますと、同じＡでも随分色合いが違うなとい

う印象があると思います。青天井を目指して頑張る評価基準、ある水準に行けばそれ以上

は問わないという評価基準、数字だけで割り切った評価基準、以上３種類でございます。 
 たたき台は、いずれかの考え方で整理できると思いますので、ごらんいただければと思

います。 
【柏木委員長】  ありがとうございました。今のような評価基準を３つに分けて改めて

みたということですけれども、これについて、なにかご意見はございますでしょうか。 
【浅古委員】  法科大学院に自己評定を求める意味はどのようなところにあるのでしょ

うか。と申しますのは、自己点検評価で、ABC という評価をつけてくるとなりますと、認

証評価で評価をする際に、大学側の評価点に引きずられてしまうということがあるのでは

ないかと思うのです。例えば、ある項目について、法科大学院が自己点検評価で A だとし

ているけれども、評価員が現地調査をした結果、どう見ても A とはならない。C であると

感じたときに、C とはつけにくい、自己点検評価が A としているならば、一段階低い B と

してしまうというような心理的な作用というものが、働かないでしょうか。むしろ予断を

持たない方が良いのではないかと思いますが、この自己評定をする意味というのは、どう
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いうところにあるのでしょうか。 
【山本事務局次長】本評価でこれをやるかどうかはさらに議論が必要かと思いますけれど

も、対話をするための指標という意味でありました。つまり、法科大学院は、自分として

はこのレベルだと思っているという段階を表示し、財団は、いや、これはこう思う、こう

判断するといった中で、両者の見方にずれが出てくるところで対話ができるのではないか

という考え方でございます。 
【由岐事務局長】  私のほうからつけ足したいんですけれども、ＡＢＣＤとしますと、

大学は一生懸命自分の大学の欠点を探してくれるんです。厳しくやっていただけるという

ところがあります。一方、全く問題意識のないものはＡを全部付けて、あるいは自分のと

ころはＢだということにすると、うちの大学は大体いいんだけれども、この点がちょっと

おくれていると自分で認識したことを必ず評価表に書いてきてくれる。だからＢですよと

か、だからＣですよとか、書いてきてもらえるものですから、ああ、この大学は自分でこ

ういう欠点があるということを認識しているんだという意味では、自己評価を今の時点で

書いておいてもらったほうが、結構自分たちで正確に書いてきてくれるというメリットは

あります。 
 ただ、先生のおっしゃるように、これを本番でやる必要があるのかというのは、まだ今

後の検討課題だと思っています。 
（省略） 
【由岐事務局長】  あと、こういうふうに、今後は評価基準ごとに、やはり多段階がい

いのか、あるいは合否判定がいいのか。多段階としても、どういうふうにやっていくかと

いうことの詰めを、評価委員の先生方の評価基準をより明確化するために徐々に解釈基準

をつくっていこうということを決めております。今までは量的・質的という大ざっぱな基

準でやってきましたが、徐々にそういうふうにしていきたいと思っています。 
【柏木委員長】  ありがとうございました。 
【浅古委員】  自己評定の基準と認証評価の基準とはちがってくることになりますね。

例えば、設置基準を評価の基準としている項目があると思いますが、大学の自己点検評価

が、みずからが設置基準をみたしていないという評価をつけることは、まずないのではな

いでしょうか。自己点検評価の場合の基準と認証評価の評価基準というのは、全くイコー

ルではないと思いますが、いかがでしょう。 
【山本事務局次長】トライアル評価のご案内での前提は、両者はイコールだということで

ございます。 
【浅古委員】  自己点検評価で設置基準を満たしていない、D 評価であるという評定と

いうのは考えにくいわけです。しかし、認証評価では設置基準を満たしていないという評

価をしなければならない場合があると思います。 
【由岐事務局長】  基準の問題ですか、評価ＡＢＣという。大学は自己評価にＡをつけ

たからといって、認証評価機関はＡをつけなければいけないということはない。そういう
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ことではないんですか。 
【浅古委員】  そういうことを言っているわけではなくて、認証評価の設置基準を満た

しているかどうかという、１つの認証評価を行わなければいけない部分がございますね。 
【川端委員】  例えば３５ページの３－１－３の自己評定がＤだと、これは設置基準を

満たしていないということになるのではないですか。 
【浅古委員】  ただ、３－１－３で、専任教員が１２名以上いて、かつ学生１５人に対

して専任教員１人以上の割合は確保されている。しかし、法律基本科目の専任教員がそろ

っていないとか、法律基本科目の専任教員しかいないとかいう場合、設置審では、民法何

人とか具体的数字があったと思いますが、設置基準を満たしていないということになりま

すか。 
【飯田副委員長】  私どもがＤ評価するときには、それは設置基準との関係では充足し

ていないというレベルだと思いますが。 
【浅古委員】  評価基準に書いてあることが、設置基準との関係で全部明示されている

のかどうかなのですが。 
【飯田副委員長】  そういう気持ちでつくられているんですけれども、的確な表現にな

っていないかどうかをさらにチェックする必要があるかもしれません。 
【川端委員】  重大な問題があるように思いますが。 
【由岐事務局長】  設置基準と評価基準は必ずしも、理論上一致しなくてもいいんです。

ただし、Ｄ評価は設置基準と我々の評価基準は、基本的には内容的に一緒であると考えま

す。 
【浅古委員】  そうだと思います。 
【由岐事務局長】  理論的には一致しなくても実はいいんですけれども、そうしていな

いと思います。 
【山本事務局次長】  先生のご質問の趣旨は、大学が自己評定する場合に、自分のとこ

ろは設置基準に至っていない、Ｄだということを評定するはずがないではないかというこ

とでしょうか。 
【浅古委員】  と思いますけれども。自己評定で D であったならば、その大学はその時

点で設置基準をクリアーする措置をとらなければならないのではないかと思いますし、う

ちは D でございますといって放置すれば、法科大学院が存続しがたくなるのではないかと

思います。 
【山本事務局次長】  自己評定していただいて、設置基準を外れるということであれば、

そう書いていただくほかないのではないかと思います。そのようなことが現実にあるかど

うかは別としまして。 
【由岐事務局長】  例えば教員の数なんていうのは、もしかするとあるかもしれない、

将来的に。 
【浅古委員】  先ほど述べましたように、評価基準として示されている数字というのは、
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設置基準上ではごく基本的な数字しかでていないのではないでしょうか。 
【飯田副委員長】そういう意味では、この認証評価におけるＤというのは設置基準を満た

していない、それがＤになるということです。 
【市川委員】  今の点ですけれども、設置基準と同じ項目であっても、設置基準では非

常に抽象的になっているものをより具体化しているとか、あるいは設置基準に入っていな

い項目もありますので、Ｄになると必ず設置基準を満たしていない、という関係にはない

のではないかと僕は理解しています。 
 ただ、特に教員の数字などは、専任教員が１２名以上で、学生１５人に対して専任教員

１名以上と、これは設置基準と全く一緒ですから、これを満たしていないということにな

ると、設置基準も満たしていないということになってしまう。そういう設置基準と全く一

緒の項目もあれば、そうでない項目もあるだろうということだと思います。 
 ですから、法科大学院開設から３年たって一応設置審の縛りを外れたという段階で、も

しこのような設置基準と全く一緒の項目についてＤという大学が出てくれば、それは何と

かしなくてはいけないということを認識して書いていただくしかないわけです。こういう

ところはもうウソの付きようのないところなので、もしそういうことになれば、法科大学

院のほうでは、Ｄと書かざるを得ないだろうし、直ちに改善措置をとっていくという説明

をせざるを得ないのではないかと思います。 
【飯田副委員長】  おっしゃるとおり、評価基準は合計４７ございまして、そのうち、

いわゆる法令由来基準、◎ですが、これは２６ですから、まさに法令由来についてはＤは

設置基準を充足しないということになります。それ以外は追加基準でございますから、設

置基準とは直接的な関連性はないということになります。 
【亀井委員】  設置基準では、設置審査のときに教員審査というのはかなり大きな問題

になったわけですけれども、これはトライアル評価であるということで、教員を評価する

ということはあり得ないわけですね。おそらく、それに当たるものもないという気がする

んですが、将来的に本評価ということになりますと、そこもまた項目が加わるのか、ある

いは、教員の評価、教員審査を経てどこかの基準になるのか、そこに最終的にＡＢＣＤな

どの評価をするのか、その辺はまだこれからということでしょうか。 
【飯田副委員長】  議題５のところです。 
【亀井委員】  ああ、そうですか。別の議題でしたか。 
【柏木委員長】  教育体制の問題を次にやりますのでそこでご議論ねがいます。 
【浅古委員】  ５９ページで８－４－１と８－４－２ですが、乖離というのは、プラス

に乖離しているのか、マイナスに乖離しているのかで意味合いが随分違うのではないかと

思うのですが、その辺はどのようにお考えでしょうか。 
【山本事務局次長】  議題５のところで、定員割れの場合をどう見るかというところで。 
【柏木委員長】  ほかに、今、山本事務局次長からのご説明に対して何かご質問、ご意

見はございますか。 
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【日和佐委員】  このような自己評価を提出してもらうということは、評価をする際に

非常にいい１つの参考資料になります。どうしても外からの評価というのは、一定の期間

で、一定の資料でしか評価することができないわけですので、内部の評価を提出してもら

って、それを参考にするということは、評価のトータルとして大変バランスのとれたもの

につながると思っていますので、いいと思います。 
 ただし、内部評価で、例えば我々はＡをつけた。だけれども、評価委員会のほうではＤ

になったということでのクレームが来ないように、いわゆる評価の１つの資料として参考

にさせていただくのだということを、しっかりと説明をして、その上で調査をしていただ

くのが大事だと思います。 
 大学にとっても、このように自己評価を１度してみるというのは、とてもいいことにつ

ながると思うんです。それにこのＡＢＣＤの評価の仕方はこの評価委員会の特徴が出てい

る中身になっているのではないかと思いました。 
【山本事務局次長】  ありがとうございます。ちなみに、このような評価の判定基準の

目安を、開示する評価機関と、開示しない、つまり評価委員会や評価員の手元資料にとど

めておく評価機関があると聞いております。当財団としては、判定基準の中身も全部法科

大学院に見せ、見せた上で評価していくというアプローチで、現在のところ準備していま

す。 
【柏木委員長】  由岐事務局長もおっしゃったように、対話の材料になると思のです。

例えば大学側がＡと評価をしているのに、評価員がＤだと思うのはなぜだろうということ

で、突っ込んで、それこそ対話のときに聞くということも起こるでしょうし、そうすると、

後からのトラブルが少ないというよりも、より正確な評価ができるということにもなるの

ではないかと思います。隠すメリットというのは、あまりないような気がしますね。 
【由岐事務局長】  一応オープンにということで。 
【柏木委員長】  ほかにご意見ございますか。ご意見がございませんでしたら、次の、

先ほどから二、三問題がちらほら出ておりますけれども、トライアル評価の新規分野の評

価上の留意点につきまして、山本事務局次長からお願いいたします。 
【山本事務局次長】  資料１６に沿ってご説明致します。本年度のトライアル評価から

取り組みます新しい評価分野について、現在認識しております問題点や評価上の留意点を

書いたものでございます。 
 まず入学者選抜（第２分野）でございます。１つ目は、評価基準といいますより評価方

法の問題として、入学者選抜基準がいいものかどうかということをどのようにして５段階

評価するのか、合否判定ぐらいでいいのではないかという問題です。非常にすばらしい入

学者選抜基準と、そうでない入学者選抜基準が果たしてあるのだろうかということです。 
 もう一つは、入学者選抜が基準どおり実施されたことという評価基準がございますけれ

ども、それをどうやって検証するのかという点でございます。法科大学院に対して、基準

どおり実施しましたかと質問して、しましたという回答であれば、基本的には合格にせざ
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るを得ないのではないか。特に疑わしい事情がある場合は別途説明を求める。それを超え

て、さらに入試データを全部出していただいて、ほんとうに公正に選ばれているのかとい

うことを、プライベートな情報にまで立ち入って調べる必要があるのかという問題です。

手間が大変ということもあると思いますし、そもそも入り口の調査を大変な手間隙をかけ

てやることにどれほどの意味があるのかという問題でございます。一方で、寄附金の多寡

で入学者を選んでいるといった事情がありそうなときに、どうやってどこまで調査するの

かという問題もございます。 
 ２つ目は、既修者認定及び既修単位認定の適切さの問題でございます。そもそも適切な

認定基準とはどのようなものであるのかという問題がございます。つまり、未修者が１年

間法科大学院の授業を受け、試験を受けて単位をとる必要がありますが、それを一気にバ

イパスして単位認定を受けるわけですから、その２つのバランスの点で既修単位認定はい

かにあるべきかということを研究する必要があるということでございます。「厳格な成績評

価」はいかにあるべきかという問題とパラレルでございます。 
 ここでも、入学者選抜と同様に、多段階評価まで必要か、ある程度きちっとした基準が

あるかどうか、それに沿って実施しているかどうかの合否判定でよいのではないかという

意見がございました。 
 また、同じように、基準通り実施されたということをどうやって検証するかという問題

もございます。 
 次に、教員体制でございます。１つ目は、先ほど亀井委員からご質問がありましたこと

でございますけれども、「専任教員」の適格性を本評価でどうやって判断していくかという

ことでございます。専任教員の適格性、特に「担当する専門分野に関して高度の教育上の

指導能力がある」ということの評価をどのようにして行うか。基準の解説の別紙１ではこ

のように書いてあります。「教育上の経歴・経験、シラバス案、面接、小論文、学生アンケ

ート、授業見学等によって、高度の教育上の指導能力の有無を判定する」と。 
 現に授業見学等をやっておりますけれども、それで問題があると、あるいは学生アンケ

ートでこの先生は非常に問題があるとして非難が集中している先生がおられると。その先

生に個別に面談をして、ほんとうに高度の教育上の指導能力があるのかどうかということ

を判定し、その結果を伝えるというようなことを、この財団の評価という中でやるのかど

うか。どのようにしてやるのか。 
 あるいは、適格性についての基準を設けて、その法科大学院がその先生を採用され、そ

の人事評定といいますか、教員能力に欠けることがないかというのをレビューしておられ

るかどうかを確認して、確認しておられるということであれば、そうですかということで

見るというアプローチもあろうとは思います。非常に難しいところだと感じております。 
 また、実務家教員の「業績」をどの程度詳細に見るのか。これは、個人調書の中で、こ

ういう事件の代理人をやりましたといった、過去に自分の手がけた事件のリストのような

ものを書いているものでございます。ただ、それはペーパー上のことでございまして、そ
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の事件の中で単に、失礼な言い方ですけれども、名前を連ねただけなのか、それともご自

身で調査をして書面を書かれたのかといったことも、中身に立ち入った検証をしていくの

かどうかといったことでございます。 
 あるいは、この方は適格性がないということを財団で判定する場合の留意点、非常に慎

重なプロセスを経なければならないと思うんですが、どういったことを経てやるのかとい

うところは非常に難しいところであろうと思います。今回の南山大学の現地調査では、個

人調書を閲覧に供していただきました。及び、その中の何名かの教員につきましては、設

置申請の段階での個人調書とそれ以降の研究業績、論文であるとか、あるいは授業をする

に際して使用する教材の作成歴等を追加で提出していただきました。ただ、それを書面と

して見ただけでございまして、さらに立ち入って面接をするのかといったことにつきまし

ては、今回は今のところやっておりません。以上が、専任教員の適格性の評価方法につい

ての問題点でございます。 
 ２つ目は、年齢とジェンダーについての配慮についてです。評価基準にもございますけ

れども、ジェンダーの「配慮」として、どういうことを評価するのかということも課題で

ございます。これは後の議題でも出ております。 
 ３つ目は、教員の支援体制でございます。教員の担当授業時間数があまり多くならない

ようにということの基準がございます。解説の中で月３０時間程度という数字を出してお

ります。ただ、担当授業時間数の平均が３０時間以内であっても、教員の実感としては極

めて多忙である、とても十分な準備をすることができる担当時間数でないという場合、数

字の目安はどのようなものと考えるか。これら主観的に非常に多忙であると言っていると

ころと、客観的な時間数等を、評価判定の中でどのように扱うかということが課題として

あるかと思います。 
 次に行きまして、カリキュラム分野。新しい分野でございませんけれども、法曹倫理を

必修科目として開設するという評価基準について、法曹倫理を独立の科目として設けるべ

きなのか、それともいろいろな科目に分散して学習するというカリキュラム組み立てもあ

りうるとするのか、どのように評価するかという問題です。 
 次は、学習環境でございます。１つ目は施設・設備（ソフト面も含む）ですけれども、

先ほど判定基準の中で説明させていただきましたけれども、学生のクレームを中心に見て

いく方向（特に痛痒を感じていなければそれでよしとする）方法か、あるいは、施設・設

備・図書等に標準を示し、それを充足することを促すといったことをするかという問題が

ございます。 
 法科大学院によりますと、大学本部に対して予算を獲得するための外圧として利用した

いという声を聞くこともあるんですが、そうであれば、どのあたりが標準であるのかとい

う数字を示すような必要も出てくるのではないかと思われますし、そういう基準をつくる

のもなかなか大変であろうといった問題でございます。 
 図書につきまして、蔵書数が少ないとか多いとかいうことがございますけれども、整備
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方針がどこにあるかということを評価の１つの要素として考えるのが適切ではないかとい

うことです。研究を中心とした図書の整備なのか、それとも教育を中心として、授業でよ

く使用するものをたくさんの冊数そろえるかといったような、使い勝手を中心とした整備

方針でやっておられるのかといったあたりが、評価のポイントとなるのではないかという

印象を持っております。 
 ２つ目、実社会と接触・交流等を保つための取り組みという評価基準でございます。こ

れはエクスターンシップであるとかクリニック、臨床教育をどのようにしているのかとい

うことが中心となるようにも考えられます。そうしますと、この実社会との接触・交流と

いう評価基準、カリキュラムの中で臨床教育がどのようにとられるかという評価基準、あ

るいは法曹養成教育で職業意識をどのように涵養しているのかという評価基準、こういっ

たあたりとオーバーラップしてきますので、これらとの整理、統合ということが必要にな

ると思います。 
 ３つ目、学生数。入学定員と入学者数、収容定員と在籍者数との関係の問題でございま

す。これらの評価基準の策定に当たりましては、入学者の定員オーバー、あるいは滞留学

生が増えて、学習環境が悪くなるといったことの、いわば定員をオーバーすることを中心

に考えておりましたけれども、定員割れの場合、少ないことをどういうふうに評価するか

という問題もあると認識しております。 
 最後は、成績評価・修了認定（第９分野）でございます。１つ目が、厳格な成績評価基

準とは、一体どのようなものなのかということでございます。どの程度開示していくか、

どういうテストを行い、それをどういう採点基準で行うのか。いわば、司法試験の論文試

験の組み立ての議論のようなものでございます。これについては、全校調査といいますか、

法科大学院がどういう取り組みをしているのかという情報も集めまして、それを研究して

いく必要があると思われます。 
 ２つ目は、厳格な成績評価をしているかどうかをどうやって検証するのか。答案用紙を

精査するか。どのように精査するのか、どの程度保管、保存し、整理しておいてもらうの

かあたりが課題になると思います。 
 最後の、適切な修了認定基準についても、どのような修了認定基準が適切か。つまり、

修了単位だけでやるのか、それとも修了試験といったものを別に課すということをどのよ

うに評価するか。以上でございます。 
【柏木委員長】  ありがとうございました。大分時間がなくなってきましたけれども、

最初の問題、入学者選抜の問題ですが、これは多段階になじむのかという問題があります。

これは、法科大学院関係者のご意見を特にお伺いしたいわけです。私の印象でも、問題の

ある入学者選抜というのはあり得るだろうと思いますけれども、すばらしい入学者選抜は

あり得ないのではないかという気がします。大出委員、いかがでしょう。 
【大出委員】  何と申していいか、それぞれの大学で苦労されていると思うのです。も

ちろん、大学自体はできるだけ応募してきた中から合格するにふさわしい学生をと考えて
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いるわけです。その方法として絶対的な方法というのは何なのかというのは、実はわから

ないのです。ですから、今回の例えば適性試験にしても、適性試験をどう見るのかという

ことで、この間私どももやってみましたけれども、ほかでもそういうデータが出ていて、

相関ゼロだというわけで、そうなると、一体どうしたらいいのかということで、毎年、可

能な限りいろいろと検討し、少しずつ手直しをしたりもしているんですけれども、もちろ

ん、面接もしていますけれども、例えば集団面接を取り入れたのを、今度、個別面接に切

り替えるとか、配点について、少しずつ動かしているということをしているんです。 
 ですから、絶対的基準があって、それに即して評価ができるということであればいいん

ですけれども、そうでないとしたら、まさに多段階というよりは、合否ということでする

しかないのかという感じはいたしますけれども。苦労していることは間違いないと思うん

です、それぞれが。ですから、その辺の努力というものを評価するということがあるので

あれば、また事情は違うのかもしれませんが。 
【小幡委員】  やはり外形から評価するしかないと思うのです。例えば、面接を一切課

さないという制度は手間隙はかかっていないのですが、やはりどうかという問題提起がで

きるだろうと思います。外形的には、ある程度しっかりやっているからというのは見えま

すよね。大学成績の加点というのは、実際にはものすごく大変なことなんです、どこの大

学でも苦労していると思いますけれども。公にはしていなくても、それなりに基準をつく

ってやっているというのが現状だろうと思いますので、そういうところまで踏み込むとい

うのは、秘密保持があるという点からみても難しい面があるので、ある程度外形的に見る

しかないのかなと思います。 
【大出委員】  ですから、そこは議論としてはないというのも分かりますよね。今、例

えば１つの方法として適性試験ということを重視するという、そこは多分相当議論してや

っていると思うのです。結果としてどうなったかということだけではない部分というのは

あるわけで、いろいろなファクターをそれぞれ勘案されているのだと思うのです。 
 ですから、そういうことで、今の段階でということもあるかもしれませんけれども、そ

れ以上の評価のしようがあるかどうかというのはなかなか難しいですね。しかし他方、確

かに評価する必要はあるのですが、外形的に、何をやっていない、何をやっているという

ことだけでほんとうに評価できるのかどうかということも、かなり難しい面もありますね。 
【小幡委員】  どこでもおそらく多少検証を試みているはずなんです。外形的に入試制

度についての努力というか、そういうものはある程度見えるかなとは思うのです。 
【柏木委員長】  無理して多段階にするほどのことはなくて、やはり一生懸命やってい

るか、あるいは確かにおっしゃるように、寄附金の多寡で取っているようなところはない

と思いますけれども、そういうマイナス点があるかというダウンワードの評価はあり得て

も、あまり上のほうを細かくしても意味がないかなという気がします。浅古先生、どうで

すか。 
【浅古委員】  大学にとって、入試というのはまさに一番大事なところですから、ここ
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をなおざりにしている法科大学院というのはまずないと思うんです。いい学生をどれだけ

とるかというのを、それぞれ工夫されているだろうと思います。 
 そうだとしますと、中に入って何が良い、悪いというのは、それぞれの法科大学院のポ

リシーに拘わる問題ですので、その部分を多段階で評価することは難しいのだろうと思い

ます。公平性・多様性・公正性が守られているかどうかあるいはきちんと入試のあり方を

検証しているかどうか、そういうところを評価するというのがよろしいのではないかと思

います。 
【柏木委員長】  これは、次の既修単位認定の適切さというところにも当てはまるので

はないかと思います。例えば、憲法、民法、刑法だけ試験をやって、民事訴訟法、刑事訴

訟法の単位を認定するなんていうのは、明らかにマイナスなので、ダウンワードのマイナ

ス評価というのはわかりますけれども、すばらしい既修者認定なんていうのは、これも一

般の入学者選抜と同じ問題がいいのではないでしょうか。 
【阿部委員】  質問です。これは、どういう方法で選抜しているのかということについ

ての評価なんでしょうか。 
【柏木委員長】  そうだと思います。 
【阿部委員】  大体みんな、いい人をとろうと思っていろいろ工夫しているのだと思う

んですけれども、例えば大学によっては定員割れが生じるということで、何でもいいから

人数をとったらいいという大学もあるかもしれません。その場合、いずれにせよ試験をや

るとか何とか、一言で言えば、外形的には問題ないとは思うんですけれども。実際どうや

っているかということとは別の話なんですか。 
【柏木委員長】  どうですか、山本事務局次長。 
【山本事務局次長】  当初は、やはり入学者選抜についても工夫の余地は非常に大きい

だろうということで、選び方の工夫について多段階評価をするという考え方でございまし

た。法科大学院で養成しようとしている法曹をいかに適切に選ぶのか。そのために、志望

者の人間性も見、能力も見、将来性も見ると。そこは、やはり高く評価すべきものもある

のではないかということです。 
 それを、どういうふうにきちん実施しているかということについては、単にその基準に

従ってやっているかどうかだけでしたので、合否判定としました。定員割れしそうだから、

形だけは基準に従ってやるけれども、バーを下げて入学させるということは、想定してい

ませんでした。評価の仕方としても検討していませんでした。 
【柏木委員長】  いずれにしても、それはダウンワードの評価になって、あまり上のほ

うの多段階評価とは結びつかない問題。もし、問題があれば、ダウンワードになるんでし

ょうね。 
【小幡委員】  全入状態みたいになってきて、既修者試験をやって、全員受からせると

いうことになったら、試験の意味をなしていない。その辺は将来的にはあるのではないで

しょうか。 
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【由岐事務局長】  当初の議論だけなんですけれども、入学者選抜でも多様な人材が入

れるようなシステムというのはあるのではないかという議論。例えばアメリカの場合です

と、少数民族の優遇措置とか、女性が半分いるんだから、スタンフォード大学だって半分

女性にするとか、そういうのがいいのではないかという議論の中で、いろいろな選択が各

大学の特徴の中であるのではないか。 
 例えば地方というと問題があるかもしれないけれども、地方の大学で、その大学は地方

の人たちがとれるようなシステムというのがあってもいいのではないかという議論があっ

て、多段階とか、いろいろな特徴があるものもあるのではないかと。実際、そうなるかど

うかはわからなかったんですけれども、そういう議論があったことだけ一応ご紹介させて

いただきます。 
【川端委員】  もともと入試が問題になったのは、法科大学院の修了というのは、国家

試験の受験資格と結びついているので、例えばそういう資格を得るための手続に、法曹と

しての資質と関係ないもの、親の寄附金とか、そういうもので入って来るのはだめだと。

もう一つは、法科大学院は独立した教育機関として設けるのだから、法科大学院のおかれ

た大学からの進学枠が設けられるのは排除しようとか。そういう許容できない要素をなく

するために入試についても問題になったと思うんです。でも、現状でいうと、やっぱりそ

れぞれの法科大学院が自分の方針で、いい人を一生懸命とればいいという意味では、この

２－１－１に書いてあるように、選抜基準、選抜手続が明確に規定され、適切に公開され

ていれば、それでいいのではないかという気もします。 
 ただ、適切性というのが一体何を意味しているのかというのがわからないというのがあ

りますけれども。あまりにも奇異な基準を設けているということなら、適切性に問題があ

るということなんでしょうけれども、それ以外であれば、とにかく明確にアナウンスして、

それをちゃんと受験者にわからせることがあれば、それでいいということでいいのではな

いでしょうか。 
【柏木委員長】  ありがとうございました。亀井委員どうぞ。 
【亀井委員】  入学者選抜全体の問題と既修者認定の問題と、ちょっとニュアンスが違

うかと思うんですけれども。私は特にこの法学既修者の選抜については、とにかくトライ

アル評価の段階ですので、多段階評価というのはやってみる意義はあるのではないかと思

っているんです。２－２－１のところです。といいますのは、既修者認定というのは非常

に設置審でも議論があったところなんです。 
 つまり、実施した試験の内容と既修者の認定というものがきちっと合っているのかどう

かという議論が結構あったわけです。それは、優秀な学生を入れているのかどうかという

問題に全部してしまうと、それはできないんですけれども。そういう問題ではなくて、設

計の仕方としていいのかどうかという問題も別にあると。 
 つまり、例えば憲民刑以外に民訴、刑訴という試験をする場合にも、民訴、刑訴は非常

に簡単な試験をしている大学もあれば、いろいろな科目の試験をしたときに、結局は全体
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の合計点で既修者を認定している大学もあれば、各科目、単位をとる代わりにするんだか

ら、各科目ともに一定水準以上とっていないと、これはだめだというふうに認定する大学

もある。その辺のあり方です。 
 要するに既修者というのは、法科大学院の原則は未修者、３年制のコースであって、そ

のうちの特別にある単位を免除するというのが既修者なんだという考え方で認定すれば、

既修者認定というのもそれなりにきちっとした認定をしなくてはいけなくなるということ

だと思います。果たしてそういうふうに大学は考えてきているのかどうか、そういう問題

は大いに既修者制度というものがある以上は議論していかなくてはいけない問題かと思い

ます。 
 ですから、トライアル評価をやってみることによって、そこは論議を深めることができ

ると思うんです。それで一定の方向をこの財団が出せるのかどうか、その辺まで議論しな

ければという気がします。 
【市川委員】  その点については、僕は亀井先生とは全く違う考えを持っています。既

修者認定の方法についてＡＢＣＤをつけるということは、結局、何が一番既修者認定の方

法としていいのかを判定するということになります。どういう科目を受けさせたらいいの

か、認定する科目を全部受けさせなければいけないのか、あるいは一部の科目でいいのか、

一部の科目でいいのだが、受けさせない部分は何かをして認定するのか、それぞれの法科

大学院がいろいろな工夫をしているという中で、一体財団がどの方法が一番いいのかを言

うことが今の段階でできるのだろうか。 
 亀井先生のご意見は、だからこそトライアルでやって議論すべきだということなんだと

思います。しかし、トライアルの段階で、どれが一番いいのかということを評価員が議論

していくとして、そのチーム、分科会で議論して、案、基準をつくっていくということに

なるんですけれども、それが今の段階でできるのかというと、かなり難しいのではないか

と思います。 
 ですから、私としては議論するということは大切だと思うんですけれども、基本的には

今の段階ではＡＢＣＤの評価は難しいのではないか、時期尚早ではないかと考えます。 
【柏木委員長】  いろいろ意見が出ましたが、時間がないので、それでよろしゅうござ

いますか。 
【亀井委員】  それと、そこを突っ込んでやり出しますと、学生のデータを出してもら

わなければいけないかもしれない。入試である科目ができがあまりよくない学生が、既修

者試験で一体この科目がどれぐらいの成績だったのか、その辺を突っ込まないといけない。

大学からそういうことについての問題意識を出してもらわなくてはいけないというのは、

非常に微妙な問題になるというのはわかるのです。ただ、既修者試験を受かってきた人が、

ほんとうに既修者としての能力を備えているのかどうかというのは、各大学で問題意識と

してはあるかもしれないので、そこはあまりタブー視しないということで。 
【柏木委員長】  いよいよ、時間が足りなくなってきましたので、いろいろ皆さんのご
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意見をお聞きしたい優先度の高い順から、５番の成績評価・修了認定（第９分野）ですけ

れども、これをどのように考えるべきか。試験を一々ひっくり返すのかどうかということ

ですけれども、いかがでございましょうか。 
【小幡委員】  これは、よくわからないのですけれども、厳格な成績認定、単位認定と

いう場合に、追試とか、再試とかというのを外形的に評価するとすれば、そのような制度

を置くか置かないかという選択肢があると思うのですけれども、そういうのはどう評価す

るのでしょうか。 
【柏木委員長】  追試をやっているところは多いですね。 
【小幡委員】  ただ、それをどういうふうに評価するかということですね。落ちる人が

多いので追試をやる。追試のやり方も、すぐ追試するのではほとんど意味がないのではな

いかという感じがしていて、そのあとかなり勉強した後でのチャンスを与えるのであれば

意味があるとか、そういう制度のたて方というのはどういうふうに見るのかなと。 
【柏木委員長】  これも各ロースクールで非常に悩んでいるところだと思うのですけれ

ども、正直言えば、あまり滞留されては困る、だけれども、あまり粗製乱造も困るという

ところの折り合いをどこでつけるかということなんです。 
【小幡委員】  １点、これだけ言っておきたいのですけれども、厳格な成績評価をしろ

と言われていて、これは司法試験委員会でも言っていますが、定員オーバーを考えるとき、

滞留学生を含めた定員オーバーというのはナンセンスな話になりますので、つまり、入学

者を決める時点と、いろいろずれが出てきますので、厳格な成績評価をやった結果、落ち

ている学生とあわせた定員というのは、なかなか難しいんですね。厳格な成績評価をやる

ように言われているのに、定員オーバーが怖くて出すというのは非常によくない現象にな

ってきてしまうと思うのです。そこら辺は学生数の定員オーバーの数え方を考えていただ

かないと、無理して出すというのもまずい気がするので。ただ何年もはいられないように

はなっているわけなんですけれどね、どこでも。 
【柏木委員長】  それともう一つは、ＧＰＡを出すにしても、上のほうは問題はないわ

けで、成績の悪い学生を落とさなければいけないわけですから。成績の悪い学生をほんと

うに落としているかどうかということは、これは比較はかなり不可能に近いのではないで

しょうか。例えば、非常に上位校と下位校で何を落としているかというパーセンテージで

は全くできませんし。上位校で落としているレベルと、下位校で落としている、あるいは

パスさせているレベルを比較しろといっても、これは無理な話ですね。 
【由岐事務局長】  先生のおっしゃることと、評価なんですけれども、テストの場合は

後日検証できるんですが、多くの大学はテストのほかに小テストというのをやったり、授

業中の質問回数だとか、あるいはふだんの授業の態度、こうなると実は評価できないんで

す。 
 要するに、厳格な成績評価というのは、我々が想定していたのは、テストとかそういう

後に残るものではできるんですけれども、あとは、例えば不合格率がどのぐらいあるかと
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か、そういうことをやるのが厳格な成績評価になるのかどうかも我々はわからないもので、

今回、問題提起させていただいたんです。 
【池田委員】  おそらく各大学とも、ふだんの成績を評価対象に入れていますね。 
【小幡委員】  大体割合で示していると思います。 
【由岐事務局長】  それは悪いことではないと私も思うものですから、逆にわからなく

なってしまったんです。 
【池田委員】  いずれは、新司法試験で合格率が出るわけですけれども、それを考える

と、ここでかなり重たいものをいろいろと制度設計をするとどうなるかという感じがしま

す。 
【由岐事務局長】  逆に我々、成績というのは軽く見ようという、こっちから見る仕組

みを考えたものですから。 
【柏木委員長】  これは、ちょっとグッドアイデアがないですね。 
【由岐事務局長】  大学によっては、例えばペーパーテストだけでやっているところも

あるんですか。 
【小幡委員】  いや、ソクラテスメソッドと言っている以上はないと思います。 
【大出委員】  先ほどの試験内容ですけれども、方法的なところで評価するということ

でいくのだったら、それは１つの方法だと思うんです。成績評価も入れて、いずれ総合評

価的なことはやらざるを得ないわけですから、ペーパー試験だけということは多分ないと

思うんです。ですから、そのときどういったファクターを加味しているのかというような

こと、それは、例えばペーパー試験なり、授業のやり方とか、評価の仕方自体も問題だと

おそらくなってくるのだと思うのです。いずれにせよ、その大学にふさわしい評価の仕方

をしているのかどうかということは、ある程度は見えるかもしれないという気はしますけ

れども。ただ、絶対的にこうだというのを今の段階で言えるのかというのは難しいですね。 
【亀井委員】  事務局のこの案ですが、設計のほうは多段階で、実施のほうは合否だけ

ですよね。それがよくわからないんですけれども、やるならやるで、実施のほうも多段階

にしないとまずいのではないかと。まさに基準がちゃんと設定されていても、そのとおり

にやっているのかということのほうが、むしろ大きな問題かもしれません。各大学とも、

それなりに厳格な成績基準は設けなければいけないという問題意識はあって、実際そのと

おりされているのかということのほうが大きい問題なので、そこを合否だけというのは、

やるのならば合否だけではなくて、そこは多段階評価をすべき。 
【川端委員】  それは、そのとおりにやっているが合で、そのとおりやっていないのは

否だから。 
【亀井委員】  それならそれで、否という評価をどんどんつけるという覚悟を財団とし

て持っているのかどうか。 
【由岐事務局長】  自分で基準を出しておいて、基準どおりにやっていれば実施してい

て、基準どおりにやっていなければ否なのではないですか。 
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【亀井委員】  だけれども、たくさん教員がいて、ある程度はできているけれども、あ

る程度は甘い教員がいるというときに、全体でどういう取り組みをしているのかという総

合評価にはなるのではないか。そうすると、１人でも甘い先生がいたら否というわけでは

ないでしょう。 
【川端委員】  ますます難しいですね、全教員についてどうやっていくか。 
【小幡委員】  それは、各法科大学院のほうでも、学生から、不可をつけたら、すごい

突き上げが来ますので。平常点３割と言っていても、１回の欠席をどういうふうにポイン

トでカウントするかというのが多少教員によって違うとか、そこはとても細かい部分なの

です。ですから、結構難しいですね。 
【亀井委員】  ただ、そういうふうに言い出しますと、難しいのはよくわかるんですけ

れども、そうすると、どの大学もみんな可になります。差がつかないことになるので、大

学としてはそこはあまり追求しないと、大体のところは可になるだろうという。 
【小幡委員】  例えば平常点をゼロ、全く出席しないでもペーパーのみでできたら合格

にすると、そういうふうな評価方法はだめなのではないですか、そういうのを許しては。

授業に全然出ないで、ペーパーだけで合格というのは。 
【川端委員】  法科大学院は授業に出てやりとりすることが教育であるという前提です

から、それはだめですね。 
【大出委員】  例えば、新司法試験に関係ない授業に出ている学生は内職していたりす

るのです。試験との関係でいくと、その授業について我々は法科大学院として必要という

ことで課しているわけですけれども、内職をするという学生が出てきたりするのです。そ

の学生に対して、我々は不可をつけるべきであるということに当然なるわけです。 
【柏木委員長】  ちょっとこれはいいアイデアがないみたいで、トライアルを何回かや

っているうちに、現状を見て考えて出すほかないのではないかと思います。 
 時間が大分過ぎてしまいました。私のアレンジが悪くて、ほかに議論が残っております

けれども。簡単にジェンダー法学会からの申し入れにつきまして、江森事務局員から簡単

にご説明願いますでしょうか。 
【江森事務局員】  お配りしております資料９というのが、ジェンダー法学会から送ら

れてきました要望書でございます。２ページ目のところに、１から４までの要望というか、

その１から４を法科大学院の認証評価の対象として組み入れよというご要望がございまし

た。 
 これにつきまして、私どものほうで本日９－２を配付いたしました。端的に申しますと、  

は既に入っていると、それ以外は今後の参考にさせていただくと。木で鼻を括ったような

ものでございますが、これでよろしいのかどうか、もし、ご意見があれば本日、あるいは

後ほどメール等でお願いいたします。 
【柏木委員長】  よろしゅうございますか。 
【由岐事務局長】  ご意見のある先生は、事務局のほうにメール等をいただければ処理
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させていただきます。 
【飯田副委員長】  最終的には、もう正副にご一任になると思います。 
【柏木委員長】  それでは、次はプレトライアルの実施状況について。 
【飯田副委員長】  これは、評価委員の先生方のほうにお願いいたしまして、現在、資

料１０のように進行しておりますものでございます。この段階から、名古屋大学が６月２

７日に実施が決まっておりまして、さらに７月段階でお願いしているというので、今、準

備を進めているところです。 
【柏木委員長】  ありがとうございます。それでは、最後に、文部科学省委託研究につ

きまして、山本事務局次長から。 
【山本事務局次長】  資料１５に平成１７年度、本年度の委託研究の計画の骨子を示し

ております。去年に引き続きまして、今年もということですので、トライアル及びプレト

ライアルを実施したいと思います。 
 それに加えまして、資料の下、２の方法の③のところに全校調査というのが書いてござ

います。訪問調査、あるいは書面調査で、法科大学院が実際にどのように取り組んでいる

のかということを調査して、評価・判定のベースをつくる必要のある項目があるのではな

いかと考えております。 
 調査対象事項の候補としましては、厳格な成績評価（既修単位認定を含む）のやり方、

あるいは法曹養成教育、つまり、書く力であるとか、あるいはカウンセリングの力である

ことをカリキュラムないし授業でどのように展開しているのか。こういったことが候補と

して挙げられると思うんですけれども、幾つか絞りまして、全校調査ができればというふ

うに考えております。 
 トライアルは、任意でご協力頂くものでございますけれども、一応、文部科学省の委託

調査ということで、ご協力を得やすい環境の中でできるだけ調査をして、データベースを

つくりたいと考えております。以上です。 
【柏木委員長】  ありがとうございました。それでは、本年度の海外調査につきまして、

飯田副委員長。 
【飯田副委員長】  戻りますが、昨年度の研究報告書を６月に提出しないといけないも

のですから、まだできていませんけれども、その点については正副にお任せいただくとい

うことでお願いしたいと思います。山本事務局次長がこれから頑張るということですので、

よろしくお願いします。 
 昨年は海外調査ですが、ＡＢＡの評価委員研修に参りました。本年度も海外調査を実施

する必要があるんですが、具体的にどういうものを、いつの時期に行うかについては、き

ょうは時間がありませんので、次回の評価委員会にお決めいただければと思います。 
【柏木委員長】  それでは、次に評価員の選任につきまして、山本事務局次長。 
【山本事務局次長】  資料の１２でございます。９名の評価委員を追加でご選任いただ

きたいと思います。１点、訂正がございます。下から３名の林陽子先生でございますけれ
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ども、専任・みなし・非常勤の区別で、みなし専任と書いてありますが、専任でございま

す。みなしではございません。それから、一番上の池田先生でございますけれども、「専任」

という字が間違えておりました。大変失礼いたしました。 
【柏木委員長】  それでは、今後の日程でございますけれども、由岐事務局長から。 
【由岐事務局長】  今後の日程でございますけれども、７月２１日の１０時から１２時

まで、評価委員会が予定されています。このときは南山の評価報告書原案が提出されると

いうことでございます。さらに、１０月３日午後５時から７時、南山、白鴎の意見書対応

と、大宮、鹿児島、獨協の報告書原案がかかる予定となっております。 
 さらにその後、先ほど見ていただいたように、１１月に当たっては５校から６校、評価

をやりますので、おそらく１２月、１月というのは評価報告書のオンパレードになると思

います。先生方には、ほんとうに申しわけございませんが、よろしくお願いいたします。 
 以上が日程の報告とさせていただきたいと思います。 
 さらにもう一点だけ。事務局体制でございますけれども、さらに充実させていただきま

して、十数名が事務局員になりましたので、ご報告させていただきます。資料１３が新た

に事務局員となった方々でございますので、先生、ご選任のほど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。 
 それでは、どうも長い時間ありがとうございました。私の不手際によりまして積み残し

が出てしまいまして、時間も大幅に超過してしまいましたけれども、これをもって本日の

評価委員会を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 
 


