
第６回認証評価委員会 議事メモ 

（注：本議事メモは、事務局の責任で作成したものであり、今後、訂正される可能性があ

ります。） 

 

日 時  ２００５（平成１７）年７月２１日（木）午前１０時～正午 
場 所  弁護士会館１７階１７０２会議室 
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、池田辰夫、大谷晃大、大出良知、小幡純子 

亀井尚也、川端和治、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 
  ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 平林勝政（白鴎大学トライアル評価チーム主査／國學院大学） 
  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、持田光則 
（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。） 
 
委員長 定刻になりましたので、第６回評価委員会を開催します。 
   春学期トライアルの結果報告を。 
 
１．春学期トライアル 
事務局長 資料１７。３頁。南山大学、白鴎大学、大宮法科大学院、鹿児島大学、獨協大

学の５校を実施。今後、事後検討会を行った後、分科会を開催し、委員会に上げさせ

て頂きます。 
委員長 主査から感想を。 

（省略） 
委員長 ご質問は。 
   では、秋学期トライアルの状況報告を。 
 
２．秋学期トライアル 
事務局長 次のページ。秋学期の予定は９校。島根、岡山、中央、福岡、明治、京都産業、



九州、東海、成蹊の９校を予定。主査候補として島根・川端先生、岡山・亀井先生、

中央・宮川先生、福岡・大橋先生、明治・米倉先生、京都産業・浅古先生、九州・柏

木先生、東海・小幡先生、成蹊・市川先生を考えている。委員会で選任をお願いした

いと考えている。 
委員長 秋学期主査候補。よろしゅうございますか。 

差換え資料の１７－２のほうです。 
（承認の声あり。） 

評価員の選任は、委員長、副委員長に一任お願いします。 
（承認の声あり。） 
 
３．評価上の留意事項と基本スタンス 
委員長 評価上の留意事項と基本スタンスについて、江森事務局員。 
事務局員 資料３０。昨年にない問題としていくつか。１ページ目。補講、司法試験シフ

ト、予備校の問題に絞って説明。２枚目は論点メモ、委員長、副委員長のご意見をい

ただき事務局で議論したもの。 
   補講の問題。多くの大学で補講を実施。なかには授業時間が倍以上に。補講を時間

枠として入れているところも。純粋未修者に限ったものも中にはある。強制の度合い

は違う。成績評価に補講で行われるテストの点数を加えるというものもあり、これは

出ざるを得ない。試験対策のものもある。短答式の問題を解くものという授業を補う

ものではない、別目的の補講もある。時間数が非常に多いこと。大学によって事情が

違うので、場合を分けなければならない。 
評価の考え方としては、５分野があるトライアルは、正面から。トライアルは５分

野のないところもあり、６分野、７分野でも問題にしていかなければならない。 
次に司法試験シフト、もっぱら司法試験を念頭に置いたカリキュラム。合格率を意

識した成績・修了認定。ＧＰＡで絞っていくこともあるが、最後に修了認定会議を開

き受かりそうな人だけ通すのではないかという仕掛けのある大学も。 
予備校との関係。トライアルの中でもテキスト、予備校講師経験のある講師を優先

的に使うということも出ている。予備校との関係では３枚目１、２、３とあげた。予

備校の補修、教材の使用、予備校の模擬試験を使うこと。全学生に強制して学校がデ

ータを取りたいというのは、警鐘を鳴らしていいのではないか。厳しい議論がなされ

ることが一つのメッセージになっていくので、活発な議論をしていただけるとありが

たい。 
委員長 まず補講の問題から。学生を助けてやろうというものから強制の度合いの強い者

までさまざま。いかがでしょうか。 
委員 補講という使い方でいいのか、補講は休講の代替。補習ではないか？統一したほう

が良いと思う。 



委員長 大学関係者の中では、「補講」とは休講の代替。正規のカリキュラムプラスアルフ

ァは「補習」という言葉で整理しましょう。 
委員 シラバスどおりにいかないと補講ということもある。補習とはいわない。 
委員長 増やすのは補習。＋アルファは補習、休講代替は補講として整理したほうがよろ

しいのではないか。 
委員 それでハッキリして良いのではないか。 
委員長 中身の問題ですが、大出委員から。 
委員 それ自体決着つけられるかはむずかいしと思う。原則はやるべきでない。自学自習

が基本。単位数が限られるのは設置基準から明らかだった。どう連結させるかの工夫

を求められている。補習で対応するのは妥当かという問題。全く何もしないのも学生

にとって良いのか考えると難しいところ。結局、中身を見て考えるしかない。正規の

授業を何らかの形でフォローするのは、必要。事実上、授業を２単位でするのを４単

位とになってしまうのは避けるべき。試験対策も問題で教育のあり方との関係で問題

となる。その傾向は合格枠問題にからみ大学側に厄介な問題。 
委員長 有難うございました。山野目先生。 
委員 １点、補習はよくないというのは、授業以外は自習に当てられるのが本来の学生の

状況で、補習がその自習の時間を削ることが問題。オフィスアワーを補習にするのは

問題で、個別に質問することにねらいがある。講義調になるのは個別学習の機会をう

ばう。 
   もう１点、事実認定がシリアスになってくるのではないか気になる。隠すところが

出てくるのではないか。ある程度は学生のヒアリングで隠しようがないが、やってい

ないといわれたときに、反対の事実認定をしていくことは、評価が厳しくなってきた

ときには、厄介な部分が出てくることを留意いただきたい。 
委員長 現場の教員の悩んでいる問題がかなりあるのではないかという点、純粋未修者に

ついては圧倒的に時間数が足りないのは、わかっていることで、各法科大学院非常に

悩んでいる。 
委員 純粋未修者はソクラティックのでも足りないと思う。シラバスで書いて約束したも

のはその範囲でおさめる必要がある。学生に来させて集団でやるのは、本来やるべき

でない。ただ、学生も求めている。聞いて勉強した気になってしまうのはよくないこ

と。厳し目にいくべき。勉強会みたいなものは学生で組織し、教員が見る程度がいい。 
委員 教育を熱心にする、しないとか、教育方法の是非にかかわる。ここははっきりしな

ければならないのではないかと思う。設置基準に合致しているか評価するというのが

ある。設置基準は、修了単位、学年ごとのキャップ制とか、多すぎないように自学自

習を確保する趣旨で決められた。違反しているかは実体にしたがって判断しなければ

ならない。 
   オフィスアワーとしてされている補習、それ以外の設定されている補習、できる限



り定量評価して、１年３６単位のキャップ制が、違反しているとハッキリ言わなけれ

ばならない。 
   考え方はあげられている項目で大体いいが、履修科目バランス、履修単位上限は定

量的な基準でいけば良い。教員の負担の問題もあるので、その項目もあるべき。十分

な準備ができないという問題。 
   大学が隠したがるテーマではあるが、自己点検評価報告書では書かれていない。学

生からの聴取を良くやる。掲示板を見るなど。捜査のようでやりにくいが、そういう

姿勢は必要ではないか。 
委員長 たとえば強制しない場合はキャップにひっかからないようだが、強制しなければ

良いという考えになるのか。いろいろなレベルがあるので、設置基準でどうもぴたっ

と行かないという気がするのですが、いかがでしょう。 
委員 強制してないならいいが、学生が補習に継続的に参加しているのは、カウントすべ

き学生の利用の面から見るべき。実体を見て判断するというものではないか。 
委員 正規の授業との関係が重要。それに出ないと正規の授業もこなせなくなるというの

は問題。厄介なのは、純粋未修の人たちに、授業とかかわりない形でベースを作るた

めにやるのが許されるのかということ。やり方としては、授業との関係を意識しなが

ら補習を組むのと、オフィスアワーを使うのと、自主的に集まるのと、いろいろある。

教員がサポートに入るのをとめられない。それは気をつけないと、先ほどの問題にし

なければならない補習にいつでも変化する危険がある。われわれの方としては、設置

基準を前提とするためには、形式的枠組みを作っておかないと、最終判断で非常に苦

労することになる 
委員 設置審との考えと同じ理念を持っているとはっきりアナウンスすべき。現在の法曹

養成制度では、法律基本科目の知識詰め込みばかり受けすぎた法曹が育っていて、自

分の頭で考えられなくなっているという危惧から設けたキャップ制。もうひとつは法

律基本科目が、展開・先端科目を凌駕しないという理念。もう一つは、純粋未修者の

問題も、３年間で法曹になれると、多様なバックグラウンドがこれからの法曹に必要

という考えで出発している。未修者がハンデを追っているという形で扱われるのは非

常におかしい。法学部出身者に偏ることになる。これを担保するのは、新しい試験が

考える力を問う試験になるのかということで、みんな試験を疑っているから、とにか

く一定量の知識が必要だということで、みんな走っている。第三者評価機関としてそ

ういう理念でやっていないところは、Ｃどころか厳しい評価をすることをはっきり行

ったほうが良い。 
委員長 そうすると学生の自主的なものに教師が参加するというのはＯＫで、それを超え

るのは厳しい評価になることに。 
委員 いやそれは具体的なものによることになる。明らかに反しているのは、カリキュラ

ムの中に事実上組み込まれていること、本来２単位でやるものを２．５単位・３単位



で行われているというもの。それは強制ではなくても問題であるが、あとは実際に学

生が考える力を自主的に勉強できるような形で行われているかどうかになってくる。 
   それと新制度が求めている法科大学院修了段階の姿というのは、学部の卒業生と比

べれば知識少なくていい設計のはず。法学部の単位をそのまま法科大学院に移したと

いうことではない。知識詰め込みでやっているのは学生の自主的な集まりに教師が補

助しているというのでも好ましくない。ただ、規制できない。ですから、新司法試験

が考える力と問う問題にしてもらわないと。 
委員 評価機関として、やり方のいい悪いはいえない。弊害を伴うものは論外であるとい

う基準を作りブレーキをかけるのが現実的。補講補習は事実上やらざるをえないとこ

ろもあるので、これはだめというものを特定して出していくべき。 
委員長 評価機関としては、理想像として基準に定めるべき。事実上強制され、ほとんど

の学生が出ているというのはよくない。自主的なものを教師が補助するというもの以

外は、評価できない。あとは具体的に内容をみてくしかないというところ。 
委員 どうしてもしなければならない補習もある。新法の補習をしなければならない、会

社法など３年生は新会社法をやっていないので、そういう補習をアウトといえない。

時間割に組み込まれているものは問題。時間割の組み方として、補習を前提にするの

は低い評価せざるを得ない。 
委員長 確かに新法補習は、やらざるを得ないので例外になるでしょう。時間割の見方も

鋭いご指摘です。 
   司法試験シフトについてご議論を。補講でも答案練習は問題外というところでしょ

うか。司法試験を意識したカリキュラム、合格率を意識した成績評価、試験の固まっ

てないところでできるのかという疑問もあるが、こういうものが問題にあるという気

がします。否定的に見ることは問題ないのではないか。江森事務局員から、この点に

ついて。 
事務局員 学生の圧力が非常に強い。ひとつには学校でやれば予備校に行かなくてすみ、

学校は司法試験を意識したほうが良いとは思うが、過剰にやるのは問題であると考え

ております。 
委員長 実際には司法試験を意識しないわけには行かないので、カリキュラムなどにも影

響でざるをえない。程度問題ではないか。私の国際取引法でも、新司法試験の範囲が

日本の実定法に限るということを書かれてしまい、大変悩んでいるところ。この程度

の縛りであればしょうがない気もするが、司法試験オンリーのようなカリキュラムに

するのは非常に問題があるという気がする。これも程度問題であろうということを感

じます。望ましいことではないということは、一致していると思います。 
委員 試験に通らないと資格がないのだから、司法試験を全く無関係に教育が行われるわ

けではない。ここで問題とすべきは、シフトという比重が移ること。法律基本科目の

偏重とか、あるいは授業が答案練習会になるとかいう形で出てくる。そこは問題とし



なければならないが、新司法試験がどういう試験なのかということが一番の問題とな

ってしまうので、その表現は注意したほうが良いのではないか、と思います。 
委員 学生が非常に不安定な状態にある。その学生の気持ちをつかめている法科大学院と、

つかめていないところがあり、つかめていないところは学生が予備校に行っていると

いう状況にあるのかと思います。学生の心の掴み方として授業の内容で自身をもって

行い掴んでいるところと、補習などを行って掴んでいるところ、掴み方に２つのタイ

プがあると思います。いかに学生たちを本当の法科大学院の授業に専念させるかとい

うことで、いろいろ工夫が必要かと感じます。 
委員 新司法試験の予測つかない中でする評価と、２・３年して問題の傾向がある程度見

えてくれば、また違った落ち着き方をしてくるのではないか。 
   現行試験を受けている学生からの圧力があり、下級生も真に受けてそういう方向で

うごくという部分がある。その意識が変わらないと落ち着いた評価ができるようにな

ってこない感じがする。 
委員長 司法試験の内容がまだ良く分からない段階で、学生も一部の教員も右往左往して

いる印象。 
次の司法試験予備校との関係でも同じことが言える。予備校が新試験に対応してい

るか大変疑問がある。いまの予備校テキストは現行試験にしか対応していないんでは

ないかと思われるものを使って、その効果が良く分からない。これも学生からの圧力

と内部的ない圧力とで右往左往しているという気がする。今までの議論からも予備校

と教員を融通する、予備校テキストを使う、模擬テストを使用する、択一問題を流用

することは問題とみて良いと思うが、いかがでしょうか。 
委員 そのとおりだと思う。本来から違うところであるし、どのような司法試験かわから

ないところで全く意味のないことをやっているのではないか。 
委員 新試験は、サンプル問題出ているが、実際にやってみると典型論点が非常に多い。

論点ごとにおそらく配点されるので、一通りふれないと点が稼げないという問題を突

きつけられている。いかに授業を変えろといわれても変えがたいところがある。予備

校の今までのようなテキストも新試験対策として有用な面もある。いくつかの答案の

サンプルがないと、どういう形で答えていったらいいか分からない。現状は、かなり

やむを得ない面があると思う。 
委員 逆に容認するとみんなそういう答案を書くようになり、書いたものが受かるという

ことになる。そうではないというメッセージを発し続けなければいけない。新司法試

験は、例えば最高裁判例を変更するよう議論をさせるなど劇的にかわってほしい。一

定の知識量があればあるほど有利であるというような試験である限りは、変わらない

という意味では、変わって欲しいというのは宮川委員と同じ。厳しい試験だと公平性

の問題が出るので、公平に採点できる問題とか、したがって論点ごとの配点というこ

とになるので、合格率の問題もかかわってくる。突破しなければならない問題ではな



いか。 
委員 私どもの組織にいろいろなところから要請がある。法曹養成と新司法試験のあり方

と数の問題。資料３０で議論されていること全体に、高い理想のメッセージを出して

いるが、それを貫徹する必要がある。試験と密接であるがどちらもメッセージを出し

ていくべき。新試験にいろいろな要請が出ているが、高い理想のメッセージを出して

いかないと混乱するのは学生だ。新試験の抜本的な改革が必要だということを、きち

んと関係者に求めることが必要だと思う。 
委員長 新司法試験のあり方に深く関係してくる面が多いけれど、間接的ながら、従来の

記憶中心のものにならないようにメッセージを送る必要あるのではないかと思います。

この評価委員会が理想に近いものを基準にするという必要があるというご意見が多か

ったように思います。 
    
４ 白鴎大学 
委員長 次の議題、白鴎大学、評価報告書原案の確定について、江森事務局員。 
 （省略） 
 
５ 南山 
委員長 では、山本事務局次長。 
 （省略） 
 
委員 補足、なやみとして、３分野にジェンダーバランスがあるが、人数・結果責任の問

題か、努力の面の評価なのかが難しい。人数であればどのくらい必要か。ひとまず２

５パーセントで A とするという基準で考えた。 
（省略） 

理想は１：１だが、現状、法曹人口の女性の割合を考えるとありえない数字。女性

合格者の増える状況を見据えて、基準を見直していくことで臨むのはどうか。対外的

に回答の参考にもなるのではないか。 
（省略） 

委員長 大きい問題、ジェンダーバランスでしょうか。これは本日結論が出ないかもしれ

ませんが、ある程度ご意見を伺っておきたい。池田委員。 
委員 政府レベルでは 30 パーセントという数値目標があります。それとなんとか整合的な

形に見せたほうがよろしいかと。 
委員長 もう一つ、２５パーセントある場合か、25 パーセントになるよう配慮がなされて

いる場合と書いてあるがご意見は。配慮がなされているというのは、今はいないが、

非常勤で女性がいるとか努力しているが教員申請を出したが落とされたとか考慮すべ

きか。 



委員 基本的には実力でという答が返ってくると思います。男女差のハンディをカバーす

るようなサポート体制みたいなものが、ひとつの配慮で評価できるかと。 
委員長 小幡委員は。 
委員 数値目標が大変有効であるということになっています。この基準は公開となってい

ますから、やむを得ないではないではないか。別にＡでなくても、B でも、それ自身ど

うということでもないので、異論もあるかもしれないが、昨今の方向からすると数値

目標的に掲げていただくということで。 
委員長 数値目標としては３０パーセントですか。 
委員 数字は根拠がいるので３０パーセント政府目標にしておいたほうが良いと思います。 
委員 政府目標を達成しているのがＡ。Ｂは１０から３０とするかは検討すべきだが、そ

ういう努力をしている。Ｃはそれ以下。Ａは３０パーセントに達しているということ

で評価する必要がある。自ら下げるのはよろしくない。 
委員 評価チームの最初の議論では、政府目標の３０パーセントをＡと考えていた。その

後議論があって、法律家の現状を考えると法科大学院の現場サイドから、それはほと

んど達成不可能な人口比率といわれたときにどう考えるか心配だった。そういう懸念

にどう答えるべきか検討いただきたい。 
委員 そういわれても３０パーセント。そんなことを言ったら、どの分野でも同じ。関係

者の努力をうながすもの。 
委員長 政府目標３０を２５とするのは、説明がつかないような気がしますので、ここは

３０ということで。 
 （省略） 
 
６ 評価基準見直し 
委員長 次に評価基準の見直しについて、山本事務局長から。 
事務局 昨年３校、今年５校のトライアルを踏まえて、本評価に向けて、評価基準、解説

の見直し、評価判定方法の画一的な採用を本格的にスタートさせたいと考えておりま

す。検討課題として詰めるべきところは、メール等でご指摘いただければ。 
委員長 これも実際お集まりいただく時間がございませんので、メール等でご意見をお伺

いしたいと思います。次に文科省委託研究について、山本事務局長。 
 
７ 文科省委託研究 
事務局 資料２９、２６。２９は２年目の去年の報告書があがっておりませんが、７月中

には上げると。トライアルでの評価方法の問題を中心に記述してありますのでご意見

いただきたい。資料２６は、今年度の事業計画。１４校のトライアル調査の実施と全

校横断調査、厳格な成績評価、既修者認定などクリティカルな問題について、全部の

法科大学院の考えをデータで集める。それをふまえ実際的な評価基準、評価方法に仕



上げていくという作業が今年の課題。もう一つは、評価を受ける側に試験答案、入試

データなどの保管をしてもらうか、ほかの評価機関との規格化といった形で研究する

必要があると考えている。 
 
８ 評価員の選任 
副委員長 資料２７。２名専任をお願いしたい。 

また、裁判所に法務省にも２名ご検討いただいている。 
   秋に行うところ、来春を希望しているところに研究者３名以上をお願いしている。

既に３名以上出していただいているところは、特に依頼していりません。 
 
９ 評価基準見直しスケジュール 
委員長 最後に評価基準見直しのスケジュールについて。 
副委員長 夏合宿で必要な見直し案を造り、１０月３日の委員会でご承認を得るようにし

い。 
   その後、秋にはパブリックコメント手続、１２月上旬の評議会で確定するというス

ケジュールを考えている。 
また、１０月の委員会は大宮、鹿児島、獨協の３校の報告書原案の確定のため時間

を３時間に延長してお願いしています。１２月は秋学期実施のうち４校確定のため、

３時間に延長をお願いしています。２月には残りの５校の確定が必要になりますので、

よろしくお願いします。 
 
委員長 時間超過して申し訳ありません。ここれで第６回委員会を終了させていただきま

す。 
 
 


