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１

第１分野（運営と自己改革）

【分野別総評】
第１分野の分野別評価における評価結果の
傾向は，Ａ評価４校，Ｂ評価 17 校，Ｃ評価

Ⅰ

はじめに

２校，Ｄ評価０校であり，大半の法科大学院
がＢ評価とされる中，一部でＡ又はＣ評価と

公益財団法人日弁連法務研究財団（以下「財

評価が分かれた。

団」という。）は，法科大学院が学校教育法
109 条３項及び同法施行令 40 条に基づき５

【１－１

法曹像の周知】

年に一度受けることを義務付けられている認

（１）評価結果の傾向

証評価について，同法 110 条に基づき 2004

Ａ評価とＢ評価で二分される（Ａ評価

年８月 31 日に文部科学大臣から評価機関と

12 校，Ｂ評価 11 校）。Ｃ及びＤ評価はなし。

して第１号の認証を受けた。2006 年度下期

（２）原因分析

から 2009 年度までに合計 29 校の認証評価を

当該基準は，養成しようとする法曹像の

実施し，2011 年度下期からはいわゆる第２

明確性と，その周知について評価する基準

巡目の評価を実施している。

である。法曹像については，それぞれの法

そこで，2014 年度上期までの合計 23 校の

科大学院の考え方に委ねられているため，

第２巡目の認証評価の結果に関し，基準毎に

その内容自体によって評価が変わることは

評価結果を円グラフ等で示した資料を添付す

なく，その法曹像が掛け声だけに終わらず，

るとともに，そのうちのいくつかの基準を取

いかに具体的に反映されているかという点

り上げて，評価結果の傾向と原因分析，そし

で評価に差が生じている点は，前回から引
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き続いた傾向である。法科大学院設置から

ているか）との点から，充実度の違いが評

相当の年数が経過し，各法科大学院には法

価され，多段階評価の違いに結びついてい

曹像について十分な周知がなされているこ

る点は第１巡目と同様である。少人数教育

とが期待されるところ，設定した法曹像に

の徹底や地域に根ざした法曹の育成などの

ついて，学生への周知，教員への周知，カ

特徴については，単にその特徴を掲げてい

リキュラムへの反映などの点で十分な理解

るだけで具体的なイメージに欠けたり，特

や浸透がない場合にその周知の体制に問題

徴追求のための方向性が示されず実際の取

が指摘され，Ｂ評価となる場合が多かった。

り組みや効果が見られない場合には，Ｂ評

特に，法科大学院設立当初から専任教員等

価とされた。また，第１巡目の評価の際に

スタッフの交代がある中で，新たなスタッ

掲げていた特徴から変更があり，その変更

フに法曹像に関する周知が十分にされてい

について十分な説明がされていないケース

ない例も見られ，消極的な評価の理由とさ

について，消極的な評価がされた。

れている。

他方，法科大学院が養成しようとする法

法曹像の周知については，多数の法科大

曹像が高評価な場合でも，特徴の追求でそ

学院がホームページを開設するなどして，

の法曹像を反映し効果的な取り組みが行わ

ある程度標準的に整備されているため，評

れているか否かでＡ評価とＢ評価に分かれ

価にさほど差はでないが，各校とも工夫を

た。

して周知する中で，周知に関して少しでも

なお，学生の多様性に関する特徴追求の

欠如している部分があると「非常に良好」

取組みとして，夜間開講の長期履修制度等

とは判断されない傾向にある。

の社会人向け制度が整備され，機能してい

（３）第３巡目の評価に向けた課題
周知の方法については，引き続き，ホー
ムページや募集要項の内容を充実させるよ
う，各法科大学院において改めて点検する
ことが望ましい。

る法科大学院については，積極的な評価が
された。
（３）第３巡目の評価に向けた課題
法科大学院を取り巻く厳しい状況の中で，
他の法科大学院とは異なる特徴の追求が活

また，内容面についても，法曹像の設定

発とはいえなくなっているのではないかと

にとどまらず，その内容が具体的に浸透し

の印象がある。今後は，特徴的な取り組み

ているかさらなる点検が求められる。

についてさらに積極的に評価するなど，各
法科大学院の取り組みを活性化させるよう

【１－２

特徴の追求】

（１）評価結果の傾向

少人数教育の徹底や地域密着といった特徴

ほとんどがＢ評価（15 校）だが，Ａ評

を挙げる法科大学院に対しては，抽象的な

価も７校，Ｃ評価は１校ある。Ｄ評価はない。

特徴の提示にとどまらず，イメージのさら

（２）原因分析
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な評価がされることが課題となる。また，

なる具体化や，カリキュラム等への反映な

当該基準は，法科大学院の特徴を追求す

ど，一歩掘り下げた検討がなされることが

る取り組みが適切になされていることを評

望まれる。また，従来掲げていた特徴から

価する基準である。特徴がカリキュラムや

の変更や追加があった法科大学院において

制度などに，具体的方策として具現化して

は，当該特徴を修正・追加した理由につい

いることや，学生が理解・関心を示し取り

て学生等に周知をし，その特徴を具体的に

組んでいるか（履修者数が一定数確保され

追求する取り組みがなされているか，改め

て検証をする必要がある。

活動がされていない場合や，自己改革活動
への着手が遅きに失している場合，自己点

自己改革】

検・評価活動が一部教員のみでなされ全校

（１）評価結果の傾向

にわたる効果的な取り組みになっていない

【１－３

Ｂ評価がほとんどであり（15 校），Ａと
Ｃが散見される（Ａ評価２校，Ｃ評価６校）。
（２）原因分析
当該基準は，自己改革を目的とした組
織・体制が，適切に整備され機能している
かを評価する基準である。自己改革は，当

場合には，厳しい評価がされている。他方，
具体的な問題点を把握し，適切な改革の取
り組みを行っている場合には高く評価され
ている。
（３）第３巡目の評価に向けた課題
法科大学院を取り巻く厳しい状況の中で，

該法科大学院における法曹養成教育の状況

１－３（自己改革）の評価基準の重要性が

等（入学者選抜及び修了認定等に関する事

ますます高まっている。今後は，自己改革

項を含む。）を不断に検証し，検証結果を

に関する評価基準のさらなる明確化と周知

踏まえての改革がされているかが評価され，

が検討すべき事項として考えられる。

修了生の進路（法曹三者，企業，官公庁等

また，入学者数や，司法試験合格率など

の多様な職域への進路をいい，司法試験

の数値については，当該法科大学院の抱え

の合格状況も含まれる。）も検証した上で，

る問題状況を分析するための１つの情報と

問題状況に対する自己改革がされているか

してとらえ，これに対する自己改革が適切

が重要な視点である。

に行われているかの評価を行ってきたが，

この点，法科大学院を取り巻く厳しい状

今後も上記データ等に表れる法科大学院の

況の中で，入学者数や司法試験合格状況が

問題状況に対しては自己改革の取り組みが

著しく低迷し続けているにもかかわらず，

効果的にされていない場合には，厳しく評

そのような数字から推知される問題状況を

価することとなる。この点については，法

克服するための自己改革の取り組みが十分

令改正の動きを注視しつつ，引き続き慎重

でない場合には，厳しい評価となった。Ｃ

な検討が必要である。

評価の大半は，このような指摘を受けた法
科大学院である。また，自己改革の取り組

【１－５

情報公開】

みの前提は，修了生の進路のデータ等の当

（１）評価結果の傾向

該法科大学院のデータ分析や，自らの教育

Ｂ評価が最も多く（13 校），Ａ評価も比

研究活動の点検を通じた，問題点の十分な

較的多い（８校）。Ｃ評価はわずか（２校）

把握である。この問題点の把握が十分でな

である。

い場合には，厳しい評価がされた。問題状

（２）原因分析

況の把握のための情報である修了生の進路

第２巡目になり各法科大学院のホーム

の把握については，学校毎の取り組みの差

ページはおおむね整備され，基本的な情報

が見られたが，十分な把握の体制がとられ

公開の内容は充実してきている。公開すべ

ている場合には積極的に評価された。

き情報が列挙され，◎基準となったところ，

当該法科大学院の入学者選抜や司法試験

入学者数と受験者数，教員の研究業績，進

合格状況が極めて厳しい状況にあり，その

級率，司法試験の合格者数・修了生の進路

ほかにも多くの問題点があることを前提に，

など，一部情報について公開がされていな

中長期的視野に立って，抜本的な自己改革

い場合があり，Ｃ評価の理由となった。他
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方，広報誌の充実などさまざまな手法で，

ている実状があったことから，入学者選抜

広く情報公開に努めている場合は，積極的

が有効に機能していないのではないかが問

な評価がされた。

題となった。

（３）第３巡目の評価に向けた課題

Ｂ評価とされた法科大学院においても，

法科大学院の存在意義が社会的に大きく

入学試験実施回数を増やすなどの努力が見

議論される中，法科大学院が社会に対し説

られるものの，多くの法科大学院で受験者

明責任を果たすことはますます重要となる。

数の減少，受験倍率の低下が見られ，その

評価基準上公開すべき情報が列挙されてい

意味で適切な競争倍率を確保し，法曹とな

るにもかかわらず，情報公開がされていな

るにふさわしい適性を持った人材を選抜す

いケースが散見されるため，評価基準上公

ることについては困難な状況が見られる。

開すべき情報を各法科大学院に対し周知す
るなどの検討があり得る。

（３）第３巡目評価に向けた課題
法科大学院受験者が大幅に減少している
現状のもとで，志願者をいかに集めるかと

２

第２分野（入学者選抜）

いう点は，多くの法科大学院の喫緊の課題
となっている。そして，入学試験の競争倍

【分野別総評】
Ａ評価０校，Ｂ評価 19 校，Ｃ評価３校，

率があまりに低い場合には問題とされ得る
ことになろう。また，競争倍率につき，現

再評価要請付 C 評価１校であり，ほとんど

評価基準は解説において「競争倍率が低い

の法科大学院がＢ評価となっている。

場合」という表現を用いているが，さらに
具体的な数値を明示するかについては，検

【２－１

入学者選抜〈入学者選抜基準等の

討が必要である。

規定・公開・実施〉】
（１）評価結果の傾向

既修者認定〈既修者選抜基準等の

第２巡目の評価傾向としては，23 校中

規定・公開・実施〉】

Ａ評価１校，Ｂ評価 19 校，Ｃ評価２校，

（１）評価結果の傾向

再評価要請付Ｃ評価１校となっている。
（２）原因分析
Ｃ評価２校のうち１校は，未修入学者が，
１年次の定期試験において複数の法律基本

第２巡目においては，23 校中，Ａ評価
３校，Ｂ評価 10 校，Ｃ評価 10 校となって
いる。
（２）原因分析

科目で不合格となり，留年した者が相当数

Ａ評価とされた３校については，適切に

存在したため，入学試験において法曹とな

選抜基準等が規定，公開され，厳格な既修

るにふさわしい適性を持った人材が適切に

者選抜が実施されており，受験倍率も４倍

選抜されていないのではないか問題とされ

以上となっている。

た。他の１校は，入学者選抜に，適性試験

Ｃ評価とされた 10 校については，①科

が適切に使用されていない点が問題となっ

目毎の合格最低基準点が設定されていない，

た。

もしくは設定されていても合格最低基準点

また，再評価要請付Ｃ評価となった１校

34

【２－２

が著しく低い場合，一部科目につき論文試

については，当該法科大学院への入学志願

験を課さずに既修単位認定している場合，

者及び受験者が極めて少ないこと，入学者

試験を課していない科目を単位認定してい

の半数ないしは半数近くが１年次に留年し

る場合等が問題とされた。

評価基準２－１と同様に，既修者選抜試
験においても，志願者数の減少により，科

なっている。
（２）原因分析

目毎の最低基準点を厳格に設定して選抜す

評価基準２－３は，「法学部以外の学部

るのが困難な状況が見られる。しかしなが

出身者」又は「実務等の経験のある者」の

ら，一般的には未修者１年次の単位認定に

割合を評価するものであるが，Ａ評価を得

は６割以上の得点が必要となることとの均

た法科大学院の中には，過去３年間で「法

衡を考えれば，合格最低基準点があまりに

学部以外の学部出身者」又は「実務等の経

低い場合については問題があると言わざる

験のある者」の割合が３割をはるかに超え

を得ない。

る法科大学院や，英語力，資格，経歴を積

また，複数の法科大学院で，既修者選抜
試験において実施する法律科目（特に訴訟

極的に評価する取り組みを行っている法科
大学院があった。
これに対し，Ｃ評価となっている法科大

法や行政法）を減らす傾向が見られた。受
験者を確保するための措置と思われるが，

学院は，過去３年間で「法学部以外の学部

既修単位認定する科目があまりに少なくな

出身者」又は「実務等の経験のある者」の

ると，そのしわ寄せが２年次以降のカリ

割合が３割を下回っていた。
法科大学院への志願者の減少に伴い多様

キュラムに及ぶことになり，カリキュラム
構成に十分な配慮が必要となる。

な人材の確保も困難になっている現状の中

そのほか，既修者選抜試験を実施し既修

で，「法学部以外の学部出身者」又は「実

者を選抜した上で，入学後に既修者選抜試

務等の経験のある者」の割合が３割を超え

験において試験科目とされなかった科目の

る法科大学院が多い点はなお評価できるも

試験を行い既修単位認定する制度を採用し

のと思われる。

ている法科大学院が複数存在した。

（４）第３巡目の評価に向けた課題
法科大学院を取り巻く厳しい現状の下，

（３）第３巡目の評価に向けた課題
適切な既修者選抜のためには，科目毎の

入学試験の競争倍率や司法試験合格率が重

合格最低基準点の設定が必要であり，かつ

視される中で，多様な人材から法曹を輩出

基準が低すぎるものであってはならず，認

することは，法科大学院制度の存在意義の

証評価においても厳格に評価されなければ

１つであり，多様な人材を輩出するための

ならない。

取り組みは十分に評価されなければならな

一部では，飛び級制度，早期卒業制度を

い。

用いて法科大学院既修者コースに入学する
者については，既修者選抜試験の合格ライ

３

第３分野（教育体制）

ンを緩和すべきではないかという意見も存
するが，入学者が既修２年間で卒業できる
レベルに達することが可能であるかという
点につき，慎重な検討が必要である。

【分野別総評】
Ａ評価２校，Ｂ評価 17 校，Ｃ評価１校，
Ｄ評価３校（うち１校について再評価要請あ
り）であり，８割以上がＢ評価以上であった。

【２－３

多様性〈入学者の多様性の確保〉】

（１）評価結果の傾向
第２巡目においては，23 校中，Ａ評価
が７校，Ｂ評価が 12 校，Ｃ評価が４校と
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【３－１

教員体制・教員組織（１）〈専任教

員の必要数及び適格性〉】
（１）評価結果の傾向
適合 20 校，不適合３校であり，不適合
が目立つ。
（２）原因分析

過ぎない（なお，70 歳代後半以上の教員
については，原則としてこれらは考慮され
ない。）。
第２巡目の認証評価において専任教員適
格性が認められた教員であっても，第３巡
目の認証評価において同様に適格性が認め

財団の評価基準においては，研究者教員・

られるわけではないことに留意すべきであ

実務家教員を区別することなく，（ａ）法

る。過去５年間の担当科目の研究業績がな

律基本科目を担当する教員，
（ｂ）基礎法学・

いものの上記例外事項により専任教員適格

隣接科目を担当する教員，（ｃ）理論的要

が認められた教員，過去５年間の担当科目

素の高い展開・先端科目を担当する教員に

の研究業績が少ないものの他の事項を総合

ついては，原則として①一定の教育上の経

考慮して専任教員適格が認められた教員な

歴・経験及び②高度の法学専門教育を行う

どは，第３巡目の認証評価時にも同様の状

に必要な研究業績が求められる。

況である場合は，厳しい評価となる可能性

不適合とされた理由は，いずれも上記①

が高い。法科大学院においては，実務家教

教育歴又は②研究業績が不足するため法律

員が各法律基本科目毎に必要とされる専任

基本科目の専任教員適格が認められないと

教員数にカウントされている場合は，研究

された結果，法律基本科目の分野毎に必要

業績が十分であるかについて特に再検証す

な専任教員数の基準を満たしていないとい

ることが求められる。

うものである。

なお，当該基準は形式的審査によるもの

一般的な傾向として，実務家教員が法律

であることから，担当能力のある教員によ

基本科目を担当している場合に，当該教員

る授業が実施されているかについての実質

が研究業績を備えていない例が多く見受け

的審査を第６分野（授業）において行うべ

られるとともに，教育歴が不十分な例も相

きではないかとの意見もあるところである。

当数見受けられた。また，研究者教員にお
いても研究業績が停滞気味である例，若手
の研究者教員の教育歴が不足している例も
見られた。
（３）第３巡目の評価に向けた課題
前述のとおり，財団の評価基準において
は，
（ａ）法律基本科目を担当する教員，
（ｂ）
基礎法学・隣接科目を担当する教員，（ｃ）

教員体制・教員組織（２）〈教員の

確保・維持・向上〉】
（１）評価結果の傾向
Ａ評価４校，Ｂ評価 15 校であり，ほと
んどがＡ評価又はＢ評価だが，Ｃ評価が３
校，Ｄ評価が１校ある。
（２）原因分析

理論的要素の高い展開・先端科目を担当す

当該基準は，教員の確保に向けた工夫が

る教員については，原則として①教育歴及

なされ，教員の教育に必要な能力を維持，

び②研究業績が求められる。

向上するための体制が整備されているか，

このうち②研究業績は，担当科目につい
ての最近５年間の研究業績を有することが
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【３－２

有効に機能しているかの観点から判定され
る。

原則である。最近５年間より以前の担当科

Ｃ評価とされた理由は，３－１において

目の研究業績，あるいは最近５年間の隣接

法律基本科目の専任教員適格を欠く教員が

分野の研究業績は，例外的に考慮されるに

いると判定された結果，１つの法律基本科

目について適格性を満たした教員を確保す

の３がＢ評価であった。Ａ評価及びＤ評価は

ることができていなかった点において教員

なかった。

確保に向けた工夫・取り組みが不十分とさ
れたものである。また，Ｄ評価とされた例
は同様の理由が複数の法律基本科目におい
て指摘されたことによる。
（３）第３巡目の評価に向けた課題
第２巡目においては，法律基本科目の各
科目毎の必要数の専任教員を確保できてい

【４－１

教育内容・教育方法の改善に向け

た組織的取り組み（１）〈ＦＤ活動〉】
（１）評価結果の傾向
Ａ評価１校，Ｂ評価 16 校，Ｃ評価６校
である。
（２）原因分析

ない例が目立ったことから，各法科大学院

第１巡目においては，ＦＤ活動が法科大

においては，教員の確保と教育能力の維持

学院全体として取り組まれている場合は少

について採用時や採用後の研究業績等の専

なく，教員間で共有されていない例が非常

任教員適格性の審査体制についてのさらな

に多いという傾向が見られたが，第２巡目

る検討を行うべきである。

においては，上記傾向は相当程度解消され，

また，専門職大学院設置基準第５条第２
項の改正を受けて，法科大学院の必置教員

おおむね良好な活動が行われていた。
もっとも，組織体制の整備が不十分な例，

（法科大学院の規模に応じて要求される必

組織体制は整っているものの開催回数や審

要数の専任教員及び各科目毎の必要数の専

議内容に照らすとＦＤ活動が活発とはいえ

任教員）は，原則として，学部，修士課程，

ない例，ＦＤの活動記録が不十分なことか

博士課程の教員を兼ねることはできないこ

らＦＤ活動の実態を評価することができな

ととされた（従来認められていたいわゆる

い例，ＦＤ活動の成果について定期的・組

ダブルカウントの原則禁止）。各法科大学

織的に検証する体制が整備されていない例

院は，必置教員としてカウントしている教

が見られた。これらの消極的評価を指摘し

員について，ダブルカウントがないかにつ

た場合はＣ評価にとどまった。

いて，改めて点検を行う必要があろう。当

唯一Ａ評価であった法科大学院では，授

該設置基準の改正により，法科大学院の教

業参観を組織的に実施し，学生アンケート

員を確保することがより一層困難となるこ

や授業参観の結果等に基づき，授業の内容・

とは容易に想像できるところであるが，こ

方法の改善や成績評価の厳格化・客観化に

のような現状の下，教員確保に向けた努力

ついて教員間における問題認識の共有を図

が問われることになる。

る努力を行うと共に，部門・科目毎の担当

加えて，将来の教員養成のための助教等

者会議が有効に機能しＦＤ活動の成果を授

については，審査において特別の配慮が必

業方法や成績評価に反映しており，後述の

要なのかについては慎重な検討を行う必要

「成果に結びつけるための方策・工夫」が

があろう。

適切に行われていた。
（３）第３巡目の評価に向けた課題

４

第４分野（教育内容・教育方法の
改善に向けた組織的取り組み）

Ｆ Ｄ 活 動 に お い て は， 組 織 体 制 を 整
備 し た 上 で， Ｐ Ｄ Ｃ Ａ（Plan Do Check
Action）サイクルを通じて組織的・継続

【分野別総評】
Ｂ評価 17 校，Ｃ評価６校であり，約４分

的に教育効果を高める取り組みを行ってい
ることがポイントとなる。
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第１巡目においては，多くの法科大学院

であるため，制度的に学生が安心して意見

は組織体制を整えるにとどまったため，Ｆ

を述べる環境が整えられていない場合，ア

Ｄの実践がある程度されていれば充実して

ンケートの結果分析と改善点を記載した自

いると評価され，Ｂ評価とされた。第２巡

己評価報告書の作成・提出を各教員に義務

目においては，一歩進んで，ＦＤの実践の

付けているものの非公開であることに加え，

みでは十分ではなく，成果についても検証

中間期における学生意見の聴取方法が教員

する体制が整備され機能していることが要

の裁量に委ねられ，学生による自由な意見

求された。第３巡目においては，さらに一

表明を担保し得る制度が採用されていない

歩進んで，第２巡目以上に「成果に結びつ

場合，アンケートが各期の中頃に１回実施

ける」という点が重視されることが予想さ

されるのみであり，後半の授業部分が対象

れることから，成果に結びつけるための方

になっていないことに加え，アンケート結

策・工夫の実践について十分な留意が必要

果を授業内容・方法の改善に活かす組織的

である。

取り組みがなされていないと評価された場

他方で，法科大学院設立からＦＤ活動を

合である。
また，当該基準は，得られた学生の評価・

活発に行っていた法科大学院については，
やや活動の量や質に陰りが見られ，また参

意見を教育内容や教育方法の改善に活用す

加者に偏りが生じている例が見られた。各

る取り組みが適切に実施されていることを

法科大学院において，引き続き持続可能な

求めている。Ｂ評価にとどまる原因として，

充実したＦＤ活動の在り方について検証を

このフィードバックが適切に実施されてい

続けることが望まれる。

ない場合が挙げられる。

組織的取り組みという点においては，Ｆ

（３）第３巡目の評価に向けた課題

Ｄ活動のための組織が設けられ，その根拠

小規模の法科大学院においては，授業の

規程や活動記録が整備されていることに加

受講生が１名から数名程度という状況が見

えて，教員全体で問題意識の共有が図られ

られる。このような状況下で，学生が自分

ていることが重要である。また，ＦＤ活動

への成績評価等を気にすることなく，真に

には，専任教員のみならず非常勤教員も加

自由な回答を引き出す環境をいかに作り出

えた上で，各法科大学院が一丸となって取

すか，各法科大学院の一層の努力が求めら

り組むことも必要であろう。

れるとともに，このような状況にある法科
大学院についていかに評価をすべきかが課

【４－２

教育内容・教育方法の改善に向け

題となる。

た組織的取り組み（２）〈学生評価〉】
（１）評価結果の傾向

５

第５分野（カリキュラム）

Ａ評価５校，Ｂ評価 15 校，Ｃ評価３校
であり，８割以上がＡ評価又はＢ評価であ
る。
（２）原因分析
当該基準は，まず，学生の授業評価アン
ケート等により，学生の率直な評価・意見
を法科大学院が把握することを求めている。
Ｃ評価とされた例は，アンケートが記名式
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【分野別総評】
Ａ評価が０校，Ｂ評価が 12 校，Ｃ評価が
５校，Ｃ再評価が２校，Ｄ再評価（全体適合
のため再評価）が４校という，厳しい結果と
なった。

【５－１

科目構成（１）〈科目設定・バラン

ス〉】
（１）評価結果の傾向

質的には法律基本科目であるにもかかわら
ず，法律基本科目以外の科目群（主に展開・
先端科目）に分類されているケースである。

Ａ評価が最も多いが，評価はかなりばら

第２巡目においては，特にこのような法律

けている。具体的にはＡ評価７校，Ｂ評価

基本科目偏重の姿勢が多くの法科大学院に

５校，Ｃ評価６校，Ｃ再評価２校，Ｄ評価

おいて見られた。

が３校である。
（２）原因分析
５－１は，修了までに「法律実務基礎科

また，そもそも科目群の定義を正確に理
解していないために齟齬が生じていたと思
われる例もいくつか見られた。

目のみで 10 単位以上」，「基礎法学・隣接

Ｃ以下の評価は，いずれも科目分類の齟

科目のみで４単位以上」，かつ「法律実務

齬によるものであるが，評価結果に差が生

基礎科目，基礎法学・隣接科目及び展開・

じているのは，齟齬があった科目の数，最

先端科目の合計で 33 単位以上」が履修さ

終的に基準を満たさないまま修了してし

れるように，カリキュラムや単位配分等が

まった学生の数，逸脱の度合いの違いなど

工夫されていれば（なお，「カリキュラム

によるものである。

や単位配分等が工夫されている」とは，各

例えば，法律基本科目以外の科目群の合

科目分類毎に上記単位数を履修しなければ

計で 33 単位以上という要件を満たしてい

修了できない制度となっていることを要し，

ない場合であっても，不足単位数が１～２

制度上は例えば法律実務基礎科目について

単位程度で，基準を満たさず修了した学生

は８単位履修すれば修了要件を満たすこと

の割合も少ないものであれば，評価も著し

になっているが，ガイダンス等で 10 単位

く悪くはならないが，他方，基礎法学・隣

以上履修するように促しているという場合

接科目群からは４単位のみ履修すれば修了

は含まない。），原則としてＡ評価となる基

できる制度となっていて，大部分の学生が，

準である。ほとんどの法科大学院は形式上，

実質的な基礎法学・隣接科目の修得が２単

上記の基準に従うようにカリキュラム編成

位のみで修了しているような場合には，も

がなされている。Ａ評価が多いのはそのよ

ともとの必要単位数が４単位と少ないだけ

うな理由による。

に逸脱の度合いも大きいと評価せざるを得

もっとも，それにもかかわらずＣ，Ｃ再

ない。

評価，Ｄ評価が散見されるのは，科目分類

また，若干数の学生において必要単位数

について実質的な評価を行っているためで

がわずかに不足しているケースでは，改善

ある。すなわち，「法律基本科目」，「法律

の見通しが立っていることを条件として直

実務基礎科目」，
「基礎法学・隣接科目」，
「展

ちにＤ評価としない柔軟な対応を行ってい

開・先端科目」については，平成 15 年文

る点は第１巡目と同様である。

部科学省告示第 53 号にその定義が定めら

本評価基準は法令由来基準であるが，第

れており，法科大学院において，ある科目

２巡目においては，法令由来基準にＤ評価

の分類が，上記告示とは異なっていた場合，

があっても総合評価では不適合とはしない

認証評価においては当該科目は法科大学院

場合がある。

側が分類した科目群ではなく，告示に従っ

なお，必ずしも評価に直接影響するもの

た科目群に含まれる科目として評価される。

ではないが，法科大学院によっては，教員

最もよく見られるのは，科目の内容が実

確保の問題や履修する学生が少ない等の理

法曹養成対策室報

No.6（2015）

39

由から，展開・先端科目のバリエーション

法学未修者教育の充実の必要性はそのと

が少なくなっているところも見受けられた。

おりではあるが，上記改善方策が，法律基

様々な法的ニーズに対応できる法曹を養成

本科目偏重の傾向に単に拍車をかけるもの

することも法科大学院の役割の１つであり，

とならないような運用が期待される。

各法科大学院の創意・工夫によりある程度

また，2014 年５月８日に中教審法科大

の多様性を維持することが求められよう。

学院特別委員会において，「法科大学院に

（３）第３巡目の評価に向けた課題
各科目群の分類は，科目の内容によって

おける司法試験に関連する指導方法等の具
体的な取扱について（案）」
（以下「取扱案」

は一義的に分類しづらいものも多い。また

という）が配布され，内容については現在

文科省の告示による定義自体も抽象的であ

も検討中とのことである。取扱案によれば，

り，各科目群の定義を掘り下げて，より実

授業において又は授業の時間外において，

践的なものにすることが必要である。

司法試験の過去問（論文式・短答式）を使

また，本評価基準に関連して，2014 年

用することは，一定の条件の下に認められ

３月 31 日に中教審法科大学院特別委員会

ることが明記されている。また，司法試験

でまとめられた「今後検討すべき法科大学

に関する指導方法として，「試験での解答

院教育の改善・充実に向けた基本的な方向

の作成方法に傾斜した技術的教育や理解を

性」の中で直ちに取り組むこととされてい

伴わない機械的な暗記をさせるなどの受験

た法学未修者の教育の充実について，その

指導に過度に偏した教育を行うこと」は適

具体的取り組みの内容として，2014 年８

切ではないことなども記載されている。

月 11 日，「法学未修者に対する法律基本科

上記のとおり，取扱案は現在も検討中と

目の指導の充実について（通知）」が示さ

のことだが，これまで，司法試験の答案作

れた。

成等の受験指導についてはやや萎縮的な取

具体的な内容は，大要①法学未修者の法

扱がなされてきたとの印象がある。答案作

律基本科目の単位数を増加させた場合の法

成等の受験指導の在り方についての検討が

学既修者の履修免除の単位数を「１年次に

深まり，各法科大学院において，適切な方

限り６単位」であったものを「１年次から

法での指導が有効に行われることを期待す

2 年次にわたり 10 単位程度」に改めること，

る。

②年間登録単位数の上限を，１年間につ
き 36 単位が標準とされていることにつき，

【５－２

おおむねその２割程度（８単位程度）まで

切性〉】

の単位数増加が認められること，③実務経

（１）評価結果の傾向

験等を有する者については，それに相当す

Ｂ評価とＣ評価で二分されている（Ｂ評

る展開・先端科目に代わり，２～４単位を

価９校，Ｃ評価 14 校）。Ａ評価，Ｄ評価は

目処に法律基本科目を履修することも可能

なし。

とすること，及び④評価機関は前記①ない
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科目構成（２）〈科目の体系性・適

（２）原因分析

し③の取り組みについて，直ちに否定的に

５－２においては，カリキュラムの体系

評価するのではなく，法学未修者教育を充

性・適切性を評価する。「適切性」という

実させるための取り組みとして適切である

点は前記５－１でも評価対象となっている

かを評価することが必要であること，の４

部分であり，そのため，Ｃ評価となった法

点である。

科大学院においては，５－１での評価結果

の悪さが，５－２に影響している場合があ

（２）原因分析
Ｃ評価は２校である。具体的には，補習

る。
例えば展開・先端科目の多くの科目が実

の多さを指摘し，また，法律基本科目のう

質的には法律基本科目であったり，基礎法

ち，１年次の概論科目，２年次の基礎科目

学・隣接科目に実質的には基礎法学・隣接

において，同じテーマを繰り返し取り上げ

科目以外の科目が存在し，そのため「基礎

ている点について，授業計画の見直し等が

法学・隣接科目群から４単位以上」履修す

必要であることを指摘している。

るという要件を満たせないおそれがある場

また，複数の法律基本科目について，体

合などは，カリキュラムの体系性について

系的・理論的な理解を十分に修得させ得る

も問題があると評価せざるを得ない。

か，カリキュラムの組み方，理解度のチェッ

また，５－１の評価は悪くないが，科目
の内容や配当学期などから，体系性に問題
があるとされ，５－２の評価が下がった法
科大学院も見られた。
（３）第３巡目の評価に向けた課題
５－１と重なる話ではあるが，法律基本
科目偏重の傾向は，カリキュラムにも大き

クの在り方について改善の必要性を指摘し
ている。
他方，Ａ評価とした法科大学院において
は，２年次及び３年次の授業で，双方向型
の授業の長所が活かされ，学生も積極的で
あった点を評価している。
（３）第３巡目の評価に向けた課題

な影響を与えている。しかし他方で（特に

６－１については，Ｂ評価が多いことか

未修者の）法律基本科目の教育の充実は喫

らもうかがえるように，第２巡目において，

緊の課題でもあり，いかなる評価を行うか

６－１は，全体としての授業計画や授業の

は，第３巡目の課題となろう。また，５－

実施方法についての評価は行ってきたが，

１でも触れたが，取扱案が発表されたこと

授業そのものを評価する基準としては，あ

により，今後は司法試験の答案作成等，ア

まり有効に機能していなかったように思わ

ウトプットの修得を主要な目的とする科目

れる。その原因としては，６－１は授業全

を設置する法科大学院が増えてくるものと

体についての評価基準であるため，個別の

推察される。これらの科目を，カリキュラ

授業の評価は希釈されてしまうこと，及び，

ムの体系性との関係で，どのように評価す

現地調査には時間的制約があるため，見ら

べきかについても，第３巡目に向けた検討

れる授業の数に限界があることが挙げられ

事項となるものと思われる。

る。
第３巡目の評価においては，上記のよう

６

第６分野（授業）

な問題点を踏まえつつ，具体的な授業評価
の在り方について検討する必要があるもの

【分野別総評】

と思われる。

Ａ評価が１校，Ｂ評価が 18 校，Ｃ評価が
４校，Ｄ評価はなし。

【６－２

理論と実務の架橋（１）〈理論と実

務の架橋〉】
【６－１

授業】

（１）評価結果の傾向
ほとんどがＢ評価（20 校）。Ａ評価が１
校，Ｃ評価は２校あり，Ｄ評価はなし。

（１）評価結果の傾向
Ａ評価が３校，Ｂ評価が 13 校，Ｃ評価
が７校と，Ｂ評価が相対的に多いが，Ｃ評
価も散見される。
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（２）原因分析
第１巡目と比較してＣ評価は減っている
（第１巡目はＣ評価が 14 校）。これは第１
巡目からの５年間の間に，法科大学院にお

法試験との関係で，学生の方で負担が大き
いといわれている，臨床系の科目を避ける
傾向もあるのではないかと考えられる。
（３）第３巡目の評価に向けた課題

いて「理論と実務の架橋の意義」について

臨床科目は問題解決能力や事実調査・事

の検討がなされ，またその内容について教

実認定能力などのマインド・スキルの向上

員間での認識の共有がなされて，実践がさ

に役立つ上，学生のモチベーションを高め

れてきた結果と考えられる。

るなど，本来教育効果の高い科目である。

もっとも，それでもＣ評価の法科大学院

また，過疎地での法律相談を行うなど，各

は複数見られる。Ｃ評価の理由は，「理論

法科大学院の特色を発揮しやすい科目でも

と実務の架橋の意義」のとらえ方に不足が

ある。

あることないし，「理論と実務の架橋の意

一般的に負担が大きいことや，配当年次

義」の検討は十分であるが，授業における

の問題などから，臨床科目は学生の側から

展開が不足していることであり，これは第

敬遠される面もあるが，第３巡目に向けて，

１巡目にも見られたものである。

ますます法律基本科目偏重の傾向が見られ

（３）第３巡目の評価に向けた課題

る中で，学生の履修を促し，教育効果の高

「理論と実務の架橋の意義」についての

い臨床科目を展開するなどの努力を行って

授業展開の在り方としては，研究者と実務

いる法科大学院には，高い評価を与えてし

家による共同授業が挙げられることが多い

かるべきではないかと考える。

が，単に研究者と実務家が一緒に授業をし
ていれば良いというものではなく，実質的
な連携が行われている必要がある。共同授

７

第７分野（学習環境及び人的支援
体制）

業の在り方を，どのように評価していくか
が第３巡目の課題といえる。

（１）評価結果の傾向
第７分野の分野別評価における評価結果

【６－３

理論と実務の架橋（２）
〈臨床科目〉】

（１）評価結果の傾向

Ｄ評価は０校であり，ほとんど問題のない

Ａ評価とＢ評価がほぼ半々（Ａ評価が９

分野である。中でも，７－１ないし７－３

校，Ｂ評価が 11 校），Ｃ評価も３校ある。

の学生数を評価する基準はすべて適合，７

（２）原因分析
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の傾向は，Ａ評価 10 校，Ｂ評価 13 校，Ｃ・

－４の施設・設備（Ａ評価 15 校，Ｂ評価

６－２同様，第１巡目と比してＣ評価が

７校，Ｃ評価１校）及び７－５の図書・情

減少している。これは，第１巡目を経て，

報源（Ａ評価 12 校，Ｂ評価９校，Ｃ評価

臨床科目とは何かについてのコンセンサス

２校）等ハード面の評価もＤ評価はなく，

が得られてきたことや，クリニックやエク

もっとも多い評価はＡ評価であった。７－

スターンシップ，模擬裁判などの手法や取

６の教育・学習支援体制となるとＡ評価よ

り組みについて，知識や実績が蓄積されて

りもＢ評価が多いが（Ａ評価７校，Ｂ評価

きた結果と考えられる。

13 校，Ｃ評価３校），７－７の学生生活支

中小規模の法科大学院においては，履修

援体制（Ａ評価 17 校，Ｂ評価４校，Ｃ評

者の割合が減少しているところが増えてい

価２校）及び７－８の学生へのアドバイス

る。学生数の減少が要因と思われるが，司

（Ａ評価 12 校，Ｂ評価９校，Ｃ評価２校）

になると，Ａ評価が最も多くなっている。

り学生数と比較して，全体として見たとき
には十分に整えられていることから，Ｃ評

（２）原因分析
学生数（１）〈クラス人数〉】，
【７

価はわずか３校にとどまっている。Ｃ評価

－２

学生数（２）〈入学者数〉】及び【７

の原因は，職員が法科大学院専任ではない

－３

学生数（３）〈在籍者数〉】

ことや教員数に比して人数に余裕がないこ

【７－１

当該基準は，学習環境の充実という観点
から，学生数が多すぎることのないように
評価する基準であり，法科大学院全体が，
定員削減，入学者数減少に見舞われている
現状において，問題点が指摘されることは
施設・設備（１）〈施設・設備の

確保・整備〉】及び【７－５

【７－７

学生支援体制（１）〈学生生活支

援体制〉】及び【７－８

学生支援体制（２）

〈学生へのアドバイス〉】
当該基準は，経済面を含めた学生の生活
支援及びアドバイス体制など学生の生活か

なかった。
【７－４

となどであった。

施設・設備（２）

〈図書・情報源の整備〉】

ら学習まであらゆる面において支援する体
制があるかどうかを評価する基準である。
この基準についても，全体として少人数教

当該基準は，図書を含めた施設設備の充

育が実現されている関係で手厚くなってい

実度を評価する基準である。７－４につい

る傾向があり，Ａ評価が多くなっている。

ては，昨今の学生数の減少を受け，学生１

個別に見ると，７－７の経済的支援や障

人に対する施設の充実度という点から見る

がい者支援体制は，どの法科大学院もほぼ

と，キャレルの数など十分すぎるほど備え

同水準の体制が整っているが，その中でも

ているところが多く見られることから，全

カウンセリング体制については，ほとんど

体に高評価となった。なお，Ｃ評価となっ

の法科大学院が本学と共用しているところ，

た１校は，教室が大学の学部利用教室と混

同じように共用であっても，その内容の充

在していたり，教員の研修室が離れている

実度及び法科大学院との連携の程度には差

こと，自主ゼミ用のスペースが不足してい

があることから，Ａ評価とＢ評価に分かれ

ることが原因であった。

ることが多かった。なお，Ｃ評価となった

７－５についても施設同様に，十分に

うち１校は，奨学金利用の実績が低調だっ

整っているところが多いが，物理的なス

たことや法科大学院と本学の間に物理的な

ペースの関係で十分な図書を備えられない

距離があることから必然的にカウンセリン

場合や雑誌 ･ 図書の入荷速度が遅い場合に

グ体制についても利用しにくい環境にある

は評価が下がる傾向にある。

ことが原因となっていた。

【７－６

教育・学習支援体制】

７－８についても，ほとんどの法科大学

当該基準は，事務職員やＴＡ（ティーチ

院が，アカデミック・アドバイザーやチュー

ング・アシスタント）など，主として当該

ターなど，より学生に近い立場の者を補助

法科大学院における人的支援体制の充実度

的に指導に当たらせる体制を整えており，

を評価する基準であるが，事務職員体制と

それが標準的であることから，さらに進め

ＴＡ体制の双方とも十分に整えられる余力

てその制度がいかに有効に機能しているか

のあるところは少なく，どちらかが欠けて

という点から見てＡ評価とＢ評価に分かれ

いるか不十分な場合が多いことから，Ｂ評

ることが多かった。なお，Ｃ評価となった

価に留まることが多くなる結果となった。

うち１校はオフィスアワーが設けられてい

しかし，いずれにしても，施設同様，やは

なかった学校である。
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（３）第３巡目の評価に向けた課題

る」と付言する程度にとどめた。

第７分野は，特に大きな改正を必要とす

しかし，第２巡目の評価において，実際

る分野ではなく，ほとんどが現行基準を維

に少人数教育の現場を目の当たりにしたと

持する形になると思われるが，特に検討を

き，教育の質という観点から見ても，学生

要する部分はやはり７－１から７－３の学

の学習環境という点から見ても，一定規模

生数を評価する基準であろう。

の数の学生は最低限必要なのではないかと

現行の同基準は，学生数が多すぎること

思われた。

による弊害を抑止するための基準となって

本評価基準については，現行のままとす

いるが，昨今は，むしろ学生数の激減が社

るのかさらに進めて人数の下限を評価する

会的には問題視されている。また，教育の

基準とするのか，やはり議論の必要性はあ

現場においても，あまりに少数すぎるクラ

りそうである。ただ，その際に留意しなけ

スでの授業は活気が失われる傾向にあり，

ればならないのは，あくまで教育の質の向

徹底した少人数教育に満足する学生がいる

上，学習環境の充実といった観点から問題

一方で，どのくらいの人数までが教育とし

がないかを見るべきであって，数値のみで

て許容されるものであるのか，そもそもこ

一律に判断することは避けるべきであろう。

の評価基準自体が無意味ではないかなど，
評価の現場において，基準自体に疑問の呈

８

第８分野（成績評価・修了認定）

されることが多かったところである。
端的にいって，法科大学院全体の学生数
や入学者数が減少傾向にある中で，定員

第８分野の分野別評価は，Ｂ評価が 13

オーバーのみを評価する基準はもはや機能

校，Ｃ評価が 10 校で，Ａ評価及びＤ評価

しないといっても過言ではない。形式上は

ともに０校である。８－１は「厳格な成績

上限を評価する基準を残す必要はあるにし

評価の実施」を評価する基準であるが，Ａ

ても，やはり下限についても，現行の基準

評価は１校のみ，Ｂ評価は９校・Ｃ評価は

（ほかの分野で評価する）以上に一歩踏み

13 校と，Ｃ評価が最も多くなっている。

込んで，学生数の問題として学習環境の視

８－２は「修了認定の適切な実施」を評価

点で正面から評価する必要性があるだろう。

する基準であるが，Ａ評価が 11 校，Ｂ評

なお，この点は，前回の評価基準改定の

価が 10 校，Ｃ評価が２校と，Ａ評価が最

際にも活発に議論がされたところではあっ

も多くなっている。８－３は「成績評価に

た。しかし，そのときは，結果としては，

対する異議申立手続」を評価する基準であ

少人数教育の良さをある一定の数字で切り

るが，Ａ評価が 10 校，Ｂ評価が 10 校，Ｃ

分けることは一概にはできないとの意見も

評価が３校と，Ａ・B 評価が多くなっている。

あったことから，直接基準に盛り込むので
はなく，７－２の解説において「教育内容
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（１）評価結果の傾向

（２）原因分析
【８－１

成績評価〈厳格な成績評価の

（６－１）や自己改革（１－３），法曹に必

実施〉】について，Ａ評価が１校のみでほ

要なマインドとスキルの養成（９－１）な

とんどがＢ評価又はＣ評価という評価結果

ど関連する評価基準においては，入学者数

となっていることは，認証評価の厳しさの

が著しく少ないことが，法曹養成の中核的

現れと見ることもできるが，一方で，法科

機関としての社会的使命にかんがみ問題視

大学院にとって成績評価を厳格に行うこと

されることがあることに注意すべきであ

（言い換えれば，執行部が各教員に対して

統一的な評価基準を示しそれを遵守するよ

各学生に対しきめ細かい採点を行っている

うに指揮をとること）がいかに難しいこと

ことなどが高く評価された。

であるかを示しているともいえる。
元来，大学あるいは大学院での成績評価

なお，よく，認証評価は相対評価を推奨
しているのかと聞かれることがあるが，そ

は各教員の裁量に任されてきた歴史がある

ういうことではない。成績評価の方法は，

ところに，各教員の成績評価の適正さに口

絶対評価と相対評価どちらもあり得るが，

を挟まなければならない執行部の苦悩は，

絶対評価の場合には判断基準を適切に定め

評価の現場においてもよく耳にするところ

なければならないところ，そのことの難し

である。

さがあり，厳格性が保てていない場合が多

８－１で求められるものは，成績評価を

く見受けられる。その点を指摘すると，で

組織的に把握し検討する体制が構築され機

は相対評価がいいのかと受け取られること

能しているかどうか，教員間において成績

が多いというだけのことである。いずれに

評価の判断基準が共有さればらつきがない

しても重要なことは，厳格かつ適切に行わ

かの２点に大きく集約される。

れているかどうかであって，どちらの評価

実際の評価においても，各教員の成績評

方法をとるかということによるものではな

価にばらつきがあることがマイナス方向に

い。あくまでも，相対評価であれば割合が

評価されることは多い。法科大学院として

守られているかどうか，絶対評価であれば

の統一的な評価基準を定めており，おおむ

判断基準が明確に示されており守られてい

ね守られていればＢ評価となるが，評価基

るかどうかが評価のポイントとなる。

準（相対評価の割合など）が守られていな

【８－２

修了認定〈修了認定の適切な

いことが多い場合や，そもそも統一的な基

実施〉】の修了認定については，ほとんど

準すら示されていないような場合は，成績

の法科大学院が単位積み上げ方式を用いて

評価の厳格性の検証を困難にするとして評

いることから，評価を下げる要素はあまり

価が低くなる。そのほかにも，合否を分け

なく，結果として，多段階評価結果はおお

る境目となる成績評価の判断基準が各教員

むねＡ評価又はＢ評価となっている。第２

に委ねられているために不明確であったり，

巡目の基準改定で導入された「最低限修得

緩くなっていたりする場合や，授業に出席

すべき内容」を修得して修了できるような

したことが平常点になっていたりする場合

仕組みがあるかどうかという評価基準につ

には，評価は低くなる。

いても，ほとんどの法科大学院は同内容を

ちなみに唯一Ａ評価だった法科大学院で

設定しており，また，総合科目の設置がさ

は，総合的な成績評価及び定期試験につい

れていることから問題は見られなかった。

ての成績評価の基準を学期毎の教授会にお

なお，修了認定や進級判定において，ＧＰ

いて確認した後，学生に対して掲示をもっ

Ａ基準を用いるところが増えてきたが，単

て開示することで透明性を確保しており，

に同基準を用いれば直ちに厳格になるもの

試験終了後においても教授会において科目

ではなく，かえって同基準を導入したがゆ

毎に成績分布表を配布し，学生にも掲示し

えに相対評価が甘くなるという傾向が見ら

て公開するなどして，成績評価の適切性が

れる。そのため，ＧＰＡ基準を導入したが

検証可能な体制を構築していたこと，非常

うまく機能していない場合には，導入して

勤講師も含めた教員全体において成績評価

いない場合よりも，評価が下がる傾向にあ

の方法が共有されよく遵守されていたこと，

る。
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【８－３

異議申立手続〈成績評価・修

了認定に対する異議申立手続〉】の異議申

評価すべきではないのか，との問題意識を
持たざるを得ない。

立手続については，制度自体整っていると

特に修了認定を評価する８－３及び単位

ころがほとんどであり，その点で問題にな

積み上げ方式の場合は８－１が基本となる

ることはないため，結果として，多段階評

が，これらの基準について，実質を評価す

価結果はおおむねＡ評価又はＢ評価となっ

る基準とすべきかどうか，検討を要する。

ている。しかし，制度が機能するかという

例えば，定期試験問題のレベルが司法試験

点から見て，たとえば答案返却や試験講評

に合格可能な能力を試すに足りる難易度を

がなければそもそも異議申立ての前提が欠

保っているかどうか，成績評価（特に合否）

けることから，実質的に機能する状況にあ

の判断基準が司法試験に合格可能な能力を

るかが問題であるとして評価の下がること

はかるに足りるものとなっているかどうか

があり，また，学生が制度を十分に知るこ

などという基準を立てることになるだろう。
しかし，結局のところ，このような評価

とができかつ利用しやすい環境になければ，
これもまた機能しないことから，この点か

をしようとすれば，結論ありき（合格状況

ら見て不十分な場合（たとえば学生便覧で

ありき）であり，合格状況が悪ければ成績

の記載が不親切である場合など）にも，評

評価の方法も悪いということになりかねな

価が下がる傾向がある。当然であるが，異

い。そうなってしまうと，わざわざ認証評

議を審査する体制について，担当教員が加

価をする意味がないということになりかね

わっている場合や（意見を聴取することは

ない。

別である。），担当者が複数教員ではない場

従って，司法試験の合格状況を踏まえて

合など，公平性が保てないおそれのある場

成績評価の実質まで踏み込んで評価すると

合にも評価が下がる。なお，異議申立てに

なると，基準の立て方から実際の運用まで

対する審査内容や結果そのものについて，

かなりの工夫と配慮が必要とされる。

適切性が疑われた例はない。

なお，ほかに細かい点として，８－１で

（３）第３巡目の評価に向けた課題

は，今後導入される「共通到達度確認試験」

以上，評価の傾向と原因分析に見たよう

について，どのような基準を用いてどのよ

に，本評価基準は，厳格な成績評価が行わ

うに評価すべきであるのか，８－３におい

れ「得る」体制があるかどうか，またそれ

て，答案返却や試験講評の必要性を明示す

が機能しているかどうかを評価することに

ることの要否についても検討が必要である。

なっており，当然ながら，第２巡目までの
評価もそのような内容となってきた。
しかし，法科大学院に対して厳しい批判

９

第９分野（法曹に必要なマインド・
スキルの養成）

が浴びせられる中，第３巡目の評価を実施
するに当たり，成績評価に対する評価の方
法が，「体制と機能」といういわば外側だ
けを評価することにとどまってよいのか，
さらに実質にまで踏み込んで，司法試験合
格状況との関係も要素としながら，法曹と
なるべき資質を真に備えたものだけが修了
できるような成績評価となっているかまで
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【９－１

法曹に必要なマインド・スキルの

養成〈法曹養成教育〉】
（１）評価結果の傾向
Ｂ評価とＣ評価でほぼ２分されている
（Ａ評価１校，Ｂ評価 11 校，Ｃ評価 10 校，
Ｄ評価１校）。

（２）原因分析
当該基準は，法曹養成に必要なマインド

て国際性の涵養に関しては低調な傾向が
あった。

とスキルを養成する教育が，適切に実施さ

第９分野でＤ評価とされた例は１件あっ

れているかを評価する。他機関の認証評価

たが，これは，入学者選抜から修了認定ま

基準と比べて非常に特徴的な評価基準であ

での各段階に構造的かつ深刻な問題があり，

るが，新基準においては，旧基準の性格・

今後の法曹養成教育の計画・内容自体本当

位置づけを発展させ，入学者選抜から修了

に機能するものか疑義が呈されたことが原

認定までの教育課程全般を通じて，法曹に

因であった。

必要なマインド・スキルを養成する教育と

（３）第３巡目の評価に向けた課題

なっているか，「法科大学院の学生が最低

「法科大学院の学生が最低限修得すべき

限修得すべき内容」が適切に設定され，そ

内容」の設定については，他の分野の評価

の基本的な考え方が教員間で共有されてい

にも関係するところであり，評価基準上の

るか，それらの取り組みがどれだけ深く行

位置付けについては議論の余地がある。ま

われ成果を上げているかを総合的に評価す

た，設定した「法科大学院の学生が最低限

ることとされた。そのため，第１分野から

修得すべき内容」について，周知や公開に

第８分野までの評価において厳しい評価が

ついての考え方に混乱が見られるので，そ

なされている場合，その問題点が，法曹に

の点の明確化は今後の課題であろう。各法

必要なマインド・スキルの養成の観点から

科大学院においては，設定した「法科大学

も問題であると認められると，第９分野で

院の学生が最低限修得すべき内容」を単に

も厳しい評価がされた。

学生や教員に提示するのみでは学生の学修

また，第２巡目から導入された「法科大

を支援するものとはなり得ず，これをカリ

学院の学生が最低限修得すべき内容」の設

キュラムや授業に具体的に反映させ，また，

定と周知に関しても当該評価基準で評価さ

授業で取り扱う範囲と学生の自習に委ねる

れるが，これについてはそもそも設定がさ

範囲を適切に示すことが重要である。

れているか，どのような内容が設定されて

財団の認証評価においては，第９分野の

いるか，カリキュラム等にどの程度反映さ

法曹に必要なマインド・スキルの養成の

れているかなど，各校の取り組みには大き

評価に際して行われる総合評価とは別に，

く違いが見受けられた。2010 年９月付け

個々の評価基準の評価に基づく最終的な適

で公表された「共通的な到達目標モデル（第

格認定における総合評価が行われるが，そ

二次案修正案）」をそのまま「法科大学院

れぞれの総合評価における考慮要素が不明

の学生の最低限修得すべき内容」として援

確であるとの指摘や，それぞれの総合評価

用するだけで当該法科大学院の基本的な考

の位置付けが必ずしも明確でないとの意見

え方が示されていないと，消極的な評価が

があった。第３巡目に向けて，総合評価に

された。

おける考慮要素の明確化と，総合評価と適

新基準では，国際性の涵養に配慮した取

格認定の位置付けについて，被評価校から

り組みがなされているかの点も９－１の評

も，社会からも分かりやすいような在り方

価基準で評価することとされたが，入学者

を検討する必要がある。

数，学生数の減少に苦しむ学校が増加する
中で，国際性の涵養に関連する授業科目が
開講されないなどの影響があり，全体とし
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Ⅲ

おわりに

以上，第２巡目の認証評価について途中経
過の総括を試みたが，不備・不足の点もなお
多々あると思われる。今後も，第２巡目の認
証評価を振り返り，検証を続けつつ，第３巡
目の認証評価において，これを活かしていき
たい。
（2015 年１月 14 日時点の分析による）
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