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【法曹養成関係年表】

� 司法制度改革と新しい法曹養成制度

司法制度改革審議会意見書（２００１年６月

以下「改革審意見書」という。）に基づき進

められた司法制度改革は、２００４年１１月に司法

制度改革推進本部が解散するまでに総合法律

支援制度や裁判員制度などの民事及び刑事の

多岐にわたる司法制度の大改革を行い、司法

制度が国民にとって身近なものとなるよう司

法機能の抜本的な充実強化をはかった。

この司法機能の充実強化を支えるものが、

法曹人口の大幅増加と法科大学院を中核とす

る新しい法曹養成制度である。

法曹人口については、すでに１９９０年代以降、

司法試験合格者を年間５００人程度から１０００人

程度に漸増していたが、２００２年３月１９日の閣

議決定「司法制度改革推進計画」により、同

年には１２００人程度、２００４年には１５００人程度ま

で増加し、法科大学院制度を導入した後の

２０１０年までには３０００人程度にするとされた。

こうした法曹人口大幅増加に対応する法曹

養成制度については、従前は司法試験と司法

修習の２段階であったものを、司法試験の前

段階に法曹専門教育に特化した専門職大学院

である法科大学院を新たに創設して、これを

「法曹の養成のための中核的な教育機関」と

して位置づけ、司法試験と司法修習は「法科

大学院における教育との有機的連携の下に」

行うべきものとした２。従前は司法試験受験

という「点」が法曹への唯一の関門として機

能し、そのために受験競争激化の弊害や法曹

専門教育の不在が指摘されていたが、新しい

法曹養成制度は法科大学院での法曹専門教育

を中核とした「プロセス」としての法曹養成

をその理念としている。

新しい法曹養成制度は２００４年４月の法科大

学院開校によりスタートしたが、２００６年３月

には初の法科大学院修了者（２年コースの法

学既修者）が出て、同年５月に新司法試験が

実施された。そして、同年１１月からはその合

格者に対する新しい司法修習が開始されてい

る。

以下、新しい法曹養成の各段階について制

度の現状と課題を概観する。

１ 本稿は法学セミナー２００７年３月号の拙稿「法曹養成の現段階」を大幅に加筆・訂正したものである。
２ 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第２条
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� 法科大学院

１ 法科大学院の設置状況

法科大学院は２００４年度に６８校が、２００５年度

に６校が開設され、現在７４校である（内訳：

国立２３、公立２、私立４９）。入学者は２００４年

度が５７６７人、２００５年度が５５４４人、２００６年度が

５７８４人となっている（定員は２００６年度で５８２５

人）。法科大学院の開設及び定員については、

「関係者の自発的創意を基本としつつ、基準

を満たしたものを認可することとし、広く参

入を認める仕組みとすべきである」３との考え

方がとられたが、その結果、現在の法科大学

院の入学者は司法制度改革審議会の当初の議

論を大幅に上回ることとなった４。

法科大学院は３年制（法学未修者コース）

を原則とし５、さらに入学者の多様性と社会

経験を重視して、入学者のうちに法学部以外

の出身者または社会人経験者の占める割合が

３割以上となるよう努力義務が課せられてい

る６。このうち２００６年度については、法学既

修者２１７９名（３７．７％）に対し同未修者３６０５名

（６２．３％）、社 会 人 入 学 者 は 合 計１９２５名

（３３．３％）、法学部出身者以外の入学者は１６３４

名（２８．２％）となっており、おおむね努力義

務を満たしているといえるが、社会人入学者

及び法学部以外の出身者はいずれも減少傾向

にある７。

法科大学院には公平性、開放性、多様性の

確保のため、全国適正配置、夜間大学院や通

信制大学院の整備、奨学金・教育ローン・授

業料免除制度等の支援制度が求められてい

る８。このうち全国適正配置という点では、

北海道から沖縄まで２５都道府県に７４の法科大

学院が設置された。また、社会人のために夜

間制のコースを設置をしている法科大学院は

８校である９。他方、国立で授業料標準額８０

万４０００円、私学で年間１００万円～１５０万円以上

となる高額の学費を負担する学生への支援に

ついては、日本学生支援機構の奨学金事業の

法科大学院分の予算が２００６年度で合計１２９億

円（貸与人員７３６９人 １人最高月額２０万円）

確保されており、また、私立法科大学院に対

する経常費補助として４８億円の助成がなされ

ている（同年度）１０。

２ カリキュラム、教育方法

法科大学院のカリキュラムは、�法律基本

科目（公法系、民事系、刑事系）、�法律実

務基礎科目（法曹倫理、法情報調査、要件事

実と事実認定の基礎、法文書作成、模擬裁判、

ローヤリング、クリニック、エクスターンシ

ップなど）、�基礎法学・隣接科目（基礎法

学、外国法、政治学、法と経済学など）、�
展開・先端科目（労働法、経済法、税法、知

的財産法、国際取引法、環境法など）の４群

に分けられる１１。具体的な科目設定は各法科

大学院の創意工夫によるが、２００５年８月に実

施された法科大学院協会のカリキュラム・ア

３ 司法制度改革審議会意見書７０頁。なお、文部科学省の専門職大学院設置基準（平成１５年文部科学省令第１６号）参照。
４ 司法制度改革審議会第７回会議（１９９９年１１月２４日）で法科大学院構想について報告を行った青山善充東京大学副学

長（当時）は、司法試験合格者３０００人のうち「従来型の司法試験」を１割３００人程度残して２７００人程度が法科大学院修
了者とすると、合格率７、８割として法科大学院の入学定員は１学年３５００～３６００人なるのではないかとの試算を示して
いた。

５ 専門職大学院設置基準第１８条２項
６ 平成１５年文部科学省告示第５３号（専門職大学院に関し必要な事項について定める件）第３条
７ 文部科学省「平成１８年度法科大学院入学者選抜実施状況の概要」。
８ 司法制度改革審議会意見書６９頁。
９ 大阪学院大学、大宮法科大学院大学、成蹊大学、大東文化大学、桐蔭横浜大学、名城大学、筑波大学、北海学園大学
１０ 文部科学省 HP による。
１１ 中央教育審議会答申２００２年８月５日「法科大学院の設置基準等について」２�５
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ンケート結果概要１２によると、法科大学院の

修了要件単位数に関する最多回答は、法律基

本科目が５４～５６単位（合計２２大学）、実務基

礎科目が１０～１５単位（２５大学）、基礎法学・

隣接科目が４単位以下（３６大学）、展開・先

端科目が２１単位以上（２６大学）となっている。

法科大学院の教育方法は少人数クラスで対

話式の双方向・多方向授業を行うことが求め

られている１３が、前記のアンケート結果概要

によると、法律基本科目（必修科目）の１ク

ラスの人数は１年次で５０名以下が４７校に対し

５１名以上が４校であり、２年次ではそれぞれ

４１校対６校となっており、法律実務基礎科目

も必修科目についてはほとんどの法科大学院

で法律基本科目との差はないとされている

（２００５年度）。他方、対話式の双方向・多方

向授業についても各法科大学院で導入の努力

がなされているが、授業進行のノウハウやと

りわけ法学未修者１年次の導入方法等につい

て実践例の蓄積が求められる。

法科大学院の教員については、専任教員の

おおむね２割以上は５年以上の実務経験を有

する法律実務家で構成されることを求めら

れ１４、多数の弁護士が教員に就任しているほ

か、現職の裁判官・検察官も派遣教員として

就任している１５。

「理論と実務の架橋」という観点からは研

究者教員と実務家教員の相互交流と連携が重

要になるが、前記のアンケート結果概要によ

ると、研究者教員と実務家教員が同時に出席

する科目がある法科大学院が２７校、同一科目

で異なるクラスを単独で担当する科目がある

ものが１５校、授業の担当回数を分けて分担す

る科目があるものが１６校となっている。各法

科大学院の実情に応じて工夫がなされている

が、後二者については、授業計画の統一や科

目担当者間の協議、相互授業参観の活発化な

どが課題となろう。

３ 臨床法学教育

法律実務基礎科目のうち、具体的な事件処

理を学生自らが体験する臨床法学教育科目

（模擬裁判、ローヤリング、クリニック、エ

クスターンシップ）は実務への架橋を強く意

識した科目群であり、ほとんどの法科大学院

が何らかの形でこれらの科目を設置している。

また、文部科学省法科大学院形成支援プログ

ラムとして２００４年度以降進められている研究

プロジェクトの中でも、臨床法学教育を対象

として含むものは８以上にのぼっている１６。

このうち、法科大学院協会の臨床系実務教育

調査研究グループ（京都大学他の共同研究プ

ロジェクト「実務系基礎教育の在り方に関す

る調査研究」）が２００５年１月と２００６年８月に実

施した全国の法科大学院に対する実態調査で

は、回答した合計４６校について、臨床系科目

は全て設置しており（民事系４６校、刑事系１９

校）、クリニックは３８校（民事系３７校、刑事

系６校）、エクスターンシップは４１校が実施

している１７。また、早稲田大学臨床法学教育

研究所が２００６年８月に実施した調査によると、

クリニックを実施している法科大学院は合計

５６校であり、そのうちクリニック実施のため

の法律事務所を有しているのは１３校である１８。

１２ 法科大学院協会のＨＰに掲載（以下同様）。
１３ 前掲中教審答申
１４ 前掲文部科学省告示第２条
１５ 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律（２００３年法律第４０号）参照。
１６ 文部科学省 ２００４年度「法科大学院等専門職大学院形成支援プログラム」審査結果について（報告）、２００５年度「法

科大学院等専門職大学院形成支援プログラム」審査結果について（報告）。
１７ 法科大学院等専門職大学院形成支援経費プログラム「実務基礎教育の在り方に関する調査研究」プロジェクト「臨

床系実務教育研究グループ」『法科大学院における臨床系実務教育の現状と課題』（２００７年３月）９２頁～２８９頁から集計。
１８ 早稲田大学臨床法学教育研究所「クリニック全国状況調査（中間報告）」（２００６年９月８日）。
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臨床法学教育科目のうち、実際の事件処理

を学生が体験するクリニック及びエクスター

ンシップについては、事件当事者や関係者の

個人情報等の重要な情報に学生が接するため、

これを実施する各法科大学院では参加学生か

ら守秘義務遵守の誓約書を提出させたうえ、

人格権侵害に関する損害賠償保険に大学とし

て加入するなどの対応をとっている。しかし、

この間、刑事事件の検察官開示記録をクリニ

ックで学生に閲覧させないよう検察側が要求

する事例が一部にあり、刑事クリニックやエ

クスターンシップの実施に懸念を生じさせて

いる１９。この点については、記録閲覧が問題

になるのが法科大学院の刑事系カリキュラム

一般ではなく、クリニック・エクスターンシ

ップで担当弁護士の指導監督の下に学生を事

件処理に関与させる場合に限られること、法

科大学院が新しい法曹養成の中核と位置づけ

られ実務を意識した教育が期待されているこ

とをふまえ、早期解決がはかられるべきであ

る２０。

４ 厳格な成績評価と修了認定

法科大学院では厳格な成績評価及び修了認

定が求められる２１。これは、法科大学院の修

了が司法試験受験資格とされた以上当然のこ

とである。

これに対し、前記の法科大学院協会のカリ

キュラム・アンケート結果概要では、各年次

の必修科目の合格率はいずれも９５％以上とす

る回答がほとんど過半数を越えており、再試

験を含む合格率ではさらにその回答数が増加

している。また、２００６年３月の初の法科大学

院修了者（法学既修者）は入学者２３５０人中２１７６

人であったが、入学者のうち旧司法試験に合

格して退学した９２人を除くと、修了認定は

９６％を越える２２。

この成績評価と修了認定の当否については、

２００６年度から開始された第三者評価機関によ

る認証評価の結果等を待つ必要があるが、成

績評価と修了認定が厳格に行われないときは

法曹養成プロセスの中で法科大学院教育の地

位が相対的に低下し、司法試験の比重が大き

くならざるをえない。

� 司法試験

１ 第１回新司法試験の実施

第１回の新司法試験は、２００６年５月１９、２０、

２２、２３日の４日間にわたって実施され、合格

発表が同年９月２１日に行われた。受験者は

２０９１人（途中欠席４人）、短答式試験合格者

１６８４人、最終合格者１００９人であった。

新司法試験は、短答式試験が公法系、民事

系、刑事系の３科目、論文式試験がこの３科

目に選択科目（倒産法、租税法、経済法、知

的財産法、労働法、環境法、国際関係法〔公

法系〕、国際関係法〔私法系〕のうち１科目）

を加えた４科目について実施される（司法試

験法３条）。旧司法試験管理委員会の新司法

試験実施に係る研究調査会の報告（２００３年１２

月１１日）を受け、司法試験委員会は２００４年１１

１９ 大宮法科大学院大学のさいたま地方検察庁検事正宛「要請書」（２００６年９月１９日）
http : //www.omiyalaw.ac.jp/blog/archives%20/youseisho.pdf
第二東京弁護士会法科大学院支援委員会「意見書（法科大学院でクリニックを履修する学生による刑事事件記録の

閲覧について）」（２００６年１２月７日）http : //www.niben.jp/02topics/2006/061207.html
埼玉弁護士会「会長声明（法科大学院学生の刑事記録閲覧について）」（２００７年３月３０日）
http : //www.saiban.or.jp/chairman/2007/070330.html

２０ この問題については、高崎秀雄「開示証拠の目的外使用の禁止と法科大学院における教育との関係」（『研修』６９６号
３１頁）、村岡啓一「臨床法学教育における刑事事件記録の利用」（『自由と正義』２００６年１２月号１０８頁）を参照。

２１ 司法制度改革審議会意見書６７頁。
２２ ２００６年４月４日付朝日新聞記事。なお、２００７年度新司法試験の出願者のうち同年度修了見込者数は４３２５人となって

いるが、これは２００４年度入学未修者及び２００５年度入学既修者の合計数５４８０人の７９％にとどまっている。
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月にサンプル問題を公表し、翌２００５年８月に

は各法科大学院でプレテスト（模擬試験）を

実施して、これら各段階で法科大学院協会や

日弁連等から意見・要望の聴取が行われた。

その結果、出題内容についてはおおむね法科

大学院教育を反映したものであるとの評価が

大勢であるが、出題量の多さ、難易度の高さ、

短答式試験の合格レベル設定のあり方等につ

き議論がある２３。

試験情報の開示については、全試験問題は

もとより、短答式・論文式ともに各科目別及

び合計得点の分布等の試験結果の詳細なデー

タが法務省のホームページ上で公表され、各

受験者には各人の短答式・論文式の各科目別

得点、合計得点、順位等の通知が行われた（た

だし、論文式試験の成績通知は短答式試験の

合格に必要な成績を得た受験者のみ）２４。特に、

論文式試験各科目の詳細な出題趣旨に加え、

司法試験委員会における各科目考査委員のヒ

アリング記録がホームページ上に公開された

ことは出題意図と実際の答案評価を知るうえ

で重要であり、こうした情報開示の努力が今

後も期待される２５。

２ 新司法試験の合格者数と合格率

新司法試験の合格者数については、前記の

閣議決定により２０１０年までに３０００人程度とす

ることをめざすとされているが、２００６年から

２００９年までの合格者について、司法試験委員

会は、２００６年の合格者の概数は９００人～１１００

人程度、２００７年にはその２倍程度の人数を一

応の目安とするのが適当とし、２００８年以降に

ついては「今後の法科大学院における教育の

実績、受験者の動向等を見定めながら、更に

検討することが適切である」との考え方を示

している２６。

合格率については、司法制度改革審議会意

見書は法科大学院修了者の「相当程度（例え

ば７～８割）の者が新司法試験に合格できる

よう充実した教育を行うべきである」２７とした

が、２００６年度の合格率は４８％であり、２００７年

度以降は受験者の倍増と滞留受験者により単

年度の合格率は低下する２８。他方、３回の受

験回数制限内の合格率については、法科大学

院の入学者が現状の年間合計５７００人程度とす

ると、合格者数３０００人程度で３回以内に合格

する確率は５０％以上となるが、後記の予備試

験合格による受験者数が増えるとこの合格率

は低下することになる。合格水準の検証は今

後の課題となるが、前記のとおり法科大学院

入学者数（定員数）が予想を大幅に上回った

ことが合格率低下の主たる原因であることは

明らかである。新司法試験の合格率が低下し

て旧司法試験のように受験競争が激化すると、

臨床法学教育や展開・先端科目群などの受験

科目以外のカリキュラムが敬遠され、各法科

大学院の創意工夫ある教育の取り組みが困難

になるなど、法科大学院教育への悪影響が懸

念される。

２３ 法科大学院協会「新司法試験結果に関するアンケート結果」、日弁連法科大学院センター新司法試験シンポジウム報
告（『ロースクール研究』No．４ １８３頁）、その他。

２４ http : //www.moj.go.jp/SHINGI/SHIHOU/060920―8.pdf
２５ http : //www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h18―013kekka.pdf（平成１８年度新司法試験論文式試験問題出題趣旨）、

http : //www.moj.go.jp/SHINGI/SHIHOU/060920―10.pdf（新司法試験公法系科目考査委員に対するヒアリングの概要）、
http : //www.moj.go.jp/SHINGI/SHIHOU/060920―11.pdf（同刑事系科目考査委員に対するヒアリングの概要）、
http : //www.moj.go.jp/SHINGI/SHIHOU/061005―4.pdf（同民事系科目考査委員に対するヒアリングの概要）、
http : //www.moj.go.jp/SHINGI/SHIHOU/061108―5.pdf（同選択科目考査委員に対するヒアリングの概要）

２６ 司法試験委員会「併行実施期間中の新旧司法試験合格者数について」（２００５年２月２８日）。
２７ 司法制度改革審議会意見書６７頁。
２８ ２００７年度新司法試験の出願者数は５４０１人であり、合格者数１８００人～２２００人で合格率３３％～４１％となることが予想さ

れる。
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３ 旧司法試験と司法試験予備試験

他方、旧司法試験は２０１０年まで並行実施さ

れるが、その合格者数は２００６年は５００人～６００

人程度（実際には５４９人）、２００７年は３００人程

度を一応の目安とされ、２００８年以降はさらに

減少する可能性がある２９。

旧司法試験終了後の２０１１年からは、法科大

学院を経由しない法曹資格取得の途として、

司法試験予備試験が開始されるが、その制度

の詳細や合格者数についてはまだほとんど議

論がなされていない。司法試験法５条は、予

備試験は短答式及び論文式による筆記並びに

口述の方法により行い、短答式試験は憲法、

行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑

事訴訟法、一般教養科目の８科目について、

論文式試験はこれらに加え法律実務基礎科目

について、口述試験は法律実務基礎科目につ

いて行うとしている。予備試験は、「経済的

事情や既に実社会で十分な経験を積んでいる

などの理由により法科大学院を経由しない者

にも、法曹資格取得のための適切な途を確保

すべきである」３０との趣旨で導入されたもので

あるが、受験資格制限が全くないため、現実

には上記の者以外に一般学生や法科大学院修

了者で司法試験受験回数制限を越えてしまっ

た者が利用することが予想される。したがっ

て、今後の予備試験の制度運用にあたっては、

「法科大学院を中核とする新たな法曹養成制

度の趣旨を損ねることのないよう配慮」３１し、

予備試験が法科大学院を回避する安易な方途

とならないようにする必要がある。

なお、内閣府の規制改革・民間開放推進会

議の「規制改革・民間開放の推進に関する第

３次答申（平成１８年１２月２５日）」は、法曹人

口の拡大等について触れた項目の中で司法試

験予備試験についても言及しており、「本試

験において公平な競争となるようにするため、

予備試験合格者数について、予備試験合格者

に占める本試験合格者の割合の検証を踏まえ

つつ、毎年不断の見直しを行うべきである」３２

と述べている。しかしながら、新しい法曹養

成制度は、司法試験という「点」のみによる

選抜を改め、法科大学院における厳格な成績

評価と修了認定を前提にした専門教育プロセ

スを重視し、これを法曹養成の中核として位

置づけたのであるから、こうした専門教育プ

ロセスを経ない予備試験による「バイパス

コース」を拡大するのは、新制度の趣旨に反

するというべきである３３。

� 司法修習

新司法試験合格者に対する新しい司法修習

は、２００６年１１月下旬から開始された。新司法

修習の期間は合計１年間であり、まず民事裁

判、刑事裁判、検察、弁護の４分野について

各２か月ずつの分野別実務修習を実施し、そ

の後、各司法修習生が法律事務所を拠点に実

務修習先を選ぶ「選択型実務修習」を２か月

間、司法研修所での後期修習を２か月間行う。

法科大学院で要件事実や事実認定の基礎な

どの実務教育の導入部分が実施されるのをう

けて、新司法修習では従前の前期修習が廃止

されたが、移行期間の措置として、２００６年（新

２９ 司法試験委員会「併行実施期間中の新旧司法試験合格者数について」（２００５年２月２８日）。
３０ 司法制度改革審議会意見書７３頁。
３１ 同上
３２ 規制改革・民間開放推進会議「規制改革・民間開放の推進に関する第３次答申」（平成１８年１２月２５日）６８頁。
３３ 規制改革・民間開放推進会議は、第６回規制見直し基準ワーキンググループ会議（２００５年７月４日）で配布した文

書（「法曹人口の拡大等に関する問題意識」）の中で、司法試験合格者数の目標を「さらに大幅に拡大（例えば９０００人
程度まで）すべきである」と述べ、あわせて予備試験合格者の本試験合格率について言及していたが、現状の法科大
学院定員をはるかに上回るこの合格者９０００人という数字は明らかに予備試験合格者の大量合格を前提としたものであ
る。
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６０期）に限り司法研修所において約１か月の

「導入研修」を行った３４。

新司法修習は「実務修習を中核」と位置づ

けるが３５、分野別実務修習は従前の各３か月

から各２か月に短縮され、かつ、修習生が合

計１５００人から３０００人へと倍増するため、事件

の流れを全体的に把握することが困難になる

とともに体験できる事件数が不十分になるこ

とが予想される。そこで、「４分野の実務修

習指導担当者間で連携を密にし、司法修習生

の個別体験の内容を充実させる工夫をする」

ことなどが課題となっている３６。

また、選択型実務修習は「司法修習生各自

が、その実情に応じて、主体的に選択、設計

することにより、分野別実務修習の成果の深

化と補完を図ったり、分野別実務修習の課程

では体験できない領域における実務修習を行

ったりする課程」とされ３７、法務行政や渉外

事件や知的財産権事件に関する「全国プログ

ラム」なども計画されている３８が、期間短縮

された分野別修習の補充にとどまらない個別

修習プログラムの充実が今後の課題となろう。

以上のように、実務修習を中核とした新し

い修習を効果的に実施するためにも、法科大

学院において実務基礎科目や臨床法学教育等

の実務を意識した教育を充実させ、司法修習

との連携を強化することが重要となっている。

� 法科大学院、司法試験、司法修習の

連携について

�で述べたとおり、新しい法曹養成制度の

もとでは、法曹養成の中核と位置づけられた

法科大学院の教育と新司法試験、新司法修習

の有機的連携が重要になるが、２００６年から新

司法試験と新司法修習が開始されたことによ

り、この連携は現実の課題となった３９。

これに関し、法曹三者と法科大学院協会、

文部科学省の５者は、２００６年５月の新司法試

験実施後、法科大学院教育と新司法試験の連

携の検証や司法試験予備試験の具体的制度化

について事務レベルで意見交換を行っている。

今後、上記５者による協議機関が設置される

ことも予想されるが、新しい法曹養成制度の

定着と円滑な運用のために、活発な意見交換

と協力が求められる。４０

３４ 『ロースクール研究』No．４の林道晴司法研修所事務局長の巻頭言。
３５ 司法制度改革審議会意見書７５頁。
３６ 最高裁司法修習委員会「議論のとりまとめ」８頁。
３７ 同上
３８ 最高裁司法修習委員会第１０回配布資料「選択型実務修習のガイドラインの概要について」
３９ 自由民主党政務調査会司法制度調査会は、２００６年１２月１３日、法曹養成・法曹教育及び資格試験のあり方に関する小

委員会の意見のとりまとめとして、「新しい法曹養成制度の理念の実現のために」を発表したが、その中で、文部科学
省、法務省、最高裁、日弁連及び法科大学院関係者らが連携して、「総合的かつ統一的に、〔法科大学院・司法試験・
司法修習〕それぞれの成績相互の関連性を実証的かつ効果的に検証した上、その検証結果に基づいた改善策を検討し、
これを実行する体制を直ちに作るべきである」と提言している。

４０ 法科大学院協会は５者の連携協議に参加する方針をすでに表明し、委員の人選を含め２００６年１２月２日の総会でこれ
を確認している。また、日弁連は同年１２月１３日、法曹養成制度全体のあり方に関する総合的な視野に立った日弁連全
体としての意思決定及び運動を行うために「法曹養成対策総合会議」を設置した。
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【法曹養成関係年表】

１９９９年７月 司法制度改革審議会を内閣に設置

２００１年６月 司法制度改革審議会が最終意見書を提出

１２月 司法制度改革推進本部を内閣に設置

２００２年３月 司法制度改革推進計画を閣議決定

１１月 学校教育法の一部改正（法科大学院設置関連）

１２月 司法試験法及び裁判所法の一部改正（新司法試験関連）

法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律

２００３年５月 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律

２００４年４月 法科大学院開校（合計６８校）

１１月 司法制度改革推進本部解散

１２月 裁判所法の一部改正（司法修習生の給費制廃止 施行は２０１０年１１月１日以降）

２００５年４月 新たに６校の法科大学院が開校（合計７４校）

２００６年３月 初の法科大学院修了者（法学既修者２１７６人）

５月 第１回新司法試験実施（受験者２０９１人）

９月 同合格発表（合格者１００９人）

１１月 新６０期司法修習開始

２００６年～ 法科大学院認証評価開始

２０１０年 司法試験合格者３０００人（閣議決定の目標）

２０１１年 旧司法試験並行実施期間終了（２０１１年は口述試験のみ）

第１回司法試験予備試験実施
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