
新司法試験
～日弁連が行ってきたシンポジウムの成果を通して～
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� はじめに

１ 昨年（２００６年）５月１９、２０、２２、２３日の

４日間の日程で、第１回目の新司法試験が

行われ、同年９月２１日、合格者が発表され

た。出願者数は２１３７名、受験者数は２０９１名、

合格者数は１００９名であった。また、同年１１

月２７日には、新司法試験の合格者を対象と

した新しい司法修習が開始された。

昨年の新司法試験の受験者は、法科大学

院におけるいわゆる既修者コースの第１期

修了生であり、新しい法曹養成制度におけ

る新司法試験については、未修者コースの

修了生が受験を開始する次年度以降の結果

を踏まえて本格的に議論されるべきものと

考えられる。

もっとも、法学教育、司法試験、司法修

習を有機的に連携させた「プロセス」とし

ての法曹養成制度の中核をなすものとして

位置付けられた法科大学院が１、初めての

修了生を輩出し、新司法試験が実施され、

新しい司法修習が開始されたことによって、

我が国の新しい法曹養成制度は、大きな一

歩を踏み出したのであり、その意義は非常

に大きいといえる。

２ ところで日本弁護士連合会（以下「日弁

連」という。）では、新司法試験に関し、

これまで以下のとおり、計６回のシンポジ

ウムを開催し、新司法試験のあり方につい

て、異なる角度から検討を重ねてきた。

� 新司法試験問題案検討シンポジウム

（２００４年６月１９日）

	 第２回新司法試験問題案検討シンポジ

ウム（２００４年９月４日・名古屋弁護士会

との共催２）


 新司法試験サンプル問題検証シンポジ

ウム（２００５年１月１５日）

� 新司法試験科目別シンポジウム～論文

式答案の評価のあり方～（２００５年７月２

日）

� シンポジウム「新司法試験のあり方を

考える～プレテストの検証を通して～」

（２００５年１２月１０日）

 新司法試験シンポジウム～第１回試験

を終えて～（２００６年１０月２８日）

上記各シンポジウムを行った後には、い

ずれも当日の議事録等を報告書としてまと

め、当日配布資料と共に、司法試験委員会

委員をはじめ、新司法試験の関係各機関及

び関係者の方々に送付した。

１ 司法制度改革審議会『司法制度改革審議会意見書－２１世紀の日本を支える司法制度－』（２００１年６月１２日）。
２ 同弁護士会は、２００５年４月１日付で「愛知県弁護士会」と改称している。
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３ 上記各シンポジウムでは、検討の対象と

なった問題、検討の視点は必ずしも同じで

はないが、各シンポジウムに共通する問題

意識もある。

また、各シンポジウムは、その前に行わ

れたシンポジウムの内容を前提として議論

を発展させてきたという側面も持っており、

第１回新司法試験を対象として行われた上

記�のシンポジウムは、日弁連が行ってき

た一連のシンポジウムのひとつの到達点を

示すものであるともいえる。

したがって、これらのシンポジウムを振

り返り、そこで取り上げられた議論を整理

するとともに、議論の過程を紹介すること

は、来年度以降の新司法試験のあり方を考

えるにあたって有用であると思われる。

そこで、本稿では、上記各シンポジウム

の概要を振り返り、最後に行われた「新司

法試験シンポジウム～第１回試験を終えて

～」での議論を中心にその内容を紹介する

とともに、日弁連がこれまで行ってきたシ

ンポジウムの成果を通して、新司法試験の

あり方を考察したい。

� 日弁連が行ってきたシンポジウム

１ シンポジウムの概要

前述のとおり、日弁連は、新司法試験に

関してこれまで計６回のシンポジウムを行

ってきた。

ここではまずそれらのシンポジウムの概

要を紹介する。なお、各シンポジウムの実

施日程等は、本稿末尾の資料を参照された

い。

�１ 新司法試験問題案検討シンポジウム

（２００４年６月１９日）

このシンポジウムは、サンプル問題公

表前に開催したもので、日弁連が作成し

た問題案（民事系／民法・民訴法融合問

題、民事系／商法問題、刑事系問題）を

素材に、まず、問題案作成者が問題の解

説を行い、それを踏まえてパネルディス

カッションにおいて、その形式・内容等

について議論をした。

�２ 第２回新司法試験問題案検討シンポジ

ウム（２００４年９月４日）

このシンポジウムは、名古屋弁護士会２

との共催で開催された。

同シンポジウムでは、日弁連問題案（民

事系／民法・民訴法融合問題）及び町村

教授・木下弁護士を中心に新たに作成さ

れた民事系／民法・民訴法融合問題の問

題案を素材に、まず上記各問題案の解説

が行われた後、これを踏まえてパネルデ

ィスカッションにおいて議論が行われた。

�３ 新司法試験サンプル問題検証シンポジ

ウム（２００５年１月１５日）

このシンポジウムでは、２００４年１１月に

公表された新司法試験サンプル問題を素

材に、民事系、刑事系、公法系の各系に

分けて、短答式試験及び論文式試験につ

いて、パネルディスカッションを行った。

�４ 新司法試験科目別シンポジウム～論文

式答案の評価のあり方～（２００５年７月２

日）

このシンポジウムでは、前シンポジウ

ムに引き続き新司法試験サンプル問題を

素材に、民事系、公法系、刑事系の各系

に分けて、特に論文式試験の答案評価の

あり方に焦点をあててパネルディスカッ

ションを行った。

なお、法科大学院の学生の協力を得て、

サンプル答案を作成し、実際に書かれた

答案も踏まえて、より具体的な議論が行

われた。

�５ シンポジウム「新司法試験のあり方を

考える～プレテストの検証を通して～」

（２００５年１２月１０日）

このシンポジウムは、２００５年８月に実

施されたプレテストを素材としたもので、
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プレテストの論文式問題（公法系、民事

系、刑事系）の形式・内容に加え、法科

大学院の学生によって実際に作成された

答案の評価も行った。また、それまでの

日弁連主催のシンポジウムではあまり取

り上げてこなかった短答式試験の問題に

ついても具体的な議論を行った。

�６ 新司法試験シンポジウム～第１回試験

を終えて～（２００６年１０月２８日）

このシンポジウムは、２００６年５月に第

１回目の新司法試験が行われ、同年９月

にその結果が発表されたことを受けて行

われたものである。

同シンポジウムでは、まず基調報告が

行われた後、実際に新司法試験を受験し、

合格した３名の方に報告をしていただき、

それらの報告を踏まえて、パネルディス

カッションによる議論が行われた。

２ それぞれのシンポジウムの特徴と浮かび

上がってきた視点・問題点

�１ 各シンポジウムの特徴

上記各シンポジウムは、その対象とな

る問題、実施時期等との関係において特

徴を有している。

ア 日弁連問題案等を素材にしたシンポ

ジウム

新司法試験問題案検討シンポジウム

（２００４年６月１９日）、第２回新司法試

験問題案検討シンポジウム（２００４年９

月４日）が行われた段階では、まだサ

ンプル問題が公表されていなかった。

したがって、この時期に日弁連として

問題案を示した上でシンポジウムを行

ったことは、新司法試験の具体的な問

題のイメージを提示するという点にお

いて大きな意味があったといえる。

イ サンプル問題に関するシンポジウム

次に、新司法試験サンプル問題検証

シンポジウム（２００５年１月１５日）、新

司法試験科目別シンポジウム～論文式

答案の評価のあり方～（２００５年７月２

日）は、サンプル問題を素材にしたシ

ンポジウムであったが、前者において

は、司法制度改革審議会意見書、新司

法試験実施に係る研究調査会報告書等

で示された制度趣旨から、あるべき新

司法試験の姿について議論し、それら

の議論を前提にサンプル問題をどのよ

うに評価するかということが中心であ

った。これに対して、後者においては、

実際にサンプル問題の論文式試験を法

科大学院の学生の協力を得て解いても

らい、その答案の評価のあり方の観点

から遡って、サンプル問題を評価する

という視点をとった。このように同じ

問題を異なる視点から考察することに

よって、新司法試験（特に論文式試験）

に関する議論がより深まったといえる。

ウ プレテストに関するシンポジウム

シンポジウム「新司法試験のあり方

を考える～プレテストの検証を通して

～」（２００５年１２月１０日）は、その名の

とおり、２００５年８月に実施されたプレ

テストの結果を踏まえて行われたもの

であるが、プレテストの問題（短答式

試験及び論文式試験）が、試験の結果

との関係も含めて議論されたことに大

きな意味があった。すなわち、それま

でのシンポジウムにおける議論が、制

度趣旨等を踏まえたやや抽象的なもの

だったのに対して、試験に対応する結

果に検討を加えることでより具体的な

議論をすることができたといえる。特

に、翌年に本試験が迫る中、短答式試

験については、いわゆる足切りの問題

等を議論することができたことには大

きな意義があった。

エ 第１回新司法試験後に行われたシン

ポジウム
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最後に、新司法試験シンポジウム～

第１回試験を終えて～（２００６年１０月２８

日）は、第１回新司法試験の結果を

踏まえて行われたものであるが、初

めて行われた本試験であるというこ

と、問題及び結果に関する情報がよ

り詳細に公開されたこと、実際の受

験者の報告を受けることができたこ

と等により、それまでの議論よりも

さらに踏み込んだ実態に即した議論

がされたといえる。

�２ 浮かび上がってきた視点・問題点

このように、日弁連が主催してきたシ

ンポジウムは、それぞれ検討の対象とな

る問題、検討の視点は異なるものであり、

開催時期との関係によって関心のテーマ

も変わってきたといえよう。

もっとも、各シンポジウムには、共通

する視点・問題点が存在していたことも

また事実である。

そして、それらの視点・問題点は、概

ね以下のとおり分類できるものと思われ

る。

・法科大学院教育及び司法修習との関係

・短答式試験について

・論文式試験について

・試験に関する情報の公開について

そこで、以下では、上記の各点につい

て順を追って見ていきたい。

� 法科大学院教育及び司法修習との関

係

１ 法科大学院教育との関係

�１ 法科大学院教育との関係における司法

試験の位置付け

司法制度改革審議会意見書は、プロセ

スとしての法曹養成制度の中核を成すも

のとして、法科大学院を設けることが必

要かつ有効であるとし、司法試験を、法

科大学院の教育内容を踏まえた新たなも

のに切り替えるべきであるとしている。３

すなわち、新しい法曹養成制度の中核

をなすのは、司法試験、司法修習ではな

く、法科大学院であり、司法試験は、法

科大学院の教育内容を踏まえたものでな

ければならないということであるが、こ

の点については、上記一連のシンポジウ

ムにおいても、議論の前提として、確認

されてきた。

�２ 実務的なものとは何か

ア 理論と実務の架橋

また、司法制度改革審議会意見書は、

法科大学院では、実務上生起する問題

の合理的解決を念頭に置いた法理論教

育を中心としつつ、体系的な理論を基

調として実務との架橋を強く意識した

教育を行うべきであるとしている（い

わゆる「理論と実務の架橋」）４。そこ

で、特に新司法試験問題案検討シンポ

ジウム（２００４年６月１９日）及び第２回

新司法試験問題案検討シンポジウム

（２００４年９月４日）では、理論と実務

の架橋とは何を指すのか、司法試験に

おいて実務的なものを出題することに

どのような意味があるのかが議論とな

った。

イ 実務のための理論か、実務を創造す

る理論か

理論と実務の架橋について、上記各

シンポジウムでは、実務に有用な理論

教育が行われ、これが試験で試される

ことが必要であるという意見と、新し

い実務を創造することも視野に入れた

３ 前掲１
４ 前掲１
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理論教育、出題が重要であるという意

見が出された。

すなわち、一方で、理論といっても、

実務に根ざした理論を教育するべきで

あり、その成果を試験で問うべきであ

るが５、他方で、判例や実務を所与の

ものとして、それを大前提として解答

を要求するような問題は適切ではなく、

法科大学院は新しい実務を創造する素

養を身に付けさせる役割、機能を持つ

べきであるというのである６。

ウ 理論と実務の相互作用

また、新司法試験は、事案から問題

を発見する能力と発見した問題に対し

て論理的に解決策を導く能力を試すも

のであるといえるが、実務的であるこ

とを意識するあまり、問題発見能力の

点に力点が置かれすぎるべきではない

という意見もあった７。

しかし、理論を知らなければ法的に

意味のある事実を抽出することはでき

ず、反対に法的に意味のある事実を抽

出することができなければ理論的な能

力を発揮することができないのであり、

理論的な能力は事実を発見する能力と

密接に関係しているといえる８。

そういう意味において、理論と実務

は相互に補完的に作用するのであり、

理論と実務の双方が発展するような教

育とそれを試すような司法試験のあり

方が、ひとつの理想としてあるといえ

るだろう。

�３ 履修に専念できること

また、司法制度改革審議会意見書は、

「プロセス」としての新たな法曹養成制

度の趣旨からすれば、法科大学院の学生

が在学期間中その課程の履修に専念でき

るような仕組みとすることが肝要である

としており、換言すれば、法科大学院の

学生が、予備校へ通うなど試験対策に追

われることなく、法科大学院における課

程の履修に専念できなければならないと

いえる９。

もっとも、実際には、法科大学院の学

生にとって、司法試験に合格することは

大きな重圧であり、司法試験を気にせず、

法科大学院の課程の履修に専念せよとい

うのは、必ずしも現実的ではない。新し

い法曹養成制度において法科大学院がそ

の中核とされたにもかかわらず、実際に

は、旧制度と同様、司法試験が一番大き

な重みを持っているのではないかという

指摘もされている１０。加えて、第１回目

の司法試験の合格率が約４８パーセントで

あり、次年度以降は、さらに合格率が低

下することが予想されている状況下にお

いては、司法試験の内容如何によっては、

法科大学院生が、法科大学院の課程の履

修に専念できない状況が続く可能性が高

くなることは否めない。

そこで、法科大学院の課程の履修に専

念することが司法試験の結果につながる

こと、すなわち、司法試験が、法科大学

院の教育内容を十分に反映したものであ

ることが重要になる。

�４ 第１回新司法試験は法科大学院教育を

反映していたか

新司法試験シンポジウム～第１回試験

５ 第２回新司法試験問題案検討シンポジウム（２００４年９月４日）報告書２２頁。
６ 新司法試験問題案検討シンポジウム（２００４年６月１９日）報告書２６頁、３７頁。
７ 前掲５ １８頁。
８ 前掲５ ２７頁。
９ シンポジウム「新司法試験のあり方を考える～プレテストの検証を通して～」（２００５年１２月１０日）午前の部報告書３

頁。
１０ 新司法試験シンポジウム～第１回試験を終えて～（２００６年１０月２８日）報告書３７頁。
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を終えて～（２００６年１０月２８日）では、実

際に、第１回新司法試験の内容が、法科

大学院での教育や学習の成果を試すよう

なものであったかということが議論され

たが、概ね法科大学院の教育内容を反映

したものであるというのが全体的な評価

であった。１１ また、同シンポジウムにお

ける合格者からの報告においても、「概

ねすべての科目において適切なレベルだ

った」、「法科大学院における双方向授業、

臨床法学教育で鍛えられた思考力が司法

試験において役に立った」という感想が

述べられている１２。さらに、パネリスト

の一人からは、第１回新司法試験で不合

格になった修了生から、もう一度法科大

学院の授業を受けたいという要望が出さ

れており、受験者の実感としても、法科

大学院で学んだことが試されるという実

感を持った試験だったとの報告がなされ

た１３。

もっとも、法科大学院の教育内容の反

映という場合に、注意すべき点が２つあ

る。それは、各法科大学院での教育内容

にはそれぞれ特色があり、必ずしも一律

に論じることができないという点と、司

法試験は、法曹としての資質のすべてを

試すものではない（法科大学院で履修し

たことのすべてを試すものではない）と

いう点である１４。

�５ 法科大学院による「司法試験シフト」

の懸念

法科大学院のカリキュラムには、法律

基本科目、実務基礎科目、基礎法学・隣

接科目、展開・先端科目があるが、司法

試験は、これらすべてを試すものではな

い。逆にいえば、法科大学院には司法試

験科目以外の科目についても充実した教

育をすることが要請されているといえる。

ところが、司法試験科目と法科大学院

での履修科目とのずれが法科大学院の教

育現場に影響を与えているという声があ

る。新司法試験シンポジウム～第１回試

験を終えて～（２００６年１０月２８日）のパネ

ルディスカッションでは、法科大学院に

おける「司法試験シフト」（司法試験の

科目である法律基本科目に教育のウエイ

トを置くこと）が見受けられるという懸

念が表明された。具体的には、基本科目

の補修を行い各年の履修の上限を潜脱す

ること、先端・展開科目の中で法律基本

科目を教えること、予備校の教材を使用

すること等を行っている法科大学院があ

るというのである１５。

また、新司法試験サンプル問題検証シ

ンポジウム（２００５年１月１５日）において

は、司法試験の重要度が高まることによ

り、学生が司法試験の対応に追われて、

先端科目を学ぶことができなくなるので

はないかという懸念が表明された１６。（も

っとも、これに対しては、例えば、模擬

裁判については、司法試験に直接関係が

ないにもかかわらず学生が熱心に取り組

んでいる法科大学院もあり、司法試験科

目であることと学生の履修状況とは必ず

しも直接つながらないという指摘もあ

る１７。）

１１ 前掲１０ ２８頁、３３頁。
１２ 前掲１０ ２１頁、２６頁。
１３ 前掲１０ ２９頁。
１４ 前掲６ ２３頁。
１５ 前掲１０ ３１頁。
１６ 新司法試験サンプル問題検証シンポジウム（２００５年１月１５日）報告書７頁。
１７ シンポジウム「新司法試験のあり方を考える～プレテストの検証を通して～」（２００５年１２月１０日）午前の部報告書２６

頁。
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さらに、学生が履修そのものを回避し

ないにしても、司法試験の過重な負担と

いう背景から、教員の側が学生の負担に

配慮して、先端・展開科目では予習・復

習をあまり要求しない場合があるという

指摘もあった１８。

司法試験が法科大学院の教育内容を反

映しなければならないということについ

ては前述したが、法科大学院教育が司法

試験を過度に意識した内容に変容し、結

果的に、司法試験が法科大学院の教育内

容を反映したものになるということでは

本末転倒であろう。

�６ 受験生による予備校の利用方法

法科大学院の司法試験予備校化は避け

なければならないが、法科大学院生が司

法試験の準備のために、予備校に走ると

いう事態もまた避けなければならない。

予備校の利用については、新司法試験

シンポジウム～第１回試験を終えて～

（２００６年１０月２８日）において、合格者か

ら、司法試験受験前に予備校の答案練習

等を利用したという報告もなされた。し

かし、学生は、予備校を限られた時間の

中で答案を作成することを体験すること

及び自分の相対的なレベルを確認するた

めに利用しているとのことであり、学生

が、従来指摘されてきた予備校の弊害を

理解した上で、予備校を利用している実

態が明らかになった。１９

�７ 法科大学院の教育実態の理解が必要

試験という性質上、問題には、出題者

側の要求水準を示すという要素が含まれ

ているといえる２０。また、必ずしも法科

大学院の修了生全員が司法試験に合格す

るわけではないという現状からすれば、

司法試験の出題の視点として、法科大学

院教育へのメッセージが含まれざるを得

ないという意見もある２１。

しかし、法科大学院がプロセスとして

の法曹養成制度の中核として位置づけら

れている以上、点としての司法試験がプ

ロセスを歪めてはいけないことはいうま

でもない。

したがって、司法試験を実施する側は、

法科大学院における教育実態を十分に理

解することが必要であると思われる。

もっとも、法科大学院における教育実

態と司法試験の内容とは相互に関連する

ものであるから、法科大学院の側も、法

曹養成制度の中核をなす教育機関として

の教育内容の不断の改善・見直し及び厳

格な修了認定が求められことになる。

２ 司法修習との関係

�１ 前期修習がなくなることとの関係

新司法試験の合格者は、新しい司法修

習を受けることになるが、新しい司法修

習と従前の司法修習との大きな違いの一

つは、修習期間が１年に短縮されること

と前期修習がなくなることである２２。す

なわち、司法試験合格者は、修習開始後

直ちに実務修習を受けることになるので

あり、一応の実務処理能力を身に付けて

いることが必要となる。

また、全体の修習期間が短縮されるこ

とにより、各実務修習（弁護、裁判、検

察）の期間もそれぞれ短縮された。

１８ 前掲１７ ２８頁。
１９ 前掲１０ １７頁。
２０ 新司法試験考査委員（民事系科目）に対するヒアリング概要３頁。
２１ 前掲６ ２５頁。
２２ 第１回新司法試験合格者を対象とした新６０期の修習については司法研修所において１か月間の導入修習が行われる

が、新６１期以降は廃止される。
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そこで、日弁連のシンポジウムでは、

前期修習の廃止及び修習期間の短縮とい

う観点からも、新司法試験のあり方が議

論となった。

具体的には、これまで司法研修所にお

ける前期修習で行われていた要件事実及

び事実認定に関する能力を新司法試験で

どのように試すかが議論の対象となった。

�２ 要件事実について

要件事実については、現実的に現在の

裁判官の多くが司法研修所の要件事実的

な発想で裁判をしている現状からすれば、

法科大学院においてもある程度要件事実

論の教育はしなければならないというの

は共通の認識であるといえる２３。

もっとも、司法研修所の要件事実教育

は硬直的に過ぎるのであり、法科大学院

では、将来の実務を創造していくという

観点から、現在の司法研修所の要件事実

論を批判的に捉えて議論するべきである

という意見もある。そして、司法試験に

おいても、例えば、ある当事者の立場か

ら「なすべき主張について述べよ」とい

う設問が与えられた場合に、主張立証責

任の分配を意識して、要件事実的に主張

すべき事実だけを指摘するような論述に

対して採点上高いウエイトを与えるべき

ではないという意見が出された２４。

また、争点整理主義の審理を打ち出し

ている現行法の下では、争点については、

間接事実、背景まで両当事者に（あるい

は場合によっては、主張・立証しやすい

当事者に）主張・立証させているのであ

り、要件事実論を暗記し、答案を書くよ

うな試験は避けるべきであるという意見

もあった２５。

第１回新司法試験の民事系論文式試験

においては、要件事実に関する問題も出

題されたが、考査委員によれば、「要件

事実は憶えるものである、暗記するもの

であるという考えがあるのではないかと

いうことから、丸暗記するものではない

というメッセージを込めた出題とした」

ということであり２６、単に前期修習で行

われてきた要件事実の知識をそのまま問

うことを意図した問題ではなかったこと

が明らかになっている。

�３ 事実認定について

司法研修所の前期修習では、実際の事

件を題材に作成された修習記録を使って、

事実認定に関する修習が行われてきた。

例えば、刑事弁護修習においては、従来

からいわゆる「殺意の認定」、業務上過

失致死傷事件における過失の有無の争い

方等がカリキュラムの柱の一つとされて

きた。そして、このような前期修習の教

育を通して、修習生が実務家の感覚を身

につけ実務修習に入っていった２７。

前期修習が廃止されて、新司法試験合

格者がすぐに実務修習に入っていくこと

になることからすれば、これまで前期修

習で行われてきたような事実認定の問題

を新司法試験に取り入れることについて

も検討されてよいと思われる。

この点、第１回新司法試験の刑事系第

１問は、殺意の認定が問題になりうる事

案であり、前期修習が廃止されることが

意識されたものと考えることができる。

新司法試験考査委員も、司法研修所に

おける前期修習がなくなり、合格者がそ

２３ 前掲６ ５３頁。
２４ 前掲６ ５３、５４頁。
２５ 前掲１６ ９頁。
２６ 前掲２０ １頁。
２７ 前掲１０ ３５、３６頁。
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のまま実務修習に入ることになることは、

「刑法に関して申し上げれば、出題に当

たって強く念頭においていた点である。

刑事系科目第１問では、問題文に『具体

的事実を示して』ということをあえて書

き込んだが、これは、司法研修所の前期

修習において力点が置かれてきた具体的

な事実に対する法適用能力を身に付けさ

せる教育が前期修習がなくなることによ

って行われなくなり、新試験の合格者が

直ちに実務修習に入ることを踏まえて、

合格に必要なレベルとして要求したもの

である。」と述べている２８。

�４ まとめ

以上のように、司法修習の期間が全体

として短縮され、前期修習がなくなるこ

とは、法科大学院における教育内容を検

討する際に考慮すべき要素のひとつであ

るが、法科大学院の教育内容が反映され

るべき新司法試験の内容にも影響するも

のであるといえる。

新司法試験の合格者に対する新しい司

法修習は始まったばかりであるが、特に

最初の実務修習（第１クール）に修習生

がスムーズに入っていくことができたか

どうかを検証し、司法修習における教育

効果が高まるよう、法科大学院における

教育及びそれを反映した司法試験の内容

が今後さらに検討されていくべきである。

� 短答式試験について

１ 短答式試験の位置づけ

�１ 新司法試験における短答式試験の実施

そもそも短答式試験については、これ

を新司法試験において行うかどうかが問

題とされ、日弁連は、新司法試験におい

ては短答式試験を廃止すべきであるとい

う意見を述べていた２９。

そして、司法制度改革審議会の意見に

基づいて立法化を進めてきた司法制度改

革推進本部の法曹養成検討会で短答式試

験の存廃についても議論がなされ、同検

討会で新司法試験において、短答式試験

を実施することが決まったものである。

�２ 短答式試験は論文式とは異なる能力を

試すもの

新司法試験実施に係る研究調査会にお

いて、新司法試験の短答式試験は、「法

曹となろうとする者に必要最低限度の知

識等を有しているかを的確に判定するた

め」３０、「基本的知識が体系的に理解され

ているかを客観的に判定するために、幅

広い分野から基本的な問題を多数出題す

るものとし、過度に複雑な出題形式とな

らないように留意する」とされた３１。

他方、論文式試験では、「事例解析能

力、論理的思考力、法解釈・適用能力等

を十分に見ることを基本とし、理論的か

つ実践的な能力の判定に意を用いる」と

されている３２。また、新司法試験の評価

は短答式試験と論文式試験の総合評価で

あるとされていることから３３、新司法試

験における短答式試験は、論文式試験と

は異なる能力を判定するものであるとい

える。

�３ 旧司法試験の短答式試験との違い

旧司法試験においては、当初短答式試

２８ 新司法試験考査委員（刑事系科目）に対するヒアリング概要６頁。
２９ 前掲１７ ５頁。
３０ 新司法試験実施に係る研究調査会報告書１３頁。
３１ 前掲３０ ７頁。
３２ 前掲３０ ９頁。
３３ 前掲３０ １３頁。
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験は実施されていなかったが、受験者の

増加に伴い、論文式試験の採点答案数を

絞るために短答式試験が導入されるとと

もに、短答式試験は、論文式試験と同様

の能力を判定するものとして設計されて

きた。

実際、平成３年から７年にかけて、司

法試験と法曹養成に関する抜本的改革案

の策定に向けた議論を行った法曹養成制

度改革協議会では、短答式試験の成績と

論文式試験の成績との間に一定の正の相

関があることを示す資料が示されたとの

ことである３４。

したがって、旧司法試験においては、

短答式試験は論文式試験と同様の能力を

判定するものであったのに対し、新司法

試験における短答式試験は、論文式試験

とは異なった能力を判定するものである

という点において、その位置づけが、根

本的に違っているといえる。

そして、かかる位置づけは、日弁連が

主催したシンポジウムにおいても確認さ

れてきたものである。

２ いわゆる足切りの問題について

�１ 各科目の最低ラインと合計得点の最低

ライン

新司法試験実施に係る研究調査会報告

書は、「『短答式による筆記試験の合格に

必要な成績を得た者』の判定は、各科目

ごとの得点がいずれも最低ラインに達し

ている者につき、全科目合計の得点によ

り行うものとする」とし３５、これを踏ま

えて、プレテスト実施前に法務省から公

表された「新司法試験プレテスト（模擬

試験）における採点及び成績評価等の実

施方法・基準について」では、「最低ラ

インは、『各科目における満点の５０％点』

などと定めるが、その具体的な数値は、

プレテストの実施結果に基づいて更に検

討した上で設定する」とされていた３６。

すなわち、短答式試験において、最低

ラインに達していない科目が１科目でも

ある場合は、それだけで不合格となり論

文式試験の採点を受けることができず、

この最低ラインをプレテストにおいては

５０％とするとの指針が示されたのである。

ところが、プレテストの成績が想定さ

れていたものよりも全体としてよくなか

ったことから、平成１７年１１月１６日、新司

法試験考査委員会議において、「短答式

試験における最低ラインは、各科目にお

ける満点の４０％点とする」という申し合

わせがなされた３７。

そして、昨年第１回新司法試験が行わ

れたわけであるが、平成１８年６月１２日の

司法試験委員会において、受験者数２０９１

人中、短答式試験の各科目において、満

点の４０％点（最低ライン）以上の成績を

得た者のうち、各科目の合計得点が２１０

点（６０％点）以上の成績を得た者１６８４人

（受験者数の８０．５％）が、論文式試験採

点対象者とされたのである。

�２ 科目別最低ライン４０％点と合計最低ラ

イン６０％点との論理的整合性

この各科目における４０％点の最低ライ

ンと各科目の合計得点における６０％点の

最低ライン（いわゆる総合足切り）につ

いては、新司法試験シンポジウム～第１

回試験を終えて～（２００６年１０月２８日）に

おいて、議論のテーマのひとつとなった。

すなわち、各科目の最低ラインが４０％

３４ 前掲１７ ６頁。
３５ 前掲３０ １３頁。
３６ 法務省「新司法試験プレテスト（模擬試験）における採点及び成績評価等の実施方法・基準について」１頁。
３７ 新司法試験考査委員会「新司法試験における採点及び成績評価等の実施方法・基準について」１頁。
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点であることと総合足切りラインが６０％

点であることの論理的整合性がないので

はないかということである３８。

前述のとおり、新司法試験における短

答式試験は、論文式試験とは異なった能

力を判定するものであり、試験の合否は

短答式試験と論文式試験の総合評価によ

って決まることからすれば、一定のライ

ンによる選抜が旧試験と同様の目的（論

文式試験の採点答案数を絞ること）で行

われてはならないことはいうまでもない。

また、中央教育審議会の大学分科会法

科大学院部会における議論においても、

短答式試験を足切りに使うことに消極的

であったこと３９等からすれば、総合足切

りのラインをどのレベルに設定するかに

ついては慎重に検討する必要があるとい

える。

さらに、第１回目の試験において総合

足切りラインが６割と設定された理由と

６割というラインが次年度以降も維持さ

れるのかどうかについても明らかにされ

るべきである。

日弁連は、新司法試験の資格試験とし

てのあり方を考えると、短答式試験の合

格点は慎重に設定されなければならない

ことと、その設定は、原則としてあらか

じめ行うべきであると提言してきたが４０、

次年度以降の最低ラインが事前に発表さ

れないのは、試験のあり方としても受験

生に対する影響という点でも妥当でない

と考えられる。

なお、仮に受験者全員の論文式試験の

答案を採点することに困難があるのであ

れば、考査委員の十分な確保と事務局体

制の整備が望まれるところである。

３ 短答式試験問題の内容・形式について

�１ 過度に複雑な出題形式とならないよう

にすることについて

前述のように、新司法試験実施に係る

研究調査会において、短答式試験は「法

曹となろうとする者に必要最低限度の知

識等を有しているかを的確に判定するた

め」４１、「基本的知識が体系的に理解され

ているかを客観的に判定するために、幅

広い分野から基本的な問題を多数出題す

るものとし、過度に複雑な出題形式とな

らないように留意する」とされた４２。

また、平成１７年１１月１６日には、新司法

試験考査委員会議において、「本試験の

短答式による筆記試験は、裁判官、検察

官又は弁護士となろうとする者に必要な

専門的な法律知識及び法的な推論の能力

を有するかどうかを判定することを目的

とするものであるが、その出題に当たっ

ては、法科大学院における教育内容を十

分に踏まえた上、基本的事項に関する内

容を中心とし、過度に複雑な形式による

出題は行わないものとする」という申合

せがなされた４３。

これらは、短答式試験の位置付けを確

認するものであるといえるが、特に、平

成１７年１１月１６日の新司法試験考査委員会

議における申合せについては特別な意味

があるものと考えられる。

つまり、同申合せの文言は、基本的に

新司法試験実施に係る研究調査会の報告

３８ 前掲１０ ７頁。
３９ 前掲１０ ４６頁。
４０ 日弁連「新司法試験の在り方に関する報告書」（２００３年５月１９日）。
４１ 前掲３０ １３頁。
４２ 前掲３０ ７頁。
４３ 平成１７年１１月１６日新司法試験考査委員会議申合せ事項「新司法試験における出題形式及び問題別配点等について」

短答式試験の出題方針について」http : //www.moj.go.jp/SHINGI2/SHINSHIHOU/051116―1―4.pdf
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書と同じであり、同じ文言の申合せをす

る必要があったのは、その直前に行われ

たプレテストの結果がおもわしくなく、

その原因のひとつが、複雑な出題形式に

あったと考えられるからである。

�２ プレテストの内容・形式

では、プレテストの短答式試験の内

容・形式はどのようなものであったのか。

この点については、主に、シンポジウム

「新司法試験のあり方を考える～プレテ

ストの検証を通して～」（２００５年１２月１０

日）において議論された。

ア 出題数と問題文の長さについて

出題数についてはある程度多いとい

うことは望ましいものの、問題文の長

さについては、設問の問題文が２頁に

わたっているような問題は適切でない

との指摘がなされた４４。

新司法試験実施に係る研究調査会の

いう「幅広い分野から」出題するとい

う観点からすれば、ある程度多数の出

題は必要であるが、「基本的な問題を

多数出題するという」観点からすれば、

ひとつの設問の問題の分量が多すぎる

ものは適切でないということになるで

あろう。

イ 設問の形式について

プレテストの問題の中には、５つの

肢のうち４つを正解すると１点、３つ

が正解の場合には０点という設問があ

ったが、こういった配点の仕方は不適

切であるとの意見が出された４５。

パズル的な出題形式についても、注

意力がどのくらい持続するか、事務処

理速度がどのくらい優れているかを結

果として見ることになる問題も止める

べきであるという意見が出された４６。

「必要最低限度の知識等を有してい

るかを的確に判定するため」の試験と

しては、複雑な配点の方式、パズル的

な出題形式は必要ないのではないだろ

うか。

ウ 内容について

判例の出題方法が細かすぎる４７、判

例を覚えることを要求するだけの問題

は不適切であるという指摘があった４８。

また、判例をある程度覚えることは

良いが、それを単純に適用してどうな

るかということを問うのだけではなく、

なぜその事例で判例の見解が出てくる

のかという必要性、合理性を理解して

いるかどうかを問うべきであるという

意見もあった４９。

エ 過度に複雑な出題形式

シンポジウム「新司法試験のあり方

を考える～プレテストの検証を通して

～」（２００５年１２月１０日）における上記

のような意見からも、また前記新司法

試験考査委員会議における申合せがな

された経緯から考えても、プレテスト

における短答式試験の問題は、まだ「過

度に複雑な出題形式」となっていたと

いえるであろう。

なお、問題形式が複雑であるとの指

摘は、サンプル問題についてもいわれ

ていたことであった５０。

４４ シンポジウム「新司法試験のあり方を考える～プレテストの検証を通して～」（２００５年１２月１０日）公法系報告書５、
９頁。

４５ 前掲４４ １１頁。
４６ シンポジウム「新司法試験のあり方を考える～プレテストの検証を通して～」（２００５年１２月１０日）刑事系報告書４頁。
４７ シンポジウム「新司法試験のあり方を考える～プレテストの検証を通して～」（２００５年１２月１０日）民事系報告書３頁。
４８ 前掲４６ ４頁。
４９ 前掲４６ ４頁、９頁。
５０ 前掲１６ ４頁。
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�３ 第１回新司法試験における短答式試験

の内容・形式

では、第１回目の新司法試験において

は、過度に複雑な出題形式は克服された

のであろうか。新司法試験シンポジウム

～第１回試験を終えて～（２００６年１０月２８

日）では、まず基調報告がなされたが、

その中で短答式試験の出題についても報

告がなされた５１。

ア 公法系について

まず公法系については、憲法分野に

ついては幅広い分野から万遍なく基本

的な問題が出題されているが、行政法

分野については、やや範囲が広すぎた

のではないか、また、判例の事案を微

妙に変更した上での設問など、細かい

判例の知識を問うものがあり、判例を

暗記することが法律家としての基礎知

識にあたるかという問題がある、さら

に全体として知識偏重であり、思考力、

理解力を問う問題をもう少し増やして

もよいのではないかという指摘もあっ

た。

イ 民事系について

民事系については、家族法、新会社

法分野を含む実体法、手続法、要件事

実論等広範囲にわたり万遍なく出題さ

れている、また、量的には多いが、原

則として判例の知識や応用力を問うも

のであり、法科大学院教育との十分な

適合性がある、さらに、問題の内容に

ついては、判例の趣旨に照らして解答

を求める問題、根抵当、弁済充当等の

問題は細かすぎるのではないかという

疑問があり、ごく基本的な知識と実務

上暗記までしておく必要のある知識な

のかということを意識して出題すべき

ではないかという指摘がなされた。

ウ 刑事系について

刑事系については、刑法分野、刑事

訴訟法分野ともに広範囲に万遍なく出

題されている、また、問題の多くが、

条文、判例、学説の基本的知識に属し

ている、さらに、判例の理解を問う問

題もあるが、結論のみの知識を問う問

題に傾いている印象があり、刑事訴訟

法分野の作業量が多すぎたというのが

大多数の受験生の意見であるとのこと

であった。

エ 全体として適切だが改善すべき点も

ある

このように全体として概ね適切であ

るが、判例に関する出題、記憶してお

くべき基本的知識の範囲、解答する上

での作業量の問題についてはさらなる

検証が必要であると考えられる、また、

全体として、パズル的な問題、トリッ

キーな問題形式等はかなり少なくなっ

たが、まだ残っていること、問題量・

作業量の多さという問題は、法科大学

院生を予備校に走らせる危険性がある

とされた。

�４ 考査委員に対するヒアリング

短答式問題の出題形式については、新

司法試験考査委員に対するヒアリングに

おいても言及されているので、主だった

ものをここで紹介する。

ア 判例の出題形式について

「短答の民法の問題に対して判例の

趣旨に照らし正しいもの、誤ったもの

というものの出題の割合が大きいとい

う批評があるが、」「判例に盲従せよと

言っているのではなくて、実務家とし

て判例を批判し、それに抗うのであれ

ばなおさらのこと、判例の正確な理解

がなければいけないはずで、判例を知

５１ 前掲１０ ４～７頁。
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らない人が最高裁判例はおかしいと言

ってみても仕方がない。したがって、

判例の理解を短答式試験で問うこと自

体はそれ程おかしなことではないと考

えている。もちろんバランス等は気を

付けなければいけない。」５２

イ 配点方式について

「平均点が思ったよりも悪かった原

因は、例えば、出題形式にあったと思

われる。正しいものに１、誤っている

ものに２を付けなさいという形式の出

題が、全２０問のうち９問あった。この

出題形式の場合、枝問は４つあり、４

つ全部出来て３点、３つ出来て部分点

１点を与えている。しかし、４つの枝

問すべてを正解するのがなかなか難し

かったのではないか、また、３つ以上

正解しないと点数に結びつかない形式

なので、この出題形式が点数が伸びな

かったひとつの原因ではないかと考え

ている。このような形式で出題する場

合の枝問の作り方等、来年に向けて検

討したいと思っている。」５３

ウ 思考力、理解力を問う問題について

「短答式問題に対しては様々な批判

があり、もっと考える問題を出せとい

う批評がある。一方で、こういう問題

を出すと時間が掛かり過ぎて到底出来

ないではないかという批判もあるので、

作る方としては非常に苦労してい

る。」５４

�５ 六法を使用することについて

日弁連のシンポジウムでは、短答式試

験においても、六法を使用することを検

討してはどうかという意見が出された。

短答式試験における六法の使用につい

ては、六法の使用が認められても、問題

量が非常に多く時間が短い場合には、実

際に使うのは無理であるという意見もあ

る。

しかし、他方、どの条文を参照するか

をわかっているかを前提に、六法を参照

して解答することを認めることによって

条文の文言を覚えなければならないとい

う不安を払拭することができ、六法を使

用するから誰でも答えられるというもの

ではなく点数には確実に差がつくと予想

されることから５５、短答式試験における

六法の使用は検討すべき課題であると思

われる。

新司法試験考査委員（民事系科目）に

対するヒアリングにおいても、短答式試

験における六法の使用は「ありうると思

うが、実務家になって、仕事をしながら

確認的に六法を見るという程度であると

思われるから、やはりある程度頭に入れ

ておかなければならない条文はあるので

はないか、判例でも、あることを知って

おかなければならないものもあるのでは

ないか、六法を見せてはいけないとは思

わないが、今のようなやり方も十分あり

得るのではないかと思っている」、「法文

参照不可で実施するという現在の統一的

なやり方を前提に作題するときは、条文

を見なくても実務家であればこういった

事項は理解して、六法を開くまでもなく

動けるようでなければいけないという基

礎的事項を出題している。問題作成過程

で出た原案について、例えば、これは細

かいのではないかというような言い方で

問うことを差し控えた素材もある」と述

べられており、考査委員も、短答式試験

５２ 前掲２０ ５頁。
５３ 新司法試験考査委員（公法系科目）に対するヒアリングの概要１頁。
５４ 新司法試験考査委員（民事系科目）に対するヒアリングの概要５頁。
５５ 前掲１０ ４４頁。
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における六法の使用の有無を意識して作

問していることが伺われ、今後さらに検

討されることが期待される。

� 論文式試験について

１ 論文式試験で試されるもの

�１ 旧司法試験との違い

「旧司法試験における事例式問題は、

確定した事実関係、しかも解答に重要な

事実を非常に抽象的な形で提示して、そ

れについて法的見解を問うという形式で

ある。そこで求められているのは、結局、

提示された紛争、しかも整理されたもの

について答えを出す判断者の立場である。

そうなると、理論的に間違っているとか、

前提を取り違えているとか、決定的な欠

点がなければ、とりあえずは答案として

も成り立つということになる。そうする

と、それが実際の実務で果たして使える

答えなのかどうかということに広がらな

い答案であっても一定の評価を受けられ

るということになってしまう。しかし、

それでは実務家としての基礎能力をはか

る上でも十分ではないのではないか。」５６

これは、第２回新司法試験問題案検討

シンポジウム（２００４年９月４日）でのあ

るパネリストの発言の要約であるが、旧

司法試験についての概ね共通の認識を示

しているものと思われる。

このような問題意識を受けて、論文式

試験の「出題に当たっては、事例解析能

力、論理的思考力、法解釈・適用能力等

を十分に見ることを基本とし、理論的か

つ実践的な能力の判定に意を用いる」と

された５７。

そして、事例解析能力、論理的思考力、

法解釈・適用能力等を判定するために、

旧司法試験よりも試験時間を長くし、比

較的長文の具体的な事例を出題すること

となった５８。

�２ 新司法試験の問題像

このように、新司法試験では比較的長

文の具体的な事例を出題することは決ま

ったものの、上記報告書が出された時点

では、実際にどのような出題がなされる

かというイメージははっきりしていなか

った。

ア 日弁連問題案が示した新司法試験の

イメージ

そのような状況の中で、日弁連は新

司法試験問題案検討シンポジウム

（２００４年６月１９日）を開催したが、そ

こで示された日弁連問題案（民事系）

は、設問に加え、陳述録取書、店舗賃

貸契約書、仮想の前訴判決、債権譲渡

通知（内容証明）、債権譲渡書（公正

証書）等の資料を添付し、弁護士の立

場から解答させており、問題文を長文

にするだけでなく、豊富な資料を添付

し、論じる立場を明確にした問題を出

題することは旧司法試験と比較したと

きに顕著な相違を示すものであるとい

えた。

これは、当時まだ新司法試験の内容

についての議論が始まったばかりの段

階で、新司法試験の論文式問題につい

て、ひとつの具体的なイメージを与え

るものであったといえる。

イ サンプル問題の公表、プレテストの

実施

また、その後発表されたサンプル問

５６ 前掲５ ５頁。
５７ 前掲３０ ９頁。
５８ 前掲３０ ９頁。
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題、プレテスト問題、第１回新司法試

験問題でも、長文の事例問題、当事者

の立場から解答させるもの、資料を添

付したものが作成され、徐々に新司法

試験の問題のイメージがはっきりと見

えるようになってきた。

ウ 問題の長文化と研究調査会報告書の

趣旨

日弁連問題案、サンプル問題、プレ

テスト問題、第１回新司法試験は、新

司法試験実施に係る研究調査会報告書

の示した「比較的長文の具体的な事例

を出題する」という方針に沿うもので

あるが、問題の長文化、添付する資料

の量によっては、かえって同報告書の

趣旨から外れてしまうという可能性も

ある。

つまり、事例解析、論理的思考、法

解釈・適用のうち、事例解析に要する

時間が多くなりすぎて、限られた試験

時間という制約から、論理的思考力、

法解釈・適用能力を十分に判定するこ

とができなくなってしまうという可能

性である。

２ 問題文の長さ、論点（書くべきこと）の

量

このような観点から、論文式試験では、

論述すべき論点の数、書くべきことの量の

多さが早い段階からテーマとして挙げられ

ていた。

新司法試験サンプル問題検証シンポジウ

ム（２００５年１月１５日）でも、論点が非常に

多い５９、論ずべき点が多すぎて解答が薄い

記述になってしまう６０、という意見が述べ

られた。論点が多く論述が薄くなってしま

うことに関連することであると考えられる

が、刑事系サンプル問題については、旧司

法試験とあまり変っていない、もっと大胆

に旧司法試験から変えるべきである、すな

わち、論じるべき点を絞り込んで、一つ一

つの問題点について、当事者からの視点も

視野に入れながら、説得力のある議論を立

てるように促す出題にするべきだという意

見も出された６１。

シンポジウム「新司法試験のあり方を考

える～プレテストの検証を通して～」（２００５

年１２月１０日）においても、問題文の量が多

く、事案の分析に多くの時間を費やし、書

く時間を考えると、考える時間を十分に取

れなくなるという指摘や６２、取り上げるべ

き、あるいは、取り上げうる論点が多すぎ

たのではないか、論文式については、論点

として大きなものは３つか４つとか、ある

いは、２つか３つとかいうような一種のガ

イドラインを作ってはどうかという意見が

出された６３。

新司法試験シンポジウム～第１回試験を

終えて～（２００６年１０月２８日）においても、

試験時間に対して論点数が多すぎる６４、試

験時間は旧司法試験より一見長く見えるが、

試験問題が旧司法試験と比べものにならな

いぐらい長大なことを考慮すれば、事実上

旧司法試験よりもより時間はタイトである

という指摘がなされた６５。

この点については、考査委員の間にも、

「今回の試験で論述に深みの無い答案が多

かったのは、問題の量が多すぎて時間が足

５９ 前掲１６ １７、２５頁。
６０ 前掲１６ ２８頁。
６１ 前掲１６ ３１頁。
６２ 前掲４４ ６、２０頁。
６３ 前掲４６ １８、１９頁。
６４ 前掲１０ １０、２９頁。
６５ 前掲１０ １５頁。
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りなかったからではないか、それを踏まえ

て今後問題の量を検討すべきではないかと

いう意見があった。６６」とのことであり、問

題量をどの程度にするかは今後の課題であ

るといえる。

もっとも、法科大学院に対しては、「長

文の事例を素早く読む能力」、「更には法的

文章を書く能力を付けるための教育がまだ

必ずしも十分ではないという印象を受ける

ので、そういった点に力を尽くしていただ

きたいと考えている。６７」という意見もあり、

法科大学院の側にも、引き続き教育内容の

改善のための努力が必要であろう。

３ 採点について

論文式試験の採点については、「形式的

に多くの論点に触れているか否かではなく、

出題に含まれる問題点を的確に抽出、分析

し、抽出された問題点について法の解釈・

適用を論理的かつ適切に行っているかどう

かを判定する。その際、全体的な論理的構

成力、文章表現力等を総合的に評価し、今

後の法曹に対する社会のニーズに対応する

ために必要な、理論的かつ実践的な理解力、

思考力、判断力等の判定に意を用いる」と

された。６８

旧司法試験では、論点を挙げることによ

って点数が加算されるいわゆる論点積み上

げ型の採点法が採られていたといわれるが、

これがいわゆる予備校型の論証ブロックを

丸暗記して吐き出しただけの答案を招いた

ものといえる６９。

これに対しては、論点積み上げ方式でな

いと客観的な採点が難しいということが指

摘されることがあるが、必ずしもそうでは

なく、またむしろ採点者に一定の裁量を付

与する形で、キラリと光る答案について高

い評価をし、論点は書いていても１行しか

書いていないような答案はそれを評価しな

いという裁量権を採点者に付与するような

態勢で臨むべきである７０。

また、かかる採点方法を採る場合には、

採点者の負担が増大する可能性があるが、

これは前述のように、考査委員の十分な確

保と事務局体制の整備で対処すべき問題で

あると思われる。

なお、採点方法は前述の出題形式とも大

きく関連している。すなわち、論点数が多

すぎると、旧試験で問題とされた論点吐出

し型の答案を誘導するおそれがあり７１、結

果的に多くの論点に触れている答案が相対

的に高得点になってしまうという事態も考

えられる。したがって、採点方法は、出題

形式と関連付けながら議論されていくべき

問題であるといえる。

４ 第１回新司法試験の各科目について

ここからは、第１回新司法試験の公法系、

民事系、刑事系の問題について、新司法試

験シンポジウム～第１回試験を終えて～

（２００６年１０月２８日）において示された評価

を振り返ってみたい。

�１ 公法系

まず、公法系については、多面的、複

眼的検討や考察を要求するものであると

いう意味で、その内容は法科大学院教育

の理念によく適合しているとされた７２。

ただし、行政法分野からの出題につい

６６ 前掲２０ ３頁。
６７ 前掲２０ ４頁。
６８ 前掲３０ １１頁。
６９ 前掲４７ １６頁。
７０ 前掲４７ ４１頁。
７１ 前掲１０ １０頁。
７２ 前掲１０ ８頁。
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ては、「２項道路」という個別行政法の

出題であること、平成１４年の最高裁判例

を学んだ者にとっては一括指定の処分性

が問題になるかと思いきやそうではなく、

やや意表をつくような問題であったこと

等もあり、難しすぎるという評価があり、

公法系の問題に関しては（特に第２問に

ついては）、資料の量を減らしてむしろ

考える時間を確保できるようにすべきで

はなかったかという疑問があるとされ

た７３。

�２ 民事系

民事系については、設問のあり方も、

出題形式もなかなかいい問題であった、

大々問では訴訟の発展に伴った順序での

設問形式で出されており非常に工夫され

ていた、要件事実の出題に関しても、内

容自体は基本的な考察力、理解力に関わ

るものであり、評価できるとされた。

ただし、動産債権譲渡特例法及び要件

事実の問題が出題されたことに関連して、

各法科大学院で大体同程度の授業時間で

取り上げているかどうかは明らかではな

いので、その点の公平性について検証が

必要であるとされた。７４

なお、動産債権譲渡特例法の出題につ

いては、新司法試験考査委員（民事系科

目）に対するヒアリングにおいて以下の

ようにコメントされている。

「譲渡担保の法的構成等を関連させな

がら要件事実を出題するという、やや受

験生の想定の範囲外の問題であったとこ

ろから、様々な批評がなされている。し

かし、私どもとしては、要件事実論を暗

記物にしてはいけないという問題意識に

基づいて、試験場で与えられた局面につ

いて、受験生が要件事実の在り方につい

て考えてもらい、その力がどのくらいあ

るのかということを試すことを出題の中

心にしたつもりであり、採点もそういう

観点に重点を置いて行った。譲渡担保の

要件事実論まで憶えていなければ通らな

いのかといった批評が一部に見られるこ

とは遺憾であり、また、批評の一部の中

には、要件事実論の極めて暗記主義的な

観点に立ったもの、しかもその内容も必

ずしも正確な要件事実論の理解に立たな

いで問題を批判しているものもある。反

面、一部の批評を見ると、正に、今回は

考える要件事実論を出したという評価も

なされており、私どもとしてはそういう

方向で、今回の出題の理解をいただきた

いという趣旨で出題及び採点に当たっ

た。」７５

�３ 刑事系

刑事系第１問は、多く予想されていた

財産犯ではなくて、人身傷害事件の設例

であったこともあり、問題の領域につい

て幅広く考え出題するという点から評価

される、また、比較的長文から事実を拾

わせ、殺人か傷害致死かという点が問題

になるなど、事実認定の問題でもあると

いう点が評価できるとされた。しかし、

供述の信用性については確定したものと

して一義的な事実を使わなければならな

いとされており、実務法曹としてもう一

工夫があってもよいのではないかとされ

た。

また刑事系第２問は、基本と応用を組

み合わせた問題であり、受験者の知識レ

ベル、程度、それから論述能力等につい

てかなりバリエーションのある評価がで

７３ 前掲１０ ８頁。
７４ 前掲１０ ８、９頁。
７５ 前掲２０ ３頁。
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きる問題であるとされた。

もっとも、問題づくりの方法という見

地からみて、例えば、当事者の立場に立

った出題をするなどのさらなる工夫がで

きるのではないかということも指摘され

た。

さらに、第１問と第２問のそれぞれに

ついて、実体法と手続法の融合的な問題

を作ることが可能であるように思われる

ので、可能な場合には試みてみてはどう

かおいうことが提言された。７６

刑事系問題における融合問題について

は、日弁連の一連のシンポジウムでも議

論されてきたが、融合問題を出題するこ

との意味は、単に２つの分野の知識を聞

くことではなくて、手続の中で刑法の意

味を考えるという視点を身につけさせる

ことであるから、ぜひ作るべきだという

意見がある一方７７、理論と実務を架橋す

ることが必ずしも実体法と訴訟法を架橋

するということではないこと７８、刑事系

の場合に融合問題を作成すると、出題範

囲が限られてくること等から７９、融合問

題の作成に消極的な意見もあった。

毎年融合問題を出題する必要まではな

いのであろうが、融合問題の出題を排除

する必要もまたないであろうと思われる。

� 試験に関する情報の公開について

１ 出題趣旨、ヒアリング概要の公表

第１回新司法試験の結果とともに、論文

式試験の出題趣旨が公表されたが、これは

旧司法試験の論文式試験について公表され

た出題趣旨と比べて、量的にも内容的にも

充実しており、評価される。ただし、各科

目の出題趣旨の分量にはばらつきがあり、

来年度以降の改善が期待される。

また、司法試験委員会が行った新司法試

験考査委員に対するヒアリングの概要が公

表され（本稿でも多数引用させていただい

たが）、考査委員の生の声に近い意見、実

感を知ることができようになったことは、

非常に意義があるといえる。

２ 公表する情報の程度

情報の公開については、例えば、正解答

案の内容を示すような出題趣旨を公表して

しまうと、特定の傾向や考え方、あるいは

特定の解答形式を優秀なものとして公表す

ることになり、果たして新司法試験の考え

方に沿うものか疑問を入れる余地がある。

他方で、受験生心理からすると、合格、不

合格について、どういう答案を書けば合格

し、どのような答案では不合格なのかを知

りたいのも当然である。その点で出題趣旨

の詳しすぎる公表という問題と受験生の気

持ちとをどのように解決するかは、検討す

べき問題である。８０

この点については、新司法試験考査委員

に対するヒアリングの中でも、「予備校や

受験にかかわる雑誌では、採点者からする

と優秀答案（模範答案）とはいえない、合

格者が書いた再現答案が『優秀答案』とし

て扱われる。受験生は、それを『模範答案』

として暗記する。こうして、優秀とはいえ

ない答案が、しかもパターン化して蔓延す

ることになる。８１」と述べられており、少な

７６ 前掲１０ ９、１０頁。
７７ 前掲１６ ２９頁。
７８ 前掲１６ ２６頁。
７９ 前掲４６ ２０頁。
８０ 前掲１０ １２頁。
８１ 前掲５３ ２頁。
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くとも過った情報が一人歩きすることを防

止する程度の情報の公開が今後必要になる

であろう。

３ 法科大学院における成績との相関

第１回新司法試験は、法科大学院教育の

成果を試すものとして適切であるというの

が全般的な評価であったが、具体的な問題

として、法科大学院の成績と司法試験の成

績との間に相関関係があるのかということ

がある。

この点については、一定の相関があると

いう意見、データもあるが８２、大学によっ

ては相関を確認できないところもあるよう

である８３。法科大学院における成績と新司

法試験の結果との相関については、今後、

法科大学院と法務省との連携の下で、具体

的な検討がされるべきであると思われる。

� さいごに

以上見てきたように、日弁連が行ってきた

新司法試験に関する６回に渡るシンポジウム

は、それぞれに特徴を有し、異なる視点から

さまざまな議論が行われてきた。そして、そ

れらを全体として振り返ってみると、そこに

共通するテーマや、議論を積み重ねることに

よって得られた成果を見ることができるもの

と思われる。

新司法試験は始まったばかりであり、今後、

上記シンポジウムでの議論や改善のための提

言が反映されていくことを期待したい。

最後に、シンポジウムにおいて、充実した

議論ができたのは、報告者、パネリストを始

め、シンポジウムに関わった多くの人のおか

げである。

ここで改めて謝意を表したい。
以上

８２ 伊藤研祐「新司法試験の結果発表を踏まえて」。http : //www.ls.keio.ac.jp/undergraduate/061001message.pdf
８３ 前掲１０ ４１頁。

28



日弁連が行ったシンポジウムの実施概要
＊肩書き、所属はいずれも当時

１ 新司法試験問題案検討シンポジウム

・ 日時、場所：２００４年６月１９日午後１時～５時 弁護士会館２階講堂クレオ B・C

・ 参加者：法科大学院教員など約２６０名

・ 日弁連問題案解説者：大橋正春（弁護士・第一東京弁護士会）／石綿 学（弁護士・第二東京弁護士会）／竹内

淳（弁護士・第二東京弁護士会）

・ パネルディスカッション：

司会 笠井 治（日弁連法科大学院センター委員長・弁護士・第二東京弁護士会）

パネリスト 山野目章夫（早稲田大学大学院法務研究科教授）／小林秀之（上智大学法学部教授）／大橋正春

（弁護士・第一東京弁護士会）／永井和之（中央大学法学部、中央大学大学院法務研究科教授）

／北沢義博（弁護士・第二東京弁護士会）／井田 良（慶應義塾大学大学院法務研究科教授）／

後藤 昭（一橋大学大学院法学研究科教授）

２ 第２回新司法試験問題案検討シンポジウム

・ 日時、場所：２００４年９月４日午後２時～５時 南山大学名古屋キャンパス G３０教室

・ 参加者：法科大学院教員、法科大学院学生など約１４０名

・ 新司法試験についての基調報告 椛嶋裕之（弁護士・東京弁護士会）

・ 問題案解説 民法・民訴法融合問題 町村泰貴（南山大学法学部法科大学院教授）

日弁連作成民事系融合問題案 石井邦尚（日弁連法曹養成対策室嘱託）

・ パネルディスカッション

司会 笠井 治（日弁連法科大学院センター委員長・弁護士・第二東京弁護士会）

パネリスト 町村泰貴（南山大学法学部法科大学院教授）／田高寛貴（名古屋大学大学院法学研究科助教授）

／藤田 哲（弁護士・名古屋弁護士会）／学生代表

３ 新司法試験サンプル問題検証シンポジウム

・ 日時、場所：２００５年１月１５日午後１時～５時３０分 日本教育会館第一会議室

・ 参加者：法科大学院教員など約２５０名

・ 民事系問題に関するパネルディスカッション

司会 塚原英治（弁護士・第二東京弁護士会）

パネリスト 道垣内弘人（東京大学大学院法学政治学研究科教授）／小林秀之（一橋大学大学院国際企業戦略

研究科教授）／永井和之（中央大学法学部、中央大学大学院法務研究科教授）／石綿 学（弁護

士・第二東京弁護士会）

・ 刑事系問題に関するパネルディスカッション

司会 笠井 治（日弁連法科大学院センター委員長・弁護士・第二東京弁護士会）

パネリスト 木村光江（東京都立大学法学部教授）／後藤 昭（一橋大学大学院法学研究科教授）／竹内 淳

（弁護士・第二東京弁護士会所属）

・ 公法系問題に関するパネルディスカッション

司会 三澤英嗣（日弁連法科大学院センター事務局長・弁護士・東京弁護士会）

パネリスト 右崎正博（獨協大学大学院法務研究科教授・法務研究科長）／石川敏行（中央大学大学院法務研

究科教授）／河野 敬（弁護士・早稲田大学大学院法務研究科教授）

４ 新司法試験科目別シンポジウム～論文式答案の評価のあり方～

・ 日時、場所：２００５年７月２日午前１０時～午後５時３０分 明治大学リバティータワー１０１１教室

・ 参加者：１８５名（全科目参加３５名、民事系８３名、公法系２９名、刑事系３８名）

・ 民事系パネルディスカッション

司会 塚原英治（弁護士・早稲田大学大学院法務研究科教授）

パネリスト 道垣内弘人（東京大学大学院法学政治学研究科教授）／小林秀之（一橋大学大学院国際企業戦略

研究科教授）／永石一郎（弁護士・一橋大学法科大学院特任教授）

・ 公法系パネルディスカッション

法曹養成対策室報 No．２（２００７） 29



司会 三澤英嗣（日弁連法科大学院センター事務局長・弁護士・東京弁護士会）

パネリスト 右崎正博（獨協大学大学院法務研究科教授・法務研究科長）／高木 光（学習院大学法科大学院

教授）／河野 敬（弁護士・早稲田大学大学院法務研究科教授）

・ 刑事系パネルディスカッション

司会 笠井 治（日弁連法科大学院センター委員長・弁護士・第二東京弁護士会）

パネリスト 前田雅英（首都大学東京・都市教養学部長）／白取祐司（北海道大学大学院法学研究科教授）／

山根祥利（弁護士・成蹊大学法科大学院教授）

５ シンポジウム「新司法試験のあり方を考える～プレテストの検証を通して～」

・ 日時、場所：２００５年１２月１０日午前１０時～午後５時３０分 早稲田大学西早稲田キャンパス８号館１０６、B１０１、B１０２

教室

・ 参加者：１７２名（午前の部１２２名、午後の部：公法系３６名、民事系７４名、刑事系３６名）

・ 午前の部

基調報告 椛嶋裕之（弁護士・早稲田大学助教授・前日弁連法曹養成対策室長）

パネルディスカッション

司会 石井邦尚（弁護士・日弁連法曹養成対策室嘱託）

パネリスト 後藤 昭（一橋大学大学院法学研究科教授）／七戸克彦（九州大学大学院法学研究院教授）／伊

東研祐（慶應義塾大学大学院法務研究科教授）／椛嶋裕之（弁護士・早稲田大学助教授・前日弁

連法曹養成対策室長）

・ 公法系パネルディスカッション

司会 三澤英嗣（日弁連法科大学院センター事務局長・弁護士・東京弁護士会）

パネリスト 松本和彦（大阪大学大学院高等司法研究科教授）／大貫裕之（中央大学法科大学院教授）

・ 民事系パネルディスカッション

司会 塚原英治（弁護士・早稲田大学大学院法務研究科教授）

パネリスト 七戸克彦（九州大学大学院法学研究院教授）／山本和彦（一橋大学大学院法学研究科教授）／松

井秀樹（弁護士・東京大学大学院法学政治学研究科客員助教授）

・ 刑事系パネルディスカッション

司会 笠井 治（日弁連法科大学院センター委員長・弁護士・第二東京弁護士会）

パネリスト 伊東研祐（慶應義塾大学大学院法務研究科教授）／田口守一（早稲田大学法学部・大学院法務研

究科教授）／上田正和（弁護士・大宮法科大学院大学教授）

６ 新司法試験シンポジウム～第１回試験を終えて～

・ 日時、場所：２００６年１０月２８日午後１時～５時 場所：弁護士会館２階講堂クレオ

・ 参加者：１４９名

・ 基調報告 笠井 治（弁護士・東京都立大学／首都大学東京法科大学院教授）

・ 合格者からの報告 曽我部誉広（東京都立大学法科大学院修了）／三浦美佳子（中央大学法科大学院修了）／吉

田達二（早稲田大学大学院法務研究科修了）

・ パネルディスカッション

コーディネーター 大橋正春（日弁連法科大学院センター委員長・弁護士・第一東京弁護士会）

パネリスト 籠橋隆明（弁護士・日弁連公害対策・環境保全委員会環境法部会部会長）／柏木 昇（日

弁連法務研究財団認証評価委員会委員長）／後藤 昭（一橋大学法科大学院長・同法学研

究科教授）／酒井憲郎（弁護士・日弁連司法修習委員会委員長）／藤川忠宏（中央大学法

科大学院学生・元日本経済新聞論説委員）／山口卓男（弁護士・筑波大学法科大学院リー

ガルクリニック担当）
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