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Ⅰ はじめに 

２００４年（平成１６年）４月に開校され

た法科大学院の１期生の修了者は、そのうち

２，１３７名が２００６年（平成１８年）５

月の第１回新司法試験に出願、２，０９１名

が受験し、うち１，００９人が合格、同年１

１月２７日から９９１名が新６０期司法修習

生として司法修習を開始し、９８６名が集合

修習を終えて考試（以下通称である「二回試

験」という。）に臨み、２００７年（平成１９

年）１２月１８日、９２７名が合格した（不

合格は５９名）1。６６名が裁判官、４２名が

検察官、８３９名が弁護士登録した2。 

２００７年（平成１９年）５月に実施され

た第２回新司法試験には法科大学院１期生の

再受験組と法科大学院２期生（平成１６年４

月入学の３年制法学未修者コースを含む）を

含む５，４０１人が出願して４，６０７人が

受験し、うち１，８５１名が合格、同年１１

月２７日から１，８１２名が新６１期司法修

習生として司法修習を開始している。 

本稿では、２００７年（平成１９年）３月

に脱稿した拙稿「新司法修習の現状と課題」

に続いて、新６０期司法修習の成果と、この

間浮かび上がった新たな課題を中心に取り上

げたい。 

なお、単位弁護士会における選択型実務修

習など新修習についての取り組みは、執筆者

の所属する第一東京弁護士会のものを中心と

して紹介すること、また、意見にわたる記述

は、すべて執筆者の個人的意見を記したもの

であり、日本弁護士連合会や法曹養成対策室

の意見ではないことについて、予めお断りし

                             
1 このときの受験者はそれ以前の考試の不合格者を合わせて全体で１０５５人、合格者は９７９人、不合格者は７６人である。 
2 その他３２名。この進路は、上記９７９人の合格者全員を対象とした人数である。 

 
1  このときの受験者はそれ以前の二回試験の不合格者を合わせて全体で１，０５５人、合格者は９７９人、

不合格者は７６人である。 

2  その他３２名。この進路は、上記９７９人の合格者全員を対象とした人数である。 



34 

ておく。 

 

Ⅱ 司法修習をめぐるこの１年の動き 

１ 最高裁司法修習委員会 

最高裁司法修習委員会（以下「最高裁修習

委員会」という。）は、２００３年（平成１５

年）５月１日に設置され3、法曹三者、司法研

修所長、法科大学院教員、学識経験者等１０

名の委員により構成され、司法修習について

の基本方針の策定及び実施に関する重要事項、

司法修習に係る司法研修所の管理運営に関す

る重要事項などを調査審議し、最高裁判所に

意見を述べるものとされる。また、委員を補

佐するため幹事が選任されており、各回の委

員会に先立って幹事会が開催されるのが恒例

となっている。 

第１回の最高裁修習委員会は、２００３年

（平成１５年）７月１８日に開催され、以後、

約２か月に１回以上のペースで審議を行い、

２００４年（平成１６年）７月２日の第８回

委員会にて新しい司法修習の「議論の取りま

とめ」（以下「最高裁修習委員会の取りまとめ」

という。）が答申された。 

最高裁修習委員会取りまとめにおいて、同

委員会は、「定例的に毎年２回程度は開催し、

修習の状況等について報告を受けるとともに、

必要に応じて機動的に開催して、法科大学院

との連携、法曹に対する社会的要請等の観点

から意見を述べ、これを修習内容に反映させ

ていくもの」とされたが、第９回は１年後の

２００５年（平成１７年）７月８日であり、

第１０回が２００６年（平成１８年）１月２

４日、第１１回が新６０期司法修習の開始さ

                             
3 外部委員を含む一般規則制定諮問委員会における審議・答申に基づき制定された司法修習委員会規則を根拠とする。 

れる直前の同年１１月９日に開かれて以来、

２００８年（平成２０年）３月６日に第１２

回委員会が１年４か月ぶりに開催されるまで、

開催がなかった4。 

その理由としては、新修習実施のために司

法研修所が多忙を極める時期であったことが

挙げられるが、上述のような最高裁修習委員

会の役割からすると、今後は、毎年２回程度

の定例的開催は確保すべきであろう。 

第１２回委員会では、現新６０期の二回試

験の結果、関係諸機関の動き、成績開示など

の諸手続、新６０期修習の概要、新６０期修

習生の印象と評価、選択型実務修習の実施状

況、新６１期の導入的教育などについての報

告と議論がなされている。 

 

２ 司法試験委員会 

司法試験委員会5は、平成１９年６月２２日、

併行実施期間中の新旧司法試験合格者数につ

いて、「各法科大学院が、今後、入学者の適

性の適確な評価、法科大学院における教育並

びに厳格な成績評価及び修了認定の在り方を

更に充実させていくことを前提として、平成

２０年は２，１００人ないし２，５００人程

度を、同２１年は２，５００人ないし２，９

００人程度を、それぞれ一応の目安とし、同

２２年については司法制度改革審議会意見及

び司法制度改革推進計画の趣旨を尊重し、２，

９００人ないし３，０００人程度を一応の目

安とするのが適当と考える。」なお「資格試

験である司法試験の合否は、受験者が法曹と

なろうとする者に必要な学識及び応用能力を

有しているかどうかに基づいて判定されるの

であるから、ここで示す合格者の概数は、実

                             
4 幹事会は、第９回が２００５年（平成１７年）４月２５日、第１０回が同年６月２７日、第１１回が同年１０月３１日に、第１２回が同年１

１月２１日に開催されたが、第１３回は２００６年（平成１８年）７月１４日であり、第１４回は２００７年（平成１９年）６月１８日であっ

た。 
5 第１５５回国会において成立した「司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律」が２００４年（平成１６年）１月１日に施行され、司法

試験管理委員会は司法試験委員会に改組された。 

 
3  外部委員を含む一般規則制定諮問委員会における審議・答申に基づき制定された司法修習委員会規則を根

拠とする。 

4  幹事会は、第９回が２００５年（平成１７年）４月２５日、第１０回が同年６月２７日、第１１回が同年

１０月３１日に、第１２回が同年１１月２１日に開催されたが、第１３回は２００６年（平成１８年）７月

１４日であり、第１４回は２００７年（平成１９年）６月１８日であった。 

5  第１５５回国会において成立した「司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律」が２００４年（平成

１６年）１月１日に施行され、司法試験管理委員会は司法試験委員会に改組された。 
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際の試験結果に基づき当然変動し得る性質の

ものである。」との考え方を示した。 

これと２００５年（平成１７年）２月２８

日に明らかにされている概数及びすでに実施

された試験の結果とを合わせると、移行期間

中の司法試験の合格者の概数は上記の表のと

おりとなる（グレーの部分が今回の発表内容、

かっこ内は合格者の実数）。 

 

３ 法科大学院協会、文部科学省及び法曹

三者による協議会 

２００７年（平成１９年）５月２５日、法

科大学院協会、文部科学省、最高裁判所、法

務省、日本弁護士連合会が連携して、法科大

学院における教育の充実並びに法科大学院に

おける教育、司法試験及び司法修習生の修習

の有機的連携の確保の在り方を協議するため、

協議会が設置された6。 

その構成員は、法科大学院協会副理事長、

文部科学事務次官、最高裁判所事務総長、法

務事務次官及び日弁連事務総長という極めて

「重たい」会議体である。 

同日開催された第１回協議会では、協議会

の下に、「法科大学院における成績、司法試験

における成績等の関連性を検証し、その在り

方を協議するためのワーキンググループ」を

置くこと、本協議会において、必要があると

認めるときは、新たに別のワーキンググルー

                             
6 ２００３年（平成１５年）１月１日施行の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（平成 14 年法律第 139 号）において、法

科大学院教育，司法試験及び司法修習生の修習との有機的連携の確保が国の責務とされた。 

プを置くことができることが確認された。 

しかし、現在のところ、司法修習に関する

実質的議論はなく、例えば、法科大学院教育

と司法修習との有機的連携を確保するための

実質的議論やワーキンググループの設置など

は行われていない。 

 

Ⅲ 新６０期の分野別弁護実務修習 

１ 第一東京弁護士会における弁護実務修

習 

執筆者は、所属弁護士会である第一東京弁

護士会において、新６０期の修習指導幹事長

を経験した。第一東京弁護士会では、従前よ

り各修習期ごとに登録４年目から１２年目ま

での弁護士による修習指導幹事団を編成して、

見学旅行その他の行事の引率や模擬裁判の指

導などを行い、きめ細かい指導を行うととも

に懇親の機会を増やす努力をしている。 

第一東京弁護士会修習の新６０期生は合計

６８名であり、これを指導委員長１名、民事

刑事の指導委員各１名、幹事長２名を含む合

計１０名の幹事団が指導を担当した。各クー

ルの修習生は１７名であり、幹事団は第１、

第３クール担当と第２、第４クール担当の２

チーム各５名に分かれて対応した。 

第一東京弁護士会では、新６０期の分野別

弁護実務修習の集合修習について、可能な限

平成１７年旧試験 現行６０期 
1,500 

(1,464) 
平成１８年新試験 新６０期

900-1,100

(1,009)
平成１９年修了予定者合計 

2,400-2,600

(2,473)

平成１８年旧試験 現行６１期 
600 

(549) 
平成１９年新試験 新６１期

1,800-2,200

(1,851)
平成２０年修了予定者合計 

2,400-2,800

(2,400)

平成１９年旧試験 現行６２期 300 平成２０年新試験 新６２期 2,100-2,500 平成２１年修了予定者合計 2,400-2,800

平成２０年旧試験 現行６３期  200 平成２１年新試験 新６３期 2,500-2,900 平成２２年修了予定者合計 2,700-3,100

平成２１年旧試験 現行６４期 100 平成２２年新試験 新６４期 2,900-3,000 平成２３年修了予定者合計 3,000-3,100

平成２２年旧試験 現行６５期 
さらに 

減少 

平成２３年旧試験 現行６６期 若干名 

 
6  ２００３年（平成１５年）４月１日施行の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（平成

１４年法律第１３９号）において、法科大学院教育、司法試験及び司法修習生の修習との有機的連携の確保

が国の責務とされている。 
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り従前と同内容とすることとし、刑事弁護研

修、民事刑事の「一般講義」、公設事務所等の

見学旅行、弁護士倫理研修を実施した。 

ただし、従前は弁護実務修習で行っていた

民事模擬裁判は選択型実務修習において実施

することとし、新たに幹事団ゼミ（各幹事が

日常経験している事案を元にした課題を検討

させた後にディスカッションするもの１コマ

と、幹事１名を被疑者役とする模擬接見１コ

マ）を開催し、このほかに、任意参加の幹事

事務所訪問などを企画した。 

民事刑事の一般講義では事前課題の起案に

ついて添削と講評を行い、幹事団ゼミでは、

１７名の修習生をさらに２班に分けて、各幹

事が担当班ごとに、破産管財事件の処理、医

療事件の損害賠償請求、不動産を騙取された

者からの相談などを題材に事前課題を与えて

レポートを提出させ、小問ごとにその内容を

発表させて講評した。 

模擬接見では、８、９名の修習生をさらに

４、５名ずつの２つの小班に分け、裁判所で

の勾留質問時を想定した１５分から２０分程

度の当番弁護士としての初回接見と、選任申

出を受けて翌日の警察の留置場での２回目の

接見することを想定した接見を担当させた。

被疑者役の幹事に与えたシナリオは、弁護人

が被疑者から適切に事情を聞き出すと事実関

係についての争点が次々に明らかになるもの

で、その争点についての適切なアドバイスを

行わせることを期待したものである。修習生

の小班には、それぞれ事前に質問内容を打ち

合わせる時間を設け、２つの小班による接見

が終了した直後に、講評役の幹事と被疑者役

の幹事とで講評を行った。 

個々の修習生を見ると、刑事訴訟手続につ

いての一応の理解はしているものの、当番弁

護士として被疑者・被告人の利益を考慮する

ことなく、第三者的に糾問的な態度で接する

者や、被疑者役からの質問に対して、事案の

具体的事実関係を確認することをしないまま

に、一般論を説明するに留まったり、予断に

基づいて誤った助言をしたりする者が少なく

なかった。このため、講評は、弁護人の立場

から被疑者被告人に接し、被疑者被告人の正

当な利益を実現するという刑事弁護人の基本

的役割、具体的事実を的確に確認し事案に応

じた回答をすることの必要性という極めて基

本的な事項の説明が中心となった。 

 

２ 新６０期修習生の印象 

個別指導担当弁護士による中間報告会での

報告などにおける全体的な印象としては、お

しなべてあいさつやスピーチがうまく、礼儀

正しい。判例、文献の調査能力の高さは特筆

できよう。旧司法試験受験経験者が圧倒的多

数を占め、法学未修者はいないという新６０

期の特性からか、全体を通じて、実体法の知

識不足を感じる指摘は決して多くはなく、従

前の修習生と比較しても遜色ないとの意見が

目立った。 

新６０期では、司法研修所における１か月

間の導入的教育が実施されている。この司法

研修所における導入的教育は、現行司法修習

における前期修習をさらに圧縮したものとな

っており、修習生は相応の実務導入教育を経

て、分野別実務修習に臨んでいる。司法研修

所における導入的教育は新６０期限りで廃止

されたが、この実務導入教育を履修してきた

ことが新６０期と新６１期の明確な差となっ

て現れるかどうか、今後の評価が注目される。 

新６０期修習生に対する個人的な印象を強

いて挙げるとすれば、民事、それも企業法務

志向がかなり強く、一部修習生には刑事弁護

を軽視する傾向が感じられた。また、高い能

力を持ってはいるものの、実務全般を含める

と自己の達成度についての認識と評価に齟齬

がある自信過剰な者、ことに高度の法律知識

を有していても、実務において当事者法曹の

立場及び視点でその知識を活用することがで

きていない者が見受けられた。 
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例えば、修習の最終段階である選択型実務

修習における民事模擬裁判では、理解してい

るはずの民事訴訟法についての知識を訴訟手

続で活用できない者や、準備書面等の作成に

おいて、自分の理解している法知識や事実関

係を、第三者に理解できるように文章で的確

に表現できない者が散見された。また、要件

事実への過度のこだわりのために紛争の実態

とかけ離れた書面を起案する例も見られた。 

これらの多くは、履修過程において自己認

識を改めて、研鑽に努めることで修正を図っ

ていたように思われる。 

見学旅行などを通じて修習生の気質の変化

も感じられた。従前の修習生にとって弁護実

務修習で接する指導担当弁護士と修習指導幹

事は「初めて接する弁護士」であり、人間的

な接触を含む全人格的指導によるきめ細かな

教育は指導担当弁護士や修習指導幹事にとっ

てのやりがいでもあった。しかし、新修習で

は期間の短縮とあいまって、人間関係がドラ

イになってきている印象を受けた。 

法科大学院での人間関係が司法修習におい

てもそのまま引き継がれる傾向にあり、司法

修習で接する同期が「初めて接する同期」で

はなくなっていることから、「同期同クラス」、

「同期同修習地」の関係は、従来よりも希薄

化しているように思われる。 

しかし、１人１人の修習生を見ると、新６

０期は法科大学院２年制の法学既修者コース

修了者のみであるが、従来の修習生と比べて

も、社会人経験者を含む多様で個性豊かな者

が増えており、修習生はそれぞれ独自に多様

な人間関係のつながりを有しているように感

じられる。同じ法科大学院出身者が親しい関

係にあることはいうまでもないが、大学院に

よっては、学年を超えた先輩後輩の交流も活

発になされているようである。 

 

Ⅳ 新６０期の選択型実務修習 

１ 選択型実務修習の概要 

選択型実務修習は、「分野別実務修習の各分

野を一通り体験した後に、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」7とされ、その期間は２か月とさ

れている。本稿では、前者を「深化と補完型

プログラム」、後者を「専門領域体験型プログ

ラム」と呼ぶことにする8。 

形態的には、各実務庁会が配属されている

修習生を対象に提供する「個別修習プログラ

ム」、全国の修習生を対象に提供される「全国

型プログラム」、法曹の活動と密接な関係のあ

る分野での修習先を自ら開拓できる「自己開

拓プログラム」の３つの形態がある。プログ

ラムを選択していない期間は、弁護修習の際

に配属された弁護士事務所（ホームグラウン

ド）で弁護修習を行うこととされている。 

司法研修所は、選択型実務修習の実施に向

けて、平成１８年９月１日付「選択型実務修

習の運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」

という。）及び「選択型実務修習の運用ガイド

ラインに関するＱ＆Ａ」（以下「Ｑ＆Ａ」とい

う。）を作成している。 

 

                             
7 最高裁修習委員会の取りまとめ８ページ 
8 個別修習プログラムについて、「深化型」と「補完型」の２つに分類しようとする見解があるが、深化と補完は密接不可分の関係にあるし、専

門領域型プログラムの独自の位置づけを看過しているように思われる。 

 
7  最高裁修習委員会の取りまとめ８ページ 

8  個別修習プログラムについて、「深化型」と「補完型」の２つに分類しようとする見解があるが、深化と補

完は密接不可分の関係にあるし、専門領域型プログラムの独自の位置付けを看過しているように思われる。
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２ 東京における個別修習プログラムの実

施状況9 

（１） 裁判所提供プログラム 

裁判所は、深化と補完型プログラムとなる

通常部修習と専門領域体験型プログラムとな

る行政部、労働部、保全部などの特別部修習

とがほぼ半数ずつで、民裁１７プログラム・

刑裁２プログラム・家裁４プログラム合わせ

て２３プログラムで合計４２８名（配属修習

生の数の１５７％10）分を提供した。 

民事通常部修習では第１希望だけで募集定

員に近い応募があり、民事特別部修習では第

１希望だけで募集定員を大きく上回る応募が

あり、民事裁判全体の応募者は募集定員の１

４８％であり、定員を超過したプログラムに

つき抽選等が行われた結果、募集定員の９６

％が実際に受講した。 

他方、刑事通常部修習並びに家裁の家事部

修習及び少年部修習では、第２希望を加えて

も定員に満たないプログラムが少なくなく、

募集定員に対する受講率は刑事裁判で５０％、

家裁で７０％であった。 

（２） 検察庁提供プログラム 

検察庁はプログラム数で１０、定員合計２

６０名（配属修習生の数の９５％）のプログ

ラムを提供したが、捜査、公判などの深化と

補完型プログラムの定員は限定的であり、関

連施設の見学が全体の６割を占めている。 

検察庁に対しては、募集定員の７６％、延

べ１９８名の第１希望の応募があったのに対

し、定員を超過したプログラムにつき抽選等

が行われた結果、実際に履修できたのは定員

の５５％に留まった。これは、同内容のプロ

グラムであってもその実施時期によって応募

者数にかなりの偏りがあったことが原因とな

っている。 

                             
9 東京修習、大阪修習、沖縄修習における選択型実務修習の実施状況は、２００８年（平成２０年）３月６日の第１２回最高裁司法修習委員会

で日弁連出身幹事より詳細な資料に基づく報告がなされている。 

 大阪修習における選択型実務修習については、「月刊大阪弁護士会２００７年１２月号」が詳しい。 
10東京配属の新６０期修習生は２７３名である。 

（３） 弁護士会提供プログラム 

弁護士会提供プログラムは、東京三弁護士

会がそれぞれ、修習委員会以外の各種委員会

の協力を得て、租税、人権、犯罪被害者、民

事介入暴力、公害、消費者などの専門領域体

験型プログラムを中心としている。深化と補

完型プログラムとしては、弁護士会の修習委

員会が中心となって、裁判所、検察庁の指導

担当者の協力を得て実施された民事刑事の模

擬裁判がある。プログラム数は東京三弁護士

会合計で６１、その定員数の合計は１，２７

６名（配属修習生の数の２９４％）である。 

東京三弁護士会の第１希望の応募者数の合

計は延べ４７５名で、裁判所プログラムへの

第１希望応募者数合計４８４名とほぼ同数で

あるが、割合で見ると、東弁で募集定員の５

１％、一弁で３９％、二弁で２３％の第１希

望の応募しかなかった。 

第２希望の汲み上げや追加募集等により、

実際の受講者合計は延べ５７０名に達し、募

集定員に対する受講者割合は東弁５８％、一

弁４７％、二弁３０％となったが、裁判所提

供プログラムや検察庁提供プログラムに比べ

ると、供給過剰の傾向にあった。 

特に専門領域体験型プログラムでは、東京

三弁護士会を問わず、公害環境、ＡＤＲ、マ

イノリティの人権、国際交流、公設事務所体

験など９プログラムで第１希望者がゼロとな

り、７プログラムは第２希望者などを合わせ

ても応募者ゼロのために非開講となった。 

弁護士会提供の専門領域体験型プログラム

では、各分野の専門家が充実したプログラム

を提供しており、受講した修習生の評価も高

かった。 

ところが、提供者側からは、「選択型実務修

習の実施準備には多大な労力を要したが、受

 
9  東京修習、大阪修習、沖縄修習における選択型実務修習の実施状況は、２００８年（平成２０年）３月６

日の第１２回最高裁修習委員会で巻之内茂幹事より詳細な資料に基づく報告がなされている。 

大阪修習における選択型実務修習については、「月刊大阪弁護士会２００７年１２月号」が詳しい。 

10 東京配属の新６０期修習生は２７３名である。 
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講者は極めて少数であった。受講者数が不確

定な状態で外部講師を招聘することは困難で

ある。」「新６０期は夏休み期間中だから実施

できたが、新６１期で同水準のものを提供す

ることは難しい。」といった意見も寄せられて

いる。 

（４） 模擬裁判 

弁護士会提供プログラムのうち模擬裁判に

ついて詳述する。 

従来、民事模擬裁判は弁護実務修習中に、

刑事模擬裁判は刑裁実務修習中に、それぞれ

全ての修習生が必修で行っていたが、分野別

実務修習の期間短縮をうけて、いずれも選択

型実務修習の弁護士会提供プログラムとして、

民事模擬裁判については裁判所の、刑事模擬

裁判については裁判所及び検察庁の協力と支

援のもとで実施した。このため、各弁護士会

ともなるべく多くの修習生に受講してもらう

ように働きかけを行った。 

ところが、民事模擬裁判については、東弁

が８０人定員に対し申込者は２９名、一弁が

定員８０名に対し２３名、二弁が定員８０名

に対し３８名に留まったから、修習生の履修

率は、現行修習では必修であることから１０

０％であったところ、新６０期では３４％で

ある。 

東京三弁護士会共同で実施した刑事模擬裁

判は、「小さく産んで大きく育てる」として定

員１８名であったが、わずかに５名の申込み

に留まり、現行修習の１００％の履修率に対

し、新６０期での履修率はわずかに１．８％

となった。 

指導担当者からの報告によると、「法科大学

院でも模擬裁判を経験している者も少なくな

く、修習の最終段階での模擬裁判であること

から、大いに期待していたが、民事刑事とも

訴訟手続の流れを理解して実践することがで

きていない。」「形式的な要件事実論に拘泥し

紛争の実態を反映した書面が作成できない。」

「立証事実を意識しない尋問が散見される。」

などの指摘があった。 

他方、履修した修習生からは、「自分が訴訟

手続を十分に理解していなかったことを初め

て自覚した。」「自分では理解できているつも

りでも書面では伝えられていないことが分か

った。」「代理人の立場で行った活動について、

現職の指導担当裁判官から直接指導を受けら

れる貴重な経験であった。」など極めて好評で

あった。 

模擬裁判を履修しなかった修習生からは、

その理由として「他の希望するプログラムと

日程的に重複していた。」「法科大学院で履修

している。」「２週間にわたる日程は負担が大

きい。」などの意見があった。 

（５）ホームグラウンドでの修習について 

東京では修習生の配属数２７３名であると

ころ、延べ１，１０２名（個別修習プログラ

ム１，０６７名、全国型プログラム２８名、

自己開拓プログラム７名）がプログラムを履

修しているから、１人あたり平均４プログラ

ム以上を履修していることになる。 

弁護士会提供プログラムには１日ないし２

日間のものもないわけではないが、多くのプ

ログラムは１週間ないし２週間であり、裁判

所及び検察庁提供プログラムには３週間コー

スもある。 

そもそも、選択型実務修習は制度的に弁護

士実務に比重を置いたものとされ11、ガイド

ラインによれば、修習生は、最低１週間継続

してホームグラウンドで修習するものと定め

られている。 

しかし、新６０期に限ってみると、修習生

は可能な限り何らかのプログラムを選択する

傾向を示しており、積極的に１週間以上の期

間をホームグラウンドの法律事務所で過ごす

者はほとんど見受けられなかった。 

                             
11 最高裁修習委員会の取りまとめ８ページ 

 
11 最高裁修習委員会の取りまとめ８ページ 
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プログラムを選択している期間中、修習生

はいったんホームグラウンドの法律事務所に

出頭して、そのホームグラウンドから裁判所、

検察庁ないし弁護士会に行くのではなく、直

接プログラム実施場所に出頭する場合が多く、

選択型実務修習の全期間を通じて法律事務所

を活動の本拠地としている意識を持ちにくい。

修習生からは、「弁護修習の理解を深めるよい

チャンスとなった。」との声も少なくないが、

「虫食いである。」「弁護修習が終わって送別

会を開いてもらった後、数日間だけホームグ

ラウンドで指導担当弁護士の世話になること

には気兼ねがある。」といった声や、指導担当

弁護士から「事務所にいる日数が極めて短い

ため、分野別弁護実務修習と同様の修習効果

を挙げることは困難である。」との声が寄せら

れている。 

選択型実務修習を弁護実務修習に比重を置

いたものとする趣旨を貫徹するのであれば、

ホームグラウンド修習の期間の下限を延長す

るべきことになるが、修習生が主体的に修習

内容を選択設計できるようにするという選択

型実務修習の本来的な趣旨とのバランスが問

題となろう。 

 

３ 東京における自己開拓プログラムの実

施状況 

自己開拓プログラムは３週間を限度として

「司法修習生が自ら開拓した修習先（法曹の

活動と密接な関係のある分野）」で行う修習で

ある12。 

この自己開拓プログラムについては、修習

生から、地方のひまわり公設事務所や法テラ

スの事務所で修習したいという事前相談が少

なくなかった。 

この点、Ｑ＆Ａ13は、自己開拓プログラム

の修習先としての弁護士事務所について、将

                             
12 最高裁修習委員会の取りまとめ８ページ 
13 Ｑ＆ＡのＱ19 

来的に運用の実情によっては認める余地もあ

り得なくはないとしつつ、少なくとも当面は

今後の運用状況を見極める必要もあることか

ら認められないとしていたため、事前相談を

受けた時点で、修習生に申請を断念してもら

ったという経緯がある。 

しかし、公設事務所での修習は、少なくと

も全国プログラムとして充実した形で提供さ

れるまでの間は、自己開拓プログラムとして

認めることに支障はないと思われる。このほ

か、外国人事件や医療事件を専門的に扱う法

律事務所での修習についても、専門領域体験

型の自己開拓プログラムとして、容認する余

地があると思われる。 

Ｑ＆Ａが弁護士事務所における自己開拓プ

ログラムを制限的に取り扱う趣旨は、深化と

補完型の自己開拓プログラムにおいて、修習

生が自分の修習する法律事務所を自由に選択

できるとすることによる弊害を予防しようと

する点にあると考えられるから、弁護士事務

所における自己開拓プログラムを専門領域体

験型のものに限定し、かつ、その相当性につ

いて各実務庁会の指導連絡委員会が司法研修

所との連携を保ちつつ的確な判断を行うこと

で、対処できるのではなかろうか。 

Ｑ＆ＡのＱ１９は、２００７年（平成１９

年）６月２２日、「個別修習プログラム及び全

国プログラムでは提供されていない領域や分

野について、ホームグラウンドの弁護士事務

所では十分な修習を行うことが困難であり、

司法修習生が自ら開拓してきた弁護士事務所

でその領域や分野についての修習をすること

が可能でその意義があると明らかに認められ

る場合には、司法修習生指導連絡委員会によ

る厳格な審査を経るなどした上で、これを例

外的に許容する余地もあるものと思われま

す。」と改訂され、新６１期では法律事務所で

 
12 最高裁修習委員会の取りまとめ８ページ 

13 Ｑ＆ＡのＱ１９ 
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の自己開拓プログラムへの途が広げられてい

る。 

今後も、引き続き検討を行い、必要があれ

ばガイドライン及びＱ＆Ａを見直ししていく

ことが必要であろう1415。 

全国の新６０期修習生からの自己開拓プロ

グラムの申請は、９９１名中３６名からあり、

うち３０名が承認されている（いずれも延べ

人数）。東京配属の新６０期修習生については、

２７３名中９名から申し込みがあり、公正取

引委員会、厚生労働省医政局総務課、中央労

働委員会、児童相談所、放送局等での修習を

開拓した７名からの申請が承認された。医療

事件を専門的に扱う法律事務所での修習を開

拓した２名からの申請は前述の理由で不承認

となった。 

 

４ 全国プログラムについて 

（１） 全国プログラムの概要 

新６０期について、裁判所の提供する全国

プログラムは東京及び大阪の地裁知的財産権

部修習（東京４０名、大阪１６名、各２週間）

であり、法務省は法務行政修習（３０名、１

週間）を提供している。東京三弁護士会に所

属する３事務所が提供する知財事務所修習

（４プログラム、合計６名、各１週間ないし

２週間）、４事務所が提供する渉外事務所修習

（９プログラム、合計１１名、各１週間ない

し３週間）、５事務所の大規模事務所修習（６

プログラム、合計２４名、２週間ないし３週

                             
14 第１０回最高裁司法修習委員会に提出された「選択型実務修習のガイドラインの概要について」では、「このガイドラインは，選択型実務修

習がこれまでにない修習制度であり，これを円滑にスタートさせることを優先的に考慮し，現実的な観点から規定したものであり，今後，選択

型実務修習の実施の実情を踏まえ，不断に見直していくこととする。」と明記されている。 
15個別指導担当弁護士の了解のもとで、他の法律事務所で数日の修習を行うことは、自己開拓プログラムとしてではなく、ホームグラウンド修

習の一環として、認めうるであろう。 

間）、１事務所が提供する企業法務修習（１プ

ログラム、１名、３週間）、大阪弁護士会が提

供する８事務所での知財事務所修習（１３プ

ログラム、合計２１名、各２週間）、１２事務

所での渉外事務所修習（１９プログラム、合

計３４名、各２週間）の合計５７プログラム

（定員合計１８３名）が開設された。 

東京の法律事務所での修習プログラムが各

法律事務所から直接提供される形をとるのに

対して、大阪では弁護士会が各法律事務所を

取りまとめて、弁護士会がプログラムを提供

する形となっていることが特徴である。 

新６０期の弁護修習分野でのプログラムは、

東京及び大阪での大規模、渉外及び知財の事

務所修習に留まった。しかし、日弁連ひまわ

り基金による過疎地における公設事務所、日

本司法支援センター（法テラス）の地方事務

所や司法過疎地域の法律事務所などについて

も、全国プログラムとして提供されることが

期待され、新６１期ではその一部が実現して

いる。 

（２） 法律事務所プログラムへの応募と実

施の状況 

東京の法律事務所での修習については、合

計定員４２名のところ、全国の２６名の修習

生（東京１２名、広島３名、神戸・名古屋・

仙台各２名、さいたま・静岡・大阪・松江・

鹿児島各１名）から応募があったが、修習生

の希望するプログラムに大きな偏りがあり16、

各プログラムの定員は１名ないし３名である

                             
16 東京の法律事務所での修習の応募者は定員を大きく下回っており、１３事務所でのプログラム中、３事務所でのプログラムには全く応募がな

かった。この理由として、移動のための交通費、現地での滞在費の費用が支弁されるのか否かが募集時点では明確になっていなかったという事

情があるほか、選択型実務修習の実施時期は、実務修習の最終段階であり修習生の志望が明確になってきており、専門領域体験型のプログラム

は自分の進路と関連性が強いものに人気が集中する傾向があるところ、大規模事務所では、顧客数及び事件数が膨大となることからコンフリク

ト（利益相反）に慎重な傾向があり、プログラム提供事務所でも、募集条件として弁護士志望者または在京法律事務所への就職予定者を募集資

格者から除外する動きが見られたことも一因であろう。 

 これに対し、大阪での法律事務所の募集条件としては、修習生の就職予定事務所との係争事件がある場合でも、募集資格者から除外すること

はなく、当該事件のみを修習対象から除外する扱いとしている。 

 
14 第１０回最高裁修習委員会に提出された「選択型実務修習のガイドラインの概要について」では、「このガ

イドラインは、選択型実務修習がこれまでにない修習制度であり、これを円滑にスタートさせることを優先

的に考慮し、現実的な観点から規定したものであり、今後、選択型実務修習の実施の実情を踏まえ、不断に

見直していくこととする。」と明記されている。 

15 個別指導担当弁護士の了解のもとで、他の法律事務所で数日の修習を行うことは、自己開拓プログラムと

してではなく、ホームグラウンド修習の一環として、認めうるであろう。 

16 東京の法律事務所での修習の応募者は定員を大きく下回っており、１３事務所でのプログラム中、３事務

所でのプログラムには全く応募がなかった。この理由として、移動のための交通費、現地での滞在費の費用

が支弁されるのか否かが募集時点では明確になっていなかったという事情があるほか、選択型実務修習の実

施時期は、実務修習の最終段階であり修習生の志望が明確になってきており、専門領域体験型のプログラム

は自分の進路と関連性が強いものに人気が集中する傾向があるところ、大規模事務所では、顧客数及び事件

数が膨大となることからコンフリクト（利益相反）に慎重な傾向があり、プログラム提供事務所でも、募集

条件として弁護士志望者または在京法律事務所への就職予定者を募集資格者から除外する動きが見られたこ

とも一因であろう。 

この点、大阪での法律事務所修習の募集条件としては、修習生の就職予定事務所との係争事件がある場合

でも、募集資格者から除外することはなく、当該事件のみを修習対象から除外する扱いとしている。 
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ことから、実際に全国型プログラムを履修で

きた者は１０事務所での１５名（東京５名、

広島３名、仙台２名、大阪・神戸・名古屋・

松江・鹿児島各１名）に留まった。 

他方、大阪弁護士会による法律事務所での

修習では、合計定員５５名のところ、全国か

ら３９名の修習生（神戸１３名、大阪１１名、

東京・名古屋・広島各３名、仙台・さいたま・

新潟・松江・鹿児島・那覇各１名）から応募

があり、３７名が大阪での全国プログラムを

履修している。 

（３） 東京配属修習生の全国型プログラム

の応募及び履修の状況 

東京配属の新６０期修習生２７３名のうち、

４７名が全国型プログラムに応募し、うち２

８名が履修している。このうち１３名は東京

地裁知的財産権部での修習であり、選に漏れ

た１９名のうち１２名が東京地裁知的財産権

部での修習に応募していた。 

（４） 全国の修習生の全国型プログラムの

応募及び履修の状況 

全国の新６０期修習生９９１名に対して提

供された全国型プログラムは前述のとおり合

計１８３名分である。全国型プログラムに応

募した者は１６４名、定員を超過したプログ

ラムにつき抽選等が行われた結果、実際に履

修できた者は１２６名であった。 

 

５ 新６１期の準備状況 

（１） 日程 

新６１期の選択型実務修習は、Ｂ班（１，

１７３名、東京、さいたま、大阪以外の司法

修習生）につき、２００８年（平成２０年）

７月２７日から９月２６日まで、Ａ班（６３

９名、東京、さいたま、大阪の司法修習生）

につき、同年９月２２日から１１月１８日ま

で、実施される。 

同年３月に全国型プログラムの応募が終わ

り、４月に個別修習プログラムの募集が開始

されところである。 

（２） 東京修習における個別修習プログラ

ム 

裁判所は、深化と補完型プログラムとなる

通常部修習と専門領域体験型プログラムとな

る破産再生部、商事部、建築部、刑事租税部

などの特別部修習とがほぼ半数ずつで、民裁

２６プログラム・刑裁３プログラム・家裁４

プログラム合わせて３３プログラムで合計５

６７名（配属数の１６１％17）分を提供して

いる。 

検察庁はプログラム数で９、定員合計２９

８名（配属数の８５％）のプログラムを提供

している。捜査、公判などの深化と補完型プ

ログラムが約４割、新設した「刑事政策」及

び「検察関連機関」（講義見学）が６割を占め

ている。 

弁護士会提供プログラムは、東京三弁護士

会がそれぞれ、修習委員会以外の各種委員会

の協力を得て、租税、人権、犯罪被害者、民

事介入暴力、公害、消費者などの専門領域体

験型プログラムを中心としており、深化と補

完型プログラムは模擬裁判などである。プロ

グラム数は東京三弁護士会合計で５５、定員

数の合計は７９１名（配属数の２２５％）で

ある。 

（３） 新６１期の全国型プログラム 

新６１期について、裁判所の提供する全国

プログラムは東京及び大阪の地裁知的財産権

部修習（Ａ班Ｂ班とも、東京各２０名、大阪

各８名、各２週間）であり、法務省は法務行

政修習（Ａ班Ｂ班とも、各２０名、１週間）

を提供している。 

弁護士会関係では、東京三弁護士会に所属

する１６事務所が提供する知財、渉外、大規

模事務所修習（Ａ班１４プログラム、Ｂ班１

３プログラム、それぞれ合計３１名、１週間

                             
17新６１期修習生は、全国で１８１２名、東京配属は３５２名である。 

 
17 新６１期修習生は、全国で１,８１２名、東京配属は３５２名である。 
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ないし３週間）、大阪弁護士会が提供する１２

事務所での知財、渉外事務所修習（Ａ班２０

プログラム、Ｂ班１９プログラム、それぞれ

合計２８名、２週間）に加えて、新たに法テ

ラスの「大・中・小規模型事務所修習」（Ａ班

Ｂ班とも、１１プログラム、それぞれ合計２

１名、１週間ないし２週間、東京、大阪、埼

玉、長野、松本、熊谷、三重、和歌山、鳥取、

愛知、三河、香川、徳島、沖縄の法テラス事

務所）、「過疎地型事務所修習」（Ａ班３プログ

ラム、合計４名、佐渡、倉吉、壱岐、Ｂ班２

プログラム合計４名、江差、須崎の法テラス

事務所）が実施され、合計５７プログラム３

１２名（Ａ班５７プログラム、合計１６０名、

Ｂ班４７プログラム、合計１５２名）が開設

された。 

 

６ 選択型実務修習に対する評価 

（１） 司法修習生からの評価 

東京弁護士会は、同会に入会した新６０期

新規登録弁護士１５７名に対してアンケート

を実施している。うち１４６名から回答があ

り、選択型実務修習を終えた感想として、７

４％（１０９名）が有益であると回答し、無

駄２％（３人）、どちらとも言えない１４％（２

１人）その他・無回答１０％（１４人）であ

った。 

自己の主体的選択で自己の希望する内容の

修習を行うことができること、選択したプロ

グラムはそれぞれ水準が高く内容の充実した

ものが多かったことから、司法修習生は、選

択型実務修習を高く評価しているといえる。 

修習生からは、ホームグラウンド修習に対

する評価が分かれたが、ホームグラウンドに

それなりの時間を割いて弁護実務の修習を行

った者の評価は概ね高く、多くのプログラム

を履修したためにホームグラウンドでの修習

期間が短かった者、こま切れでホームグラウ

ンドでの時間を過ごした者からの評価は概ね

低い傾向にある。 

最低１週間を連続してホームグラウンドで

過ごすことを義務付けることについて、中途

半端であるとの声は少なくなく、ホームグラ

ウンドでの修習義務を廃止すべきとする声が

ある一方、ホームグラウンドでの修習期間を

延長すべきという声も散見される。 

（２） 指導担当者からの評価 

弁護士会で選択型実務修習の運営を担当し

た修習委員会委員からは、弁護士会の多数の

委員会が修習生との接点や指導への関心を持

ってくれるきっかけとなったとの声、プログ

ラムを提供する委員会の担当者にかなり大き

な負担がかかっているとの声、多数の修習生

からの応募に対しプログラムを決定するため

の事務作業と結果レポート及び報告書の取り

まとめ作業の負担が大きいとの意見が、寄せ

られている。 

教育効果の観点からは、多様な法曹を養成

するという司法制度改革の理念に合致すると

して法科大学院教育との連続性を評価する声

もある一方で、法曹としての基本的なスキル

とマインドに焦点を絞った教育を行うものと

されている司法修習において、どこまで多様

なプログラムを提供する必要性があるか、そ

れよりも、基本的な事項に重点を置いた指導

を行うことの方がより教育効果が上がるので

はないかとの指摘もなされている。 

（３） 今後の課題 

① 深化と補完型プログラムの中でも民事刑

事の模擬裁判は、受講した新６０期の修習

生からも指導担当者からも、教育効果の面

で高い評価を受けている。 

  しかし、指導担当者側からは、本当に受

講して欲しい修習生ほど、そのようなプロ

グラムを選択してくれないとの声も聞かれ

るところである。 

  このような教育効果の高いプログラムを

全ての修習生の必修とすることも検討すべ

きだとの意見が指導担当者から寄せられて

いる。 
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② 新６１期以降においては修習生のプログ

ラム選択が、二回試験対策を強く意識した

ものになるのではないかとの指摘がある。 

  本稿の脱稿時においては、新６１期のプ

ログラム選択の動向は全国型プログラムに

ついてしか明らかとなっていないが、東京

における法律事務所修習だけを見ても、選

択型実務修習の後に集合修習を履修するＢ

班（東京、さいたま、大阪以外の実務修習

地の修習生１,１７３名）からは５５名の申

込みがあるのに対し、集合修習の後に選択

型実務修習を履修してその直後に二回試験

があるＡ班（東京、さいたま、大阪の修習

生６３９名）からは１２名の申込みに留ま

っており、修習生が二回試験を意識したプ

ログラム選択を行っていることがうかがわ

れる。 

  もっとも、選択型実務修習はまだ始まっ

たばかりの制度であるから、新６１期以降

の修習生のプログラム選択の傾向を検証す

るなど、継続的な検討が必要であろう。 

 

Ⅴ 導入修習の廃止と弁護士会の冒頭

修習 

１ 導入修習の廃止と司法研修所教官の出

張講義 

最高裁修習委員会の取りまとめでは、新修

習について、「法科大学院設立当初は、いわば

実務への導入教育の成熟途上といえるので、

当面、司法修習の１年間の課程の冒頭に、法

科大学院における実務導入教育を補完するた

めの教育を行うことが相当である。」とされ、

その期間については、「差し当たり１か月程度

とし、状況を見ながら期間、内容等を調整す

るのが適当である。」とされていた。 

そこで、新６０期においては、これを受け

て、各分野別実務修習の期間を１週間ずつ短

縮して、冒頭に４週間の導入的教育が司法研

修所において行われ、起案も各分野で２回ず

つ行われた。 

しかし、司法研修所での導入的教育（以下

「導入修習」という。）は、新６０期限りで廃

止され18、新６１期では、司法修習生に提出

させた事前課題19を司法研修所教官が添削し

たうえ、司法研修所教官が実務修習地に出張

して起案の講評を行う方法による「導入的教

育」を行うこととなった。 

この「出張講義」は、民事弁護、刑事弁護

及び検察の各教官が各実務修習地に新６１期

の分野別実務修習期間全体で１回出張して、

各実務修習地で民事裁判修習中の修習生、刑

事裁判修習中の修習生、検察修習中の修習生

及び弁護修習中の修習生の全員を集めて、１

日で３科目について講義及び事前課題の講評

を行い、民事裁判及び刑事裁判の各教官は新

６１期の分野別実務修習期間全体で２回出張

して、民事及び刑事の裁判修習中の修習生を

集めて１日で２科目について講義及び導入起

案の講評を行うものである2021。 

しかし、この事前課題と出張講義の実質は

集合修習で修習生がどのような課題に取り組

むことになるかの予告編としての色合いも強

く、純粋な意味での実務修習を行うための導

入的教育とは言いがたい。 

 

２ 司法修習開始のために必要な導入的教

育 

（１） 法科大学院における実務導入教育 

最高裁の２００２年（平成１４年）９月の

                             
18 その経緯については、拙稿「新司法修習の現状と課題」法曹養成対策室室報第２号 
19 司法修習開始前の事前課題は、新６１期以前から行われている。 
20裁判教官は各実務修習地に２回出張するが、裁判教官の出張講義は、全修習生を対象とせず、裁判修習中の修習生に限っているから、修習生

が講義を受けられるのは１回のみということになる。 
21 このほかに、民裁、刑裁及び検察の各クール中に各担当教官の出張が予定されている。 

 
18 その経緯については、拙稿「新司法修習の現状と課題」法曹養成対策室室報第２号 

19 司法修習開始前の事前課題は、新６１期以前から行われている。 

20 裁判教官は各実務修習地に２回出張するが、裁判教官の出張講義は、全修習生を対象とせず、裁判修習中

の修習生に限っているから、修習生が講義を受けられるのは１回のみということになる。 

21 このほかに、民裁、刑裁及び検察の各クール中に各担当教官の出張が予定されている。 
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「新しい司法修習の内容等について」では、

前期修習は行わない予定であることが明らか

にされ、２００４年（平成１６年）７月の最

高裁修習委員会の取りまとめでは、「実務を意

識した法理論教育と法律実務教育への導入部

分を法科大学院が担当することにより、法理

論と実務との架橋が図られるべきである。」と

した上で、「現在の前期集合修習に相当する教

育は法科大学院に委ねること」が明確に示さ

れている22。 

しかしながら、法科大学院の実務基礎教育

は、今なお、まさに成熟途上であって、かな

り区々的に行われており、例えば、法科大学

院において訴状起案を全く経験していない者

は新６０期司法修習生のうち３８％を占め、

弁論要旨起案を全く経験していない者は６９

％にのぼっている23。 

法科大学院で起案について何ら経験のない

司法修習生を、従来そのままに個別指導担当

弁護士に配属したのでは、効果的な弁護実務

修習を実施できないことが懸念される。 

司法修習において求められるものが「汎用

性のある基礎力」であって、「各分野に特有の

専門的知識・技法や技術的・形式的事項につ

いては、むしろそれぞれの法曹資格取得後の

継続教育（ＯＪＴを含む。）に委ねることが望

まし」いとされることから24、訴状、弁論要

旨、起訴状または判決書の書式に従った文書

作成を経験することが法科大学院の実務導入

教育に必須のものとはいえないとしても、そ

のような文書を起案できるだけの法的分析能

力、事実認定能力及び表現能力は、実習修習

開始時までに修得しておくことが必須であろ

う。 

また、法科大学院の実務基礎教育が十分で

                             
22 最高裁修習委員会の取りまとめ５ページ 
23日弁連司法修習委員会が２００７年（平成１９年）８月に実施した「新６０期司法修習生に対する法科大学院教育と司法修習との連携につい

てのアンケート」結果 
24最高裁修習委員会の取りまとめ３ページ 

あると考えているのは新６０期司法修習生の

２１％に過ぎない。新６０期司法修習生の９

４％が司法研修所での導入修習が役に立った

と答え、実務的な起案の仕方を初めて学んだ

とする者が全体の６８％、争いのある事実の

証拠による認定を初めて学んだとする者が全

体の５０％を占め、実務修習で学べば十分で

あるとする者は３％、法科大学院で学んだこ

とと大きな相違はないと答えた者は２％に留

まっている25。 

このアンケート結果は、充実した実務導入

教育を実現できているのは未だ一部の法科大

学院に留まっており、法科大学院ごとの実務

導入教育には大きなバラツキがあることを物

語っていると評価せざるを得ないであろう。

すみやかに、全ての法科大学院が充実した実

務導入教育を実現していくことが期待される。 

法科大学院における実務導入教育の充実に

ついては本稿の目的を超えるが、司法研修所

には、法科大学院における実務導入教育の内

容について、教材の提供などを通じて、より

積極的な情報提供を行うことが、期待される。 

例えば、法科大学院に期待される実務導入

教育の内容について、例えば、「錯そうする証

拠関係を的確に評価して事実を認定する事実

認定能力」をどこまで求めるか、法科大学院

関係者と司法修習関係者が今まで以上に充実

した意見交換を行うことが必要であろう。 

日弁連も、法科大学院における実務導入教

育のミニマムスタンダードについて議論する

「実務家教員研究交流集会」を２００８年（平

成２０年）３月２２日に開催するなど、実務

導入教育の充実に向けた活動に取り組んでい

る。 

（２） 新司法試験の位置付け 

                             
25日弁連司法修習委員会が２００７年（平成１９年）８月に実施した「新６０期司法修習生に対する法科大学院教育と司法修習との連携につい

てのアンケート」結果 

 
22 最高裁修習委員会の取りまとめ５ページ 

23 日弁連司法修習委員会が２００７年（平成１９年）８月に実施した「新６０期司法修習生に対する法科大

学院教育と司法修習との連携についてのアンケート」結果 

24 最高裁修習委員会の取りまとめ３ページ 

25 日弁連司法修習委員会が２００７年（平成１９年）８月に実施した「新６０期司法修習生に対する法科大

学院教育と司法修習との連携についてのアンケート」結果 
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新司法試験は、法科大学院教育を踏まえた

ものとされている26が、そもそも、法科大学

院教育の成果の全てを試すものではなく、民

事・刑事の実務導入教育の成果は、厳格な成

績評価と修了認定により担保されるものであ

って、新司法試験では十分に担保されていな

い27。 

新司法試験の合格のために必要な法理論教

育を行うことは法科大学院の責務として自覚

されているものと思われるが、司法修習を円

滑に実施するために必要な実務導入教育もま

た法科大学院に期待される役割である。実務

導入教育を充実させる役割を司法試験に委ね

ることは決して相当ではないと考える28。 

（３） 法科大学院修了後司法修習開始まで

の期間の有効活用 

一部の法科大学院関係者からは、実務導入

教育が不十分である現状を意識して、「司法修

習を受け入れる側に迷惑を掛けないように、

法科大学院側が『製造物責任』を果たすべき

だ。」との意見が出され29、自校の修了生を対

象とするセミナーを実施する法科大学院が出

始めている。 

法科大学院の正規のカリキュラムのなかで

十分な実務導入教育が行えていない現状を踏

まえるのだとすれば、限られた法曹養成過程

全体の期間のなかで、法科大学院修了後司法

修習開始までの期間を有効に活用することも

有益であろう。 

（４） 修習開始前ガイダンス 

司法研修所では、新６１期の修習開始前の

者を対象に、司法修習開始前の時期に任意参

                             
26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条第１項 
27錯そうする証拠関係を的確に評価して事実を認定する事実認定能力は、現在の新司法試験では全く試されていない。 
28法科大学院関係者の一部からは、新司法試験の内容を実務能力を試すものに変更しなければ、法科大学院で充実した実務導入教育を行うこと

は困難であるとの意見が聞かれることがあるが、プロセスによる法曹養成の中核である法科大学院を司法試験受験予備校としてはならないこと

は、議論の大前提であろう。 
29早稲田大学大学院法務研究科教授の塚原英治弁護士が作成した２００７年８月１０日「研修所入所前になすべきこと（修了生のための夏休み

の過ごし方）」は、この考えに基づくものであり、日弁連実務家教員ネットワークに加入している実務家教員に広く提供されている。 

加のガイダンスを実施しており、１，８５１

名の合格者のうち約１，２００名が参加した。 

また、各地方裁判所においても、修習開始

前ガイダンスを実施しており、修習地によっ

ては、裁判所のみならず、検察庁及び弁護士

会とも合同で実施しているところがある。 

それらの内容は、法科大学院で学んだ法律

基本科目の復習の必要性や修習の心構えを説

くことを中心とするものである。 

修習開始前の時期であることから参加を強

制できないため、任意参加のガイダンスに留

まっているが、修習期間が短縮された中で、

司法修習開始前の貴重な期間を有益に活用す

るための一方策として評価できよう。 

実務庁会で行われるガイダンスについては、

任意参加ではあっても、可能な限り参加の機

会を与える工夫をすることや、裁判所のみな

らず検察庁及び弁護士会が連携して実施する

こと、全国的に内容を統一するなどして地域

による不均衡が生じないような工夫をするこ

となどが考えられる。 

（５） 実務導入教育の充実と修習指導担当

者との連携の強化 

法科大学院における実務基礎教育が成熟途

上にあり、全ての法科大学院において一定水

準以上の実務基礎教育が行われているとはい

えない現状において、実務修習を円滑に開始

するためには、司法修習の過程の中でなんら

かの実務導入教育による補完が必要であるこ

ともまた明らかである。 

新６１期における司法研修所教官の出張講

義は、従前の前期修習ないし新６０期の導入

 
26 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条第１項 

27 例えば、錯そうする証拠関係を的確に評価して事実を認定する事実認定能力、口頭による表現能力は、現

在の新司法試験では全く試されていない。 

28 法科大学院関係者の一部からは、新司法試験の内容を実務能力を試すものに変更しなければ、法科大学院

で充実した実務導入教育を行うことは困難であるとの意見が聞かれることがあるが、プロセスによる法曹養

成の中核である法科大学院を司法試験受験予備校としてはならないことは、議論の大前提であろう。 

29 早稲田大学大学院法務研究科教授の塚原英治弁護士が作成した２００７年８月１０日「研修所入所前にな

すべきこと（修了生のための夏休みの過ごし方）」は、この考えに基づくものであり、日弁連実務家教員ネッ

トワークに加入している実務家教員に塚原弁護士から提供されている。 
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修習に比べると実務導入教育として到底十分

なものとは言いがたい。しかし、いきなり実

務修習から司法修習が始まり、修習の最終段

階まで教官と修習生とが接する機会が全くな

い状態と比べると、全国で統一的に修習に対

する動機付けを示したり、教官が修習生の力

量を把握したり、地域別クラス編成を前提に

教官とクラスの修習生との懇親を図ったりす

ることができるという意義が認められる。 

第一東京弁護士会が配属された新６０期修

習生のうち５１人を対象に実施したアンケー

ト30では、新６１期の導入修習の廃止につい

て、導入修習があった方がよいとする者が８

６％であったのに対し、廃止して構わないと

する者は１２％であり、自由記入欄には、「事

実認定を法科大学院で全くやらなかったので、

危険だと思う。」「ぜひ続けた方がよい。」「受

け入れ先も修習生も苦労すると思う。」「導入

修習の廃止は無謀である。」などの記載が目立

っていた。 

司法研修所における新６０期同様の導入的

教育に対する要望は、司法修習生のみならず

実務庁会の修習指導担当者からも相当多く寄

せられているところであるが、新６２期以降

でこれを復活させることは司法研修所の収容

力などからして、事実上極めて困難であると

思われる。 

出張講義は教官の負担が極めて大きいもの

であるが、新６１期修習生に対する修習終了

後の評価をも斟酌して、導入的教育を充実し

ていくことが、強く期待される。 

 

３ 弁護士会が実施した冒頭修習 

法科大学院における実務導入教育が未成熟

である現状において、新６１期以降の導入修

習の廃止が提案されたことについて、日弁連

司法修習委員会は、極めて強い危機感を抱き、

                             
30 ２００７年（平成１９年）１２月１７日第一東京弁護士会司法修習委員会「新６０期修習生に対するアンケート」 

各弁護士会が効果的な弁護実務修習を行うた

めに、弁護実務修習の冒頭に合同修習として

必要最低限度の統一的な実務導入教育（以下

「冒頭修習」という。）を行うことを提唱し

た。 

そして、民事刑事の冒頭修習用教材を作成

し、２００７年１１月の新６１期の修習開始

に合わせて、全国の単位弁護士会に発送し、

同年１１月７日には、全国の指導担当者を対

象として、テレビ会議システムを利用した、

冒頭修習用教材の解説を行った。 

民事の冒頭修習用教材は、事案の概要に証

拠書類を添付した３２ページのプリント教材

で、中小企業において、取引先に対する売買

代金債務を連帯保証した役員に対してどのよ

うな法的手続を取るかを問い、訴状ないし保

全申立書の起案と関連する問題点を検討させ

るもの及び５０ページにわたる解説である。 

刑事の冒頭修習用教材は、司法研修所から

従前の前期修習において使用していた刑事手

続の概要を俯瞰するＤＶＤの提供を受けて６

２ページの解説を作成し、また、指導担当者

を被疑者役とする模擬接見用のシナリオ１９

ページ及び講評資料１７ページを作成し、さ

らに、否認事件の「弁護方針・証拠意見」の

作成、「弁論要旨起案」さらには「事例研究」

に活用できる白表紙教材（記録８分冊合計１

３０ページ、講評資料４分冊合計９４ページ）

である。 

日弁連司法修習委員会が、２００７年（平

成１９年）１２月に委員を通じて行った調査

によると、冒頭修習の必要性は多くの弁護士

会に認められ、新６１期を受け入れた弁護士

会のうち９０％が冒頭修習を実施しまたは実

施予定であると回答し、日弁連が作成した教

材は冒頭修習を実施する会の８８％において

活用された。 

 
30 ２００７年（平成１９年）１２月１７日第一東京弁護士会司法修習委員会「新６０期修習生に対するアン

ケート」 
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各弁護士会からは、法科大学院の実務教育

の充実を求める声、導入修習の復活を含む司

法研修所の積極的な関与を期待する声、今後

の継続的な教材提供を求める声が寄せられた。 

４ 今後の実務導入教育 

実務導入教育は、本来的には法科大学院に

よって行われるべきものであって、そのバラ

ツキを補完することが司法修習の過程におけ

る実務導入教育の目的である以上、全国で均

一的な内容の教育を行うことが期待されるの

であって、全国の弁護士会それぞれが一手に

これを引き受けることには限界があると言わ

ざるを得ない。 

新６２期においても、司法研修所教官によ

る出張講義も、日弁連による冒頭修習の提案

も行われる予定であるが、充実した実務導入

教育を目指して、司法研修所教官と日弁連教

材作成担当者との連携を図ることが検討され

るべきであろう。また、司法研修所教官と弁

護士会の指導担当者の連携、日弁連教材作成

担当者と弁護士会の指導担当者との連携をそ

れぞれ強化して、可能な限り全国で均一的な

実務導入教育が実施できるように工夫を凝ら

すことが必要であろう31。 

他方、今後の法科大学院における実務導入

的教育をどのように行っていくかは、法科大

学院と司法修習の連携を如何に図っていくか

という、法科大学院を中核とする新しい法曹

養成制度の試金石とも言うべき重要な課題で

ある。従来、法曹養成教育の唯一の機関であ

った司法研修所に蓄積されている教材や指導

                             
31分野別検察実務修習では、新６１期においても、各クールごとにその冒頭の１週間程度を、導入教育プログラムにあてて、講義、演習、模擬

取調べ等を実施している。 

のノウハウを、どのように法科大学院に提供

していくことができるか、司法修習関係者と

法科大学院関係者によるすみやかな検討が期

待される。 

 

Ⅵ その他の課題 

１ 現行・新の配属庁会と地域別クラス編

成 

（１） 現行・新の配属庁会 

２００７年（平成１９年）４月採用の現行

６１期５７１名は、東京、千葉、水戸、甲府、

大阪、大津、岐阜、富山、岡山、大分、福島、

函館、松山の１３の実務修習地に配属され、

同年１１月から実施の新６１期の修習生は１，

８１２名がその余の実務修習地に東京と大阪

を加えた３９の実務修習地で修習を開始して

いる。 

２００８年（平成２０年）４月１４日から

実施の現行６２期は２６３名の予定であり、

東京、大阪、岐阜、大分、福島、函館の６の

実務修習地に配属される。 

同年１１月から実施の新６２期の修習生

（２，１００人～２，５００人）については

その余の実務修習地に東京と大阪を加えた４

６の実務修習地に配属される予定である。 

（２） 地域別クラス編成 

新６０期より実施されている地域別クラス

編成は、これまでクラスと実務修習地の両方

で人的つながりがあったものが、１つになっ

てしまうというデメリットはあるものの、期

 
31 例えば、新６１期で行った出張講義を発展させて、全国一律で、分野別実務修習の冒頭の数週間または各

クールの冒頭の１週間程度の期間で、クラスごとまたはブロック（高裁所在地）ごとに修習生を１か所に集

めて、司法研修所教官による導入的教育を行うことは、教官の負担を軽減しつつ導入的教育を充実させるこ

とにならないであろうか。 

 ２年修習の当時、ブロックごとに教官により行われていた夏期合同研修が参考となろう。 

 また、新６１期で行った出張講義とは別個に、全国一律で、分野別実務修習の各クールごとに、その冒頭

の１週間程度を、各実務庁会における各指導担当者による導入的教育（近隣の庁会が共同で行うことも考え

られる。）に充てることとし、そのカリキュラム、教材及び指導マニュアルは司法研修所の各教官室が作成し

た全国共通のものを用いることとすることも検討されてよいのではなかろうか。 

 新６１期においても、検察実務修習では、各クールごとにその冒頭の１週間程度を、実務研修地における

導入教育プログラムに充てて、講義、演習、模擬取調べ等を実施していること、弁護実務修習では、不十分

なものながら弁護士会による冒頭修習が提唱されていることが参考となる。 
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間が短縮される中でより密接な人間関係を築

くことができ、実務庁会の指導官と司法研修

所の教官との連携が取りやすくなるというメ

リットが認められることも確かである。 

特に新６１期以降では、司法研修所教官に

よる出張講義が行われることから、可能な限

り近接した地域でクラスを編成することは必

須の条件となる32。 

この新６１期以降のクラス編成については、

可能な限り同一地域を同一クラスとすること

で限られた期間での限られた人間関係を可能

な限り濃密にすることを指向するか、それと

も、たすき掛けの２班編成という制限のなか

でも、新６０期と同様に少なくとも２地域以

上の修習生でクラスを編成することとして、

同クラスでの修習地の多様性を維持するのか、

極めて難しい判断を迫られることになろう33。 

なお、さらに修習生相互間の人間関係を親

密にする工夫として、修習生の人数が多い実

務修習地では、分野別実務修習における４分

野の修習順序の班分けについて、可能な限り

研修所のクラスと揃えることが考えられる34。 

新司法修習においては、期間の短縮により、

同期同クラスの修習生相互の連帯感、クラス

担任教官との人格的なつながり、同期同修習

地の修習生の連帯感、各分野別実務修習にお

                             
32新６０期９９１名が１４クラス編成だったのに対し、新６１期１８１２名は、１１７３名がＢ班１６クラスで、１組名古屋・福井、２組札幌・

旭川・釧路、３組札幌・青森・仙台、４組横浜・盛岡・高知、５組横浜・山形・秋田、６組宇都宮・前橋・長野、７組横浜・新潟・那覇、８組

静岡・名古屋・津、９組京都・名古屋・金沢、１０組京都・奈良・和歌山、１１組京都・神戸、１２組神戸・高松・徳島、１３組広島・鳥取・

松江、１４組広島・福岡・山口、１５組福岡・佐賀・長崎、１６組鹿児島・宮崎・熊本、６３９名がＡ班９クラスで、１７組～２１組までが東

京、２２組さいたま、２３組から２５組が大阪の各修習地の修習生による合計２５クラス編成となっている。 
33 従来のクラス編成は、年齢、性別、出身大学、実務修習地など様々要素を考慮してクラスごとの偏りを少なくするように配慮して行われて

きたため、全クラスで教官の合議によって統一された教育が行われることにより、同期の修習生はクラスが違ってもほぼ同質で均一性があると

考えられてきた。これに対し、地域別クラス編成は、クラスごとに出身法科大学院に偏りが生じる可能性があり、このことと法科大学院ごとの

教育内容のバラツキとが相まって、同期の修習生でもクラスや修習地ごとに個性が異なる傾向が生じてくることも考えられる。 
34 例えば、東京には新修習の完成時の概数で３２０名の修習生が配属される。分野別実務修習では、８０名ずつが１班となって民事裁判、刑事

裁判、検察、弁護に分かれて修習を行うから、同じ実務修習地であっても、班の異なる２４０名とは顔を合わせる機会はほとんどない。そこで、

同じクラスの修習生は実務修習でも同じ班に配置することが考えられる。この８０人という班の単位であっても、全員が親密になることは困難

かもしれない。東京では、さらに、弁護実務修習中は、３つの弁護士会に分かれて修習することにも留意が必要である。 

ける指導担当者との結びつきは、従来よりも

必然的に弱まらざるを得ない。これによる法

曹三者の一体感、法曹三者相互の信頼感への

影響が懸念されるところである。 

上記のようなクラス編成に関する工夫の成

果は、新６１期の修習修了以降に明らかとな

ってくると思われる。十分な検証が必要であ

ろう。 

（３） 教官の負担 

現在は、現行修習と新修習の併存期間であ

り、さらに６１期以降の新修習がＡＢ２班に

分かれて実施されることから、司法研修所で

は、教官の負担が極めて増大している。 

すなわち、新修習と現行修習の両方に対応

しなければならないだけでなく、新６１期以

降は、同じ新６１期の修習生のための集合修

習用教材について、各教官室はＡ班用とＢ班

用の２つを作成する必要に迫られている。 

司法研修所の各教官室には、教材や教育方

法などで法科大学院への情報提供の役割も期

待されているところであり、教官の負担軽減

のため十分な措置を取ることが必要である35。 

 

２ 司法研修所の管理運営 

最高裁判所に司法修習委員会が設置された

経緯と意義については、昨年の拙稿の繰り返

                             
35最高裁修習委員会の取りまとめ 19 ページも「弁護士事務所を維持しつつ教官の業務を行う弁護教官については，教官に就任しやすい環境の整

備を検討することが必要である。」としているが、今後とも継続的な取り組みが必要であろう。 

 
32 新６０期９９１名が１４クラス編成だったのに対し、新６１期１，８１２名は、１，１７３名がＢ班１６

クラスで、１組名古屋・福井、２組札幌・旭川・釧路、３組札幌・青森・仙台、４組横浜・盛岡・高知、５

組横浜・山形・秋田、６組宇都宮・前橋・長野、７組横浜・新潟・那覇、８組静岡・名古屋・津、９組京都・

名古屋・金沢、１０組京都・奈良・和歌山、１１組京都・神戸、１２組神戸・高松・徳島、１３組広島・鳥

取・松江、１４組広島・福岡・山口、１５組福岡・佐賀・長崎、１６組鹿児島・宮崎・熊本、６３９名がＡ

班９クラスで、１７組～２１組までが東京、２２組さいたま、２３組から２５組が大阪の各修習地の修習生

による合計２５クラス編成となっている。 

33 従来のクラス編成は、年齢、性別、出身大学、実務修習地など様々要素を考慮してクラスごとの偏りを少

なくするように配慮して行われてきたため、全クラスで教官の合議によって統一された教育が行われること

により、同期の修習生はクラスが違ってもほぼ同質で均一性があると考えられてきた。これに対し、地域別

クラス編成は、クラスごとに出身法科大学院に偏りが生じる可能性があり、このことと法科大学院ごとの教

育内容のバラツキとが相まって、同期の修習生でもクラスや修習地ごとに個性が異なる傾向が生じてくるこ

とも考えられる。 

34 例えば、東京には新修習の完成時の概数で４００名以上の修習生が配属される。分野別実務修習では、１

００名ずつが１班となって民事裁判、刑事裁判、検察、弁護に分かれて修習を行うから、同じ実務修習地で

あっても、班の異なる３００名とは顔を合わせる機会はほとんどない。そこで、同じクラスの修習生は実務

修習でも同じ班に配置することが考えられる。この１００人という班の単位であっても、全員が親密になる

ことは困難かもしれない。東京では、さらに、弁護実務修習中は、３つの弁護士会に分かれて修習すること

にも留意が必要である。 
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しを避けるが、１年に２回とされる同委員会

の定期開催は確保すべきである。 

また、幹事会を含めて十分な討議の時間が

確保されるような運営上の配慮もなされるべ

きであろう36。 

 

３ 成績評価の変更と二回試験における追

試廃止の影響 

従来は、１科目のみ合格点に達しなかった

修習生は合格留保者とされ、この者を対象に

当該科目について「追試」が行われていたが、

６０期以降では、この追試は廃止され、１科

目でも不合格点があった者は「不合格」とさ

れることとなった37。 

また、修習の成績及び二回試験の成績は、

それぞれ希望者に対する開示が進められてい

るところであるが38、実務修習及び集合修習

の成績評価については、期間の短縮と相まっ

てこれまで以上に評価に困難が伴うことが予

想され39、その目的と果たすべき機能が問わ

れるところである40。 

今後、これらの取扱いの変更による影響を

検証していくことが必要となろう。 

 

                             
36 第 12 回司法修習委員会で、新６０期及び新６１期の修習内容についての詳細な報告がなされたことは高い評価に値するが、ここ数回の委員

会及び幹事会は、時間不足のために消化不良のままに終了しているきらいがある。 
37現行修習の修習生は８月に二回試験を受験するが、不合格となったときは、１１月に実施される新修習の二回試験を受験できる。新修習の修

習生は１１月に実施される二回試験に不合格となれば、翌年８月の現行修習の二回試験を受験できる。 
38 成績開示の目的には評価の客観性を担保することなどが考えられる。教育的効果を重視するのであれば、各分野が終了するたびにすべての修

習生に成績評価を開示して、その修習生自身にその後の修習や継続的研修の参考にしてもらうことも検討されるべきことになる。 
39 特に分野別実務修習の指導担当者は、評価の観点についての客観的な水準の把握と、成績評価が修了時の合否判定に与える影響の判断に苦

慮してきたと言えるであろう。 
40司法修習生考試委員会は、修習成績と考試の結果によって、合格、不合格を定めるものとされている（司法修習生に関する規則１３条、１６

条）。しかし、合否の判断において修習の成績がどの程度斟酌されているのかは、これまで明らかにされておらず、２００６年（平成１８年）

１１月９日開催の第１１回最高裁司法修習委員会で、継続して検討されることとなった。 

Ⅶ おわりに 

２００７年（平成１９年）８月１７日に二

回試験を終えた現行６０期修習生は、１，４

６８名のうち１，３９７名が合格し、７１名

が不合格となった（不合格率は４．８％）。

同年１１月２６日に考試を終えた新６０期修

習生41は、１，０５５名のうち９７９名が合

格し、７６名が不合格となった（合格できな

かった者の率は過去最高の５９期と並ぶ７．

２％）。ただし、このうち新司法修習を経た

者は９８６名であり、そのうち９２７名が合

格し、不合格となった者は５９名である（新

修習を経た者の不合格率は６．０％）。 

５９期修習生は、１，４９３人のうち１，

３８６名が合格し、９７名が合格留保、１０

名が不合格となり、合格できなかった者の合

計は１０７名（７．２％）であった。 

合格できなかった者の人数は、５７期の４

６名（３．９％）、５８期の３１名（２．６％）

から次第に増加している。 

この問題をどのように捉えるか、種々の要

因が影響していることが考えられ、軽々に結

論を出すことは躊躇されるところである。 

しかし、いずれにせよ、法科大学院を中核

とする新しい法曹養成制度が充実していくこ

                             
41ここにいう新６０期修習生には、現行６０期修習生のうち二回試験で不合格となり、願い出により罷免され再度修習生として採用された者な

どを含む。 

 
35 最高裁修習委員会の取りまとめ１９ページも「弁護士事務所を維持しつつ教官の業務を行う弁護教官につ

いては、教官に就任しやすい環境の整備を検討することが必要である。」としているが、今後とも継続的な取

り組みが必要であろう。 

36 第１２回最高裁修習委員会で、新６０期及び新６１期の修習内容についての詳細な報告がなされたことは

高い評価に値するが、ここ数回の委員会及び幹事会の議論は、時間不足のために消化不良のままに終了して

いるきらいがある。 

37 現行修習の修習生は８月に二回試験を受験するが、不合格となったときは、１１月に実施される新修習の

二回試験を受験できる。新修習の修習生は１１月に実施される二回試験に不合格となれば、翌年８月の現行

修習の二回試験を受験できる。 

38 成績開示の目的には評価の客観性を担保することなどが考えられる。成績開示の目的として教育的効果を

重視するのであれば、各分野が終了するたびにすべての修習生に成績評価を開示して、その修習生自身にそ

の後の修習や継続的研修の参考にしてもらうことも検討されるべきことになる。 

39 特に分野別実務修習の指導担当者は、評価の観点についての客観的な水準の把握と、成績評価が修了時の

合否判定に与える影響の判断に苦慮してきたと言えるであろう。 

40 司法修習生考試委員会は、修習成績と二回試験の結果によって、合格、不合格を定めるものとされている

（司法修習生に関する規則１３条、１６条）。しかし、合否の判断において修習の成績がどの程度斟酌され

ているのかは、これまで明らかにされておらず、２００６年（平成１８年）１１月９日開催の第１１回最高

裁修習委員会で、継続して検討されることとなった。 

41 ここにいう新６０期修習生には、現行６０期修習生のうち二回試験で不合格となり、願い出により罷免さ

れ再度修習生として採用された者などを含む。 
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とにより、法曹となる者、すなわち司法修習

修了者の質の維持とさらなる向上が実現し、

このような問題が経過時期における一時的な

ものとなることを願ってやまない。 

繰り返しになるが、新司法修習は、プロセ

スによる新しい法曹養成制度の一環として位

置付けられるものであり、法科大学院におけ

る教育及び法曹資格取得後の継続教育（ＯＪ

Ｔを含む。）との有機的な連携と役割分担を図

ることが不可欠であるとされている。 

法科大学院教育と司法修習の連携はまだ始

まったばかりであり、継続教育との連携は今

後の検討に委ねられる部分が少なくないが、

プロセスによる法曹養成制度全体をよりよい

ものとするため、関係者が手を携え、知恵を

出し合い、力を合わせて取り組んでいく体制

をつくっていくため、ご理解とご支援を切に

お願い申し上げたい。 

以上 

 




