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として制度的に実現できているとまでは言え
ないこと、そしてこのことは、法科大学院の
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現状をどう評価すべきか。

現状が、法科大学院の本質的かつ重要な要素

新しい法曹養成制度は多様な利害関係人の

において制度設計時の想定と大きな隔たりが

上に成り立っており、その評価は立場によっ

あることを意味していることは、率直に認め

て異なるが、法曹養成制度が国家作用の一翼
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である司法の担い手を養成する制度である以

他方で、全ての法科大学院において、教育

上、その立場の違いを超えて、制度をよりよ

内容と教育方法の双方において従来の大学法
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講されて法曹倫理を含む実務教育が必修科目
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量を大幅に拡大する」という目的を果たすた

果を上げているところも少なくない。そのよ
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「 法曹養成に特化した実践的

うな成果は、新しい法曹養成制度を経て、司
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「 その課程を修了した者のうち相当程

法試験に合格し、司法修習を経た新しい法曹

度（例えば約７～８割）の者が新司法試験に

と接していても、如実に感じるところである

合格できるような充実した教育」が、一定数
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の法科大学院で実現できているとしても、ほ

司法修習生の指導担当幹事長を務め、新６１

とんどの法科大学院のほとんどの学生を対象

期では分野別実務修習での個別指導担当弁護
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。執筆者は、第一東京弁護士会で新６０期

その切り口として、まず、法曹養成制度の利用者（法科大学院生、司法試験受験者及び司法修習生など）
と法曹養成制度の提供者（法科大学院を運営する学校法人、研究者教員及び実務家教員、法科大学院の監督
官庁である文部科学省、認証評価機関、司法試験を運営する法務省、司法修習を運営する法曹三者及び司法
研修所など）がある。
また、制度の提供者の中でも、法曹養成制度の成果である新しい法曹を供給する法曹養成制度の供給者側
（法科大学院を運営する学校法人、研究者教員及び実務家教員、文部科学省、認証評価機関）と、その法曹
を雇用するなどして受け入れることになる需要者側（裁判所、検察庁、個々の法律事務所、民間企業、官公
庁、即時独立弁護士を含めて弁護士を受け入れている弁護士会）がある。需要者側は実務家教員及び司法修
習などにおいて相当程度において供給者の役割をも果たしており、それが後進の指導を自ら行うプロフェッ
ションの本質であると言われるが、これに対し、研究者の位置づけが問題となる。
さらには、司法制度の供給者である法曹三者と司法制度を利用する国民（市民、民間企業等各種団体を含
む）があり、新しい法曹養成制度の成否は、最終的には、国民の評価に委ねられることになる。
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1 関係者全体に対し、その情報を発信し、理解を求めていくことも必要であろう。
その切り口として、まず、法曹養成制度の
利用者（法科大学院生、司法試験受験者及び
司法修習生など）
と法曹養成制度の提供者（法
び実務家教員、法科大学院の監督官庁である
文部科学省、認証評価機関、司法試験を運営
3科大学院を運営する学校法人、研究者教員及
最高裁事務総局「最近の司法修習生の状況について」
（平成２０年５月２３日）は、司法修習生に直接接す
する法務省、司法修習を運営する法曹三者及
び司法研修所など）がある。
また、制度の提供者の中でも、法曹養成制
度の成果である新しい法曹を供給する法曹養
成制度の供給者側（法科大学院を運営する学
校法人、研究者教員及び実務家教員、文部科
3
学省、認証評価機関）と、その法曹を雇用す
るなどして受け入れることになる需要者側
（裁判所、検察庁、個々の法律事務所、民間
企業、官公庁、即時独立弁護士を含めて弁護
最高裁事務総局「最近の司法修習生の状況
士を受け入れている弁護士会）がある。需要
について」
20 年
5 月 23 日）は、司法修
者側は実務家教員及び司法修習などにおいて
習生に直接接する教官や指導官の感想等には
る教官や指導官の感想等には「新第６０期を含め、最近の司法修習生は、きちんと指導訓練をすれば一定の
相当程度において供給者の役割をも果たして
「新第
60 （平成
期を含め、
最近の司法修習生は、
き
おり、それが後進の指導を自ら行うプロフェ
ッションの本質であると言われるが、これに
という意味において、従来の司法修習を経た
対し、研究者の位置づけが問題となる。
者と比べても、決して遜色はない。
」「大多数
4ちんと指導訓練をすれば一定の成果が現れる
さらには、司法制度の供給者である法曹三
の司法修習生は、自分たちのころと同様に、
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士を務めたが、多様なバックグラウンドを有

ことは否めない。極めて限定された個人的な

する社会人経験者の存在、先端展開科目など

経験のみに基づいて、新しい法曹養成制度の

多様な法分野についての理解、口頭での積極

全般に敷衍した批評を行うことは、適切さを

的な表現能力などは、法科大学院を経た司法

欠く。

修習生にみられる特長として強調したい。

また、いまなお、一部の実務家によって、

現在のところ各法科大学院には、個別的に

新しい法曹養成制度に対する理解の不十分さ

見ると成果を上げているところと、そうとは

に基づく根拠のない批判が行われている場合

言えないところがある。さらに各法科大学院

があることも否めない 6。新しい法曹養成制度

の教員や修了生を見ても、期待される水準以

に対する理解の浸透に十分に意を払うべきな

上の教育を行っている教員とその水準に達し

のは、ひとえに法科大学院に課せられた役割

ていない教員がおり、期待される水準以上の

ではない。弁護士会には今後も新しい法曹養

修了生が多数輩出されている一方で期待され

成制度の定着に向けた努力を続けていく必要

る水準に到達していない修了者が輩出されて

がある。

いる。これを、特定の法科大学院における特

さらには、根拠に基づく合理的な内容のも

定の教員の問題と切り捨てるのではなく、制

のではあっても、日々改善に向けた努力を重

度的に改善を必要とする問題として受け止め

ねている法科大学院関係者への配慮を欠く批
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る必要があるのではなかろうか 。

判は、制度の改善に結びつかない場合がある

目を見張るべき成果を上げている法科大学

であろう。しかし、法曹三者による法科大学

院は決して少なくないにもかかわらず、法科

院に関する発言 7は、新しい法曹養成制度の理

大学院が７４校定員約５８００人の総体とし

念を実現し、その根幹を維持し、発展させる

て必ずしも上手くいっていないことから、全

べく、慎重かつ周到な配慮のもとに行われて

ての法科大学院が十把一絡げに同様の批判に

いるように感じられる。他方、法科大学院関

さらされているという意味では、個々の法科

係者からの反発の中には「日弁連は法曹人口

大学院によっては、自校には当てはまらない

の増加に反対している。」など事実に反する不

不合理な批判を受けているという印象がある

用意なものもある 8のではなかろうか。
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中教審法科大学院特別委員会報告「法科大学院教育の質の向上のための改善方策について」
（平成２１年４
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分野についての学識など優れた点も見られるとしているが、同感である。司法修習の現場や新規登録弁護士
の採用の現場において、多くの弁護士が如実に感じているところであろう。
5
もっとも、この点について、全ての法科大学院における全ての教員による全ての講義が、法曹を養成する
に十分な一定以上の水準に達していなくても構わない、法科大学院制度はそのような制度である、という見
解も、法科大学院志願者への十分な情報開示を前提とすれば、許容される余地がある。しかし、それは、法
科大学院が新しい法曹養成制度の中核として設置された専門職大学院であることを自己否定することにはな
らないだろうか。
6
例えば、旧司法試験の合格者数の増加に伴う問題についても法科大学院にその原因があるかの如き論評
がなされることすらある。
7
例えば、「法科大学院協会，文部科学省及び法曹三者による協議会」議事録（第１回協議会 平成１９年
５月２５日、第２回協議会 平成２０年１０月２０日）
最高裁事務総局による「最近の司法修習生の状況について」
（平成２０年５月２３日）及び「新第６０期
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5 告）
数の増加」は、意識的かつ明確に区別されな
ければならない。既存の弁護士の利害にとっ
て影響が大きいのは法曹人口の増加であると
ころ、
日弁連は
（以
もっとも、この点について、全ての法科大
下「改革審意見」という。
）が示した５万人規
学院における全ての教員による全ての講義が、
模の法曹人口（裁判官・検察官・弁護士）を
法曹を養成するに十分な一定以上の水準に達
目指し，毎年着実に法曹人口を増加させてい
していなくても構わない、法科大学院制度は
くべきである。
」と提言しているのであって
そのような制度である、という見解も、法科
（平成２１年３月１８日当面の法曹人口のあ
大学院志願者への十分な情報開示を前提とす
り方に関する提言）
、
現在の法曹人口約３万人
れば、許容される余地がある。しかし、それ
からすると大幅な増加を容認している。司法
は、法科大学院が新しい法曹養成制度の中核
月１８日）、
「平成２１年度以降の行政評価等テーマ案に関する意見」
（平成２１年３月６日）、
「新しい法曹
試験合格者数はあくまで法曹人口を増加させ
として設置された専門職大学院であることを
るための手段である。
自己否定することにはならないだろうか。
養成制度の改善方策に関する提言（平成２１年１月１６日）等
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制度の改善、定着には一定の時間を必要と

減少しつつあるもの、なお毎年１０００人以

することも確かである。しかし、抜本的な改

上の社会人が法科大学院に入学している。平

善が必要であるとする状況において、制度が

成１８年から２１年の新司法試験受験者のう

始まって間もないことが、改善に直ちに着手

ち合計４９６８人が非法学部の出身であり、

することへの躊躇を正当化する理由に用いら

３回の司法試験で非法学部出身者のうち１４

れることはあってはならない。法科大学院に

０１名が合格している。新しい法曹養成制度

は国家作用の一翼である司法を担う法曹実務

は、制度創設当時の熱気が過ぎ去った今もな

家を育てるという役割が与えられているとい

お、従前の法曹養成制度と比べて、圧倒的に

うことからすると、その改善は待ったなしで

多くの社会人経験者、他学部出身者を法曹に

ある。

誘引しているとみるべきである。また、後述
するとおり、司法試験合格率は決して低迷し

２

新しい法曹養成制度の理念は正しかっ
たのか。

ているとみるべきではない。
新しい法曹養成制度の現状に少なくない問

改革審意見書に謳われた新しい法曹養成制

題があるとしても、その問題は、新しい法曹

度の理念は、現時点においては、様々な要因

養成制度の理念を実現する方向で改善がなさ

に阻害され十分に実現できておらず、現在、

れるべきである。それによって、現在の多く

抜本的な改善の真っ最中である。そこで、新

の問題は解消されることが十分に期待できる

しい法曹養成制度の理念そのものに誤りがあ

からである。もちろん、新しい法曹養成制度

ったのか否かを検証することは現時点では不

の理念についても、既に修正を図るべき事項

可能である。

があるか否か、また、改革審意見書において

それでは、実現不可能ないし困難な制度を

はその後の検討に委ねられている部分につい

設計したという意味において、理念と制度設

て、検討していくことは必要であり、本稿で

計そのものが誤りであったのかというと、新

も可能な限り言及したい。

しい法曹養成制度が始まってまだ６年、新し

Ⅱ

法科大学院の喫緊の課題

曹養成制度の改善方策は急ピッチで進んでお

１

志願者数の減少

り、その成果をみることなく、現時点でその

（１）各法科大学院の志願者の合計数（延べ

い法曹養成制度による法曹はまだ２期しか社
会に出ていない段階である。一方、新しい法

ように論ずることはできないと考える。
さらに、新しい法曹養成制度に対しては、

数）は、
【別表１】のとおり、開設年度であ
る平成１６年以降大幅に減少し、現在も漸

誤解に基づく批判が少なくない。
【別表 1】
「法

減傾向にある 9。

科大学院入学者選抜実施状況」及び【別表 2】

また、以下の【図１】のとおり、法科大学

「新司法試験実施状況」からも明らかなとお

院志願者が必ず受験することを求められてい

り、法科大学院入学者に占める社会人割合は

る法科大学院の適性試験の志願者数も同様に

8

「法曹人口の増加」と「司法試験の合格者数の増加」は、意識的かつ明確に区別されなければならない。既
存の弁護士の利害にとって影響が大きいのは法曹人口の増加であるところ、日弁連は「司法制度改革審議会意
見（以下「改革審意見」という。）が示した５万人規模の法曹人口（裁判官・検察官・弁護士）を目指し，毎
年着実に法曹人口を増加させていくべきである。」と提言しているのであって（平成２１年３月１８日当面の
法曹人口のあり方に関する提言）、現在の法曹人口約３万人からすると大幅な増加を容認している。司法試験
合格者数はあくまで法曹人口を増加させるための手段である。
9
各年度とも各法科大学院の志願者数合計が、適性試験志願者数合計を下回っているのは、両数字がいずれも
9
各年度とも各法科大学院の志願者数合計が、
適性試験志願者数合計を下回っているのは、
両数字がいずれも延べ数だからである。
延べ数だからである。

4

減少傾向にある 1011。

ると思われ、このことについては、分析の必
要がある。

【図１】法科大学院適性試験

志願者数推移 12

そして、このことは、直接的には法科大学
院の魅力の低下 13、そして、法曹の魅力の低
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（大学入試センター及び法務研究財団発表資料より）

とっても影響が大きく、極めて憂慮すべき問
題である。
（２）学生の進路選択にあたっては、コスト、

法科大学院設立当初は、社会人などで新し

リスク、リターンの３要素が考慮されると

い法曹養成制度であれば法曹になる途が開か

考えられる。旧司法試験時代、法曹となる

れると考えた多数の者が法科大学院を志願し

道は、高コスト（平均受験回数５～６回、

た。制度の創設前から法科大学院を待望して

司法試験予備校の授業料負担あり）で高リ

いた者の入学は減少をたどるから、設立当初

スク（２～３％の合格率）だが、それに見

の数年においては、制度の定着に伴って、社

合った高リターン（収入のほか、仕事のや

会人志願者が一定の数にまで減少していくこ

りがい、社会的評価などを含む）の職業と

とはむしろ当然である。

して位置づけられていたと言えるであろう。

しかし、制度創設後６年が経過してもなお

しかし、現在はどうだろうか 14。

志願者全体数の減少が止まらないことからす

法科大学院のコストは、時間的に学部卒業

ると、制度創設当初の法科大学院待望者によ

後最短でも２年間に司法試験受験期間がプラ

る一時的な要因を除外して、制度が定着した

スされ 15 、学費負担は年間７０万円から１５

時点においてなお、志願者数が減少しつつあ

０万円程度であり、在学中の就業は困難であ

10

法科大学院の志願者の絶対数の算定は極めて困難であるが、大学入試センターは平成２２年を最後に適性
試験の実施を取りやめ、法科大学院協会、日弁連法務研究財団及び社団法人商事法務研究会の三者による「適
性試験管理委員会（仮称）」による実施に一本化される予定であることから、平成２３年以降は適性試験の志
願者数が、法科大学院の志願者の絶対数とほぼ一致すると見てよいことになる。
11 「適性試験の志願者数合計は、旧司法試験の出願者数をも下回っている。」と指摘されることがあるが、各
人が法科大学院を志願する回数は１年度限りであるのに対して、旧司法試験は多くの者が複数回受験してい
たことから、単純比較は不適当である。
12 ２団体合計数は、両者の単純合計による延べ数である。
13 ただし、新司法試験で高い成果を上げている法科大学院を含む全ての法科大学院で同様に志願者数が減少
しているとは限らない。志願者数の推移は、総体としての法科大学院についてみるほか、個別の法科大学院
ごとに見る必要がある。
14 木下富夫「法曹養成メカニズムの問題点について－経済学的観点から」
（日本労働研究雑誌２０１０年１月
号 No.５９４）は、同様の問題意識で経済学的観点から詳細な分析を行っている。新しい法曹養成制度の今後
のあり方を検討する上で極めて有益であり、必読である。
15 新司法試験合格者の平均年齢は、平成１８年が２８．８７歳、平成１９年が２９．２０歳、平成２０年が
13
２８．９８歳、平成２１年は２８．８４歳である。社会人経験者の割合が多いことは平均年齢を押し上げる
ただし、新司法試験で高い成果を上げてい
る法科大学院を含む全ての法科大学院で同様
に志願者数が減少しているとは限らない。志
10
14
願者数の推移は、総体としての法科大学院に
ついてみるほか、個別の法科大学院ごとに見
る必要がある。
法科大学院の志願者の絶対数の算定は極
木下富夫「法曹養成メカニズムの問題点に
めて困難であるが、大学入試センターは平成
ついて－経済学的観点から」
（ 日本労働研究雑
２２年を最後に適性試験の実施を取りやめ、
誌
2010 年 1 月号 No.594）は、同様の問題意
15
法科大学院協会、日弁連法務研究財団及び社
識で経済学的観点から詳細な分析を行ってい
団法人商事法務研究会の三者による「適性試
る。新しい法曹養成制度の今後のあり方を検
方向に働くであろう。これに対し、旧司法試験合格者の平均年齢は、１５００人となった平成１６年が２８．
験管理委員会
（仮称）
」
による実施に一本化さ
討する上で、必読である。
れる予定であることから、平成２３年以降は
11
新司法試験合格者の平均年齢は、平成１８
適性試験の志願者数が、法科大学院の志願者
年が２８．８７歳、平成１９年が２９．２０
の絶対数とほぼ一致すると見てよいことにな
歳、平成２０年が２８．９８歳、平成２１年
る。
は２８．８４歳である。社会人経験者の割合
「適性試験の出願者数合計は、旧司法試験
が多いことは平均年齢を押し上げる方向に働
の出願者数をも下回っている。
」
と指摘される
くであろう。これに対し、旧司法試験合格者
ことがあるが、各人が法科大学院を志願する
の平均年齢は、１５００人となった平成１６
12
回数は１年度限りであるのに対して、旧司法
年が２８．９５歳、平成１７年が２９．０３
試験は多くの者が複数回受験していたことか
歳、平成１８年が２９．３３歳、平成１９年
ら、単純比較は不適当である。
が２９．９２歳、平成２０年が２９．７５歳、
９５歳、平成１７年が２９．０３歳、平成１８年が２９．３３歳、平成１９年が２９．９２歳、平成２０年
平成２１年が２９．４８歳であり、大きく異
２団体合計数は、両者の単純合計による延
ならない。
べ数である。
が２９．７５歳、平成２１年が２９．４８歳であり、大きく異ならない。
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る 16 。平成２３年１１月からは司法修習の給

することも十分に考えられた 18 。また、一部

費制も廃止されることになるから、コストは

の法科大学院では、現に修了者の７～８割が

相対的にみて従前よりも高まったと言わざる

司法試験に合格できており、このような充実

を得ないであろう。

した教育と厳格な成績評価及び修了認定が行

新しい法曹養成制度のリスクとしては、改

われていることが伺える。ところが、多くの

革審意見書において「その課程を修了した者

法科大学院では、
「その後の伸びしろ」にも期

のうち相当程度（例えば約７～８割）の者が

待して、多数の学生を修了させてしまったと

新司法試験に合格できるよう、充実した教育

いうのが実情ではなかろうか 19。

を行うべきである。」されていた。このような

その結果、司法試験の単年度合格率は、
【別

教育がなされる法科大学院に入学できれば、

表２】のとおり、対出願者で、平成１８年４

リスクは従前よりも大幅に低減するといえる

７．２％、平成１９年３４．３％、平成２０

であろう。

年２６．３％、平成２１年は２１．０％に留

しかし、開設当初の５８校５５９０人の定

まった。このような「司法試験合格率の低迷」

員、翌年の７４校５８２５人の定員では、司

には、後述するとおり、数字のトリックとで

法試験合格者数が３０００人となったとして

もいうべきものが含まれているが、一般的に、

も、全入学者の７割が合格することは計算上

当初、予想されていたほどにリスクは低くな

17

不可能なことは明らかであった 。
それでも、各法科大学院が入学者に対し相

く、むしろ、法曹になるためのリスクは高い
という受け止め方がなされている。

当程度が司法試験に合格できるような充実し

法曹養成制度改革とともに司法試験合格者

た教育を行い、かつ各法科大学院がそのよう

数が増加するなか、ここ数年、司法修習生の

に評価できる学生のみを修了させる厳格な修

就職難がクローズアップされるようになって

了認定を徹底して行い、修了者を絞り込んで

きた。裁判官、検察官に任用されず、また弁

いれば、結果として修了者の７～８割が合格

護士登録も行っていない者 20 の数は、司法修

16

就業しながら法科大学院で学べるようにする夜間の法科大学院が数校設立されているが、就業しながらの
学修は、昼間の法科大学院に在学しながらの学修よりも困難が伴うであろう。
17 このことは、平成１５年６月末に各法科大学院からの設置認可申請が締め切られ同年１１月に各法科大学
院の設置認可が認められ、各法科大学院が入学者の募集を開始した時点ですでに十分予想することが可能
であったと言うべきであろう。文科省の公表資料である平成１５年７月１４日付「平成１６年度開設予定の
法科大学院の設置認可申請（計画）状況」によれば、７２校から合計５９５０人の申請がなされている。司
法試験合格者数が３０００人であったとしても、５年以内３回での累積合格率は５０％に留まることになる
からである。また、改革審意見書は、もとより、毎年の司法試験の単年度合格率が７～８割とすべきことを
示したものでも、全ての法科大学院で修了者の７割以上が合格することを保証したものでもない。とするな
らば、法律専門家になろうとする法科大学院生が、新司法試験合格率の現状を「国家的詐欺」と呼ぶのは軽
率の謗りを免れない。
18 第１回新司法試験を翌年度に控えた平成１７年１月１８日司法試験委員会ヒアリングで、上谷清司法試験
委員会委員長は、
「例えば真ん中くらいとか，もう少しくらいの低い学生はぜひ通ってほしいと。もしそうい
うふうにお考えならば，例えばそういうふうなもの，半分で切るのはさすがに無理かもしれませんが，もう
少し緩やかに考えても，それより劣るものは卒業させないと，もし法科大学院の皆さん方がそういう方針を
お取りになればですね，例えば６，０００人の入学者がいても，卒業生は４，０００人前後になるわけです
ね。そうすると仮に将来３，０００人が合格するとしても十分７，８割通るわけです。しかも単年度で。そ
ういうふうなことが計算上出てくるわけです。そういうふうな可能性，自ら熱心に教育していただく，時間
をかけて教育していただく代わりに，やはり不適格者は心を鬼にして修了認定しないと」と厳格な修了認定
に対する期待を述べていた。
18
19 法科大学院入学者の修了率は、初年度９２．６％、２年度目は８０．６％であった（中教審法科大学院特
第１回新司法試験を翌年度に控えた平成
１７年１月１８日司法試験委員会ヒアリング
で、
上谷清司法試験委員会委員長は、
「例えば
真ん中くらいとか，もう少しくらいの低い学
生はぜひ通ってほしいと。もしそういうふう
にお考えならば，
例えばそういうふうなもの，
半分で切るのはさすがに無理かもしれません
16 別委員会報告基礎資料「法科大学院修了認定状況の概要」
が，もう少し緩やかに考えても，それより劣
るものは卒業させないと，もし法科大学院の
皆さん方がそういう方針をお取りになればで
）。初年度や２年目においては、
「法科大学院修了時
すね，
例えば６，
０００人の入学者がいても，
就業しながら法科大学院で学べるように
卒業生は４，
０００人前後になるわけですね。
17
する夜間の法科大学院が数校設立されている
そうすると仮に将来３，０００人が合格する
が、就業しながらの学修は、昼間の法科大学
としても十分７，８割通るわけです。しかも
院に在学しながらの学修よりも困難が伴うで
単年度で。そういうふうなことが計算上出て
あろう。
くるわけです。そういうふうな可能性，自ら
このことは、平成１５年６月末に各法科大
熱心に教育していただく，時間をかけて教育
学院からの設置認可申請が締め切られ同年
19
していただく代わりに，やはり不適格者は心
１１月に各法科大学院の設置認可が認めら
を鬼にして修了認定しないと」と厳格な修了
れ、
各法科大学院が入学者の募集を開始した
認定に対する期待を述べていた。
時点ですでに十分予想することが可能であ
ったと言うべきであろう。文科省の公表資料
法科大学院入学者の修了率は、初年度９２．
点では、司法試験合格の水準に到達していなくても、修了後の自学自習によって５年以内３回の受験で新司
である平成１５年７月１４日付「平成１６年
６％、２年度目は８０．６％であった（中教
度開設予定の法科大学院の設置認可申請（計
審法科大学院特別委員会報告基礎資料「法科
画）状況」によれば、７２校から合計５９５
大学院修了認定状況の概要」
）。初年度や２年
０人の申請がなされている。司法試験合格者
目においては、
「法科大学院修了時点では、
司
数が３０００人であったとしても、５年以内
法試験合格の水準に到達していなくても、修
３回での累積合格率は５０％に留まることに
了後の自学自習によって
5 年以内３回の受験
なるからである。また、改革審意見書は、も
で新司法試験に合格できる可能性がないとは
20
とより、毎年の司法試験の単年度合格率が７
言えないのであれば修了認定を与えるべき」
～８割とすべきことを示したものでも、全て
との認識が多くの教員に持たれていたのでは
の法科大学院で修了者の７割以上が合格する
なかろうか。
ことを保証したものでもない。
とするならば、
必ずしも就業先が見つからない者とは限
法律専門家になろうとする法科大学院生が、
らず、弁護士登録せずに研究職に就く者、弁
法試験に合格できる可能性がないとは言えないのであれば修了認定を与えるべき」との認識が多くの教員に
新司法試験合格率の現状を「国家的詐欺」と
護士登録せずに官庁や企業に就職する者、産
呼ぶのは軽率の謗りを免れない。
休者、育休者なども含まれる。
持たれていたのではなかろうか。

6

習終了後の一斉登録の時点で、平成１９年の

２

教育の質の向上（適正な入学者選抜、

新６０期では３２名だったのが、平成２０年

厳格な修了認定の徹底）

の新６１期で８９名、平成２１年の新６２期

法科大学院志願者の減少は、競争倍率の低

で１３３名に上っている。もちろん、旧司法

下を招来し、各法科大学院は優秀な学生を集

試験時代のように「司法試験に合格すれば、

めにくくなる。このことが各法科大学院の司

仕事に困ることはまず考えられない」という

法試験の合格者率の低迷につながると、悪循

状態を当然ということはできない。しかし、

環から抜け出せなくなる事態となることが予

小渕内閣において司法制度改革審議会が設置

想される。
対策としては、当然のことながら法科大学

された年である平成１１年３月末日時点で１
６７３１名であった弁護士人口は平成２１年

院教育の質の向上が求められる。

３月３１日時点で２万５０４１名と１０年間

中教審大学分科会法科大学院特別委員会報

に４９．６％増加していること、平成１１年

告（平成２１年４月１７日）は、極めて率直

の司法試験合格者が１０００名であったのに

に、
「 法科大学院についての認証評価の結果や

対し、平成２０年の合格者は新旧併せて２２

司法修習生考試の結果などを踏まえると，法

０９名と倍増していることなどから、司法試

科大学院における教育の実施状況や法科大学

験に合格すれば高リターンを得られるという

院修了者の一部について，以下のような問題

21

「司法試
認識 は過去のものになりつつあり、

点が認められ，これらの速やかな改善が必要

験に合格してもそれだけで簡単に従来型の法

とされている」と指摘している。

曹として安定的に高収入を獲得できるとは限

①

らない」という認識は確実に広まりつつある。

法的思考能力が十分身に付いていない修了

他方で、法科大学院の多くは赤字であると
いう実情が伝わってくることからしても、学

者が一部に見られること
②

費値下げ等によって法曹となるためのコスト
を今後著しく低下させることは困難であろう。
とするならば、法曹を志願する者を増やす
ためには、この高コストを社会的に負担する
22

基本分野の法律に関する基礎的な理解や

論理的表現能力の不十分な修了者が一部
に見られること

③

各法科大学院における法律実務基礎教育
の内容が不統一であること
プロセスによる法曹養成において、基礎的

か 、高コストに見合う程度にリスクを低減

な知識や基本的能力を修得させてその到達度

するとともに応分のリターン 23 が見込める状

を判定する役割は、新司法試験の役割ではな

24

況を実現することが必要と考える 。

く、司法修習の役割でもなく、新しい法曹養
成制度の中核たる法科大学院の教育と厳格な

20

必ずしも就業先が見つからない者とは限らず、弁護士登録せずに研究職に就く者、弁護士登録せずに官庁
や企業に就職する者、産休者、育休者なども含まれる。
21 もちろん、この過去の認識自体が妥当であったとは限らない。たとえ、もとより幻想だったのだとしても、
そのような認識が存在したことは事実であろう。また、少なくない法科大学院のパンフレットやホームペー
ジでは、大規模法律事務所で活躍する従来型の弁護士を、将来の目標となる典型的な先輩法曹であるかのご
とく紹介している。
22 日弁連は平成２１年１１月１８日、
「法科大学院生及び司法修習生に対する経済的支援を求める提言」を行
った。
23 ここにいうリターンが高収入に限られないことは言うまでもない。広い意味でのステータスや仕事のやり
21 がいといったものも含まれる。
もちろん、この過去の認識自体が妥当であ
ったとは限らない。たとえ、もとより幻想だ
ったのだとしても、そのような認識が存在し
たことは事実であろう。また、少なくない法
科大学院のパンフレットやホームページでは、
22
大規模法律事務所で活躍する従来型の弁護士
を、将来の目標となる典型的な先輩法曹であ
るかのごとく紹介している。
23
24
このような状況を実現することは不要であるとする考え方もある。意欲と志のある人材は、経済的合理性
日弁連は
2009 年(平成 21 年)11 月 18 日、
「法科大学院生及び司法修習生に対する経済
的支援を求める提言」を行った。
24
ここにいうリターンが高収入に限られな
いことは言うまでもない。広い意味でのステ
ータスや仕事のやりがいといったものも含ま
れる。
このような状況を実現することは不要で
あるとする考え方もある。意欲と志のある人
材は、経済的合理性に反してでも法曹を志願
するはずでありそれで足りるとするものであ
る。しかし、改革審意見書のいう「国民の社
に反してでも法曹を志願するはずでありそれで足りるとするものである。しかし、改革審意見書のいう「国
会生活上の医師」となる者に相応の所得水準
が期待できる状況があってこそ、有為の人材
を法曹界に誘引できるのではなかろうか。法
曹養成問題の議論の域を超えるのでこれ以上
の言及は控える。
民の社会生活上の医師」となる者に相応の所得水準が期待できる状況があってこそ、有為の人材を法曹界に
誘引できるのではなかろうか。法曹養成問題の議論の域を超えるのでこれ以上の言及は控える。
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成績評価及び修了認定が果たすべき役割であ

部にあることを意味している。

る。基礎的な知識や基本的能力すら十分に備

そのために法科大学院の定員削減は不可避

わっていない者を修了させることはあっては

的な流れとなっている 30【別表 3】。法科大学

ならない 25。

院の定員と司法試験の合格者数の関係につい

各法科大学院が、制度として想定されてい

ては後述するが、単に数合わせの定員削減を

た全ての法科大学院における「その課程を修

行っただけでは司法試験の合格率が上昇する

了した者のうち相当程度（例えば約７～８割）

という保障はない。定員削減は、現状におい

の者が新司法試験に合格できるよう、充実し

ては、大量の司法試験に合格できない者の輩

2627

。現状からは

出を防ぐためにそれ自体を目的として行うこ

その実現は極めて困難なことのように思われ

とも必要ではあるが、本来的には、入学者を

るかもしれないが、後に詳述するとおり、実

厳選することとともに充実した教育を行う手

はすでにこれを実現できている法科大学院は

段として位置づけられるべきである 31。

た教育」を実現すべきである

少なくない。全ての法科大学院がこれを目指

法科大学院は、司法試験の受験予備校であ

し、かつ早急に実現することが、法科大学院

ってはならず、司法試験合格だけがその目的

全体の社会的信用を回復するためには必要不

であってはならない。このことは、司法試験

28

可欠である 。
現状において、法科大学院総体としての修

に合格できるような充実した教育は法科大学
院の十分条件ではないことを意味する一方で、

了者の７割から８割が合格できる客観的な状

司法試験に合格できるような充実した教育は

況にないことは、総体としての法科大学院の

法科大学院の必要条件であることを意味する。

成績評価及び修了認定が厳格ではないこと

ところが、各法科大学院が司法試験に合格で

（一部の法科大学院では、司法試験に合格で

きるような充実した教育をするだけでは十分

きる見込みのない者まで、多数を修了させて

でないという意味で法科大学院が司法試験受

いること 29 ）とともに、本来法科大学院での

験予備校となってはならないことと、各法科

厳しい教育に耐える十分な能力を有していな

大学院が少なくとも司法試験に合格できるよ

い者をも多数入学させている法科大学院が一

うな充実した教育 32 を行うことは必要である

25

第３３回司法試験委員会（平成１９年２月７日）における委員の発言には、以下のものがある。
「今年の新
司法試験の結果などを見ていると，修了認定を受けてきているのに，このレベルの答案しか書けないのかと
いうのが，ある程度の数になっているという。一人二人であれば，いろいろ事情はあろうが，そうでないと
いうところが，気になるところである。」「新司法試験の考査委員からヒアリングを実施したところ，基本的
理解ができていなかったというような指摘があった。評価を行っても外からは見えにくいかもしれないが，
どうか。つまり，基本的な理解がそもそもできていない修了生が，一定数いたということである。」法科大学
院が司法試験委員会からこのような指摘を受ける事態は、制度創設当時、まったく想定されていなかったこ
とであろう。
26 法科大学院教育の実情は、法律のひろば平成２０年１１月号に詳しい。
27 法科大学院教育の質の向上のための改善方策については、中教審大学分科会法科大学院特別委員会報告（平
成２１年４月１７日）に詳しく取りまとめられているとおり、入学者の質の確保と修了者の質の確保が必須
である。
28 厳格な成績評価及び修了認定について、改革審意見書は単にこれを求めるに留まらず「実効性を担保する
仕組みを具体的に講じるべきである」とするが、現在のところ確立された仕組みはない。各法科大学院の修
了者の司法試験合格率から判断するほかないのであろうか。外在的な仕組みよりも法科大学院に内在する仕
組み作りを期待したい。なお、医学教育では臨床実習開始前の段階で「医学教育モデル・コア・カリキュラ
ム」に準拠した「共用試験」が実施されている。
25
第３３回司法試験委員会（平成１９年２
29
このことは、後述する司法試験の自主的受け控え者が多いことによっても裏付けられる。
月７日）における委員の発言には、以下のも
のがある。
「 今年の新司法試験の結果などを見
ていると，修了認定を受けてきているのに，
このレベルの答案しか書けないのかというの
が，ある程度の数になっているという。一人
二人であれば，いろいろ事情はあろうが，そ
うでないというところが，気になるところで
ある。
」「新司法試験の考査委員からヒアリン
グを実施したところ，基本的理解ができてい
なかったというような指摘があった。評価を
行っても外からは見えにくいかもしれないが，
どうか。つまり，基本的な理解がそもそもで
30
拙著「平成２２年法科大学院入学定員削減について」
（「自由と正義」２０１０年２月号）
きていない修了生が，一定数いたということ
26
である。
」
法科大学院が司法試験委員会からこ
のような指摘を受ける事態は、
制度創設当時、
27
まったく想定されていなかったことであろう。
法科大学院教育の実情は、法律のひろば平
成２０年１１月号に詳しい。
法科大学院教育の質の向上のための改善
方策については、中教審大学分科会法科大学
院特別委員会報告（平成２１年４月１７日）
28
に詳しく取りまとめられているとおり、入学
者の質の確保と修了者の質の確保が必須であ
る。
31
法科大学院協会の平成２１年３月２６日付理事長所感もこの趣旨に基づく。
厳格な成績評価及び修了認定について、改
30
革審意見書は単にこれを求めるに留まらず
「実効性を担保する仕組みを具体的に講じる
31
べきである」とするが、現在のところ確立さ
れた仕組みはない。各法科大学院の修了者の
32
拙著「平成２２年法科大学院入学定員削減
司法試験合格率から判断するほかないのであ
について」
（「自由と正義」2010 年 2 月号） 7
ろうか。外在的な仕組みよりも法科大学院に
法科大学院協会の平成２１年３月２６日
内在する仕組み作りを期待したい。なお、医
29
付理事長所感もこの趣旨に基づく。
学教育では臨床実習開始前の段階で「医学教
改革審意見書に「法科大学院では、その課
育モデル・コア・カリキュラム」に準拠した
程を修了した者のうち相当程度（例えば約
～8
割）の者が新司法試験に合格できるよう、
「共用試験」が実施されている。
32
改革審意見書に「法科大学院では、その課程を修了した者のうち相当程度（例えば約７～８割）の者が新
充実した教育を行うべきである。
」とあること
このことは、後述する司法試験の自主的受
は言わずもがなであろう。
け控え者が多いことによっても裏付けられる。
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。」とあることは言わずもがなであろう。

8

こととが混同され、法科大学院で司法試験に

【別表 4】、厳格な成績評価及び修了認定は、

合格できるような充実した教育を行わなくて

全体としては、徹底できていると言うことは

もよく、新司法試験の合格は学生１人１人の

できない。

33

努力の問題であるとする誤った意識 が、一

これまでのところ個別の法科大学院ごとの

部の法科大学院関係者の間に蔓延しているの

修了認定状況についての分析は十分でないが、

ではなかろうか。

個別の法科大学院ごとに状況を見ると厳格な

法科大学院修了者の質を確保するためには、
教育の充実とともに、厳格な成績評価及び修

成績評価及び修了認定の徹底を進めていると
ころもあると思われる。

了認定が必要不可欠である。ところが、法科

そこで、個別の法科大学院ごとの平成２１

大学院全体を見た場合、到底司法試験に合格

年度の修了認定状況およびその結果を反映し

する見込みがないと思われる成績であっても、

ての平成２１年度修了者の司法試験合格状況

単位認定がなされ、修了認定がなされている

がどのようなものになるか、大いに注目され

というのが実情であろう 34 。新司法試験合格

る。

者数が伸び悩んでいる状況において、厳格な

なお、厳格な成績評価及び修了認定の徹底

成績評価及び修了認定は必須の課題であった

は、入学者の多くが必ずしも法科大学院を修

35

はずである が、それにもかかわらず、平成

了できるとは限らない事態を招来する 36 。法

１７年度以降平成２０年度までの標準年限修

科大学院に入学できても修了できなければ法

了率は、法科大学院全体で見た場合、法学未

曹になれる蓋然性が保障されるわけではない

修者法学既修者ともほとんど変わっておらず

ことになる 37 が、学生にとっては、法科大学

33

その背景には、法科大学院の研究者教員の間に、司法試験の合格水準についての共通認識が十分に確立で
きていないことがあるように思われる。
34 司法試験委員会第３３回（平成１９年２月７日）における日弁連法務研究財団に対するヒアリングでは、
以下のように、厳格な成績評価及び修了認定が徹底されていない実情が現場の声として紹介されている。
「厳
格な成績評価については，例えば，学生のうち，３分の１くらいは箸にも棒にもかからないと言う先生が多
い。にもかかわらず不可の比率が多くないということは，かなり問題なのではないかなという気がする。こ
の「箸にも棒にもかからない。」，すなわち，「不可」の基準というのは非常に問題であるが，不可というのは
どこの法科大学院でも絶対評価だと言っている。大体，教員であれば不可の基準というのを持っていて，こ
こまで達しなければダメという基準を持っているにもかかわらず，そこまで不可が出てこないというのは，
一つには，過去に日本の大学でほとんど不可を出してこなかったという文化から逃れられていないのか，不
可を出して留年させる，あるいは退学させるということに対する心理的な抵抗が多いのかなという気がす
る。」「日本では，法学未修者の資質判別のための有効な入学試験の手段がまだ用意されていない。結果的に
玉石混淆で法科大学院に入学させてしまう。これはやむを得ないことであるが，法律家として資質のない石
は，早い段階で落とさなければいけないのに，その勇気が出ないのだろうという気がする。やはり，能力の
ない人には早い段階から通告をして余計な学費を払わせないということも親心と思われるが，まだまだ，こ
の面では，各法科大学院とも思い切って踏み切れていないんだという印象を持っている。」「本来ならば，厳
格な成績評価によって修了者の数を絞ると，優秀な学生だけを受験させるという結果になり，合格率が高ま
ってその法科大学院のステータスが上がるということから，経営上よい面もあるのではないかと思われるが，
やはり，そのような方向に向かないのは，死刑宣告をするようなことをしたくないという教員側の躊躇が原
因なのかなということを感じている。」
35 司法試験委員会は、平成１７年２月２８日に平成１８年及び１９年の新司法試験合格者数の概数を示すに
あたり、
「改革審意見が指摘しているとおり，法科大学院において，厳格な成績評価と修了認定が実施される
ことが不可欠の前提であ」るとし、平成１９年６月２２日，平成２０年２１年の合格者数の概数を示すにあ
たっても、
「自校修了者の新司法試験の結果及び司法研修所における司法修習生考試の結果等も考慮して，入
33
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
34
その背景には、法科大学院の研究者教員の
間に、司法試験の合格水準についての共通認
識が十分に確立できていないことがあるよう
におもわれる。
司法試験委員会第３３回（平成１９年２月
７日）における日弁連法務研究財団に対する
ヒアリングでは、以下のように、厳格な成績
評価及び修了認定が徹底されていない実情が
現場の声として紹介されている。
「 厳格な成績
評価については，例えば，学生のうち，３分
の１くらいは箸にも棒にもかからないと言う
先生が多い。にもかかわらず不可の比率が多
させるなどし，法科大学院の課程を修了する者の資質を更に向上させ」ることを期待すると表明していた。
くないということは，かなり問題なのではな
いかなという気がする。この「箸にも棒にも
かからない。
」，すなわち，
「不可」の基準とい
うのは非常に問題であるが，不可というのは
どこの法科大学院でも絶対評価だと言ってい
る。大体，教員であれば不可の基準というの
を持っていて，ここまで達しなければダメと
いう基準を持っているにもかかわらず，そこ
まで不可が出てこないというのは，
一つには，
過去に日本の大学でほとんど不可を出してこ
なかったという文化から逃れられていないの
か，不可を出して留年させる，あるいは退学
36
さらには、法科大学院生と教員との間に従前とは異なる厳しい対立緊張関係をもたらすことが予想され
させるということに対する心理的な抵抗が多
いのかなという気がする。
」「日本では，法学
未修者の資質判別のための有効な入学試験の
手段がまだ用意されていない。結果的に玉石
混淆で法科大学院に入学させてしまう。これ
はやむを得ないことであるが，法律家として
資質のない石は，早い段階で落とさなければ
いけないのに，その勇気が出ないのだろうと
いう気がする。やはり，能力のない人には早
い段階から通告をして余計な学費を払わせな
いということも親心と思われるが，
まだまだ，
る。
この面では，各法科大学院とも思い切って踏
み切れていないんだという印象を持ってい
る。
」「本来ならば，厳格な成績評価によって
修了者の数を絞ると，優秀な学生だけを受験
させるという結果になり，合格率が高まって
その法科大学院のステータスが上がるという
ことから，経営上よい面もあるのではないか
と思われるが，やはり，そのような方向に向
35
かないのは，死刑宣告をするようなことをし
たくないという教員側の躊躇が原因なのかな
ということを感じている。
」
司法試験委員会は、平成１７年２月２８日
37
このような事態は必ずしも望ましいものとはいえず、特に法科大学院を志望する者に入学を躊躇させる要
に平成１８年及び１９年の新司法試験合格者
数の概数を示すにあたり、
「
改革審意見が指摘
36
しているとおり，法科大学院において，厳格
な成績評価と修了認定が実施されることが不
可欠の前提であ」るとし、平成１９年６月２
37
２日平成２０年２１年の合格者数の概数を示
さらには、法科大学院生と教員との間に従
すにあたっても、
「 自校修了者の新司法試験の
前とは異なる厳しい対立緊張関係をもたら
結果及び司法研修所における司法修習生考試
すことが予想される。
の結果等も考慮して，入学者の適性の適確な
このような事態は決して望ましいものと
評価，法科大学院における教育並びに厳格な
はいえず、特に法科大学院を志望する者に入
成績評価及び修了認定の在り方を更に充実さ
学を躊躇させる要因となりうる。入学者選抜
せるなどし，法科大学院の課程を修了する者
の適正化もまた期待されるところであるが、
因となりうる。入学者選抜の適正化もまた期待されるところであるが、優先すべきなのは、厳格な修了認定
の資質を更に向上させ」ることを期待すると
優先すべきなのは、厳格な修了認定の徹底で
表明していた。
ある。
の徹底である。
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院への入学と法科大学院の修了を目標に努力

以外の学部）出身者及び社会人等がその合計

すれば、自ずと司法試験の合格が手の届くと

で、法科大学院入学者の２割ないし３割以上

ころに来ることになるのであって、そのよう

とすることが期待されているが 4142、入学者に

な状況になってこそ、まさにプロセスによる

占める他学部出身者及び社会人の数及び割合

法曹養成が実現されることになる。

もまた、平成１６年以降、数、割合とも次第

今後、各法科大学院の実績は、単に司法試

に減少している。【別表１】「法科大学院入学

験の合格に留まらず、司法修習の成果、司法

者選抜実施状況」のとおり、特に他学部出身

修習終了後の進路にまで広がっていく。各法

よりも社会人において減少の傾向が顕著であ

科大学院の教育に対する評価も、当然のこと

る。

ながら司法試験の結果についてのものに留ま

このように、社会人及び他学部出身者の割

らないこととなる。各法科大学院は、それぞ

合は低下しつつあるものの、これまでの認証

れに教育課程の充実を図るとともに、修了者

評価において、他学部または社会人出身者の

の司法試験及び司法修習の結果、法曹資格取

割合が基準を満たさないことを理由に不適格

得後の進路について、十分に目を配り、その

となった法科大学院はなく、概ね水準を満た

成果を公表し、競い合うべきであろう。その

しているといってよい。

際、法曹資格取得後の進路の紹介にあたって

この現状を不十分であると評価し今後も増

は、従来型の法曹像のみならず、社会の様々

加させていくべきと見るか、それとも十分に

な分野で活躍する法曹の姿を魅力的なものと

高い目標について十分な成果を上げていると

して取り上げていくことが必要であるし、教

見るかは、意見の分かれるところであろうが、

育課程においても、社会の様々な分野で活躍

旧司法試験の合格者における他学部生の割合

する法曹を養成するという理念に基づいた教

との対比 43 においても、新しい法曹養成制度

育 38を行うことが期待される 39。

の中ではかなりの成果を上げている部分とし
て評価してよいのではなかろうか。

３

38

法学未修者コースの低迷と他学部・社

法学部以外の学部を修了した者が直ちに法

会人出身者の減少について

科大学院に進む途は広く開かれているから 44 、

多様性の拡大を図るため 40 他学部（法学部

今後、社会人として法科大学院を志願する者

司法試験委員会会議（第３４回・平成１９年４月１９日）議事要旨・配布資料中にある「関係者に対する
ヒアリング」には、新６０期修習生について「刑事系の教官の中にあった意見であるが，ビジネスロイヤー
志向が強く，刑事系科目を軽視している修習生が多いのではないかという感想もあった。」「新司法試験から
の修習生に特徴的である」との指摘がある。
39 法科大学院協会青山善充理事長は平成２０年８月７日「法曹養成制度をめぐる最近の議論について」にお
いて、司法過疎地域はまだまだ多いとし、諸外国のように法曹資格者が企業、官公庁、公共団体その他の分
野へと活躍の場を広げる動機付けの必要性に言及しておられる。法科大学院には、従来型の法曹の魅力を喧
伝する以上に、このような分野に積極的に進んでいくフロンティア精神溢れる新しい法曹の養成を期待したい。
40 司法制度改革審議会は、従前の法学研究者に対しても変革を迫っている。従来の法学研究者は、法学部を
修了し、法学研究科で修士課程・博士課程を経て、研究者の道を歩んでいく者が多かったが、今後は法科大
学院を修了して博士課程に編入する者も増えていくことが予想される。そうすると他学部出身者や社会人経
験者が法学研究者になる事態をも想定すべきことになろうか。
41 司法制度改革審議会意見書６５頁
42 平成１５年文部科学省告示第５３号(専門職大学院設置基準第五条第一項等の規定に基づく専門職大学院
に関し必要な事項)第３条第１項「入学者に占める法学系以外の学部出身者及び社会人等の割合が３割以上と
なるよう努める。」同条第２項「法科大学院は、前項の割合が２割に満たない場合は、当該法科大学院におけ
38 る入学者の選抜の実施状況を公表するものとする。
司法試験委員会会議（第３４回）議事要 」
旨・配布資料中にある「関係者に対するヒア
41
リング」には、新６０期修習生について「刑
42
事系の教官の中にあった意見であるが，ビジ
ネスロイヤー志向が強く，刑事系科目を軽視
39
している修習生が多いのではないかという感
司法制度改革審議会意見書６５頁
想もあった。
」「新司法試験からの修習生に特
平成１５年文部科学省告示第５３号(専門
徴的である」との指摘がある。
職大学院設置基準第五条第一項等の規定に基
43
司法試験委員会会議（第５０回）議事要旨・添付資料８「司法試験最終合格者数における法学部系・非法
づく専門職大学院に関し必要な事項)第３条
法科大学院協会青山善充理事長は平成２
第１項「入学者に占める法学系以外の学部出
０年８月７日「法曹養成制度をめぐる最近の
身者及び社会人等の割合が３割以上となるよ
議論について」において、司法過疎地域はま
う努める。
」同条第
だまだ多いとし、諸外国のように法曹資格者
43
の割合が２割に満たない場合は、当該法科大
が企業、官公庁、公共団体その他の分野へと
学院における入学者の選抜の実施状況を公表
活躍の場を広げる動機付けの必要性に言及し
するものとする。
」 2 項「法科大学院は、前項
ている。法科大学院には、従来型の法曹の魅
40
力を喧伝する以上に、このような分野に積極
司法試験委員会会議（第５０回）議事要
的に進んでいくフロンティア精神溢れる新し
旨・添付資料８「司法試験最終合格者数にお
い法曹の養成を期待したい。
ける法学部系・非法学部系の別」によると、
旧司法試験時代の合格者における他学部生の
司法制度改革審議会は、従前の法学研究者
44
学部系の別」によると、旧司法試験時代の合格者における他学部生の割合は１０％前後で推移していたが、
割合は１０％前後で推移していたが、新司法
に対しても変革を迫っている。従来の法学研
試験においては既修コースのみであった初年
究者は、法学部を修了し、法学研究科で修士
度を除き２０％以上で推移している。
課程・博士課程を経て、研究者の道を歩んで
いく者が多かったが、今後は法科大学院を修
法科大学院の原則形態である法学未修者
了して博士課程に編入する者も増えていくこ
コースの入学者選抜においては、法律知識の
有無を試してはならないこととされ、認証評
とが予想される。そうすると他学部出身者や
社会人経験者が法学研究者になる事態をも想
価においてもそのことが厳しくチェックされ
定すべきことになろうか。
ている。
新司法試験においては既修コースのみであった初年度を除き２０％以上で推移している。
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は、法学部または法学部以外の学部を修了し

ことが困難な状況にある法科大学院について

た後、その時点で法科大学院に入学すること

は，他法科大学院との連携や学生募集の停止

を選択せず、いったん社会人になってから、

を含めた適切な措置を主体的に講ずること」

進路変更をして法科大学院を志願する者に限

を提言した。

られていくことになる。社会人の割合はこの

中教審特別委員会報告は、法科大学院教育

ような進路変更を行う者の割合であることに

の質の一層の向上のために、特に「入学定員

留意は必要である。

の規模に比して質の高い教員の数を確保する

また、将来法曹となろうとする者が、いっ

ことが困難」、「志願者が減少し競争倍率が低

たん、あえて他の分野での修行を積まなけれ

いため質の高い入学者を確保することが困

ば、依頼者のニーズに応えられる法曹になり

難」、「修了者の多くが司法試験に合格しない

得ないのかといえば、必ずしもそうではない

状況が継続」といった法科大学院には主体的

であろう。高校生のころから法曹となること

な定員削減を求め、そうではない法科大学院

を志して、大学法学部を志願し、そのまま法

にも、教育体制の充実、入学者の質の確保や

科大学院に進み、法曹としての経験を高めよ

大量の司法試験不合格者の削減などの観点か

うとする者もまた正当に評価されなければな

ら入学定員の見直しに主体的に取り組むよう

45

らない 。このことは、改革審意見書も、大

求めている。さらに、
「単独では，質の高い教

学法学部の存続を認めている以上、これを当

員が十分確保できず，充実した法律基本科目

然の前提としていると考えてよいはずである。

や幅広い展開・先端科目の提供が困難となる

しかし、たとえそうであるとしても、いっ

など，教育水準の継続的・安定的な保証につ

たん社会人になった者が法曹となり、その経

いて懸念が生じている場合」について、他の

験を活かして活躍することの意義は大きなも

法科大学院との統合等の検討を求めている。

のであり、これこそが法曹養成制度改革の成

【別表３】のとおり、既に平成２１年度ま

果として注目され、高く評価されているとこ

でに７４校中３校の法科大学院が定員削減を

ろでもある。いったん社会人になった者にも、

実施し、平成２２年度は５５校が定員削減に

進路変更をして法科大学院を志す途は、今後

踏み切った。これにより、平成１９年度まで

46

とも、十分に確保されなければならない 。

５８２５名だった総定員は、平成２２年度に
は９５１名減少して４８７４名となる（１６．

４

定員削減・統廃合

日弁連は、平成２１年１月１６日、新しい
法曹養成制度の改善方策に関する提言で、
「地

３％減）。さらに、現時点で定員削減を行って
いない１７校の全てが平成２３年度からの定
員削減を検討している。

域的な適正配置に配慮しつつ，法科大学院の

このような定員削減は、上記の質の向上に

一学年総定員を当面４０００名程度にまで大

向けた動きとあいまって、入学者選抜におけ

幅削減すること」、「法科大学院の理念に沿っ

る競争性の確保、少人数教育による教育方法

た教育を実施するために必要な体制を整える

の充実、教員不足の解消等の教育体制の充実、

44

法科大学院の原則形態である法学未修者コースの入学者選抜においては、法律知識の有無を試してはなら
ないこととされ、認証評価においてもそのことが厳しくチェックされている。
45 執筆者は、輝かしい経歴を持つスーパーマンの活躍を大いに期待するものであるが、より多くの平凡な法
曹の質と量が向上し市民のために活躍することもまた重要であると考える。
46 たとえば、医師養成において、社会での多様な経験が求められているかというと必ずしもそうではない。
45 学部段階から６年間の一貫した医師養成は社会の信任を得ていると見るべきであろう。これに対し法曹養成
執筆者は、輝かしい経歴を持つスーパーマ
ンの活躍を大いに期待するものであるが、よ
46
り多くの平凡な法曹の質と量が向上し市民の
ために活躍することもまた重要であると考え
る。
たとえば、医師養成において、社会での多
様な経験が求められているかというと必ずし
もそうではない。学部段階から６年間の一貫
において、法曹としての専門性の蓄積以上に多様な社会経験が求められているのは、それだけの背景事情が
した医師養成は社会の信任を得ていると見る
べきであろう。
これに対し法曹養成において、
法曹としての専門性の蓄積以上に多様な社会
経験が求められているのは、それだけの背景
事情が存在しているからであることを、従来
の養成制度で育った法曹関係者は想起する必
要がある。
存在しているからであることを、従来の養成制度で育った法曹関係者は想起する必要がある。
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法科大学院を修了しても司法試験に合格でき

院の全国的な適正配置となるよう配慮するこ

ない者の数の抑制をもたらすであろう。

と」を求めている。また、改革審意見書は、

しかし、平成２１年の定員が５７６５名で

「社会人等が容易に学ぶことができるよう法

あるのに対し、同年の入学者が４８４４名に

科大学院の公平性、開放性、多様性の確保に

留まったことからすると、これまでの定員削

努めるべき」としており、全国的な適正配置

減は十分なものとは言えないであろう。今後

の目的には、法曹志望者が法科大学院に容易

も一部の法科大学院では、十分な競争倍率を

にアクセスできるようにすることも挙げられ

確保できなかったり定員割れが継続したりす

る。

ることにより、さらなる定員削減を迫られる
ことが考えられる。

現存する７４校の法科大学院のうち特に大
都市以外に所在する法科大学院について、全

また、少人数教育を行うために必要な質の

国適正配置の観点からその役割を果たしてい

高い教員が不足する状態が続いており、法学

るか、すなわち、地元の法曹の養成に貢献し

部等との専任教員の併任を許す暫定措置が平

ているか（当該法科大学院修了者が弁護士と

成２５年には廃止されること、今後、法律基

なった場合に、同一または近隣の道府県に登

本科目の専任教員の確保がより困難になると

録しているか。）、地元の法曹志望者がその法

考えている法科大学院が５７校（７７．０％）、

科大学院を志願し入学する傾向があるかどう

47

に上っていること などを考えると、法科大

か（在学生に占める同一または近隣の道府県

学院の数の削減もまた不可避ではなかろうか。

出身者の割合はどの程度か。）などについて、

日弁連は、法科大学院の定員削減にあたっ

さらには、地元出身者を誘引したり修了生を

ては、
「 全国適正配置の見地から十分慎重な配

地元に根付かせたりする取り組みを意識的に

慮がなされるべきである」と意見を述べてい

行っているかについて、各地域及び各法科大

48

る 。また、中教審特別委員会報告も「法科

学院の個別の事情をも勘案しながら、継続的

大学院の入学定員の見直しに当たっては，地

に検証していくことが必要である。

域における法曹養成機関としての機能・実績

今後のさらなる定員削減や統廃合の具体化

を分析・評価し，適切な規模に留意しながら，

は、法曹養成という法科大学院の本質の実現

全国的な適正配置にも配慮する必要がある。」

のため、適正な教育水準の確保という法科大

としている。全国的な適正配置の目的は、社

学院にとって必須の条件を維持する目的で行

会の様々な分野で活躍する法曹の給源は、全

われるべきであり、全国適正配置に名を借り

国的に適正に配置されていることが望ましい

て、適正な教育水準を確保できない法科大学

との考え、さらには、各地域で活躍する法曹

院がそのまま存続することがあってはならな

は各地域がそれぞれに養成していくという考

い 49 。他方で、定員削減や統廃合によって、

え方に沿ったものであろう。改革審意見書は、

逆に適正な教育水準の確保が困難となる事態

「適正な教育水準の確保を条件として、関係

が生じることのないよう留意が必要である。

者の自発的創意を基本にしつつ、全法科大学

47
48

中教審特別委員会報告基礎資料「平成２０年度法科大学院における教育体制について」
新しい法曹養成制度の改善方策に関する提言（平成２１年１月１６日）、中央教育審議会大学分科会法科大
学院特別委員会「法科大学院教育の質の向上のための改善方策について（報告）」に対する意見書（平成２１
年７月１６日）、中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会「法科大学院教育の質の向上のための改善
方策について（中間まとめ）」に対する意見（平成２０年１２月１９日）
49
司法試験合格率が低迷している法科大学院の関係者のなかに「合格率上位校が定員削減をすれば、自校に
47
48
49
中教審特別委員会報告基礎資料「平成
20
年度法科大学院における教育体制について」
新しい法曹養成制度の改善方策に関する
司法試験合格率が低迷している法科大学
提言
（２００９年１月１６日）
、中央教育審議
も優秀な学生が集まり、自校の司法試験合格率は向上する」と期待する向きは、よもやないであろう。適正
院の関係者のなかに「合格率上位校が定員削
会大学分科会法科大学院特別委員会「法科大
減をすれば、自校にも優秀な学生が集まり、
学院教育の質の向上のための改善方策につい
自校の司法試験合格率は向上する」と期待す
て（報告）
」に対する意見書（２００９年７月
る向きは、よもやないであろう。適正な教育
１６日）
、中央教育審議会大学分科会法科大学
水準の確保なくして、優秀な学生の確保や司
院特別委員会「法科大学院教育の質の向上の
法試験合格率の向上はとうてい望めるもので
ための改善方策について
（中間まとめ）」に対
はない。
する意見（平成２０年１２月１９日）
な教育水準の確保なくして、優秀な学生の確保や司法試験合格率の向上はとうてい望めるものではない。
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５

が必要である 52。

競争の促進と情報の公開

日弁連は法科大学院を中核とする新しい法

その際、十分に注意しなければならないの

曹養成制度に関して多数の意見を表明してい

は、司法試験合格率（単年度合格率・累積合

るが【別表 5】これまで一貫しているのは、

格率）のみが、法科大学院の評価の対象とな

新しい法曹養成制度の理念を支持し、その充

ってはならないことである。法曹を志望する

実、発展のために支援を表明しつつ、法科大

者にとっては、たとえ新司法試験には合格し

学院の主体的判断を尊重し、その自己改革に

たとしても、法曹として必要な能力・資質を

期待していることである。

十分に習得できなかったことによって、司法

特に、定員削減や統廃合については、早急

修習の課程でつまずいたり、司法修習生考試

な改善が実施されることが期待されるところ

（いわゆる「二回試験」）に合格できなかった

ではあるものの、監督官庁が権限を発動した

り、希望する進路で法曹としての道を歩みは

結果として実現される事態は望ましいもので

じめることができなかったりすれば、それま

はない 50 。一方で、各法科大学院による教育

での努力は水泡に帰することになるのである。

の質の向上に向けた取り組みが一定の成果を

社会的には、どのような修了者を輩出してい

上げるのには、相応の時間を要するところで

るか、修了者が法曹資格取得後に社会のどの

ある。

ような分野でどのような活躍をしているかと

しかし、この間も、法曹を志して法科大学

いったことについても、目が向けられること

院に入学する者は毎年相当数に上るところ、

になるであろう。各法科大学院には、様々な

これらの者のうち法曹になることができない

観点から自校の修了者についての情報を集約

者がかなりの割合を占める状況、そして法曹

し積極的に公開することを期待したい。

になることができない者の占める割合が各法

平成１６年に開設された法科大学院６８校

科大学院によってかなり異なる状況が、継続

は、そのすべてがすでに第１回の認証評価を

することになる。

受け、６８校中４６校が適合、２２校が不適

このような各法科大学院を巡る現状につい

合と認定された。残る６校も平成２１年度中

ては、可能な限り情報を公開することが、法

に認証評価を受ける。この評価結果の詳細に

51

科大学院の社会に対する責任である 。特に、

ついては、各認証評価機関が、HP にて公開し

法科大学院志願者に対する積極的な情報開示

ている。形式的理由で不適合とされた法科大

50

日弁連宮崎誠会長は「法科大学院の数を減らすことは大学の利害に直結するため、自由競争で負けても退
場しない現実の前では、かなり強い政治主導が必要かもしれません。」と述べるに留まるが（学士會会報 No.
８８０（２０１０－１））、これも、これまでに比べてかなり踏み込んだ発言である。
51 中教審特別委員会報告は、各法科大学院においては，例えば，以下のような情報を一層，積極的に提供し
ていく必要があるとする。
・入学者選抜に関するもの（志願者数，志願倍率，受験者数，合格者数，入学者数，配点基準，適性試験
の平均点・最低点など）
・教育内容等に関するもの（カリキュラム，到達目標，進級・修了基準，進級率など）
・教員に関するもの（担当教員の教育研究業績など）
・司法試験をはじめとする修了者の進路等に関するもの（修了者数，修了率，司法試験受験者数・合格者
数・合格率及び進路など）
・学生への生活支援に関するもの（奨学金制度など）
52 法科大学院志望者を消費者と捉え、
「司法試験に合格するための厳しい学修に耐える能力・資質を著しく欠
く者を法科大学院に入学させると言うことは、消費者保護的な観点から、あってはならない。」という指摘が
なされており、このような考え方はＡＢＡロースクール認定基準にも存する。
「平成１８年から２０年までの
50 新司法試験の結果の分析」法務省大臣官房司法法制部部付検事野原一郎（ロースクール研究 NO.１２（２００
日弁連宮崎誠会長は「法科大学院の数を減
らすことは大学の利害に直結するため、自由
競争で負けても退場しない現実の前では、か
なり強い政治主導が必要かもしれません。
51
述べるに留まるが（学士會会報
No.880 」と
52
（2010-1）
）、これも、これまでに比べてかな
り踏み込んだ発言である。
中教審特別委員会報告は、各法科大学院
においては，例えば，以下のような情報を一
法科大学院志望者を消費者と捉え、
「司法
層，
積極的に提供していく必要があるとする。
試験に合格するための厳しい学修に耐える能
・入学者選抜に関するもの（志願者数，志
力・資質を著しく欠く者を法科大学院に入学
９年１月）６４頁以下）に詳しい。志望者に対する十分な情報公開を前提とするならば、合格率が極めて低
願倍率，
受験者数，合格者数，
入学者数，
させると言うことは、消費者保護的な観点か
配点基準，適性試験の平均点・最低点な
ら、
あってはならない。
」年
という指摘がなされ
ど）
ており、このような考え方はＡＢＡロースク
・
教育内容等に関するもの
（カリキュラム，
ール認定基準にも存する。
「平成
18 年から
20
到達目標，進級・修了基準，進級率など）
年までの新司法試験の結果の分析」法務省大
・教員に関するもの（担当教員の教育研究
臣官房司法法制部部付検事野原一郎（ロース
業績など）
クール研究
NO.12（2009
1
月）64
頁以下）
・司法試験をはじめとする修了者の進路等
に詳しい。志望者に対する十分な情報公開を
に関するもの（修了者数，修了率，司法
前提とするならば、合格率が極めて低い法科
試験受験者数・合格者数・合格率及び進
大学院を存置してもよいという考え方も成り
路など）
立ちうるが、法科大学院には、法曹養成の中
い法科大学院を存置してもよいという考え方も成り立ちうるが、法科大学院には、法曹養成の中核と位置づ
・学生への生活支援に関するもの（奨学金
核と位置づけられているからこそ多額の税金
制度など）
が投入されていることに留意が必要である。
けられているからこそ多額の税金が投入されていることに留意が必要である。

法曹養成対策室報
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学院がある一方、一部の基準をギリギリで満

成１９年３４．３％、平成２０年２６．３％，

たしている法科大学院もあるので、認証評価

平成２１年２１．０％で、
「低迷」していると

結果は、結論だけでなく各校の実情を実質的

される。

に見ていく必要がある。各法科大学院を評価

それでは、改革審意見書のいう、
「法科大学

するにあたっては、各法科大学院はそれぞれ

院では、その課程を修了した者のうち相当程

現在も改善の途上にあり、認証評価時点にお

度（例えば約７～８割）の者が後述する新司

ける評価を絶対的なものと捉えるべきではな

法試験に合格できるよう、充実した教育を行

い。改善に向けた意欲が見られるかどうかも

うべきである。」との意見は、どのような状態

重要なポイントとなる。

を想定しているのであろうか。

なお、法科大学院の関係者の一部から、法
科大学院ないし法曹養成制度に関する情報公

（例１）

開に必ずしも積極的ではない意向を感じるこ

ある法科大学院 53 の修了者が毎年１０ ０

とがある。情報開示への不熱心は、自校ない

名 54として、毎年、そのうち７０％がその年

し自己の属する組織が否定的な評価を受ける

の司法試験に合格し（７０名合格・３０名不

ことを免れようとする自己保身の表れとの批

合格）、残る３０人のうち７０％が翌年の司

判を免れ得ないであろう。不用意な情報の開

法試験に合格し（２１名合格・９名不合格）、

示が誤解を招き無用の悪影響を及ぼす可能性

残る９名のうち７０％がその次の年の司法試験

があることについては十分な手当てが必要で

に合格する（６名が合格・３名が不合格）。

あるが、そのことをもって情報開示そのもの
に消極的となることはあってはならない。

この例１では、その法科大学院の単年度合
格率は７０％となるが、その法科大学院の累

Ⅲ

新司法試験結果の分析と課題

積合格率は９７％（累積不合格率は３％）と
なる。改革審意見書が期待される法科大学院

１

新司法試験合格率の「低迷」

として想定しているのは「修了者のうち７～

（１）新司法試験の単年度合格率の意味

８割が新司法試験に合格できるような教育」

改革審意見書は、法科大学院教育について、

であるから、改革審意見書は法科大学院に対

「法曹となるべき資質・意欲を持つ者が入学

しここまで完璧な教育を要求している、また

し、厳格な成績評価及び修了認定が行われる

は、プロセスにおける新司法試験の位置づけ

ことを不可欠の前提とした上で、法科大学院

をここまで低く見ているものではないと考え

では、その課程を修了した者のうち相当程度

られる。

（例えば約７～８割）の者が後述する新司法

すなわち、改革審がいう「修了者のうち７

試験に合格できるよう、充実した教育を行う

～８割が新司法試験に合格」する教育とは、

べきである。」としている。

単年度合格率が７割から８割という意味では

これに対し、法科大学院修了者の新司法試
験合格率（単年度）は【別表２】のとおり、

なく、５年以内３回での累積合格率である。
まず、このことに注意すべきである。

出願者ベースで、平成１８年４７．２％、平

53

例は特定の法科大学院１校を想定しているが、同様の計算は、全ての法科大学院の修了者を対象とした場
合にも成り立つ。
54 例では、修了者数と合格者数のみを問題にしている。この例では、法科大学院の修了者は１００名として
53
54
例は特定の法科大学院１校を想定してい
るが、同様の計算は、全ての法科大学院の修
了者を対象とした場合にも成り立つ。
例では、修了者数と合格者数のみを問題に
している。この例では、法科大学院の修了者
いるが、その法科大学院の定員及び入学者数は実は１２０名かもしれない（修了率は８３．３％）し、実は
は
100名で、残る
名としているが、その法科大学院の定
員及び入学者数は実は
120 名かもしれない
（修了率は
83.3%）し、実は標準年限修了者
は
70
30 名は留年を経て修了して
いるのかもしれない（標準年限修了率は
58.3%）
。
標準年限修了者は７０名で、残る３０名は留年を経て修了しているのかもしれない（標準年限修了率は５８．
３％）。
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（例２）

統計的な考え方からは、制度安定時に、単

ある法科大学院の修了者が毎年１００名と

年度合格率が３割から４割程度であったとし

して、毎年、そのうち３３％がその年の司法試

ても、法科大学院修了者の７割から８割は新

験に合格し（３３名合格・６７名不合格）、残

司法試験に合格できることになるのであるか

る６７人のうち３３％が翌年の司法試験に合

ら、現在の新司法試験の単年度合格率のみか

格し（２２名合格・４５名不合格）、残る４５

ら直ちに、「司法試験合格率は低迷しており、

名のうち３３％がその次の年の司法試験に合

法科大学院教育に問題があるまたは、司法試

格する（１５名が合格・３０名が不合格）。

験のハードルが高すぎる」ということはでき
ないことになる。

この例２では、その法科大学院の単年度合

もちろん、新司法試験が、厳格な成績評価

格率は３３％に過ぎないが、その法科大学院

及び修了認定を踏まえた法科大学院教育の成

の累積合格率は７０％（累積不合格率は３０

果を試すものであることからすれば、受験回

％）となる。

数にかかわらず受験者の合格率が等しいので

例１及び例２は、受験回数にかかわらず受

はなく、初回受験者の合格率が最も高く、２

験者の合格率は等しく、かつその状態が継続

回目、３回目の受験者の合格率は相対的には

するという前提に立って、余事象の考え方で

次第に低くなることが望ましく、また実際の

累積合格率を計算している。

試験結果もほぼそのようになっている。

このように統計学的に考えると、単年度合

そこで、例えば、初回受験者の合格率を５
０％、２回目受験者の合格率を３０％、３回

格率と累積合格率は以下の関係に立つ。

目受験者の合格率を２０％と仮定する。
【表１】新司法試験の単年度合格率と累積合格率の関係
単年度合格率

単年度不合格率

あ

い＝１００％－あ

３回受験時の

３回受験時の

累積不合格率

累積合格率

う＝い×い×い

え＝１００％－う

80.0%

20.0%

0.8%

99.2%

70.0%

30.0%

2.7%

97.3%

60.0%

40.0%

6.4%

93.6%

50.0%

50.0%

12.5%

87.5%

45.0%

55.0%

16.6%

83.4%

42.0%

58.0%

19.5%

80.5%

40.0%

60.0%

21.6%

78.4%

35.0%

65.0%

27.5%

72.5%

33.3%

66.7%

29.6%

70.4%

30.0%

70.0%

34.3%

65.7%

25.0%

75.0%

42.2%

57.8%

20.0%

80.0%

51.2%

48.8%

15.0%

85.0%

61.4%

38.6%

10.0%

90.0%

72.9%

27.1%
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（例３）
ある法科大学院の修了者が毎年１００名
として、毎年、そのうち５０％がその年の司

いう極端な例であるが、このような極端な例
であっても、単年度合格率は、５７．１％に
しか達しないのである。

法試験に合格し（５０名合格・５０名不合
格）、残る５０人のうち３０％が翌年の司法試

（例５）

験に合格し（１５名合格・３５名不合格）、残

ある法科大学院の修了者が毎年１００名

る３５名のうち２０％がその次の年の司法試

として、毎年、最初の司法試験では１人も合

験に合格する（７名が合格・２８名が不合格）。

格せず（０名合格・１００名不合格）、翌年

この場合、１００名中７２名が最終的に合

の司法試験でも１人も合格せず（０名合格・

格しているので、累積合格率は７２％である

１００名不合格）、３回目の司法試験でよう

が、単年度合格率は、合格者（５０＋１５＋

やく８０％が合格する（８０名が合格・２０

７名）÷受験者（１００＋５０＋３５名）＝

名が不合格）。

７２÷１８５＝３８．９％となる。
さらに極端な例も検討しておく。

この場合でも、１００名中８０名が最終的
に合格しているので、累積合格率は８０％で

（例４）

あるが、単年度合格率は、合格者（０＋０＋

ある法科大学院の修了者が毎年１００名

８０名）÷受験者（１００＋１００＋１００

として、毎年、そのうち８０％がその年の司

名）＝８０÷３００＝２６．６７％となる。

法試験に合格し（８０名合格・２０名不合

このように、受験回数による合格率の変動

格）、残る２０％は、翌年の司法試験でも、

を考慮しても、法科大学院修了者の７割から

その次の司法試験でも１人も合格しない（０

８割が安定的に司法試験に合格する状況が実

名合格・２０名不合格）。

現したときの、司法試験の単年度合格率は４
割程度にしかならない。

この場合、１００名中８０名が最終的に合
格しているので、累積合格率は８０％である

このことは、新司法試験が実施される前か
ら、想定されていた事実である 5556。

が、単年度合格率は、合格者（８０名）÷受

そこで、法科大学院と新司法試験の関係を

験者（１００＋２０＋２０名）＝８０÷１４

論ずるにあたって、単年度合格率のみに過度

０＝５７．１％となる。この例４は、累積合

に着目することは適切ではないし、単年度合

格率において改革審意見書の期待する８割と

格率について、改革審意見書の「７～８割」とい

し、かつその全員が初回の受験で合格すると

う数字と比較して論ずることは不適切である。

55

司法試験委員会会議第１２回（平成１６年１１月９日）における上谷清委員長の発言
「新司法試験は３回受験することができるので，その間にどの程度合格するかというところで考えなければ
いけないにもかかわらず，１回だけの受験で２０パーセント台や３０何パーセントといった数字が出ている
として，いかにもそれで司法試験の全体の合格率がそれと同じ数字になってしまっているというような議論
をしている点。この点はちょっと確率の計算をすればすぐ分かる誤解だが，３回受験することができるわけ
だから，例えば１回の試験で仮に４割くらいの合格率になるとすると，３回受ければ８０何パーセントが合
格するという数になると思う。」
56 内閣府 規制改革・民間開放推進会議第６回 規制見直し基準ＷＧ（平成１７年７月４日）
「福井秀夫政策研究大学院大学教授：厳格な評価や修了認定は、法曹の質の担保という面で重要だが、それ
55
はどの程度の質を要求するかで異なるのではないか。今後定常ベースで５，７００～５，８００人が受験資
司法試験委員会会議第１２回（平成１６年
１１月９日）における上谷清委員長の発言
「新司法試験は３回受験することができるの
で，その間にどの程度合格するかというとこ
ろで考えなければいけないにもかかわらず，
１回だけの受験で２０パーセント台や３０何
パーセントといった数字が出ているとして，
いかにもそれで司法試験の全体の合格率がそ
れと同じ数字になってしまっているというよ
うな議論をしている点。
この点はちょっと確
格を得るとして、現行の法科大学院が存続するということを前提にすれば、中期的には合格率をどの程度にするのか。
率の計算をすればすぐ分かる誤解だが，３回
受験することができるわけだから，例えば１
56
回の試験で仮に４割くらいの合格率になると
すると，３回受ければ８０何パーセントが合
格するという数になると思う。
内閣府 規制改革・民間開放推進会議第
規制見直し基準
WG（平成 17 年」7 月 4 日）6 回
「福井秀夫政策研究大学院大学教授：厳格な
評価や修了認定は、法曹の質の担保という面
で重要だが、それはどの程度の質を要求する
かで異なるのではないか。今後定常ベースで
5,700～5,800
人が受験資格を得るとして、
現
吉村典晃法務省大臣官房司法法制部参事官：大学院の認定の厳格さにより合格率は変わってくると考える
行の法科大学院が存続するということを前提
にすれば、中期的には合格率をどの程度にす
るのか。
吉村典晃法務省大臣官房司法法制部参事官：
大学院の認定の厳格さにより合格率は変わっ
てくると考えるが、全ての方が受験するとい
う前提であれば、最終的に単年ベースで約
20％程度ではないか。ただし、一人の受験者
が５年間に３回受験できるので、受験者全体
では約 50％程度と考えている。」
が、全ての方が受験するという前提であれば、最終的に単年ベースで約２０％程度ではないか。ただし、一
人の受験者が５年間に３回受験できるので、受験者全体では約５０％程度と考えている。」

16

（２）累積での司法試験合格率

（７５．９％）、慶應（７３．１％）、東北（７

改革審意見書は、新司法試験について５年

２．２％）、京都（７１．４％）、千葉（７０．

以内に３回まで受験可能であることを前提に

９％）の７校に上っており、平成１８年度修

しており、法科大学院を修了したその年に７

了者の７割以上が合格している法科大学院は

～８割が合格することを想定していたわけで

２６校に達している。改革審意見書は、
「修了

はなく、また、単年度の新司法試験合格率を

者の相当程度（例えば７～８割）の者が司法

７～８割とすることを想定していたわけでも

試験に合格できるよう、充実した教育」を行

ない。各法科大学院に対して、法科大学院修

うことを各法科大学院に求めたのであるが、

了者の７～８割が５年３回以内に（３回受験

この目標を達成できている法科大学院も、す

の累積で７～８割が）合格するような充実し

でに一定数存在しているのである。また、こ

た教育を行うことが求められているのである。

の【別表７】からは平均値と中央値の差が年々

各修了年度別の平成１８年から平成２１年

拡大していること、すなわち、司法試験合格

までの新司法試験の累積合格者数及び合格率

者がいわゆる「上位校」に集中しつつある状

は、【別表 6】のとおりである。

況も見て取れる。

これによれば、平成１７年度に標準年限で

（３）単年度合格率が低下しつつあること

修了した者（全員が法学既修者）の４回の試

新司法試験は、法科大学院修了者に５年以

験での累積合格率は６９．５％である。平成

内３回の受験資格が認められているが、まだ

１８年度の修了者の３回の試験での累積合格

４回が実施されたに過ぎないし、なお新旧司

率は４８．４％であるが、法学既修者に限る

法試験の並行実施期間中であり、出願者数は

と６３．５％がすでに合格している。平成１

増加傾向にある。

９年度修了の法学既修者は２回の試験で６１．

初回の平成１８年新司法試験では、出願者
の全員が第１回目の出願者であり、滞留者は

２％が合格している。
このように単年度合格率ではなく累積合格

存在しない。これに対して、第２回目の平成

率を見ると、法科大学院修了者の７～８割程

１９年新司法試験では、その年に法科大学院

度が合格するような充実した教育は、決して

を修了した第１回目の出願者に加えて、前年

57

はるか彼方の目標ではない 。

の試験で不合格となった第２回目の出願者が

個別の法科大学院ごとに新司法試験の累積

加わることになる。さらに、第３回目の平成

合格率をみると、実は、その差がかなり顕著

２０年新司法試験では、その年に法科大学院

であることがわかる。
【別表 7】のとおり、合

を修了した第１回目の出願者に加えて、第２

格数が前年を下回った平成２１年の司法試験

回目、第３回目の出願者が加わるから、出願

を踏まえても、平成１９年度修了者の７割以

者の数は大幅に増加することになる。このよ

上が既に合格している法科大学院は、一橋（累

うに試験の実施を重ねるごとに前年までの不

積合格率８０％）、神戸（７８．８％）、東京

合格者が積み上がることにより出願者の数は

57

司法試験委員会会議第３２回（平成１８年１２月１５日）におけるヒアリングで法科大学院協会は、
「新司
法試験の合格率の低下は，進路として法曹界の魅力を低下させると思われる。つまり，全体の合格率が５０
パーセントくらいだと，合格率の高い大学では７０とか８０パーセントの合格率が達成できるが，全体が２
０パーセント，３０パーセントになってしまうとそれは非常に難しいと思われる。そうなると，法科大学院
が新しい人たちを呼び込むことが難しくなる。実際，適性試験の出願者数は減り続けている。差し当たり２
０１０年に予定されている３，０００人の合格をそれより早く実施することを検討していただけないか。も
57 ちろん，それを実現するためには，法科大学院における教育の質を確保すること，それから，厳格な修了認
司法試験委員会会議第３２回（平成１８年
１２月１５日）におけるヒアリングで法科大
学院協会は、
「新司法試験の合格率の低下は，
進路として法曹界の魅力を低下させると思わ
れる。つまり，全体の合格率が５０パーセン
トくらいだと，合格率の高い大学では７０と
か８０パーセントの合格率が達成できるが，
全体が２０パーセント，３０パーセントにな
定をすることが要求されると思われる。」とするが、これが累積合格率のことを指しているのであれば、概ね
ってしまうとそれは非常に難しいと思われる。
そうなると，法科大学院が新しい人たちを呼
び込むことが難しくなる。実際，適性試験の
出願者数は減り続けている。差し当たり２０
１０年に予定されている３，０００人の合格
をそれより早く実施することを検討していた
だけないか。もちろん，それを実現するため
には，法科大学院における教育の質を確保す
ること，それから，厳格な修了認定をするこ
とが要求されると思われる。
」とするが、これ
が累積合格率のことを指しているのであれば、
概ね実現できていることになる。単年度合格
実現できていることになる。単年度合格率だとすると、３０００人合格が実現しても、かなりの定員削減、
率だとすると、
３０００人合格が実現しても、
かなりの定員削減、教育の質の確保、厳格な
修了認定の徹底が必要であろう。
教育の質の確保、厳格な修了認定の徹底が必要であろう。
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著しく増加していく。この傾向は、５年以内

た合格者数の目安は、そもそも、想定される

に３回という受験資格制限が十分に機能し、

出願者の数の増加割合と同程度に設定されて

受験資格制限により出願できなくなる者の数

いるものではなく、仮に、司法試験の合格者

が一定の数に増加するまで続くことになる。

数が、司法試験委員会の示した合格者数の目

実際、新司法試験の出願者は、
【表２－１】の

安の上限で推移した場合でも、
【表２－２】の

とおり急激に増加しており、平成２２年の出

とおり、単年度合格率の大幅な上昇は期待で

願者数は１万人を大きく超えるものと予想さ

きない 59。

れる 58。このように、新司法試験の出願者の

このように単年度合格率の低下が見られる

数が著しく増加していくことは、当然に想定

ことから、司法試験受験生にとって合格のた

されていたことである。

めのハードルは上がっているように見える。

他方、新司法試験合格者の数も、司法試験

しかし、一方で、
【表３】から明らかなとお

委員会の発表した合格者数の目安（概数）に

り法科大学院を修了した年に司法試験を受験

おいて、次第増加させることが示され、実際、

している者の合格者数及び合格率は、単年度

３回目までは、司法試験委員会の発表した合

の全体の合格率が次第に低下傾向にあるにも

格者数の目安をほぼ満たす程度には増加して

かかわらず、ほぼ横ばいである。

きていた。しかし、司法試験委員会の発表し
【表２－１】新司法試験の出願者数と、実際の合格者数及び合格率
平成１８年
出願者

平成１９年

平成２０年

平成２１年

2,137

5,401

7,842

9,734

2,137

4,415

5,338

5,789

合格者

1,009

1,851

2,065

2,043

合格率（対出願者）

47.2%

34.3%

26.3%

21.0%

不合格者数

1,128

3,550

5,777

7,691

うち初回出願者

【表２－２】新司法試験の出願者数と、合格者数が仮に司法試験委員会の発表した合格者数の
目安の上限だった場合の合格者数及び合格率
平成１８年
出願者（実数）

58

平成１９年

平成２０年

平成２１年

2,137

5,401

7,842

9,734

うち初回出願者（実数）

2,137

4,415

5,338

5,789

合格者数（目安上限）

1,100

2,200

2,500

2,900

合格率（同上）

51.5%

40.7%

31.9%

29.8%

不合格者数（同上）

1,037

3,201

5,342

6,834

平成２１年度の法科大学院修了者数が平成２０年度の修了者数と比べて増減する理由は特に見あたらない
から、厳格な成績評価と修了認定の徹底がなされない限り、平成２２年新司法試験の初回出願者数は、平成
２１年と同様で５５００人程度であろう。平成２１年の２回目３回目の出願者数合計４２１６人は平成２０
年の不合格者数の約８割である。そこで、平成２１年司法試験不合格者の約８割が平成２２年の司法試験で
も出願すると考えると６１５２人程度となる。そうすると、平成２２年新司法試験の出願者は、１万１００
０人を超えることが予想される。この場合、合格者が３０００名だと単年度の対出願者合格率は２７．２％、
２０００名だと１８．２％となる。
59
もちろん、表２－２は仮定の数字である。実際に合格者数が司法試験委員会の示した目安の上限で推移し
58
平成
21
年度の法科大学院修了者数が平成
20
年度の修了者数と比べて増減する理由は
特に見あたらないから、厳格な成績評価と修
了認定の徹底がなされない限り、
平成
22
年新
59
司法試験の初回出願者数は、
平成
21
年と同様
た場合には、合格者数が増加した分だけ翌年の出願者数は減少する（単純計算では、平成１９年で９１名、
で
5500
人程度であろう。平成
216152
年の
2年の
回目
3
回目の出願者数合計
4216
人は平成
20
不合格者数の約
8合格者が
割である。そこで、平成
21
もちろん、表
3 は仮定の数字である。実際
年司法試験不合格者の約
8 22
割が平成
22
年の司
に合格者数が、司法試験委員会の示した目安
法試験でも出願すると考えると
人程度
の上限で推移した場合には、合格者数が増加
となる。
そうすると、
平成
年新司法試験の
した分だけ翌年の志願者数は減少する（単純
出願者は、
1
万
1000
人を超えることが予想さ
計算では、平成
19
年で
名、平成 20 年で
れる。
この場合、
3000
名だと合格率
349
名、
平成
21 年で
43591
名の志願者が減少す
は
27.2％、2000
名だと合格率は
18.2％とな
る。
）
。その結果、合格率をそれぞれ２％程度
る。
押し上げることが考えられる。
平成２０年で３４９名、平成２１年で４３５名の出願者が減少する。
）。その結果、合格率をそれぞれ２％程
度押し上げることが考えられる。
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【表３】受験者全体と法科大学院を修了した年に新司法試験を受験した者の合格状況

全体
法学
既修者

修了年の
受験者

全体
法学
未修者

修了年の
受験者

全体
合計
修了年の
受験者

平成 18 年

平成 19 年

平成 20 年

平成 21 年

受験者数

2,091

2,641

3,002

3,274

合格者数

1,009

1,215

1,331

1,266

単年度合格率

48.3%

46.0%

44.3%

38.7%

受験者数

2,091

1,738

1,898

1,947

合格者数

1,009

819

974

948

単年度合格率

48.3%

47.1%

51.3%

48.7%

受験者数

1,966

3,259

4,118

合格者数

636

734

777

単年度合格率

32.3%

22.5%

18.9%

受験者数

1,966

2,079

2,065

合格者数

636

492

458

32.3%

23.7%

22.2%

単年度合格率
受験者数

2,091

4,607

6,261

7,392

合格者数

1,009

1,851

2,065

2,043

単年度合格率

48.3%

40.2%

33.0%

27.6%

受験者数

2,091

3,704

3,977

4,012

合格者数

1,009

1,455

1,466

1,406

単年度合格率

48.3%

39.3%

36.9%

35.0%

例えば、法学既修者の単年度の新司法試

動していないことは、毎年の法科大学院修

験合格率は年々低下しつつあるが、法科大

了者の実力がほぼ一定であることと、新司

学院を修了した年に司法試験を受験した者

法試験の合格水準が年によって大きく変わ

の合格者数及び合格率はほぼ安定している。

らない資格試験 60として機能していること

また、極めて優秀な人材が多数集まったと

の両方を意味するものと言えるであろう 61 。

言われる未修１期生が修了した年である平

そうすると、新司法試験の単年度の合格

成１９年を除くと、法学未修者が修了した

率が低下しつつあるのは、法科大学院修了

年に新司法試験を受験した者の合格者数及

者の増加と不合格者の滞留により出願者の

び合格率もほぼ一定である。全体の合格率

数が大幅に増加していくという制度実施の

が年々低下しつつあるにもかかわらず、法

当初から予想されていたことに主たる原因

科大学院を修了した年に新司法試験に合格

があるのであって、合格者数が抑制されて

する者の人数が、既修、未修とも大きく変

いることを最大の原因と見るべきではない。

60

「競争試験」及び「資格試験」は法令上の用語であり、国家公務員や地方公務員の採用、昇格及び昇給等
は、競争試験による例が少なくない。
61 前掲「法曹養成メカニズムの問題点について－経済学的観点から」で木下富夫教授は「もし受験生全体の
平均的能力がこの３年間同程度であったとすれば（おそらくこの仮定は正しいであろう。なぜなら、母集団
は数千人規模であり、大数の法則が働くからである。）、合格基準は毎年引き上げられてきたことになる。」と
60
指摘し、これを前提に司法試験委員会が法曹増員に消極的であると立論するが、これまでの４回の新司法試
61
「競争試験」及び「資格試験」は法令上の
用語であり、
国家公務員や地方公務員の採用、
昇格及び昇給等は、競争試験による例が少な
くない。
前掲「法曹養成メカニズムの問題点につい
て－経済学的観点から」
で木下富夫教授は「も
し受験生全体の平均的能力がこの３年間同程
度であったとすれば（おそらくこの仮定は正
しいであろう。なぜなら、母集団は数千人規
模であり、大数の法則が働くからである。
）、
合格基準は毎年引き上げられてきたことにな
る。
」
と指摘し、
これを前提に司法試験委員会
験は毎年受験者数が著しく増加していること、その原因は不合格者の再受験による滞留にあること、新司法
が法曹増員に消極的であると立論するが、こ
れまでの４回の新司法試験は毎年受験者数が
著しく増加していること、その原因は不合格
者の再受験による滞留にあること、新司法試
験は受験回数の多い者の合格率が低いことを
看過しているように思われることが惜しまれ
る。
試験は受験回数の多い者の合格率が低いことを看過しているように思われることが惜しまれる。
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れ，厳格な成績評価及び修了認定がされてい

（４）合格者の数の増減
司法試験委員会は、平成１７年２月２８日

ると考えられる法科大学院もある」ことを前

に平成１８年及び平成１９年の新司法試験の

提に「資格試験である司法試験の合否は，受

合格者数について、一応の目安となる概括的

験者が法曹となろうとする者に必要な学識及

な数字（概数）を示し、平成１９年６月２２

び応用能力を有しているかどうかに基づいて

日には、平成２０年及び平成２１年の新司法

判定されるのであるから，ここで示す合格者

試験の合格者の数についての概数を示した。

の概数は，実際の試験結果に基づき当然変動

平成１８年から平成２０年の新司法試験に

し得る性質のものである。」との留保を付して

ついては、ほぼ、実際の合格者は、合格者数
の目安の範囲内であった。しかし、平成２１

いる。
司法試験の合格者は司法試験考査委員の合

年の新司法試験については、実際の合格者は、

議による判定に基づき、司法試験委員会が法

合格者数の目安の範囲を１８％ほど下回ると

曹となろうとする者に必要な学識及び応用能

ともに、若干ではあるが、前年の合格者数を

力を有しているかどうかの観点 63から決定す

も下回った。

る 64。弁護士会が法曹人口問題で論ずる新規
登録弁護士の就職が困難となっている状況な

【表４】司法試験合格者数の目安と実際の合
格者

62

どについて、司法試験委員会ではこれまで議
論の俎上に上っていない。繰り返し行われて

合格者数の概数

実際の合格者

きたヒアリングは、法科大学院及びこれを修

平成 18 年

900

～

1100

1009

了した司法試験受験生の答案、新司法試験に

平成 19 年

1800

～

2200

1851

合格した司法修習生を対象とするものばかり

平成 20 年

2100

～

2500

2065

である。そしてヒアリングにおける考査委員

平成 21 年

2500

～

2900

2043

からの指摘には、司法試験の答案の水準は考
査委員の期待するレベルに到達しておらず、

平成１９年６月２２日に平成２０年及び２

法科大学院教育にはなお改善を期待する点が

１年の合格者数の目安の概数を示すにあたっ

あるとするものが多く、その傾向は、これま

て、司法試験委員会は、
「法科大学院の課程を

でに公表されている平成１８年から２０年ま

修了した者については，基本的知識が不十分

での３回の司法試験についてのヒアリングを

であり，実体法を事案に当てはめて法的に思

通じて大きく異なるものではない 65。

考する能力が不足しているとの指摘もあり，

また、前述のとおり、新司法試験の単年度

充実した教育や厳格な成績評価及び修了認定

合格率が年々低下しつつあるにもかかわらず、

が行われていない法科大学院があることがう

法科大学院を修了した年に新司法試験に合格

かがわれるが，他方，法的思考力を養成する

する者の人数が、既修、未修とも大きく変動

充実した授業が行われ，ファカルティ・ディ

していないことは、毎年の法科大学院修了者

ベロップメント（授業内容及び方法の改善を

の実力がほぼ一定であり、新司法試験の合格

図るための組織的な研修及び研究）が推進さ

水準が年によって大きく変わっていないこと

62

平成１８年及び１９年の新司法試験合格者数は平成１７年２月２８日にその目安の概数が、平成２０年及
び２１年の合格者数は平成１９年６月２２日にその目安の概数が、それぞれ示された。
63
64
65 司法試験法８条
63 司法試験法第１条
司法試験法
1 条 （公法系科目）に対する
（１）司法試験委員会会議（第２９回・平
成１８年９月２０日）
新司法試験考査委員
ヒアリング
「厳しい指摘としては，
「与えら
れた資料，法文から重要な事実を読み取り，
それらに法令，判例理論を適切に当てはめる
ことによって適切な結論を導き出す能力，基
礎的知識を養成するという法科大学院の教育
理念が一部の法科大学院においては，十分に
64 司法試験法第８条
学生に徹底されていなかったことが考えられ
る。
」
「法科大学院の教育の成果が現れている
と２０年１２月８日）
平成２０年新司法試験の採点実感等に関する
意見「憲法学という視点からは，基礎的理解
62

平成１８年及び１９年の新司法試験合格
者数は平成１７年２月２８日にその目安の概
数が、平成２０年及び２１年の合格者数は平
成１９年６月２２日にその目安の概数が、そ
れぞれ示された。

20

が不十分で，設問の具体的事情を離れて表現
の自由に関する論証を記憶に従って並べただ
けの答案が多く，事案の内容に即した個別
的・具体的検討の不十分さや応用力という点
で課題を残すものであった。また，いわゆる
論点主義の解答に陥っている答案が多く見ら
れた。それらは，残念ながら，憲法の基礎理
論を生きた知識として身に付けていない，ま
た，法的思考力ないし論証力が十分に定着し
ていない，と評価せざるを得ないものであっ
た。
」
「（民法分野について）答案の水準の絶対
的評価については，特に設問１については，
おおむね良好な出来具合であったと評価する
ものが少なくなかったが，そのような評価を
する委員においても，下位の答案には非常に
低い質のものがあることを指摘する意見もあ
り，また，全体としての出来具合について，

を意味するものと考えられる。

う。

そうすると、平成２１年の合格者数が上記

もちろん、この水準が高すぎることはない

のような結果となったのは、司法試験考試委

か、低すぎることはないか、出題や評価の基

員会及び司法試験委員会が、純粋に、
「受験者

準が適切かについて、つねに検証していくこ

が法曹となろうとする者に必要な学識及び応

とは必要である。

用能力を有している」という水準に達したと

しかし、それ以前の問題として、プロセス

判定できる者の数が、当初設定した合格者数

による法曹養成において、基礎的な知識や基

の目安に達しなったからと、見るべきであろ

本的能力を修得させてその到達度を判定する

65
（１）司法試験委員会会議（第２９回・平成１８年９月２０日）
新司法試験考査委員（公法系科目）に対するヒアリング 「厳しい指摘としては，「与えられた資料，法
文から重要な事実を読み取り，それらに法令，判例理論を適切に当てはめることによって適切な結論を導
き出す能力，基礎的知識を養成するという法科大学院の教育理念が一部の法科大学院においては，十分に
学生に徹底されていなかったことが考えられる。」「法科大学院の教育の成果が現れているといった肯定的
な印象を述べた委員からも，問題点を把握してきちんと書いている答案はほんの一握りに過ぎない，出来
のいい答案はそれほど多くはないとの指摘がなされており，きちんと出題者の意図をとらえて問題点を分
析，把握して記述している答案は少ないという印象であったように思われる。」
新司法試験考査委員（刑事系科目）に対するヒアリング「それでは，当方の出題意図と新試験の答案の
レベルとの関係はどうであったか。出題意図，要求する解答水準に相当数が達していたとまでは言えない。
当方の予定した水準に十分に達している答案はいまだ少数にとどまり，改善すべき余地はあるという印象
である。」「司法研修所教官としての立場から不安に思っているのは，むしろ前提となる刑法の基本的な理
解ないし知識に問題があるのではないか，ということである。この点は司法研修所で教育することはほと
んど不可能であることから，試験に合格した段階では既に身に付けていてもらわないと困るのだが，残念
ながら必ずしも十分だとはいえなかったという実感があり，こちらの方がむしろ不安である。」
（２）司法試験委員会会議（第３０回・平成１８年１０月５日）
新司法試験考査委員（民事系科目）に対するヒアリング「実際に採点してみると，事例に即してその場
で考える力，能力を示す答案は予想外に少なく，しかも，基礎知識の論述部分において誤っている答案が
多かった。」「事例に即してその場で考える訓練や能力が身に付いていないことから明らかであるが，その
前提となる基礎知識についても学習が不足していると思われた。」「採点結果についてであるが，民法，民
事訴訟法の意見交換会で最低ライン点をもう少し考え直すべきではないかという意見が出た。これは私も
同感であり，ロースクールで厳格な成績評価をしているのか疑問が生じるような答案がかなりあった。２
００点満点で７０点未満，１００点満点で３５点未満では絶対だめだろうと思われるが，そういう答案が
２５パーセント以上私の採点したところにはあった。旧試験と違って試しで受けてみるという人はいない
はずなので，結果的に，ロースクールを修了しているのはむしろおかしいのではないかと思われる答案が
たくさんあったということになる。最低ライン点というものが余り機能していなかったことになる。」
（３）司法試験委員会会議第４０回（平成１９年９月１２日）
新司法試験考査委員（民事系科目）に対するヒアリング「受験生の実力を適切に反映した採点という意
味では，おおむね達成できているものと思われるが，大大問全体を通して十分な水準だと評価できる答案
がどれくらいあるかと言われると，やはり，必ずしも多くはない。合格すべき水準に達していない答案の
割合が過半数を上回っており，実務修習を受けるに至る能力を備えていないような合格者が多数出てしま
うのではないか，こういう厳しい意見も複数あった。」「今回の結果を受けて法科大学院に求めるものは，
今，述べたことの裏返しになる。境界領域や発展的な問題の理解も大事ではあるが，それよりも，事案の
分析力を磨き，基本的な理解を確実に得させることに重点を置くべきであろう。」「（民事訴訟法担当の）採
点実感であるが，よく書けた答案もごく少数あったものの，残念ながらほとんどの答案の出来栄えは芳し
いものではなかった。」
「予定していた解答水準よりかなり低い水準の答案が多かった。その原因であるが，
これは事例に即して考えるというところまで行き着くことができなかったからではないか，つまり，基礎
知識というか，基礎理論の理解が極めて不十分であったからではないかと思われる。」「これは昨年の試験
もそうであったと記憶しているが，法科大学院で勉強する際に，一般的・抽象的に説かれる理論を具体的
事例に適用しながら理解するという姿勢を持ちつつ指導を受けるという基本姿勢に欠けるところがあり，
それが原因ではないかと思う。この点は授業を担当する者としては注意しなければならないと自戒してい
るところである。」
「（商法の）全体的な答案の水準については，各委員の意見を伺ったところでは，出題者
の期待に達していたとは言えない，余りレベルは高くはないという意見と，それなりの水準には達してい
るのではないかという意見が分かれていた。それなりの水準に達しているというのは，いい水準にあると
いうよりは，昨年の経験なども踏まえて同じくらいのレベルだろうということであり，我々が想定した水
準と大きく外れたものではないということで，その程度のものであると御理解いただきたいと思う。」
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役割は、新司法試験の役割ではなく、司法修

まうことのないように、充実した教育と厳格

習の役割でもなく、新しい法曹養成制度の中

な成績評価及び修了認定の徹底に努めなけれ

核たる法科大学院の教育と厳格な成績評価及

ばならないであろう。

び修了認定が果たすべき役割である。各法科

他方で、司法修習関係者からは、新司法修

大学院は、今後も司法試験委員会から「基本

習の修習生を含む最近の司法修習生について、

的知識が不十分であり，実体法を事案に当て

その一部の者に基本法についての理解不足が

はめて法的に思考する能力が不足している」

みられると指摘する声が上がってきている 6667。

と指摘される者が、法科大学院を修了してし

また、二回試験における不可答案の傾向と

（４）司法試験委員会会議第４１回（平成１９年１０月３日）
新司法試験考査委員（公法系科目）に対するヒアリング
「今年の問題は，意識的に基本を聞くということにしているため，問題の難易度は下がっている。にも
かかわらず，実感として，出来は去年より少し悪いという実感を持っている。」「先ほど憲法の方からも指
摘があったが，基礎的なレベルを疑うような答案も，かなりあることはあった。これでよく論文まで来た
なというのがあって，それは短答式試験との関係もあるが，まあ，何よりも法科大学院の修了認定につい
て厳格さを求めたいと感じた次第である」「採点した場合に，かなり点数に開きがあり，私が採点した中で
言えば，成績の良い人は８０点以上の人もいる一方で，２０点台，１０点台，あるいはそれ以下といった
点数のかなり悪い人もいたわけであり，同様に法科大学院を修了したということを前提に考えるとどうな
のかなと思ったところである。実際にそのようにかなり点数の悪い答案もあったということである。」
新司法試験考査委員（刑事系科目）に対するヒアリング
「実際に答案を採点して気が付いたこととしては，まず第一に，刑法の具体的な知識，基本的な理解が
なお十分でない答案が目に付いたということを指摘せざるを得ない。法科大学院に対しては，これまでに
引き続き，刑法の解釈論の正確な理解と，具体的な運用能力のかん養に一層努められることを期待したい
と思う。法科大学院における教育により，一定の成果は上がっているというように考えられるので，更に
充実した教育の実践をお願いしたい。」
（５）司法試験委員会会議第５１回（平成２０年１２月８日）
平成２０年新司法試験の採点実感等に関する意見「憲法学という視点からは，基礎的理解が不十分で，
設問の具体的事情を離れて表現の自由に関する論証を記憶に従って並べただけの答案が多く，事案の内容
に即した個別的・具体的検討の不十分さや応用力という点で課題を残すものであった。また，いわゆる論
点主義の解答に陥っている答案が多く見られた。それらは，残念ながら，憲法の基礎理論を生きた知識と
して身に付けていない，また，法的思考力ないし論証力が十分に定着していない，と評価せざるを得ない
ものであった。」「（民法分野について）答案の水準の絶対的評価については，特に設問１については，おお
むね良好な出来具合であったと評価するものが少なくなかったが，そのような評価をする委員においても，
下位の答案には非常に低い質のものがあることを指摘する意見もあり，また，全体としての出来具合につ
いて，厳しい評価をする意見も相当数あった。」
「（商法分野について）受験者の水準については，依然とし
て，出題及び採点に当たった考査委員の期待するようなレベルの水準にあるとは言い難い。短答式試験問
題についても，商法は特に難解な問題を出題しているということはないものの，やはり出来が良いとはい
えない。」
新司法試験考査委員（公法系科目）に対するヒアリング「実務家になれば，もともとある規範では解決
できない事案にも出会っていくわけで，そこで安易に事実の方を切り捨てて規範を適用するのではなく，
もう一度原点から柔軟に考えていく思考力を身に付けておく必要があり，是非そのようにしていただきた
い。こういった思考力を育てることこそ，新たな法曹養成制度において法科大学院を中核的機関として置
いた理念を実現するものであろうし，そのような柔軟な思考力を展開する前提として，少なくとも適用違
憲と法令違憲のような基本的な法的概念はきちんとマスターしていただかねば困る。法科大学院の授業の
単位数等に制約がある中で，なかなか一朝一夕には解決できないと思うが，だからといって，これを放置・
放棄していい，現状であきらめてしまっていいとなってしまっては，憲法学という研究分野の問題からし
ても，あるいは法曹の活動という面からしても将来的にどうだろうかという気がするのと，やはり，法科
大学院の設立の理念ということからすれば，安易な妥協をしてはならないのではないかと思う」
66 最高裁事務総局平成２０年５月２３日「最近の司法修習生の状況について」における、修習生に直接接す
る教官や指導官の感想には以下のようなものがある。
「司法修習生間の実力にばらつきが出てきており、下位
層の数が増加してきているように感じる。司法試験合格者数の増加と関係があるのではないか。」
「「生きた事
件」を素材とする実務修習を実のあるものにするには、民法、刑法等の基本法の論理的・体系的な理解が不
66
最高裁事務総局平成
20 年 5 月 23 日「最近
の司法修習生の状況について」における、修
習生に直接接する教官や指導官の感想には以
下のような者がある。
「 司法修習生間の実力に
可欠であるが、下位層の司法修習生の中には、これらの基本法について表面的な知識を有するにとどまり、
ばらつきが出てきており、下位層の数が増加
してきているように感じる。司法試験合格者
数の増加と関係があるのではないか。
「「生き
」
た事件」を素材とする実務修習を実のある者
にするには、
民法、刑法等の基本法の論理的・
体系的な理解が不可欠であるが、下位層の司
法修習生の中には、これらの基本法について
表面的な知識を有するにとどまり、その理解
が十分でないため、具体的事案に即した適切
な分析検討ができていない者が相当数含まれ
ているのではないか。
」「基本法の理解不足を
克服できなかった一部の修習生は、司法修習
67
その理解が十分でないため、具体的事案に即した適切な分析検討ができていない者が相当数含まれているの
プロセスを通じて伸び悩んでいた。
」「基本法
の理解が不十分なまま、司法修習で所期の成
果を納めることは難しいのではないか。
」「関
司法試験委員会会議（第３４回・平成
19
年
4
月
19
日）
議事要旨
・
配布資料中にある
係者に対するヒアリング」には、新６０期修
習生について「口頭表現能力が高いと言えそ
うであるが，ただ，発言内容が的を得ている
かというと，必ずしもそうではないという感
想をかなり多くの教官から聞いている。
」「教
官の間で最も意見が一致したのは，全般的に
実体法の理解が不足しているということであ
ではないか。」「基本法の理解不足を克服できなかった一部の修習生は、司法修習プロセスを通じて伸び悩ん
る。単なる知識不足であれば，その後の勉強
で補えると思うが，そういう知識不足にとど
まらない理解不足，実体法を事案に当てはめ
て法的な思考をする能力が足りない，そうい
う意味での実体法の理解不足が目立つという
のが，非常に多くの教官に共通の意見であ
る。」
「 基本のところを知らないまま，
先端の
部分について中途半端な知識を持っていると
いう印象を受ける。
」といった指摘がある。
でいた。」「基本法の理解が不十分なまま、司法修習で所期の成果を納めることは難しいのではないか。
」
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して、最近の二回試験で、
「不可」と判定され

経た者だけでなく新司法試験を経た者にも相

た答案は、実務法曹として求められる最低限

当数が存在し、その者は新司法試験または旧

の能力を習得しているとは認めがたいもので

司法試験のいずれかを受験して、司法試験考

あったとして、民法、刑法等の基本法におけ

査委員の合議により、法曹となろうとする者

る基礎的な事項についての論理的・体系的な

に必要な学識及び応用能力を有しているとの

理解不足に起因する答案や事実認定のごく基

判定を受けた者のはずである。

本的な考え方が身についていないことが明ら
かである答案の具体例が紹介されている 68。

換言すると、基本法の理解が不足している
者は、本来、法科大学院を修了してはならな

二回試験の不合格者数（合格留保含む）が

いはずであり、司法試験に合格することもな

初めて１００人を超えたのは１５００人合格

いはずである。しかし、この司法修習関係者

１年目の５９期司法修習生であり（不合格率

からの指摘を前提とする限り 69、このような

７．２％）、現行６０期の不合格率は４．８％、

者が、法科大学院修了者に含まれているだけ

再受験組を除いた新６０期の合格率は６．０

でなく、旧司法試験合格者にも新司法試験合

％であった。６１期の不合格率は再受験組を

格者にもある程度含まれていることになる。

除いた現行修習の修習生が３．５％、同様に

このような事態は、プロセスによる法曹養

新修習の修習生が５．６％であった。６２期

成において想定されていたものであるのかど

の不合格率は再受験組を除いた現行修習の修

うか 70、冷静かつ慎重に客観的な検討と議論

習生も新修習の修習生も同じく３．４％であ

が必要とされるように思われる。

った。これを見た限り、法科大学院修了者な
いし新司法試験合格者の二回試験の不合格率
のみが激増しているということはできない。
しかし、司法修習関係者から、基本法の理

２

データから見た新司法試験における問
題点

（１）自主的な受け控え率の増加

解の不足を指摘される司法修習生や二回試験

法科大学院修了者は、修了後５年以内に３

で不合格となる司法修習生は、旧司法試験を

回の新司法試験受験資格が与えられているか

67

司法試験委員会会議（第３４回・平成１９年４月１９日）議事要旨・配布資料中にある「関係者に対する
ヒアリング」には、新６０期修習生について「口頭表現能力が高いと言えそうであるが，ただ，発言内容が
的を得ているかというと，必ずしもそうではないという感想をかなり多くの教官から聞いている。」「教官の
間で最も意見が一致したのは，全般的に実体法の理解が不足しているということである。単なる知識不足で
あれば，その後の勉強で補えると思うが，そういう知識不足にとどまらない理解不足，実体法を事案に当て
はめて法的な思考をする能力が足りない，そういう意味での実体法の理解不足が目立つというのが，非常に
多くの教官に共通の意見である。」
「 基本のところを知らないまま，先端の部分について中途半端な知識を持
っているという印象を受ける。」といった指摘がある。
68 最高裁事務総局 平成２０年５月２３日「最近の司法修習生の状況について」及び平成２０年７月１５日
「新第６０期司法修習生考試における不可答案の概要」は、法務省司法試験委員会（第４６回及び第４７回）
のホームページから閲覧可能である。
69 二回試験の問題のレベル、不可答案の判断の方法は、従来と基本的に同様であるとされている。他方、二
回試験の答案において「基本法における基礎的な事項についての論理的・体系的理解が不足している」と評
価される答案が増えていることの原因は、司法修習期間の短縮、とくに司法研修所での集合修習の期間短縮
によって、二回試験で試される能力及びその表現方法について訓練する機会が減少していることにある可能
性も否定できないのであって、十分な検証をすることなく法科大学院または新司法試験にのみ問題があると
即断することはできない。
70 二回試験によってこのような者が不合格となることは、二回試験が確実に機能していることを意味すると
の主張、このような者は二回試験に不合格となることによって法曹にはなれないのだから、法曹の質の低下
はないとの主張も見られる。しかし、個人的にも社会的にも高いコストと期間をかけてきた法曹養成の最終
69
二回試験の問題のレベル、不可答案の判断
の方法は、従来と基本的に同様であるとされ
ている。他方、二回試験の答案において「基
本法における基礎的な事項についての論理
的・体系的理解が不足している」と評価され
る答案が増えていることの原因は、司法修習
期間の短縮、とくに司法研修所での集合修習
の期間短縮によって、二回試験で試される能
段階で「基本法における基礎的な事項についての論理的・体系的な理解が不足していること」を理由に二回
力及びその表現方法について訓練する機会が
減少していることにある可能性も否定できな
70
いのであって、十分な検証をすることなく法
科大学院または新司法試験にのみ問題がある
と即断することはできない。
二回試験によってこのような者が不合格
となることは、二回試験が確実に機能してい
ることを意味するとの主張、このような者は
二回試験に不合格となることによって法曹に
はなれないのだから、法曹の質の低下はない
68 試験に不合格になる者が常にある程度出ることは制度として合理的なのだろうか。また、そのような者は、
との主張も見られる。しかし、個人的にも社
会的にも高いコストと期間を掛けてきた法曹
養成の最終段階で「基本法における基礎的な
事項についての論理的・体系的な理解が不足
最高裁事務総局
平成
20
年 5 月及び平成
23 日「最
していること」を理由に二回試験に不合格に
近の司法修習生の状況について」
20
なる者がつねにある程度出ることは制度とし
年
7 月 1546
日「新第
6047
期司法修習生考試にお
て合理的なのだろうか。また、そのような者
ける不可答案の概要」は、法務省司法試験委
は、二回試験によって確実にふるいに掛けら
員会（第
回及び第
回）のホームページ
れているのだろうか。
から閲覧可能である。
二回試験によって確実にふるいに掛けられているのだろうか。
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ら、修了直後から直ちに新司法試験を受験す

いる者であれば、このような受け控えは行わ

るのではなく、２回までは受験を控えて、自

ないはずである。

学自修により力を蓄えるという選択も可能で
はある。

新司法試験受験者全体の自主的受け控え率
が増加している傾向からは、法科大学院７４

上述のとおり、ここ数年は次第に合格率が

校を総体としてみた場合、その全校において

低下していく傾向が明らかであるため、合格

厳格な成績評価及び修了認定が十分に行われ

率から考える限り、より早期に受験した方が

ているとは言いがたく、その傾向は法学未修

有利であるが、それにもかかわらず、新司法

者の修了認定において特に顕著である。

試験を受け控える者が増える傾向が見られる。

平成２１年新司法試験の法科大学院別受験

受け控えをする者には、法科大学院を修了

状況【別表 8】から、自主的受け控え率と新

したが、新司法試験の出願自体をしない者と、

司法試験の合格率を個別の法科大学院ごとに

新司法試験の出願はしたものの受験を控える

見た場合、大まかな傾向として、新司法試験

判断をした者が考えられるところ、前者には

の合格率が高い法科大学院ほど自主的受け控

法科大学院を修了して法曹以外の進路に進む

え率は低く、新司法試験の合格率が低い法科

ことを選択した者などが含まれると考えられ

大学院には自主的受け控え率が高い法科大学

るが、後者は、出願時には新司法試験を受験

院が目立つ。

することを希望していたが、出願後の判断に

自主的受け控え率が高い法科大学院では、

よって受験を回避または断念した者 71に限ら

自分の実力に自信がない出願者は新司法試験

れるから、このような者の傾向について取り

を受験せず、自分の実力に自信がある出願者

上げることとする。

のみが新司法試験を受験していることになる

新司法試験の「出願者」のうち、法科大学
院の修了認定を受けた者を示す「受験予定者」

が、それでも、受験者の新司法試験合格率は
決して高くない。

が、試験を実際には受験しなかった割合（以

個別的に見ると、平成２１年新司法試験の

下「自主的受け控え率」という。）は、【別表

自主的受け控え率４０％以上の法科大学院は

２】のとおり、平成１８年の１．６％に対し

１４校とかなりの数に上っている。このよう

て、平成１９年の１２．７％、平成２０年の

な法科大学院では、厳格な成績評価及び修了

１８．８％、平成２１年の２２．７％と増加

認定がなされているのかどうか、また、修了

傾向にある。ことに平成２１年の法学未修者

者が出身法科大学院の修了認定に対する信頼

の自主的受け控え率は２９．１％であり、看

感を有しているのかどうか極めて疑問であり、

過できない割合に上っているというべきであ

その原因について徹底した検証が必要である。

る。

（２）法学既修者と法学未修者

この自主的受け控え者は、出身法科大学院

①

合格率

から修了認定を受けているにもかかわらず、

法学未修者が、新司法試験を初めて受験し

自分は司法試験に合格できる水準に到達して

たのは平成１９年であり、以後平成２１年ま

いないと判断している者であるといえる。自

でに３回の新司法試験が実施されている。

分の出身した法科大学院において厳格な成績

この３回の新司法試験では、いずれの試験

評価及び修了認定がなされていると信頼して

においても法学未修者の合格率は法学既修者

7171
ここには、主体的な判断で受験を回避したのではなく、病気や事故その他の事情により受験を断念せざる
ここには、主体的な判断で受験を回避した
のではなく、病気や事故その他の事情により
受験を断念せざるを得なかった者も含まれる。
を得なかった者も含まれる。
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【表５】新司法試験における法学既修者と法学未修者の合格率

法学既修者

法学未修者

平成 18 年

平成 19 年

平成 20 年

平成 21 年

受験者数

2,091

2,641

3,002

3,274

合格者数

1,009

1,215

1,331

1,266

単年度合格率

48.3%

46.0%

44.3%

38.7%

受験者数

1,966

3,259

4,118

合格者数

636

734

777

32.3%

22.5%

18.9%

単年度合格率
よりも低い。

いうことは十分に考えられる。

そこで、法科大学院における法学未修者教

そして、実際に、平成１８年度修了者の法

育は上手くいっていないとか、新司法試験の

科大学院別合格状況を法学未修者と法学既修

出題は法学未修者に不利な内容になっている

者別に個別的にみる【別表 9】と、同年度に

のではないかといった指摘がなされることが

修了者を輩出している法科大学院６８校中、

ある。しかし、当然にそうかというと決して

１３校においては法学既修者の修了者がおら

当然にそうであってはならないし、また、各

ず、１５校においては法学既修者よりも法学

法科大学院について個別的に見ると、必ずし

未修者の方が修了後３回の新司法試験での累

もそうとは限らないのが実態でもある。

積合格率は高い 72 から、法学未修者よりも法

法科大学院の法学既修者認定は，法科大学

学既修者の累積合格率の方が高い法科大学院

院の基礎的な法律基本科目の履修を省略でき

は３７校に過ぎない。この法学未修者の方が

る程度の学識を備えているかどうかを判定す

累積合格率の高い法科大学院には、新司法試

るため，法科大学院ごとに個別に実施されて

験合格率の高い法科大学院から低い法科大学

いるものであるが、法的な素養において極め

院 73までまんべんなく含まれている。

て優秀な法学未修者を入学させることができ

平成１８年度修了者の累積合格率で見ると、

た場合、法科大学院の１年次における法学未

一橋大学（未修８２．６％、既修７９．１％）、

修者教育が非常に充実したものである場合、

東北大学（未修７０．０％、既修７３．５％）、

または、法学既修者認定が厳格になされなか

千葉大学（未修８１．０％、既修６４．７％）、

った場合には、法科大学院以外の場で基本法

など 74 、新司法試験の成果を上げている法科

についての学識を修得した者（既修者）より

大学院には、法学未修者教育と法学既修者教

も、法科大学院でこれを修得した者（未修者）

育のバランスが取れているところが少なくな

の方が、法科大学院修了時の到達度が高く、

いことが分かる。

結果として新司法試験の合格率も高くなると

②

短答試験と論文試験の合格率

72

当該法科大学院の法学既修者の中に新司法試験ではなく旧司法試験に合格した者がいる場合、この合格率
には反映されない。そこで、上記１５校の中には旧試験合格者をも考慮すると法学既修者の合格率が法学未
修者の合格率を上回るところが含まれることも考えられる。なお、法科大学院在学者の旧試験合格者につい
ての網羅的なデータは発表されていない。
73 司法試験合格率の低い法科大学院においては、法学未修者教育が成功しているということ以上に、法学既
修者認定が適切になされていないことが、法学既修者よりも法学未修者の方が合格率が高い理由となってい
ることも考えられる。
72
当該法科大学院の法学既修者の中に新司
法試験ではなく旧司法試験に合格した者がい
る場合、この合格率には反映されない。そこ
で、上記１５校の中には旧試験合格者をも考
慮すると法学既修者の合格率が法学未修者の
合格率を上回るところが含まれることも考え
73
74 前注のとおり、いずれも、旧試験合格者を考慮しておらず、これを考慮すると法学既修者の合格率が高く
られる。なお、法科大学院在学者の旧試験合
格者についての網羅的なデータは発表されて
いない。
司法試験合格率の低い法科大学院におい
ては、法学未修者教育が成功しているという
こと以上に、法学既修者認定が適切になされ
74
ていないことが、法学既修者よりも法学未修
者の方が合格率が高い理由となっていること
も考えられる。
前注のとおり、いずれも、旧試験合格者を
考慮しておらず、これを考慮すると法学既修
者の合格率が高くなることも考えられる。
なることも考えられる。
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法学未修者が初めて新司法試験を受験した

法試験は平成２１年が３回目であることから、

平成１９年においては、受験者全体で見た場

現在は滞留者が大幅に増加しつつある状況に

合、短答式試験の合格率は、法学未修者（対

より生じた現象である。すなわち、毎年の合

受験者６３．０％）が法学既修者（同８４．

格者数は徐々に増加している（分子は微増）

８％）に比べてかなり低く、論文合格率も同

し、
【表４】の法学既修者及び法学未修者のそ

様の傾向（法学未修者３２．３％、法学既修

れぞれ「修了年の受験者」の比較から明らか

者４６．０％）であった。しかし、平成１９

なとおり、平成２０年と平成２１年の司法試

年の短答式試験合格者の論文式試験の合格率

験を比較しても、法科大学院を修了した年の

においては、法学未修者（５１．３％）と法

受験者の合格者率は大きく低下しているわけ

学既修者（５４．２％）との間にほとんど差

ではないから、法学未修者と法学既修者の単

違が見られなかった【別表２参照】。

年度合格率の差の拡大は、この滞留者による

このことは、法学未修者は、短答式試験で

受験者の増加（分母の大幅増加）の差による

試すべきとされる「専門的な法律知識及び法

ものであると見てよい。そこで、法学未修者

的な推論の能力」の修得においては、法学既

と法学既修者の合格率の差が拡大しているこ

修者に遅れるところがあっても、論文式試験

とを過大視する必要はないであろう。

で試すべきとされる「事例解析能力、論理的

（３）法学部出身者と非法学部出身者

思考力，法解釈・適用能力等」については、

平成１９年、２０年、２１年ともに、受験

法科大学院において法学未修者と互角の能力

者全体で見た場合、法学既修者認定を受けて

を修得してきていると評価された。

いる者は、非法学部出身者であっても、法学

しかし、短答式試験合格者の論文式試験の

未修者として法科大学院で３年以上学修した

合格率において、このような傾向が見られた

法学部出身者よりも、短答式試験、論文式試

のは、未修１期と呼ばれる平成１８年度修了

験ともかなり合格率が高い。

者のみであった。

反面で、法学部出身者であっても法学既修

そうすると、法学未修者でも論文式試験に

者認定を受けていない者は、平成１９年、２

おいて法学既修者と互角とされたのは、特に

０年、２１年とも、短答式試験、論文式試験

優秀な人材が集まったと評される未修１期生

ともに、非法学部出身者と比べて合格率にほ

のみだったことになり、また、未修 1 期生の

とんど差違がない【表６】。

論文式試験における成果は、法科大学院教育

法学既習認定を受けていない者には、いわ

の成果ではなく、もともとの素養に起因して

ゆる「純粋未修者」のほか「隠れ既修者」が

いたことになるのであろうか。

おり、この「隠れ既修者」の存在が法科大学

③

単年度合格率の差の拡大

院における法学未修者の授業の進行に影響を

平成１９年から２１年までの３回の新司法

及ぼしているとの指摘がある。この「隠れ既

試験において、法学既修者と法学未修者の単

修者」のほとんどは法学部出身者と思われる

年度合格率の差は、受験者全体で見た場合、

ところ 75、上述のとおり、法学未修者のうち

【別表２】のとおり、短答式試験、論文式試

の法学部出身者と非法学部出身者で司法試験

験とも次第に拡大しつつある。しかし、これ

の合格率にはほとんど差異がなく、むしろ非

は、法学未修者の合格率が法学既修者よりも

法学部出身者の方が若干ではあるが短答合格

相対的に低く、法学未修者を対象とする新司

率、論文合格率とも高い傾向がある。このた

75
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75
更にいえば、「隠れ既修者」は、法学部での４年間の学修を経ているにもかかわらず、法学既修者認定を受
更にいえば、「隠れ既修者」は、法学部で
の４年間の学修を経ているにもかかわらず、
法学既修者認定を受けることのできなかった
者である。
けることのできなかった者である。

【表６】新司法試験における法学既修者と法学未修者の出身学部別合格率
対受験者合格率
平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年
法学
既修者
法学
未修者

法学部

48.8%

46.3%

44.5%

39.4%

非法学部

44.6%

43.2%

42.9%

33.6%

法学部

-

32.1%

22.1%

18.6%

非法学部

-

32.7%

23.1%

19.4%

め、司法試験の受験結果においては「純粋未
修者」に比べて「隠れ既修者」が優位に立っ

し、４年度目には著しく低下した。
このことは、法学既修者１期生においては、

ているとみることはできない。

法科大学院卒業後の学修によって新司法試験

（４）法科大学院修了年度と既修未修別の傾

で試される能力が著しく向上するという傾向

向【別表６】
①

平成１７年度修了者（既修１期）

平成１６年度に２３５０名が入学し、平成

はなく、法科大学院修了時までの学修（法科
大学院入学以前を含む）が新司法試験の合否
に大きく影響していることを意味する。

１７年度に２１７６名が修了した法科大学院

②

既修１期生については、平成１８年の司法試

平成１６年度に３４１６名が入学し、平成

験で１００９名が合格し、平成１９年の司法

１８年度に２５６３名が修了した法科大学院

試験でも３９６名、平成２０年の司法試験で

未修１期生については、平成１９年の司法試

９９名、平成２１年の司法試験で８名、合計

験で６３６名が合格し、平成２０年の司法試

１５１２名が合格しており、標準年限修了者

験で２４２名、平成２１年の司法試験で９０

数に対する合格率は３年間累積で６８．１％、

名、合計９６８名が合格しており、標準年限

４年間累積で６９．５％である。

修了者数に対する３年間累積での合格率は３

反面で、標準年限で法科大学院を修了した

平成１８年度修了者（未修１期）

７．８％である。

にもかかわらず修了後４年以内に新司法試験

反面で、標準年限で法科大学院を修了した

に合格していない者 76は６６４名 77、標準年限

にもかかわらず修了後３年以内に新司法試験

修了者数に対し３０．５％である。

に合格していない者は１５９５名で、修了者

そこで、法学既修者１期においては、新司

中６２．２％である。

法試験の受験開始から３年で、修了者のほぼ

未修１期生の年ごとの合格率の推移を見る

７割の者が法曹となる資格を取得できたとい

と、初年度の受験者合格率は３２．３％であ

える。

り、２年度目の受験者合格率は２０．５％、

既修１期生の年ごとの合格率の推移をみる
と、初年度の受験者合格率は４８．３％であ

３年度目の受験者合格率は１２．６％で低下
傾向にある。

り、２年度目の受験者合格率は４３．９％、

このことは、法学既修者より知識の修得度

３年度目の受験者合格率は３０．６％、４年

に劣るものの高い論理的思考力を持っている

度目の受験者合格率は６．２％と次第に低下

のではないかと推測された法学未修者１期生

76

「新司法試験に合格していない者」には法科大学院修了の前後に旧司法試験に合格した者が含まれている
可能性はある。
76
77
「新司法試験に合格していない者」には法
科大学院修了の前後に旧司法試験に合格した
者が含まれている可能性はある。
原級留置などによる標準年限以降の修了
77
原級留置などによる標準年限以降の修了者数は正確に把握できない。
者数は正確に把握できない。
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においても、法科大学院卒業後の学修によっ

年限修了者数に対する２年間累積での合格率

て司法試験で試される能力が著しく向上する

は２８．０％である。

という傾向はなく、法科大学院修了時までの

反面で、標準年限で法科大学院を修了した

学修（法科大学院入学以前を含む）が司法試

にもかかわらず現時点（修了後２年以内）で

験の合否に大きく影響していることを意味す

の新司法試験に合格していない者は１８５５

る。

名で、修了者中７２．０％である。

③

平成１８年度修了者（既修２期）

平成１７年度に２０２１名が入学し、平成

未修１期との対比において、未修２期は苦
戦している傾向が見受けられる。

１８年度に１８１９名が修了した法科大学院

⑤

既修２期生については、平成１９年の司法試

平成１８年度に２１５６名が入学し、平成

験で８１９名が合格し、平成２０年の司法試

１９年度に１９７２名が修了した法科大学院

験で２５８名、平成２１年の司法試験で７８

既修３期生については、平成２０年の司法試

名、合計１１５５名が合格 78 しており、標準

験で９７４名、平成２１年の司法試験で２３

年限修了者数に対する３年間累積での合格率

２名、合計１２０６名が合格 80 しており、標

は６３．５％である。

準年限修了者数に対する２年間累積での合格

平成１９年度修了者（既修３期）

反面で、標準年限で法科大学院を修了した

率は６１．２％である。この数値は、既に３

にもかかわらず修了後３年以内に新司法試験

回の受験の機会があった既修２期より合格者

に合格していない者は６６４名で、修了者中

の数で多く、累積合格率でほぼ肉薄している。

３６．５％である。
年ごとの合格率の推移を見ると、既修２期
生の初年度の受験者合格率は４７．１％、２
年度目の受験者合格率は３３．１％で低下傾
向がある。

反面で、現時点（修了後２年以内）での新
司法試験に合格していない者は７６６名で、
修了者中３８．８％である。
既修３期の初回受験時の単年度合格率は、
司法試験合格率が年々低下傾向にある中、既

このことは、既修１期の受験結果と相まっ

修未修の別、修了年度及び受験年度別などの

て、法科大学院卒業後の学修によって司法試

単年度合格率の中で、どのカテゴリーよりも

験で試される能力が著しく向上するという傾

合格率が高く、唯一５割を超える５１．３％

向はなく、法科大学院修了時までの学修（法

となっている。

科大学院入学以前を含む）が司法試験の合否
に大きく影響していることを意味する。

このことは、既修３期には、旧司法試験の
合格者数の目安が平成１７年まで１５００名

平成１９年度修了者（未修２期）

程度であったのが平成１８年に６００名程度

平成１７年度に３５１７名が入学し、平成

に減少することに伴い、旧司法試験から法科

１９年度に２５７６名が修了した法科大学院

大学院に乗り換えたものが相当多数含まれて

未修２期生については、平成２０年の司法試

おり 81 、入学時点での基本的な法律知識につ

験で４９２名、平成２１年の司法試験で２２

いての理解度が高い者が比較的多かったと言

９名、合計７２１名が合格 79 しており、標準

われることを反映していると見ることができ

④

78

司法試験合格者は修了年度で区分されるため、厳密にいうと、既修２期生と同じ時期に修了した既修１期
生も含まれる。
79 司法試験合格者は修了年度で区分されるため、厳密にいうと、未修２期生と同じ時期に修了した未修１期
生も含まれる。
80
司法試験合格者は修了年度で区分されるため、厳密にいうと、既修３期生と同じ時期に修了した既修１期
80
78
81
司法試験合格者は、修了年度で区分される
ため、厳密にいうと、既修３期生と同じ時期
に修了した既修１期生及び既修２期生も含ま
79
れる。
司法試験合格者は、修了年度で区分される
平成１７年の旧司法試験出願者が前年より
ため、厳密にいうと、既修２期生と同じ時期
４１０６名減の４５８８５名であるのに対し、
に修了した既修１期生も含まれる。
平成１８年の旧司法試験出願者は１０１０３
司法試験合格者は、修了年度で区分される
名減の３５７８２名であったことも、その裏
ため、厳密にいうと、未修２期生と同じ時期
生及び既修２期生も含まれる。
付けと見ることができる。
に修了した未修１期生も含まれる。
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る。
⑥

平成１８年の第１回新司法試験の受験者１
平成２０年度修了者（未修３期・既修
４期）

６６９名は、全員が新司法試験の受験回数は
１回だけであるが、旧司法試験を１回受験し

平成１８年度に３６２７名が入学し、平成

たことがある者が３６８名、旧司法試験を２

２０年度に２５４２名が修了し未修３期生及

回受験したことがある者が１９名含まれてい

び平成１９年度に法科大学院に２１４７名が

る。

入学し、平成２０年度に１９９６名が修了し

平成１８年新司法試験受験者のうち、新旧

た法科大学院既修４期生は、それぞれ平成２

司法試験の受験回数が２回目の者、すなわち、

１年の司法試験の受験機会があるのみである

旧試験を１回受験した経験のある者の平成１

ところ、平成２１年の司法試験の単年度合格

８年新司法試験での合格率は、短答合格率が

率が大きく低下しているにもかかわらず、未

９１．５％（７７．７％）、論文合格率６１．

修３期生が４５８名合格し（合格率１８．

４％（４４．８％）、短答合格者中の論文合格

０％）、既修４期生が９４８名合格（合格率４

率が６７．１％（５７．７％）とかなり高率

82

７．５％） しており、初回受験時において、

になっている（括弧内はそれぞれ全受験者の

それぞれ未修２期生、既修３期生と大きく変

合格率）。

わらない成果を上げている。
⑦

平成１８年度修了者（未修１期・既修
２期）の法科大学院別の合格状況

以上のとおり、新司法試験の受験回数ごと

平成１８年新司法試験受験者のうち、新旧
司法試験の受験回数が３回目の者、すなわち、
旧試験を２回受験した経験のある者の平成１
８年新司法試験での合格率は、短答合格率が

の合格率は、未修・既修を問わず、また、ど

９５．０％（７７．７％）、論文合格率７０．

の修了年度においても、法科大学院修了直後

０％（４４．８％）、短答合格者中の論文合格

から年を経るごとに合格率が下がっていく傾

率が７３．７％（５７．７％）とさらに高率

向が明らかである。さらにこれを平成１８年

になっている（括弧内はそれぞれ全受験者の

度修了者について法科大学院別に見ると、こ

合格率）。

の傾向は、いわゆる上位校・下位校、大規模

このことは、等しく法学既修者認定を受け

校・小規模校の区別なく、多くの法科大学院

て法科大学院で既修コースの教育を２年間受

において、同様の傾向であることが分かる【別

けた法科大学院修了者においても、旧司法試

表９－１】
【別表９－２】
【別表９－３】
【別表

験の受験回数の多い者、すなわち、法科大学

９－４】。

院入学以前から旧司法試験のための勉強を行

（５）新旧司法試験の受験回数による傾向

っていた者のほうが第１回新司法試験におけ

法務省は、新司法試験の受験回数ごとの合
格率のみならず、旧司法試験の受験回数を加
えた受験回数ごとの合格率も公表している。
これを分析したものが【別表 10】であり、
以下これに沿って検討する。
①

平成１８年の新司法試験について

る合格率は高いという傾向があることを表し
ている。
②

平成１９年の新司法試験について

平成１９年の第２回新司法試験の受験者は
４６０７名である。
新司法試験の受験回数が１回目の者は３７

81

平成１７年の旧司法試験出願者が前年より４１０６名減の４万５８８５名であるのに対し、平成１８年の
旧司法試験出願者は１万１０３名減の３万５７８２名であったことも、その裏付けと見ることができる。
82 司法試験合格者は、修了年度で区分されるため、厳密にいうと、未修３期生と同時期に修了した未修１期
82 生及び未修２期生が含まれ、既修４期生と同じ時期に修了した既修１期生、既修２期生及び既修３期生も含
司法試験合格者は、修了年度で区分される
ため、厳密にいうと、未修３期生と同時期に
修了した未修１期生及び未修２期生が含まれ、
既修４期生と同じ時期に修了した既修１期生、
既修２期生及び既修３期生も含まれる。
まれる。
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３１名であり、新司法試験の受験回数が２回

旧司法試験の受験回数が新１回、旧２回の者、

目の者は８７６名であるが、新旧司法試験の

新２回、旧１回の者、新のみ３回の者が含ま

受験が合計２回という者は１０９６名、新旧

れる。ところが、それらの内訳は新のみ３回

司法試験の受験回数が合計３回という者が１

の受験者を除き不明であるため、可能な範囲

２３名いる。

で分析を試みる。

平成１９年新司法試験受験者のうち、新旧

新司法試験のみの受験回数でみると、短答

司法試験の受験回数が２回目の者には、新旧

式試験については受験回数が３回目の者の合

司法試験の受験回数が各１回の者と、新司法

格率が最も高く９４．２％（７４．３％）で

試験のみ２回受験している者がおり、その内

あるが、短答式試験合格者の論文式試験の合

訳は不明であるため、可能な範囲で分析を試

格率が顕著に高いのは、新試験の受験回数が

みる。

１回の者で４９．７％（４４．４％）である

新旧司法試験の受験回数が３回目の者、す

など、論文試験の合格率が高いのは新試験の

なわち、旧試験を１回以上受験した経験のあ

受験回数が１回目の者である（括弧内はそれ

る者の平成１９年新司法試験での合格率は、

ぞれ全受験者の合格率）。

短答合格率が９４．３％（７５．５％）、論文

さらに、新試験の受験回数は１回である者

合格率６１．８％（４０．２％）、短答合格者

の中でも、旧試験を１回ないし２回受験した

中の論文合格率が６５．５％（５３．２％）

後に新試験の受験が１回目という者の合格率

とかなり高率になっている（括弧内はそれぞ

が、短答合格率９５．７％（７４．３％）、論

れ全受験者の合格率）。

文合格率６３．２％（３３．０％）、短答式試

このことは、やはり、旧司法試験の受験回

験合格者の論文式試験合格率６６．０％（４

数の多い者、すなわち、法科大学院入学以前

４．４％）と最も高い（括弧内はそれぞれ全

から旧司法試験のための勉強を行っていた者

受験者の合格率）。

のほうが新司法試験の合格率が高いという傾
向があることを表している。
③

このことは、旧司法試験の受験経験がある
者、すなわち、法科大学院入学以前から旧司

平成２０年の新司法試験について

法試験のための勉強を行っていた者のほうが

平成２０年の第３回新司法試験の受験者は

新司法試験の合格率が高いという傾向がある

６２６１名である。
新司法試験の受験回数が１回目の者は４３
１７名であり、新司法試験の受験回数が２回

が、一方で、その中では新試験の受験回数が
多い者よりも新試験の受験回数は１回目の者
の方が合格率が高いことを表している。

目の者は１６８４名、新司法試験の受験回数

④

が３回の者は２６０名であるが、新旧試験を

平成２１年の第４回新司法試験の受験者は

含めて司法試験受験が初めてという者は４０

平成２１年の新司法試験について

７３９２名である。

１３名であり、新旧司法試験の受験が合計２

新司法試験の受験回数が１回目の者は４５

回という者は１８８７名、新旧司法試験の受

８９名、新司法試験の受験回数が２回目の者

験回数が合計３回という者は３６１名いる。

は２１６７名、新司法試験の受験回数が３回

平成２０年新司法試験受験者のうち、新旧

の者は６３３名であるが、新旧試験を含めて

司法試験の受験回数が２回目の者には、新旧

司法試験の受験が初めてという者は４３２６

司法試験の受験回数が各１回の者と、新司法

名、新旧司法試験の受験が合計２回という者

試験のみ２回受験している者がいる。また、

は２３２４名、新旧司法試験の受験回数が合

新旧司法試験の受験回数が３回の者には、新

計３回という者は７４２名いる。
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平成２１年新司法試験受験者のうち、新旧

（６）受験者及び合格者の属性から傾向的に

司法試験の受験回数が２回目の者には、新旧

分かること

司法試験の受験回数が各１回の者と、新司法

以上のような平成１８年から平成２１年の

試験のみ２回受験している者がいる。また、

司法試験の結果の分析からは、以下の傾向が

新旧司法試験の受験回数が３回の者には、新

明らかとなるといえるであろう。

旧司法試験の受験回数が新１回、旧２回の者、

①

新司法試験の合格率は、法科大学院修了

新２回、旧１回の者、新のみ３回の者が含ま

以前の学修（法科大学院入学前の学修を含

れる。ところが、それらの内訳は新のみ３回

む）によって大きく左右され、法学未修者

の受験者を除き不明であるため、可能な範囲

も法学既修者も、法科大学院修了後の自学

で分析を試みる。

自修によって新司法試験の合格率が伸びる

新司法試験のみの受験回数でみると、短答

ことはなく、修了後受験せずに自学自修を

式試験については受験回数が３回目の者の合

続けた場合でも、受験回数を重ねた場合で

格率が最も高く８０．８％（６８．４％）で

も、むしろ合格率はかなり低下していく。

ある。これに対し、短答式試験合格者の論文

そして、この傾向は、全体を見た場合であ

式試験の合格率が顕著に高いのは、新試験の

っても、個別の法科大学院ごとに見た場合

受験回数が１回の者で４７．９％（４０．４％）

であっても異ならない。

であるなど、論文試験の合格率が高いのは新

このことは、法科大学院修了後の自学自

試験の受験回数が１回目の者である（括弧内

修によって司法試験で試される能力が著し

はそれぞれ全受験者の合格率）。

く向上するという傾向はなく、法科大学院

さらに、新試験の受験回数は１回である者

修了時までの学修が司法試験の合否に極め

の中でも、旧試験を１回ないし２回受験した

て大きく影響していることを意味する。こ

後に新試験の受験が１回目という者の合格率

のことは、新司法試験が法科大学院教育を

が、短答合格率９５．１％（６８．４％）、論

踏まえたものとして、その成果を試す資格

文合格率５８．２％（２７．６％）、短答式試

試験という役割を適確に果たしているもの

験合格者の論文式試験合格率６１．２％（４

と評価できるのではなかろうか 83。

０．４％）と最も高い（括弧内はそれぞれ全
受験者の合格率）。

②

新司法試験の合格率は、法学既修者のう
ち法学部卒と非法学部卒の間にもほとんど

このことは、旧司法試験の受験経験がある

差異がない。また、法学未修者のうち、法

者、すなわち、法科大学院入学以前から旧司

学部卒の「隠れ既修者」と非法学部卒の「純

法試験のための勉強を行っていた者のほうが

粋未修者」の間にもほとんど差異がない。

新司法試験の合格率が高いという傾向がある

このことは、従来の大学法学部教育は、

が、一方で、その中では新試験の受験回数が

新司法試験の合格率に対して直接的な影響

多い者よりも新試験の受験回数は１回目の者

力をほとんど有しないことを意味している。

の方が合格率が高いことを表しており、その

もっとも、この傾向は、個別の大学法学部

傾向は、平成２１年では平成２０年以上に顕

によっては異なる結果となることも十分に

著になってきている。

考えられるものであって、あくまで一般的
なものにとどまる。

83

単純に、法科大学院修了者の力量に大きな差があるという要因も無視できない。今後、法科大学院におい
て、修了生の質の全体としての向上が進められることによって、全受験者の力量の差が縮まってくると、異
83
単純に、法科大学院修了者の力量に大きな
差があるという要因も無視できない。今後、
法科大学院において、修了生の質の全体とし
ての向上が進められることによって、全受験
者の力量の差が縮まってくると、異なる傾向
なる傾向が現れる可能性もある。
が現れる可能性もある。
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③

新司法試験の合格率は、現在の全体的傾

験のある者は著しく減少していくことになる。

向としては、法科大学院で３年の教育を受

これにつれて、法学既修者層の法科大学院入

ける法学未修者よりも、法科大学院入学時

学時点での基本的な法律知識の理解度が低下

点で法学既修者認定を受けて、法科大学院

していくことも想定される。

で２年の教育を受ける法学既修者の合格率

入学者選抜及び法学既修者認定の厳格化、

が高いが、これと異なる傾向を示す法科大

教育内容の一層の充実並びに成績評価及び修

学院は決して少なくない。

了認定の厳格化が実現しなければ、その懸念

現在のところ、法学既修者には旧来の司

が現実化することにもなりかねない。特に、

法試験受験組が多数含まれており、これは

法学既修者認定が厳格に行われないとすれば、

法学部出身・非法学部出身を問わない傾向

法学既修者の水準が法学未修者に近接する方

であると考えられる。また、データ的にも、

向で、法学未修者と法学既修者の相対的な差

旧司法試験の受験経験がある者は旧司法試

違が縮小していく可能性も否定できない。

験の受験経験のない者よりもかなり合格率
が高い。

このような意味でも、法科大学院には総体
として、入学者選抜及び法学既修者認定の厳

このことからすると、現在の新司法試験

格化、教育内容の一層の充実並びに成績評価

の合格率は、現在の全体的な傾向としては、

及び修了認定の厳格化について強く取り組む

法科大学院入学後の学修期間の長短よりも、

ことが期待されるところである。

法科大学院入学以前の学修（司法試験受験
予備校教育を含む）の影響をより強く受け

３

三振者と回数制限について

ていると評価せざるを得ない。しかし、こ

（１）三振者とは
旧司法試験 84には受験回数の制限はなかっ

れはあくまで全体的な傾向であって、個別
の法科大学院では法学未修者教育で法学既

た。平成１８年から平成２３年までの新司法

修者に対するのと変わらない成果を上げて

試験との並行実施期間中においても、旧司法

いるところも少なくない。

試験のみを受験する場合、回数制限はない。
他方、新司法試験には、法科大学院修了ま

（７）今後期待されること
法学未修者１期生は、従来の法曹志望者と

たは予備試験合格後５年間に３回以内という

は異なる多様な経験を持つ多数の優秀な人材

受験回数の制限がある 85。法科大学院修了前

が集まってきたとされるのに対し、法学未修

の２年間に旧司法試験を受験した場合でも、

者２期生、３期生は、学部新卒者が次第に増

回数制限の対象として参入される。そして、

え、多様な経験を持つ人材が減少している傾

５年間に３回の受験資格を失えば、旧司法試

向があるといわれている。

験を受験することもできなくなる 86。この５

他方、法学既修者には、単に法学部卒であ

年を経過した後も２年間は、受験資格を新た

るというよりも、旧司法試験の受験勉強を経

に取得しても受験することができない 87。こ

て、旧司法試験の受験勉強の成果によって法

の受験資格を失った者を以下「三振者」と呼

学既修者と認定を受けている者が相当数含ま

ぶ 88。
三振者の数は、法務省が新司法試験受験状

れているが、今後は旧司法試験の受験勉強経

84
85
86
87
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厳密には、旧司法試験二次試験である。
司法試験法第４条第１項
法務省ＨＰ「新しい司法試験制度に関するＱ＆Ａ」
司法試験法第４条第２項

84
85
86
87
88

厳密には、旧司法試験二次試験である。
司法試験報第４条第１項
法務省ＨＰ「新しい司法試験制度に関する
Ｑ＆Ａ」
司法試験法第４条第２項
ただし、５年３回以内の受験資格を有して
いながら、３回目の受験を行わないままに５
年を経過することによって受験資格を失う者
には、すでに法科大学院修了後に法曹以外の
分野に進んでいる者も含まれるから、このよ
うな者も含めて「三振者」と呼ぶべきかにつ
いては、検討が必要である。このような者は、
新司法試験開始後５年目である平成２２年以
降に初めて生じる。

況において受験回数ごとの受験者数と合格者

年以降の新司法試験での合格率は次第に低下

数を公表しているから、受験回数３回目の受

する傾向が見られる。この傾向は、未修・既

験者数から同じく受験回数３回目の合格者数

修を問わず、また、どの修了年度においても、

を引いて受験回数３回目の不合格者数になっ

また、この傾向は、いわゆる上位校・下位校、

た者の数を出すことで分かる【別表２】。平成

大規模校・小規模校の区別なく、多くの法科

１８年の第１回新司法試験でも６名、平成１

大学院において同様の傾向である。そこで、

９年の第２回新司法試験では４７名が三振し、

現状においては、法科大学院修了後の自学自

平成２０年の司法試験では２４１名、平成２

修によって、司法試験で試される能力が著し

１年の司法試験では５７１名が三振し、合計

く向上するという傾向はないといわざるを得

の三振者は８６５名である【別表２】。

ない。

この合計８６５名という人数は、平成１７

そして、平成２２年以降の新司法試験でも

年度の標準年限修了者が合計２１７６名で、

この傾向に変わりはないと考えられることか

うち受験機会が４回あった新司法試験での合

らすると、３回の受験資格が与えられている

格者は１５１２名、未合格者は６６４名であ

にもかかわらず、あえて、司法試験の出願を

ること、及び平成１８年度の標準年限修了者

行わず、または出願しても受け控えを行って

が合計４３８２名で、うち受験機会が３回あ

いる者についても、その合格率が向上するこ

った新司法試験での合格者は２１２３名、未

とは考えにくい。ここで論じているのは全体

合格者は２２５９名であることからすると、

的な傾向であって、個人レベルでの例外を否

現時点の三振者の数として決して多くはない。

定するものではないが、法科大学院修了後５

未合格者のなかには、司法試験の出願すら

年間ぎりぎりまで受験資格を温存した者につ

しないか、出願しても受け控えを行うことで、

いては、かなりの苦戦が予想される。

受験資格を有する５年間ギリギリまで自学自

ここで、現在の法科大学院修了者の能力・

修を続ける者が一定数いることから、平成１

資質と司法試験の出題傾向が維持されるとす

７年度修了者（法学既修者のみ）にとって５

れば、仮に回数制限を行わないか回数制限を

回目となる平成２２年の司法試験、平成１８

緩和した場合であっても、５年３回以内に合

年度修了者（法学既修者、法学未修者を含む）

格できなかった者の合格率は受験回数を経る

にとって５回目となる平成２３年の司法試験

ごとに漸減していくものと考えられる。そし

では、それまで受験を回避していた者が相当

て、このことは、現在の法科大学院修了者と

数受験することが予想され、以降、毎年１０

新司法試験の傾向を前提とする限り、５年３

００名から２０００名規模での三振者が生ま

回以内に新司法試験に合格できなかった者は、

れることが予想される。

かりに４回以上の受験を繰り返したとしても、

（２）受験回数と合格率の関係

長期間にわたって受験勉強を重ねて来ている

前述のとおり、これまでの新司法試験では、

にもかかわらず、そのうちかなりの割合の者

各修了年度の修了者ごとに新司法試験の受験

が新司法試験には合格できないことを意味す

年度の合格率を見ると、法科大学院修了直後

る。

の新司法試験での合格率が最も高く、その翌

88

このことからすれば、そのような者に受験

ただし、５年３回以内の受験資格を有していながら、３回目の受験を行わないままに５年を経過すること
によって受験資格を失う者には、すでに法科大学院修了後に法曹以外の分野に進んでいる者も含まれるから、
このような者も含めて「三振者」と呼ぶべきかについては、検討が必要である。このような者は、新司法試
験開始後５年目である平成２２年以降に初めて生じる。
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機会のみを与えたとしても、問題の本質的な

理的にあり得ない 91。

解決にはならず、むしろ、客観的には、不合

以上のように、新司法試験が、法科大学院

格を繰り返し、受験生活を続けることで人生

教育を踏まえた資格試験として、その成果を

に多大な損失をもたらすことになる可能性が

試す法曹養成のプロセスのひとつとして機能

高くなるばかりである。早期の進路変更を促

し、法科大学院修了直後の合格率が最も高く、

すことが、社会的に見ても、本人にとっても、

その後の合格率が次第に減少していく状態が

有益だといわざるを得ないのではなかろうか。

継続している現在の状況において回数制限を

（３）回数制限について

撤廃することは、プロセスによる法曹養成に

現在、法科大学院の定員は司法試験合格者

おいて法科大学院の成果を試すという新しい

数との対比で著しく過剰であり、そのために

法曹養成の理念に沿った新司法試験の役割を

構造的に多数の三振者が出ることを妨げるこ

低下させることにもつながるであろう。決し

とができない状況にある。また、司法試験合

て相当とはいえない 92。

格率は当初の想定よりも「低迷」89している。
多数の者が法科大学院を修了しているにも

Ⅳ

新司法試験の出題とあり方の問題点

１

出題に対する評価

かかわらず司法試験に合格できないという状
況を理由に回数制限を撤廃または緩和したと
しても、新司法試験合格者数の大幅な増加が

日弁連は、毎年新司法試験シンポジウムを

ない限り、結局、受験回数を重ねても新司法

開催 93 し、新司法試験のあり方について議論

試験に合格できない者を増やし、その者があ

し、その結果を関係機関等に送付している。

きらめるまで受験を繰り返すという社会的損

また、東京弁護士会も毎年新司法試験につい

90

失をもたらすだけではなかろうか 。

て意見交換会を開催している 94 。法科大学院

この問題を本質的に解消する方法は、法科

協会の平成２１年１２月のシンポジウムは

大学院の総定員を削減し、厳格な成績評価及

「新司法試験と法科大学院教育」 95 がテーマ

び修了認定を徹底することにより、法科大学

であった。

院修了者の質と数を適正なものにするか、新

これらのシンポジウムでは、基本的に新司

司法試験合格者の合格水準を現在より下げて

法試験の出題の傾向そのものは、受験生から

でも合格者数を大幅に増加させる以外に、論

も法科大学院教員からも、法科大学院教育を

89
90

必ずしもそうとは言えないことは、前述のとおりである。
しかも、仮に、回数制限を撤廃した場合、５年３回以内に合格できなかった者の多くが新司法試験を受験
することが予想される。この場合、新司法試験の受験者数は大幅に増加することになるから、毎年の司法試
験単年度合格率は１０％以下となるであろう。
91 毎年１０００人規模の大量の三振者が発生すると社会問題となる可能性があると言われるが、これは法科
大学院定員を約５８００人とした時点から、極めて容易に想定された事態である。たとえ、司法試験合格者
数が３０００人に達したとしても、法科大学院の定員（修了者）を４０００名以下にしない限り、この事態
が解消されることはない。
92 ただし、将来、法科大学院の大幅な定員削減と教育の充実、並びに厳格な成績教科及び修了認定の徹底に
よって、法科大学院修了者の数が現状よりも削減され、かつ修了者の質が全体として底上げされる方向で大
きく向上すると、これによって、新司法試験受験者の質的傾向に著しい変化が生じ、受験回数を重ねた者ほ
ど合格率が低下するという現在の状況に変化が見られる可能性がある。受験回数の少ない法科大学院修了直
後の者よりも受験回数が多いベテラン受験者の合格率が高い状態が継続することがあれば、受験回数制限の
緩和などについて検討の必要が生じる余地はある。この場合であっても、法科大学院修了後直後の者の犠牲
においてベテラン受験生を救済することにもなりかねない点には留意が必要である。
91
毎年１０００人規模の大量の三振者が発
生すると社会問題となる可能性があると言わ
れるが、これは法科大学院定員を約５８００
人とした時点から、極めて容易に想定された
93 平成２１年は１１月１４日に日弁連「新司法試験シンポジウム～受験者から見た新司法試験・今あらため
事態である。たとえ、司法試験合格者数が３
92
０００人に達したとしても、法科大学院の定
員
（修了者）
を４０００名以下にしない限り、
この事態の解消は困難である。
ただし、将来、法科大学院の大幅な定員削
減と教育の充実、並びに厳格な成績教科及び
修了認定の徹底によって、法科大学院修了者
の数が現状よりも削減され、かつ修了者の質
が全体として底上げされる方向で大きく向上
すると、これによって、新司法試験受験者の
質的傾向に著しい変化が生じ、受験回数を重
て新司法試験を考える～」を開催した。
ねた者ほど合格率が低下するという現在の状
況に変化が見られる可能性がある。受験回数
の少ない法科大学院修了直後の者よりも受験
回数が多いベテラン受験者の合格率が高い状
態が継続することがあれば、受験回数制限の
緩和などについて検討の必要が生じる余地は
89
ある。この場合であっても、法科大学院修了
93
後直後の者の犠牲においてベテラン受験生を
90
救済することにもなりかねない点には留意が
必要である。
必ずしもそうとは言えないことは、前述の
とおりである。
94
平成２１年は１１月１４日に日弁連「新司
しかも、仮に、回数制限を撤廃した場合、
法試験シンポジウム～受験者から見た新司法
94
平成２１年７月３０日東京弁護士会第４回司法試験に関する意見交換会
５年３回以内に合格できなかった者の多くが
試験・今あらためて新司法試験を考える～」
95
新司法試験を受験することが予想される。こ
を開催した。
の場合、新司法試験の受験者数は大幅に増加
平成２１年７月３０日東京弁護士会第４
することになるから、毎年の司法試験単年度
回司法試験に関する意見交換会
合格率は１０％以下となるであろう。
平成２１年１２月１２日開催
95 平成２１年１２月１２日開催
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踏まえたものとして、基本的には高く評価さ
れている。

短答式試験についても、論文式試験につい
ても、出題が長文ないし複雑に過ぎることで

平成２１年の新司法試験について法科大学

相対的に時間が不足することになり、そのた

院協会が全ての法科大学院を対象にアンケー

め受験生の実力を適切に評価できなくなっ

「適切」
ト調査を行っている 96。これによれば、

ていることがないかという指摘が目立って

「どちらかといえば適切」を合わせた回答は、

きているように感じられる。

短答式試験で、憲法分野で８２％、行政法分

現在の回答時間のままで出題の難易度を

野で８５．５％、民法分野で９０．１％、商

下げて平易な問題にするか、現在の出題の難

法分野で７０．０％、民事訴訟法分野で８６．

易度のままで回答時間を延長することで十

６％、刑法分野で８２．６％、刑事訴訟法分

分に時間を掛けて回答できるようにする必

野で８９．４％である。論文式試験について

要がないか、その分野の専門家の視点での評

は、憲法分野で６６．７％、行政法分野で９

価ではなく、限られた時間で全ての分野につ

２．７％、民法分野で８１．７％、商法分野

いて回答をする受験生の視点で、検討する必

で７０．５％、民訴法分野で８３．６％、刑

要があるように思われる。
なお、出題を平易にすることは、直ちに合

法分野で６７．６％、刑訴法分野で９５．５％
である。

格水準を下げることを意味するものではな
い。例えば短答式試験では、問題の難易度を

２

日弁連新司法試験シンポでの意見

下げて出題を平易にしつつ、合格点やいわゆ

以下では、日弁連の平成２１年のシンポジ

る「足切りライン」を上げるという方法が考

ウムで出された意見のうち特徴的なものを紹

えられる。例えば、自動車運転免許の学科試

介するとともに私見を述べる。

験の問題は、択一式であり決して難解な問題

○

（短答式について）基本的で実務的な

ではないが９０点以上でなければ合格でき

良問が多いと指摘されているが，受験生

ない。基本的な知識を確実に修得しているか

の立場で限られた時間で全体を解答して

を確認することとなる。論文式試験でも、同

みることが必要であり，全体としてみる

様に問題の難易度を下げて出題を平易にし

と，量と出題形式から時間不足である。

つつ合格点や足切りラインを上げるという

時間数を増やすか，出題数を減らすべき

方法が考えられる。

である。
○

このような観点で、選択肢の全てについて

（論文式について）解答すべき分量が

検討しなければ正解が導けないいわゆる「完

試験時間に比して多すぎる（全科目）。そ

全解型」の問いは、適切であるが、解答に時

のため，結果として，出題者の意図に反

間を要する点を考慮する必要がある。

して，時間配分のいかんやその他の受験

○

技術によって差がついているのではない

短答式の配点比率を下げることは望ま
しい。

か（深く考えすぎて時間不足で失敗した

従前からこのような意見が出されていた

者もおり，要領よく知識を吐き出す旧試

97

験型の受験対策が有効になりつつあるの

の配点比率は、平成２１年以降１：４から

ではないか）。

１：８に変更された。

ことを踏まえて、短答式試験と論文式試験

96

平成２１年９月９日「平成２１年新司法試験に関するアンケート調査結果報告書」
（法科大学院協会司法試
験等検討委員会）は、法務省司法試験委員会（第５９回）のページから閲覧可能である。
96
97
平成２１年９月９日「平成２１年新司法試
験に関するアンケート調査結果報告書」法科
大学院協会司法試験等検討委員会は、法務省
司法試験委員会
（第 59 回）のページから閲覧
２００９年１月１６日付日弁連「新しい法
97
２００９年１月１６日付日弁連「新しい法曹養成制度の改善方策に関する提言」等
可能である。
曹養成制度の改善方策に関する提言」等
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新司法試験において、短答式試験は「裁判

における実務基礎教育が軽視されてしまう。

官、検察官又は弁護士となろうとする者に必

二回試験のような記録教材を用いた出題と

要な専門的な法律知識及び法的な推論の能

しない限り、法科大学院における実務基礎教

力を有するかどうかを判定することを目的」

育の充実は期待できない。」という意見もあ

とし、論文式試験は「裁判官、検察官又は弁

る。しかし、新しい法曹養成制度はプロセス

護士となろうとする者に必要な専門的な学

による教育を行うものであり、司法試験は、

識並びに法的な分析、構成及び論述の能力を

法科大学院教育の成果の全てを試すもので

有するかどうかを判定することを目的」とす

はなく、あくまでその一部を試すものに過ぎ

98

るものである から、両者は、判定する対象

ない 100。実務基礎教育を含む法科大学院教育

を異にするものと位置づけられており、それ

の成果は、法科大学院における教育内容、教

ゆえに、両者の総合評価によって、最終的な

育方法のさらなる充実と厳格な成績評価及

99

合否は判定されることになっている 。しか

び修了認定の徹底によって担保されるべき

し、このように短答式の配点比率を下げ，か

ものであろう。

つ合格点を上げて足切りを増やすと，旧試験

○

司法研修所から，民法・刑法を中心と

の短答式試験に性格が近づくことになるこ

する新試験合格者の基本的知識の理解不

とには留意が必要である。

足が指摘されている。しかし，民法・刑

○

民事系科目は，短答式も論文式も司法

法の基本的知識だけでなく，幅広い視野

修習における民事裁判科目で頻出する論

や知識を持っていることが評価されるべ

点が多数取り上げられている。

きであるし，司法試験もそのような幅広

新試験合格を経て現在司法修習中の司法

い能力や知識についての評価を行う試験

修習生から出された意見であるが、このよう
に明示的な指摘がなされたことはこれまで

であるべきである。
○

なかったように思われる。司法修習期間が短
縮された新しい法曹養成制度において、新司

全体に試験の負担が過重で，法科大学
院教育を圧迫している。

○

出題範囲が広く（あるいは科目数が旧

法修習と新司法試験の連携が強まっている

試験と比べて著しく多く），受験者の学習

ことの現れであり、かつ、このような実務的

（自学自習）負担が重くなっている。法

な問題意識が司法試験の出題をきっかけに

学未修者（とりわけ純粋未修者）に厳し

して法科大学院にも共有されることを期待

い試験となっている。

したい。

前者の意見は、現在の幅広い法科大学院教

なお、論文式試験については、「今以上に

育の成果を試すものとして、司法試験の科目

実務的な出題内容としなければ、法科大学院

数が多いことを肯定的に評価するものであ

98
99

司法試験法第３条第１項及び第２項
かつて、旧司法試験の短答式試験では、短答式試験と論文式試験の相関関係を高めるべく、単なる知識よ
りも法的思考力を試そうとするいわゆる「新傾向問題」が多く出題されていたが、新司法試験の短答式試験
では、正確な知識を問う素直な問題が増えていると評されている。
100 新司法試験実施に係る研究調査会は，平成１８年から開始される新司法試験の実施に関する事項について，
研究調査を行うことを目的として，司法試験管理委員会の下に設置され，平成１５年１２月１１日，報告書
のとりまとめを行った。この報告書は、法曹に必要とされる資質は「「プロセス」としての新たな法曹養成制
度全体を通して涵養されるべきものであり，改正司法試験法に定められた試験科目と試験方法では，それら
の資質すべてを判定し得るものではないことにも留意すべきである」とし、
「新司法試験は，法科大学院の教
育を踏まえ，これからの法曹に必要とされる資質を念頭に置いて，司法修習を経れば，法曹としての活動を
100
新司法試験実施に係る研究調査会は，平成
１８年から開始される新司法試験の実施に関
する事項について，研究調査を行うことを目
的として，司法試験管理委員会の下に設置さ
れ，平成１５年１２月１１日，報告書のとり
まとめを行った。この報告書は、法曹に必要
とされる資質は
「「プロセス」としての新たな
98
法曹養成制度全体を通して涵養されるべきも
99 始めることができる程度の知識，思考力，分析力，表現力等を備えているかどうかを判定する試験として，
のであり，改正司法試験法に定められた試験
科目と試験方法では，それらの資質すべてを
判定し得るものではないことにも留意すべき
司法試験法第３条第１項及び第２項
である」とし、
「新司法試験は，法科大学院の
かつて、旧司法試験の短答式試験では、短
教育を踏まえ，これからの法曹に必要とされ
答式試験と論文式試験の相関関係を高めるべ
る資質を念頭に置いて，司法修習を経れば，
く、単なる知識よりも法的思考力を試そうと
法曹としての活動を始めることができる程度
するいわゆる「新傾向問題」が多く出題され
の知識，思考力，分析力，表現力等を備えて
ていたが、新司法試験の短答式試験では、正
いるかどうかを判定する試験として，実施す
確な知識を問う素直な問題が増えていると評
実施すべきである」としている。
べきである」としている。
されている。
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るが、後２者の意見は、受験生の負担軽減の

られず、誰もが受験することができることと

ために、司法試験の科目数を削減する方向性

なった。このため、予備試験は、本来の制度

をも示唆するものである 101。

目的である「経済的事情や既に実社会で十分

新司法試験がどちらの方向に進むべきか

な経験を積んでいるなどの理由により法科大

については、法科大学院における厳格な成績

学院を経由しない者」に限らず、大学法学部

評価及び修了認定が徹底されることによっ

在学中の学生などのバイパスルートになるの

て、明らかになることを期待したい。

ではないかとの指摘がなされている 104。
司法試験委員会は、平成２１年１１月１１

Ⅴ

司法試験予備試験について

日、
「 予備試験の実施方針について」を公表し、
一般的に配慮すべき事項として、
「 法科大学院

１

予備試験は新しい法曹養成制度の例外

課程の修了者と同等の学識及びその応用能力

的ルート

並びに法律に関する実務の基礎的素養を有す

司法試験予備試験（以下、単に「予備試験」

るかどうか」の「判定を適切に行うことによ

という。）は、「経済的事情や既に実社会で十

り，法科大学院を中核とする新たな法曹養成

分な経験を積んでいるなどの理由により法科

制度の理念を損ねることのないようにする必

大学院を経由しない者にも，法曹資格取得の

要がある。」とした。

ための適切な途を確保すべき」（改革審意見

日弁連も、新しい法曹養成制度の中核は法

書）との提言を受けて、法科大学院を経由し

科大学院であり、予備試験は，あくまでごく

ない者にも法曹資格を取得する途を開くため

例外的なルートとしての運用が図られるべき

に設けられ、平成２３年から実施される 102。

と提言している 105。

予備試験は「法科大学院を修了した者と同
等の学識及びその応用能力並びに法律に関す
る実務の基礎的素養」を有するかどうかを試
103

２

予備試験は資格試験か、競争試験か。

規制改革会議は、
「 本試験において公平な競

であり、これに合格した者は，法科

争となるようにするため、予備試験合格者数

大学院修了者と同等の新司法試験（以下、こ

について、事後的には、資格試験としての予

の章では「本試験」という。）の受験資格が付

備試験のあるべき運用にも配意しながら、予

与されるが（受験回数制限も同様に適用され

備試験合格者に占める本試験合格者の割合と

る。）、法律上、その受験資格の制限等は設け

法科大学院修了者に占める本試験合格者の割

す試験

101 他方で、司法修習の過程のうち、司法研修所における集合修習では、民事法と刑事法についての基礎的な
理解を前提に実務的な能力と資質を高める教育が行われている。司法修習も、法科大学院修了者が幅広い様々
な法分野について理解していることを前提として、幅広い法分野についての実務教育を行う方向に改めるべ
きか、それとも、法科大学院修了者が幅広い様々な法分野について理解していることを前提としつつ、基礎
的な分野に限定して汎用的な実務教育を行うべきか、新司法修習のあるべき姿について、法科大学院関係者
を含めた議論と問題意識の共有が必要であるように思われる。
102 医師国家試験においても予備試験は存在するが、
「医師国家試験予備試験は、外国の医学校を卒業し、又は
外国で医師免許を得た者のうち、前条第３号に該当しない者であって、厚生労働大臣が適当と認定したもの
でなければ、これを受けることができない。」（医師法１２条）とされ、医師国家試験予備試験に合格した者
であっても、
「合格した後１年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練を経たもの」でなければ、医師国家
試験を受験することはできないこととされている（医師法１１条）。今後、制度の沿革を含めて比較検討を行
うことが期待される。
103 司法試験法第５条第１項
104
予備試験については、法曹養成対策室報第３号中西一裕弁護士の「司法試験予備試験を巡る諸問題」に詳
101
他方で、司法修習の過程のうち、司法研修
所における集合修習では、民事法と刑事法に
ついての基礎的な理解を前提に実務的な能力
と資質を高める教育が行われている。司法修
習も、法科大学院修了者が幅広い様々な法分
しい。
野について理解していることを前提として、
幅広い法分野についての実務教育を行う方向
に改めるべきか、それとも、幅広い様々な法
分野について理解していることを前提としつ
つ、基礎的な分野に限定して汎用的な実務教
102
育を行うべきか、新司法修習のあるべき姿に
ついて、法科大学院関係者を含めた議論と問
題意識の共有が必要であるように思われる。
医師国家試験においても予備試験は存在
するが、
「医師国家試験予備試験は、
外国の医
学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者
104
のうち、
前条第３号に該当しない者であって、
105
平成２１年１月１６日・日弁連「新しい法曹養成制度の改善方策に関する提言」
、平成２１年３月６日・日
厚生労働大臣が適当と認定したものでなけれ
ば、これを受けることができない。
」（医師法
105 予備試験を巡る諸問題については、
１２条）とされ、医師国家試験予備試験に合
法曹養
格した者であっても、
「 合格した後１年以上の
成対策室報第３号中西一裕弁護士の「司法試
診療及び公衆衛生に関する実地修練を経たも
験予備試験を巡る諸問題」に詳しい。
の」でなければ、医師国家試験を受験するこ
２００９年（平成２１年）１月１６日・日
103
とはできないこととされている（医師法１１
弁連「新しい法曹養成制度の改善方策に関す
条）
。
今後、
制度の沿革を含めて比較検討を行
る提言」
、
２００９年（平成２１年）３月６日・
うことが期待される。
日弁連
「「司法試験予備試験の実施方針につい
て（案）
」に対する意見」
司法試験法５条１項
弁連「「司法試験予備試験の実施方針について（案）」に対する意見」
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合とを均衡させるとともに、予備試験合格者

とになる。

数が絞られることで実質的に予備試験受験者

そこで、仮に「予備試験合格者数について、

が法科大学院を修了する者と比べて、本試験

事後的には、予備試験合格者に占める本試験

受験の機会において不利に扱われることのない

合格者の割合と法科大学院修了者に占める本

ようにする等の総合的考慮を行う。
」106とする。

試験合格者の割合とを均衡させる」ことを考

これは、すなわち、予備試験の合格者の数

慮するとしても、予備試験合格者が本試験を

に何らかの枠を設けること、つまり、競争試

受験しはじめる最初の数年間の本試験合格率

験としての性質を付与することを意味するこ

のみで判断することは相当ではなく、少なく

とになり、
「 法科大学院を修了した者と同等の

とも３年ないし５年間はその推移を見守る必

学識及びその応用能力並びに法律に関する実

要がある。

務の基礎的素養」を有するかどうかを試す資

（２）三振組の参入の影響

格試験としての性質と矛盾を来たすことには

予備試験は、
「 経済的事情や既に実社会で十

ならないだろうか 107。予備試験合格者の合否

分な経験を積んでいるなどの理由により法科

判定を行うにあたって、このような総合考慮

大学院を経由しない者にも，法曹資格取得の

を行うことは、現実的には極めて困難が伴う

ための適切な途を確保」することを目的とし

ことが予想される。その運用において、実際

て設けられたものであるが、大学法学部在学

の試験結果とその動向を踏まえた慎重な検討

中の学生などのバイパスルートとなることが

が求められるであろう。

懸念されるほか、法科大学院修了者が、本試
験に３回不合格となった後に改めて本試験の

３

合格者数及び合格者率について

（１）予備試験開始直後の本試験の合格率の
変動
予備試験の実施開始後３年ないし５年間は、

受験資格を取得するために受験することも考
えられる。
前述のとおり、法科大学院の定員削減及び
厳格な修了認定の徹底によって、三振者が減

前年の予備試験合格者に加えて、前年の本試

少していくことが期待されるが、今後少なく

験に合格できなかった予備試験合格者が翌年

とも数年間は、毎年１０００人から２０００

の本試験を受験することによって、本試験を

人の本試験三振者が出る可能性があり、これ

受験する予備試験合格者が大幅に増加してい

らの者のうちかなりの割合の者が予備試験を

くことが予想され、予備試験合格者の本試験

受験することも考えられる。

合格率もこれに応じて低下していくことが予

このように三振者が予備試験を受験した場

「三振」によ
想される 108。そして、その後は、

合、その者は、現に法科大学院を修了してい

り本試験の受験資格を失う者と予備試験合格

る者である以上、その大多数が、
「法科大学院

によって新たに本試験の受験資格を取得する

課程の修了者と同等の学識及びその応用能力

者の数が均衡し、制度として安定していくこ

並びに法律に関する実務の基礎的素養」を有

106 規制改革推進のための３か年計画(再改定)(平成２１年３月３１日閣議決定)重点計画事項
107 仮に「法科大学院を修了した者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養」を
有する者が、合格者数の枠が絞られることによって、予備試験に合格できないことは、あってはならないで
あろうし、逆に「法科大学院を修了した者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的
素養」を有しない者が、合格者数の枠が拡大されたことによって、予備試験に合格してしまうことも、また、
あってはならないであろう。
108 新司法試験について実施開始の当初５年程度は次第に合格率が低下していくこと、そのことは新司法試験
106
107
規制改革推進のための３か年計画(再改
定)(平成
21 年 3 月 31 日閣議決定)重点計画事
項
仮に「法科大学院を修了した者と同等の学
識及びその応用能力並びに法律に関する実務
の基礎的素養」を有する者が、合格者数の枠
の実施開始前から想定されていたことについては、本稿にて前述した。
が絞られることによって、予備試験に合格で
きないことは、
あってはならないであろうし、
逆に「法科大学院を修了した者と同等の学識
及びその応用能力並びに法律に関する実務の
基礎的素養」を有しない者が、合格者数の枠
108

が拡大されたことによって、予備試験に合格
してしまうことも、また、あってはならない
であろう。
新司法試験について当初５年程度は次第
に合格率が低下していくこと、そのことは当
初から想定されていたことについては、本稿
にて前述した。

38

すると認められて予備試験に合格するはずで
109

修了した者と同等の学識及びその応用能力並

ある 。そして、三振者の動向如何によって

びに法律に関する実務の基礎的素養」を有す

は、毎年１０００人以上の三振者が予備試験

るかどうかを試す試験として、法律基本科目

に合格して翌年の本試験を受験することにな

のほか実務基礎科目も設けられており、短答

るであろう。

式、論文式、口述式の３段階の試験にパスし

そうすると、予備試験受験者及び合格者に

なければならないこと、本試験が「法科大学

は、当初から想定されていた「経済的事情や

院教育を踏まえたもの」とされている 111こと、

既に実社会で十分な経験を積んでいるなどの

これからの数年間で法科大学院の教育が総体

理由により法科大学院を経由しない者」以外

として大幅に改善が進むことが予想されるこ

に「大学法学部在学中の学生」及び「法科大

とからすると、法科大学院教育を経ない者が、

学院を修了したが本試験で三振した者」がか

予備試験に合格し、かつ本試験にも合格する

なりの割合で混在することになる。

ことは、決して容易ではないのではなかろう

今後、予備試験実施にあたっての具体的な
検討を行うに際しては、また、予備試験その
ものの受験状況及び予備試験合格者の本試験

か。
（４）法科大学院修了者の本試験合格率への
影響について

受験状況を分析するにあたっては、予備試験

予備試験が実施されると、法科大学院修了

組はこのようにさまざまな属性の者で成り立

者以外にも、本試験の受験資格を取得する者

っていることを前提とする必要がある。

が加わることになり、その中には三振により

（３）予備試験合格者の本試験合格者数及び

受験資格を失ったはずの者も含まれることに

合格率について

なるから、本試験の受験者数は大幅に増加す

予備試験の出題形式や具体的な合格水準が

ることが予想される。その際、「事後的には、

どの程度のレベルに設定されるかについては、

予備試験合格者に占める本試験合格者の割合

司法試験委員会においても検討が進められて

と法科大学院修了者に占める本試験合格者の

110

いる最中であり 、しかも、予備試験の難易

割合とを均衡させる」等の総合考慮が行われ

度、受験者数及びその属性を現時点で予想す

るとしても、予備試験合格者が受験者に加わ

ることは、極めて困難であるから、予備試験

ることによって、本試験の全体の合格率がそ

の合格者数及び合格率を予想することは、極

れ以前よりも低下する可能性は否定できない。

めて困難であるとともに、予備試験合格者の

しかし、そのような状況下においても、充

本試験合格者数及び合格率を予想することも

実した教育を行い、厳格な成績評価及び修了

また、極めて困難である。また、予備試験合

認定を徹底して行う法科大学院においては、

格者は上記のようにさまざまな属性の者で成

本試験が現在のように法科大学院教育を踏ま

り立っていることから、本試験の合格者数及

えた資格試験としての機能を維持する限り、

び合格率も、その属性ごとに大きく傾向が変

法科大学院修了後の各校ごとの個別の累積合

わる可能性がある。

格率が低下することは、ほとんど考えられな

いずれにせよ、予備試験が「法科大学院を

いのではないだろうか 112。

109 厳格な修了認定を経ずに法科大学院を修了したためにもともとその実力が伴っていなかった者や、法科大
学院修了後の自学自修の方向性が誤っていたことでかえって実力が低下してしまった者なども想定されるた
め、三振者が当然に予備試験に合格するとは限らない。
110 司法試験委員会会議第５９回（平成２１年１０月８日）
111
111 新司法試験実施に係る研究調査会報告書（平成１５年１２月１１日）
112
109
新司法試験実施に係る研究調査会報告書
（平成１５年１２月１１日）
ただし、本試験の短答式試験については、
厳格な修了認定を経ずに法科大学院を修了
予備試験合格者の健闘も予想される。短答式
したためにもともとその実力が伴っていなか
試験と論文式試験の相関関係を強める運用上
った者や、法科大学院修了後の自学自修の方
の工夫が必要であろう。本試験の短答式試験
110
向性が誤っていたことでかえって実力が低下
の出題傾向を変更し、一部を旧司法試験で出
してしまった者なども想定されるため、三振
題されていた「新傾向問題」のようなものと
者が当然に予備試験に合格するとは限らない。
し、両方の傾向の問題それぞれに合格最低点
を設定することも検討されてよいのではない
司法試験委員会会議第５９回（平成２１年１０月
か。
８日）
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４

予備試験が始まると法科大学院はどう

される能力・資質の全てを試すことはできな

なるか。

いといわざるを得ないだろう。

改革審意見書は、法曹に必要な資質として，

さらに、平成２３年度からは、実務基礎科

豊かな人間性や感受性，幅広い教養と専門的

目の必修単位数が６単位から１０単位に増加

知識，柔軟な思考力，説得・交渉の能力等の

される 114など、法科大学院の実務基礎教育の

基本的資質に加えて，社会や人間関係に対す

充実にともなって、法科大学院修了者の実務

る洞察力，人権感覚，先端的法分野や外国法

基礎能力の向上が図られることとなれば、法

の知見，国際的視野と語学力等を掲げ，この

科大学院修了者は、新司法試験合格後におい

ような資質を備えた法曹を養成するため，法

ても、司法修習の過程や法律事務所への求職

科大学院を中核とする新しい法曹養成制度の

活動などにおいてこれまで以上にその能力・

創設を提言した。そして、このような幅広い

資質の差異が評価にさらされ、その評価は、

能力・資質の涵養には、従来の司法試験とい

修了生の出身法科大学院の評価にも反映され

う「点」のみによる選抜では十分でないこと

ることになるであろう 115。

から、法科大学院を中核とする「プロセス」

このように考えると、今後、法科大学院教

としての新しい法曹養成制度が発足すること

育がさらに充実し、その成果が明らかになる

となったのである。新司法試験実施にかかる

につれて、結果が法科大学院の優位性を証明

調査研究会報告書も「法曹に必要とされるこ

してくれるのではないだろうか。そうだすれ

れらの資質は，
「プロセス」としての新たな法

ば、予備試験は自ずと例外的なルートとなる

曹養成制度全体を通して涵養されるべきもの

であろう。
「 法曹志望者のうちかなりの者が予

であり，改正司法試験法に定められた試験科

備試験ルートを選択してしまい、法科大学院

目と試験方法では，それらの資質すべてを判

を目指さなくなるのではないか。」という心配

定し得るものではない」と明言している。

は、杞憂に終わることを期待したい。

新しい法曹養成制度がすでに着実な成果を
上げつつあることは、建前にとどまらず、司

Ⅵ

残された課題

１

法学未修者の入学者選抜と教育

法修習の現場や新規登録弁護士の採用におい
て、多くの弁護士が如実に感じているところ
113

であろう 。

新しい法曹養成制度は、点のみによる選抜

予備試験は、法律実務基礎科目を試験科目

から、法学教育、司法試験、司法修習を有機

に含め、口述試験をも実施するが、司法試験

的に連携させた「プロセス」としての法曹養

がそうであるのと同様に、法科大学院で涵養

成制度に改められたものであることからする

112 ただし、本試験の短答式試験については、予備試験合格者の健闘も予想される。短答式試験と論文式試験
の相関関係を強める運用上の工夫が必要であろう。本試験の短答式試験の出題傾向を変更し、一部を旧司法
試験で出題されていた「新傾向問題」のようなものとし、両方の傾向の問題それぞれに合格最低点を設定す
ることも検討されてよいのではないか。
113 本稿脚注３，４参照
114 司法制度改革推進本部法曹養成検討会（第１６回・平成１５年２月１２日）において、法科大学院協会設
立準備会・カリキュラム・教育方法検討委員会から平成１５年２月１日「法科大学院における実務基礎科目
の教育内容・方法等について」（中間報告案）が報告された。これを受けて、大学評価学位授与機構の「法科
大学院評価基準要綱」は、平成２３年までに合計１０単位を必修または選択必修科目とする指針を示してい
る（解釈指針２－１－３－２）。他の認証評価機関も認証評価基準の改定の際に同様の基準を盛り込むことが
期待されている。
114
115 例えば、増加が指摘される二回試験不合格者数について、出身法科大学院ごとに有意的な差が存する可能
司法制度改革推進本部法曹養成検討会（第
１６回・平成１５年２月１２日）において、
法科大学院協会設立準備会・カリキュラム・
教育方法検討委員会から平成１５年２月１日
「法科大学院における実務基礎科目の教育内
容・方法等について」
（中間報告案）が報告さ
れた。これを受けて、大学評価学位授与機構
の「法科大学院評価基準要綱」は、平成２３
年までに合計１０単位を必修または選択必修
科目とする指針を示している（解釈指針２－
115
１－３－２）
。他の認証評価機関も認証評価基
準の改定の際に同様の基準を盛り込むことが
期待されている。
例えば、増加が指摘される二回試験不合格
113性や、法科大学院修了者と予備試験合格者との間で有意的な差が生じる可能性は否定できない。
者数について、出身法科大学院ごとに有意的

本稿脚注３，４参照

40

な差が存する可能性や、法科大学院修了者と
予備試験合格者との間で有意的な差が生じる
可能性は否定できない。

と、その各過程においてスクリーニングを行

できる素養のある法学未修者をいかに選抜す

うことを想定しているものと解される。法曹

るかの問題と、法学未修者に対して、３年間

への門戸は可能な限りを広げるべきであるが、

にどのような教育を行えば、新司法試験に合

一方で、当初からその適性に欠けることが明

格できるだけの法的な能力・資質を修得させ

らかな者を入学させることがあってはならず

ることができるかの問題は密接不可分と考え

116

、入学者選抜は適正に行うことが求められ

られる。法学未修者に対する教育で法学既修

る。法曹志願者の時間的金銭的負担、教育に

者に対する教育と変わらぬ成果を上げている

要するコストを考えると、そのスクリーニン

法科大学院はいわゆる上位校にも少なくない

グは可能な限り早い段階で行われることが望

ことは前述した。法学未修者教育は、法学既

ましい 117。

修者に対する教育以上に教育内容及び教育方

法学未修者の入学者選抜では、適性試験、

法における工夫が必要である。法学未修者の

小論文、面接などの総合判定で合否が決定さ

司法試験合格率が法学既修者に比べて低迷し

れているが、適性試験の成績と法科大学院の

ている現状があり、社会人などの法学未修者

成績の間に強い相関関係は認められないため、

は法学既修者以上にリスクを取って法科大学

年々、適性試験の成績の配点の比重を下げる

院に入学するものであることを踏まえると、

法科大学院が増えているとのことであるが

118

、

今後、充実した法学未修者教育を行っている

適性試験の内容等の改善の具体的な方策は、

法科大学院に法学未修者の志願者が集中して

まだ定まっていないように思われる。

いく可能性も否定できない。法科大学院は３

今後、適性試験の個別の出題と法科大学院

年制を基本とするものであり、全ての法科大

の成績との相関関係や適性試験の個別の出題

学院で法学未修者に対する適正な入学者選抜

と新司法試験の合否との相関関係について分

の実施とともに教育内容と教育方法の工夫が

析が進むことが強く期待される。このほか、

強く期待される。

法科大学院の成績や新司法試験の合否との相
関関係の高い判定基準が他にないかについて
の調査・研究も有益と考えられる 119。

２

法学既修者のこれからと大学法学部

法科大学院設立当初の法学既修者は、かな

３年間の充実した教育を施せば新司法試験

りの部分が旧司法試験受験経験者によって占

に合格できるだけの法的な能力・資質を修得

められており、旧司法試験の受験勉強を通じ

116 平成２０年６月７日法科大学院協会総会における理事長所感「入学者選抜の問題として、各法科大学院は、
その厳しい教育に耐えられる資質と能力のある者を厳選して入学させているでしょうか。もし、定員割れを
恐れて、教育に耐えられない学生まで入学させているとすれば、学生をコマーシャリズムの生け贄にしてい
るにほかならないことを、各大学設置者とともにわれわれ大学人は、もう一度肝に銘ずる必要があるのでは
ないでしょうか。」
平成２１年３月１４日法科大学院協会総会における理事長発言「われわれは、成績評価・進級認定・修了
認定の段階で厳格に判断することが必要であることはいうまでもないが、入学者選抜の際にも、本当に法科
大学院の教育に耐えうる学生のみを厳選して入学させているかが今問われている。」
117 前掲木下富夫教授の「法曹養成メカニズムの問題点について－経済学的観点から」も、入口で絞る方法と
出口で絞る方法のうち、もし法曹に必要な資質を入口段階で見抜くことが可能であれば、入口で絞る方法が
明らかに優れているとする。しかし、
「必要な資質を入口段階で見抜くこと」が極めて困難と考えられている
のが日本の法曹養成の現状であると言わざるを得ないであろう。可能な限り早期にスクリーニングをおこな
うには、その適性や能力・資質を適正に判断できることが前提となる。
118 前掲中教審特別委員会報告
116
2008
年 6 月 7 日法科大学院協会総会にお
ける理事長所感「入学者選抜の問題として、
119
様々な経験を有する多様な人材が法曹となることが期待されているが、法曹となる以上、法律についての
各法科大学院は、その厳しい教育に耐えられ
る資質と能力のある者を厳選して入学させて
いるでしょうか。もし、定員割れを恐れて、
教育に耐えられない学生まで入学させている
とすれば、学生をコマーシャリズムの生け贄
にしているにほかならないことを、各大学設
置者とともにわれわれ大学人は、もう一度肝
に銘ずる必要があるのではないでしょうか。
2009
年 3 月 14 日法科大学院協会総会におけ」
る理事長発言「われわれは、成績評価・進級
認定・修了認定の段階で厳格に判断すること
が必要であることはいうまでもないが、入学
117
基礎的な理解を確実に修得するための勉学（暗記も全く不必要なわけではない。
）に耐えられるかという適性
者選抜の際にも、本当に法科大学院の教育に
耐えうる学生のみを厳選して入学させている
かが今問われている。
」
前掲木下富夫教授の「法曹養成メカニズム
の問題点について－経済学的観点から」も、
入口で絞る方法と出口で絞る方法のうち、も
し法曹に必要な資質を入口段階で見抜くこと
が可能であれば、入口で絞る方法が明らかに
優れているとする。
しかし、
「必要な資質を入
口段階で見抜くこと」が極めて困難と考えら
れているのが日本の法曹養成の現状であると
言わざるを得ないであろう。可能な限り早期
118
は必須である。そのような適性は、例えば、大学の学部入学時までの成績や大学入試と同様の科目による選
にスクリーニングをおこなうには、その適性
119
や能力・資質を適正に判断できることが前提
となる。
中教審特別委員会報告
様々な経験を有する多様な人材が法曹と
なることが期待されているが、法曹となる以
上、法律についての基礎的な理解を確実に修
得するための勉学（暗記も全く不必要なわけ
ではない。
）に耐えられるかという適性は必須
である。そのような適性は、例えば、大学の
学部入学時までの成績や大学入試と同様の科
抜方法によっても、判定できる可能性があるのではなかろうか。
目による選抜方法によっても、判定できる可
能性があるのではなかろうか。
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て法科大学院の基礎的な法律基本科目の履修

とし、体系的な理論を基調として実務との架

を省略できる程度の学識を修得した者が少な

橋を強く意識した教育を行うべきである」と

くないということができる。今後、旧司法試

されている。

験受験経験者は急速に減少することを念頭に、

法科大学院は、専門職大学院のうち、
「専ら

法学既修者の質の低下が懸念されている。中

法曹養成のための教育を行うことを目的とす

教審特別委員会報告が法学既修者認定の厳格

るもの」123として設置され、専門職大学院は、

化を求めていることも、この懸念と同一延長

「大学院のうち、学術の理論及び応用を教授

線上にあると理解してよいであろう。

研究し、高度の専門性が求められる職業を担

現在のところ、法学既修者のうちの法学部

うための深い学識及び卓越した能力を培うこ

出身者と非法学部出身者、法学未修者のうち

とを目的とするもの」 124をいう。そこで、法

の法学部出身者と非法学部出身者とは、新司

科大学院が、法律学の理論を学ぶだけの場で

法試験の合格率にほとんど差異が見られない

はなく、法曹に必要な職業的能力を培うこと

こと、このことは、従来の法学部教育が、一

をも目的としていることは、法文上からも明

般論としては、新司法試験の合格率に対して

らかである。

直接的な影響力をほとんど有しないことを意
味することは前述した。

中教審特別委員会報告は、法科大学院にお
ける教育の実施状況や法科大学院修了者の一

しかし、今後、法学既修者認定の厳格が求

部について認められる問題点として、① 基本

められていくなかで、法学既修者が司法試験

分野の法律に関する基礎的な理解や法的思考

受験予備校出身者によって占められることと

能力が十分身に付いていない修了者が一部に

なっては、何のための法曹養成制度改革かに

見られること、② 論理的表現能力の不十分な

疑問符がつく。法学既修者は大学法学部によ

修了者が一部に見られること、③ 各法科大学

って養成されることが期待されることになり、

院における法律実務基礎教育の内容が不統一

その結果、法曹養成との関係が希薄であった

であることを挙げるにとどまる。これをさら

従来の大学法学部のあり方についても見直し

に敷衍するならば、④ 法理論教育において実

が求められることとなるのではなかろうか

務との架橋を強く意識した教育が行われてい

120121122

るか、⑤ 実務教育の導入部分（例えば、要件

。

事実や事実認定に関する基礎的部分）につい

３

理論と実務の架橋

て修了者の理解が十分であるかについても、

改革審意見書において法科大学院教育は、

重要な問題点として掲げられるべきであった

「実務上生起する問題の合理的解決を念頭に

のではないか。現在の法科大学院の改善方策

置いた法理論教育を中心としつつ、実務教育

の焦点はなお法理論教育に向けられていると

の導入部分（例えば、要件事実や事実認定に

いわざるをえず、基本法分野の学修において

関する基礎的部分）をも併せて実施すること

実務との架橋を意識した教育を行うことや実

120 法科大学院の創設と法学教育・研究の将来像（平成１７年７月２１日）日本学術会議
121 医学部においては、入学者選抜方法の改善にとどまらず、高等学校教育と医学教育との接続の改善（高等
学校教育から医学教育への円滑な移行）が議論されている（平成１９年３月２８日・医学教育の改善・充実
に関する調査研究協力者会議最終報告）。
122 改革審意見書は、法学部教育の将来像について簡潔に言及するに留まっているが、法科大学院との役割分
担を工夫するものを例示し、学部段階における履修期間について、飛び級を適宜活用することも望まれると
しており、法学部との接続性を否定するものではない。
120
121
法科大学院の創設と法学教育・
研究の将来
123
専門職大学院設置基準（平成１５年文部科学省令第１６号）１８条
像（平成１７年７月２１日）日本学術会議
医学部においては、
入学者選抜方法の改善
にとどまらず、高等学校教育と医学教育との
接続の改善（高等学校教育から医学教育への
122
円滑な移行）が議論されている（平成１９年
３月２８日・医学教育の改善・充実に関する
調査研究協力者会議最終報告）
。
123
改革審意見書は、法学部教育の将来像につ
いて簡潔に言及するに留まっているが、法科
124
大学院との役割分担を工夫するものを例示し、
学部段階における履修期間について、飛び級
専門職大学院設置基準（平成
15 年文部科
を適宜活用することも望まれるとしており、
学省令第
16 号）１８条
124
学校教育法９９条２項
法学部との接続性を否定するものではない。
学校教育法９９条２項
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務教育の導入部分を充実することは今後の課

基づき法律実務を身をもって体験させる「実

題として位置づけられているきらいがある。

務修習」を中核として」、実施されている 126。

他方で、新しい法曹養成制度における司法

実際、新しい司法修習は新６１期以降、司法

修習は、法科大学院で、実務との架橋を強く

研修所での実務導入教育を経ることなく、い

意識した法理論教育が行われるとともに、実

きなり全国各地の裁判所検察庁または弁護士

務教育の導入部分も行われることを前提に、

事務所における分野別実務修習で開始されて

既に、期間が１年に短縮された

125

。また、そ

いる 127。

の内容も、
「これからの法曹には，従来，法曹

とするならば、法科大学院における実務導

の主たる活動領域とされていた法廷活動のた

入教育は、それに対応したものであることが

めの知識・技能にとどまらず，多様でより専

強く期待され 128、これもまた、喫緊に解決の

門的な法律知識・能力を身に付けることが求

必要な課題である。

められる。」ことを前提にしつつ、「幅広い法

もし、法科大学院が期待される役割に応え

曹の活動に共通して必要とされる，法的問題

られない状況が今しばらくの間、継続するよ

の解決のための基本的な実務的知識・技法と，

うであれば、法科大学院における実務導入教

法曹としての思考方法，倫理観，心構え，見

育が成熟するまでの間、分野別実務修習開始

識等－これらを標語的にまとめるとすれば，

前の導入的教育を制度的に位置づけて実施し

「法曹としての基本的なスキルとマインド」

なければならないであろう 129。

と表現することもできよう－の養成に焦点を
絞っ」たものとして、
「実務家の個別的指導に

125 新司法修習のあり方については、平成１４年６月４日の第８回法曹養成検討会において、「全体の養成期間
の長期化や、法科大学院での実務教育や法曹資格取得後の継続教育との役割分担等を考慮すると、移行期間の
問題はあるものの、修習期間を１年程度に短縮する方向で、関係機関において検討」する、との方向性が示さ
れた。
日弁連は、法科大学院において「理論的教育と実務的教育を架橋する教育がなされること、現在、司法研修
所において行われている前期集合修習に相当するものは、法科大学院のカリキュラムとして概ね予定されるこ
と」等を前提として、同年１２月５日、臨時総会において「司法修習期間に関する方針」を決議し、新しい法
曹養成制度のもとにおける司法修習期間を１年とする方針を定めた。
司法修習期間を１年とする裁判所法の改正は、同年１２月６日、「司法試験法及び裁判所法の一部を改正す
る法律」により行われた。
126 平成１６年７月２日最高裁司法修習委員会「議論の取りまとめ」
127 システム工学の世界では、システムに何らかの障害が発生した場合に対して、信頼性を高める手段の一つと
して、障害発生後でもシステムとしての機能を維持し続けられるように予備のシステムを数多くバックアップ
として配置する冗長化が行われている。こうして得られる安全性を冗長性と呼ぶ。特に故障により人命や財産
が失われたり、企業活動が大きな打撃を受けたりするようなシステムの場合、冗長性設計は必須とされる。法
曹（裁判官、検察官、弁護士）の質と量を大幅に拡充する手段である法曹養成システムにおいても冗長性の確
保が必要なのではなかろうか。
128 詳細は、本室報「新司法修習の現状と課題－導入的教育を中心に」（藤田尚子）参照
129 日弁連では、平成２１年１月１６日「新しい法曹養成制度の改善方策に関する提言」において、各法科大学
院と法曹三者の連携の下，新司法試験終了後，分野別実務修習開始までの間に，必要な実務導入教育を実施す
ることを提言するのみならず、平成２１年１１月司法修習開始前の修習予定者を対象とする事前研修を、最高
裁判所、法務省及び法科大学院協会の協力の下に実施した。
当対策室は、その実施の事務方を務め、法科大学院協会事務局を通じて、事前研修のｅ－ラーニング教材に
ついて法科大学院教員に視聴を呼びかけたが、多くの教員の関心は必ずしも高かったとはいえないとの印象を
受けた。事前研修を実際に傍聴された教員との意見交換では、総じて高い評価をいただき、同様の教育を法科
大学院で行うことは可能かどうか、可能であるとして教育としての実効性があるかについて議論が交わされ、
126
127
平成１６年７月２日最高裁司法修習委員
会「議論の取りまとめ」
システム工学の世界では、システムに何ら
かの障害が発生した場合に対して、信頼性を
高める手段の一つとして、障害発生後でもシ
ステムとしての機能を維持し続けられるよう
に予備のシステムを数多くバックアップとし
可能かつ教育としての実効性があるとの意見も寄せられた。より多くの法科大学院の教員（実務家教員のみな
て配置する冗長化が行われている。こうして
得られる安全性を冗長性と呼ぶ。特に故障に
より人命や財産が失われたり、企業活動が大
きな打撃を受けたりするようなシステムの場
合、冗長性設計は必須とされる。法曹（裁判
128
官、検察官、弁護士）の質と量を大幅に拡充
する手段である法曹養成システムにおいても
129
冗長性の確保が必要なのではなかろうか。
詳細は、本室報「新司法修習の現状と課題
－導入的教育を中心に」
（藤田尚子）参照
日弁連では、２００９年（平成２１年）１
月１６日「新しい法曹養成制度の改善方策に
関する提言」において、各法科大学院と法曹
三者の連携の下，新司法試験終了後，分野別
125らず、研究者教員を含む）に、実務導入教育の実情を理解いただく必要がある。
実務修習開始までの間に，必要な実務導入教
育を実施することを提言するのみならず、平
成２１年１１月司法修習開始前の修習予定者
を対象に事前研修を、最高裁判所、法務省及
新司法修習のあり方については、平成１４
び法科大学院協会の協力の下に実施した。
年６月４日の第８回法曹養成検討会において、
当対策室は、その実施の事務方を務め、法
「全体の養成期間の長期化や、法科大学院で
科大学院協会事務局を通じて、事前研修のｅ
の実務教育や法曹資格取得後の継続教育との
－ラーニング教材について法科大学院教員に
役割分担等を考慮すると、移行期間の問題は
視聴を呼びかけたが、多くの教員の関心は必
あるものの、修習期間を１年程度に短縮する
なお、分野別実務修習開始前の実務導入教育について、事前研修の形で実施するのには、任意参加とせざる
ずしも高かったとはいえないとの印象を受け
方向で、関係機関において検討」する、との
た。事前研修を実際に傍聴された教員との意
方向性が示された。
見交換では、総じて高い評価をいただき、同
日弁連は、法科大学院において「理論的教育
様の教育を法科大学院で行うことは可能かど
と実務的教育を架橋する教育がなされること、
うか、可能であるとして教育としての実効性
現在、司法研修所において行われている前期
があるかについて議論が交わされ、可能かつ
集合修習に相当するものは、法科大学院のカ
教育としての実効性があるとの意見も寄せら
リキュラムとして概ね予定されること」等を
れた。より多くの法科大学院の教員（実務家
前提として、同年１２月５日、臨時総会にお
教員のみならず、研究者教員を含む）に、実
いて
「司法修習期間に関する方針」
を決議し、
務導入教育の実情を理解いただく必要がある。
新しい法曹養成制度のもとにおける司法修習
なお、分野別実務修習開始前の実務導入教
期間を１年とする方針を定めた。
育について、
事前研修の形で実施するのには、
司法修習期間を１年とする裁判所法の改正は、
を得ない制度であることから、体制的にも内容的にも限度がある。
任意参加とせざるを得ない制度上、体制的に
同年１２月６日、
「 司法試験法及び裁判所法の
も内容的にも限度がある。
一部を改正する法律」により行われた。
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４

新しい法曹養成制度で求められる法曹

のある基礎力）」は、法曹資格取得時に修得し

像とは

ていることは不可欠である 131。単に「社会の

改革審意見書は、
「 高度の専門的な法的知識

多様な分野で活躍する一定の法的素養を持つ

を有することはもとより、幅広い教養と豊か

者」の養成は、大学法学部の果たすべき役割

な人間性を基礎に十分な職業倫理を身に付け、

であろう 132。

社会の様々な分野において厚い層をなして活

そして、法曹養成制度は、
「資格取得時に最

躍する法曹を獲得する。」ことを目的として、

低限備えていなければならない法曹の質」か

「プロフェッションとしての法曹（裁判官、

ら逆算して、仕組みを作る必要がある。
「新し

検察官、弁護士）の質・量を大幅に拡充する」

い法曹養成制度では期間が限られているのだ

ために、新しい法曹養成制度を提唱した。

から、法曹の質が下がっても仕方がない。」と

新しい法曹養成制度は、このように、量的

いう意見は、司法制度改革の理念にもとると

にますます増大するとともに、質的にも一層

ともに、国民の理解を得られないであろう。

多様化・高度化しつつある法曹に対するニー

もちろん、
「 資格取得時に最低限備えていな

ズに応えるものでなければならない。
他方で、今後も法廷実務を中心とした従来

ければならない法曹の質」は、法曹または法
曹養成に携わる者だけが決めるものではない。

型の法曹に対するニーズが残ることもまた当

また、法曹の質は、競争によって確保すれば

然であり、新しい法曹養成制度はこのような

よいという意見にも十分耳を傾ける必要があ

ニーズに対しても適確に応えるものでなけれ

る。他方で、法曹の質は競争と市場原理のみ

130

ばならない 。

によっては担保することができないものであ

「各分野に特有の専門的知識・技法や技術

る 133。であるからこそ、日本のみならず世界

的・形式的事項については，むしろそれぞれ

各国で法曹資格が資格として通用しているの

の法曹資格取得後の継続教育（ＯＪＴを含

であって、
「 資格取得時に最低限備えていなけ

む。）に委ねることが望まし」いとしても、
「多

ればならない法曹の質」すら備えていない者

様化，専門化する法曹の活動にも耐え得る基

には法曹資格を与えられないこともまた当然

礎となる実務的能力（実務全般に対し汎用性

である 134。

130 新しい法曹養成制度が社会の多様なニーズに応えるものでなければならないことは当然であるが、それゆ
えに、従来型の法廷実務についての能力は法曹資格取得前に修得させなくてもよいとする議論が仮にあると
するならば、そこには論理の飛躍があるように思える。
131 平成１６年７月２日最高裁司法修習委員会「議論の取りまとめ」
132 改革審議会意見書は、大学法学部について「法的素養を備えた多数の人材を社会の多様な分野に送り出す
という独自の意義と機能を担っている」とする。新しい法曹養成制度の中核と位置づけられた専門職大学院
である法科大学院において、法曹資格を取得することなく「社会の多様な分野で活躍する一定の法的素養を
持つ者」の養成を「目的」として掲げることは、専門職大学院たる法科大学院制度の自己否定につながりか
ねない。
133 情報の経済学の考え方によると、完全競争市場は商品・サービスに関する情報の完全性を前提とし、商品・
サービスについて「情報の非対称性」が存する場合、市場メカニズムが完全に機能することは期待できない
（「非対称情報の経済学」藪下史郎）。また、商品・サービスの品質には、①調べてみれば購入前に分かる品
質（探索財）、②購入して試すことではじめて分かる品質（経験財）、③購入後も評価ができない品質（信用
財）の三種類があり、法曹のサービスは医療サービスと同様、③信用財の部類に属するとされる。信用財は
一般消費者による評価が困難であり、評価スキルのある者による評価が必要となる（財団法人日弁連法務研
究財団 設立１０周年記念シンポジウム「法曹の質」の検証・基調報告①「法曹の質」の概念と現状――英
米の研究と日本の実態調査を踏まえて東京大学大学院法学政治学研究科太田勝造教授
ＮＢＬ８９０号）。
131
132
平成１６年７月２日最高裁司法修習委員
会「議論の取りまとめ」
改革審議会意見書は、大学法学部について
「法的素養を備えた多数の人材を社会の多様
な分野に送り出すという独自の意義と機能を
担っている」とする。新しい法曹養成制度の
中核と位置づけられた専門職大学院である法
134 思うに、弁護士が「競争原理になじまず資格試験によって担保しなければならない」と主張する法曹の質
科大学院において、法曹資格を取得すること
なく「社会の多様な分野で活躍する一定の法
133
的素養を持つ者」の養成を「目的」として掲
げることは、専門職大学院たる法科大学院制
度の自己否定につながりかねない。
情報の経済学の考え方によると、
完全競争
市場は商品・サービスに関する情報の完全性
を前提とし、商品・サービスについて「情報
の非対称性」が存する場合、市場メカニズム
が完全に機能することは期待できない
（「非対
称情報の経済学」藪下史郎）
。また、商品・サ
ービスの品質には、①調べてみれば購入前に
は「専門家としての法的な知識や理解、法的分析能力」
（信用品質であり、専門家でないと評価できないもの）
分かる品質
（探索財）
、②購入して試すことで
はじめて分かる品質
（経験財）
、
③購入後も評
価ができない品質
（信用財）
の三種類があり、
法曹のサービスは医療サービスと同様、③信
用財の部類に属するとされる。信用財は一般
消費者による評価が困難であり、評価スキル
のある者による評価が必要となる（財団法人
日弁連法務研究財団
設立
10
周年記念シン
ポジウム
「法曹の質」
の検証・基調報告①
「法。
134
曹の質」の概念と現状――英米の研究と日本
の実態調査を踏まえて東京大学大学院法学政
治学研究科太田勝造教授
思うに、弁護士が
「競争原理になじまず資
格試験によって担保しなければならない」と
主張する法曹の質は「専門家としての法的な
130であるが、社会から「弁護士はもっと競争する必要があり、質の悪い法曹は淘汰されるべきである」と主張
知識や理解、
法的分析能力」
（ＮＢＬ８９０号）
信用品質であり、
専門家でないと評価できないもの）
であるが、
社会から「弁護士はもっと競争する必要があ
り、質の悪い法曹は淘汰されるべきである」
新しい法曹養成制度が社会の多様なニー
と主張される際の法曹の質は主に「人間性や
ズに応えるものでなければならないことは当
感受性、コミュニケーション能力やカウンセ
然であるが、それゆえに、従来型の法廷実務
リング能力」など（経験品質であり、依頼者
についての能力は法曹資格取得前に修得させ
であれば評価可能なもの）であり、両者の議
なくてもよいとする議論が仮にあるとするな
される際の法曹の質は主に「人間性や感受性、コミュニケーション能力やカウンセリング能力」など（経験
論は矛盾しないにもかかわらず平行線をたど
らば、そこには論理の飛躍があるように思え
っているところがあるのではないか。
る。
品質であり、依頼者であれば評価可能なもの）であり、両者の議論は矛盾しないにもかかわらず平行線をた
どっているところがあるのではなかろうか。
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「資格取得時に最低限備えていなければな

ろう 137。

らない法曹の質」 135を考えるにあたっては、

このような現状においては、もし、国民の

法曹に求められる能力・資質が参考になる。

権利利益に多大な影響を及ぼす法曹に求めら

改革審意見書は「２１世紀の司法を担う法曹

れる能力・資質とそのあるべき水準の程度に

に必要な資質として、豊かな人間性や感受性、

ついて見直しの議論を行うとすれば、十分に

幅広い教養と専門的知識、柔軟な思考力、説

時間を掛けて、新しい法曹養成制度によって

得・交渉の能力等の基本的資質に加えて、社

生まれた法曹の活躍ぶりとその活躍分野をも

会や人間関係に対する洞察力、人権感覚、先

見て検証を行う必要がある。

端的法分野や外国法の知見、国際的視野と語
学力等」を挙げる 136。最高裁議論の取りまと

Ⅶ

おわりに

１

法曹養成における量と質の関係につい

めは、改革審意見書に求められる資質の前提
として、
「法廷活動のための知識・技能にとど
まらず，多様でより専門的な法律知識・能力」

て

「法律に関する知識のみならず，周辺諸科学

改革審意見書は、
「 プロフェッションとして

についての知識や，その判断が社会から遊離

の法曹（裁判官、検察官、弁護士）の質・量

しないための健全な常識」が必要であるとし、

を大幅に拡充する」ための手段として、新し

「法曹としての実務を遂行していく上で必要

い法曹養成制度を提言した。すなわち、
「現行

な知識・能力」については、
「①法的問題解決

の司法試験による合格者数を端的に大幅に増

の基準となるべき多様な法規範に関する体系

加させるということも考えられなくはないが、

的知識，理解と，②具体的な問題に関連する

これでは、
（中略）現行の法曹養成制度に関す

事実関係を法的に整理し，当該問題について

る問題点が改善されないまま残るばかりか、

適正な解決の方向を探し出す技量，技能」が

むしろ事態はより深刻なものとなることが懸

必要であるとする。

念される。」「また、大学における法学部教育

これらの能力・資質の全てが全ての法曹に

を何らかの方法で法曹養成に資するよう抜本

求められるものであるとしても、法曹資格取

的に改善すれば問題は解決されるとの見方も

得時に最低限どの程度の水準に到達している

ありうるかもしれないが、この考え方は、
（中

ことが必要であるかについては、かならずし

略）現実的妥当性に乏しいように思われる」

も指針が示されているとはいえない。
「 資格取

とされたのである。新しい法曹養成制度にお

得時に最低限備えていなければならない法曹

いて量と質とはトレードオフの関係にあるわ

の質」のあるべき水準の程度については、新

けではなく 138、質と量の両方を豊かなものに

しい法曹養成制度の関係者の間でも意見の一

するために法科大学院を中核とする新しい法

致が見られていないと言わざるを得ないであ

曹養成制度が整備されることになったのであ

135 法曹の質については従前から研究が進められている。宮沢節生 大坂恵里翻訳の「法学教育改革とプロフェ
ッション アメリカ法曹協会マクレイト・レポート」、財団法人日弁連法務研究財団 設立１０周年記念シン
ポジウム「法曹の質」の検証 ＮＢＬ８９０号～８９２号、ＪＬＦ叢書 Vol.１４「法曹の質」の検証－弁護士
に求められるもの－を参照されたい。
136 しかし、改革審意見書が掲げる資質のうちいくつかのものは、法曹養成のプロセスのうちどの課程におい
ても制度的に養成される具体的な機会が確保されておらず、理念として掲げられているにとどまる。
137 仮に、法科大学院関係者による厳格な成績評価及び修了認定における水準が、司法試験考試委員の考える
新司法試験の合格判定における水準よりも高かったならば、新しい法曹養成制度を巡る情勢は現在とは全く
135異質のものになっていたはずである。
137
法曹の質については従前から研究が進めら
れている。
宮沢節生
大坂恵里翻訳の
「法学教
育改革とプロフェッション
アメリカ法曹協
会マクレイト・レポート」
、
財団法人日弁連法
法科大学院関係者による厳格な成績
136
務研究財団
設立
10LIBRA
周年記念シンポジウム
評価及び修了認定における水準が、司法試験
「法曹の質」
の検証
ＮＢＬ８９０号～８９２
考試委員の考える新司法試験の合格判定にお
138 仮に、
138
東京弁護士会会報
２００８年３月号「特集座談会法曹人口の増大と質の確保」は、法曹の質と数に
号、ＪＬＦ叢書
Vol.１４「法曹の質」の検証
ける水準よりも高ければ、新しい法曹養成制
－弁護士に求められるもの－を参照されたい。
度を巡る情勢は現在とは全く異質のものにな
しかし、
改革審意見書が掲げる資質のうち
っていたはずである。
いくつかのものは、法曹養成のプロセスのう
東京弁護士会会報 LIBRA ２００８年３月
ちどの課程においても制度的に養成される具
号「特集座談会法曹人口の増大と質の確保」
体的な機会は確保されておらず、理念として
は、法曹の質と数について、示唆に富むもの
掲げられているにとどまる。
である。
ついて、示唆に富むものである。
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る 139140。

養成の理念は着実に実現に向かいつつあるこ

法曹養成の「量」として毎年何名の新法曹

とを論証すること、法科大学院と司法試験の

を養成することが適正であるかについては、

あり方及びその改善方策について関係者への

法曹人口問題とも関連する問題であり、本稿

問題提起をすることを意図して執筆したもの

の目的を超える。しかし、最低限言えること

である。

は、制度によって養成される新しい法曹の

本稿では新しい法曹養成制度の現状につい

「量」は、何名の者が求められる「質」を満

て厳しい評価を示した部分もあり、残された

たしたかという法曹養成の結果に過ぎず、法

課題も少なくない。しかし、新しい法曹養成

曹養成の観点からは、数ありきで人数論のみ

制度の現在の問題点のうち、かなりの部分に

を議論することは不適当である、ということ

ついてはすでに改善方策が示されており、ま

だろう。そのような意味で、現在の新司法試

た、その改善方策はすでに着実に実行に移さ

験のあり方は、司法研修所の容量とともに司

れつつある。本稿においてデータで示した問

法試験合格者数を固定化し、実質的には競争

題点の多くは、改善方策の実現によって、目

試験化していたかつての旧司法試験時代のあ

に見える形で改善されるであろう。

り方とは全く異質のものとなっている。新し

改善方策が取られる結果、多くの法科大学

い法曹養成制度を支える今後の体制がどのよ

院において、その修了者の７割から８割が新

うなものになるか、これからの議論に注目し

司法試験に合格する状況となれば、これまで

たい 141。

以上に優秀かつ多様な人材が法曹を目指して
法科大学院を志願することになることが期待

２

新しい法曹養成制度の今後

される 142143。

本稿は、新しい法曹養成制度そのものに対

そして、これにより、新しい法曹養成制度

するいわれのない批判が存することをも念頭

は、必ずや、社会からの信頼はもちろん、従

に置きつつ、法曹志望者に希望を持って法科

来型の法曹関係者からの信頼をも勝ち得るこ

大学院に進学してもらえるよう、新しい法曹

とになるものと確信している 144。

139 「専門職の「量」と「質」をめぐる養成政策」
（東北大学大学院教育学研究科研究年報第５４集第２号（2006
年）橋本鉱市助教授）は、法曹養成を含む専門職養成を概観している。
140 量と質をともに向上させるためにはコストが増加することは免れ得ない。前述したが、このコストは、もっ
ぱら法曹志望者に負担させるのではなく、法曹志望者に対する経済的支援が必要である。
141 平成２２年２月５日、法務省及び文科省は，法科大学院を中核としつつ，法科大学院における教育と司法試
験及び司法修習生の修習とを有機的に連携させた新たな法曹養成制度の問題点・論点を検証し，これに対する
改善方策の選択肢を整理するため，「法曹養成制度に関する検討ワーキングチーム」を設置することを明らか
にした。
142 中教審特別委員会報告も同様の見解に立つ。
143 他方、前掲木下富夫教授の「法曹養成メカニズムの問題点について－経済学的観点から」では、期待効用モ
デルを用いて、
「「修了者の７～８割が合格できるように」との文言はかなり魅力的であったと言えるかも知れ
ない。」としつつ、法科大学院の総定員数を大幅に削減しても修了者の７割が合格するという状態では、毎年
修了者の３割１０００人以上は法曹資格を得られないこと、彼らの将来について文部科学省と各法科大学院は
ともに何らの進路設計を提示していないことを指摘し、この有為な人材を浪費しながら運営される法曹養成制
度は恐るべき不効率な「制度」であると指摘する。しかし、大幅な定員削減は、それのみでなく、適正な入学
者選抜と厳格な成績評価及び修了認定の徹底を伴って行われ、約５８００人の入学者に対して２０００人程度
の合格者しか生み出せていない現状は格段に改善される。この改善の効果が現れるのを待たずに、回数制限は
ないとはいえ平均受験回数が５～６回、合格率２～３％で、毎回２万人を大きく超える不合格者を出し続けて
きた旧司法試験の方が「制度」として優れているとの結論を出すことは、時期尚早であろう。
142
143
中教審特別委員会報告も同様の見解に立
つ。
他方、前掲木下富夫教授の「法曹養成メカ
ニズムの問題点について－経済学的観点か
ら」では、期待効用モデルを用いて、
「「修了
者の７～８割が合格できるように」との文言
144
残された課題については、現在の制度の運営上の改善を進めた上で、それのみでは解消できない問題が残る
はかなり魅力的であったと言えるかも知れな
い。
」としつつ、法科大学院の総定員数を大幅
に削減しても修了者の７割が合格するという
状態では、毎年修了者の３割１０００人以上
は法曹資格を得られないこと、彼らの将来に
139
ついて文部科学省と各法科大学院はともに何
らの進路設計を提示していないことを指摘し、
この有為な人材を浪費しながら運営される法
曹養成制度は恐るべき不効率な「制度」であ
140
「専門職の「量」と「質」をめぐる養成政
ると指摘する。しかし、大幅な定員削減は、
策」
（
東北大学大学院教育学研究科研究年報第
それのみでなく、適正な入学者選抜と厳格な
５４集第２号
（2006
年）
橋本鉱市助教授）
は、
成績評価及び修了認定の徹底を伴って行われ、
法曹養成を含む専門職養成を概観している。
のかどうか、制度上の見直しを行うとすればそれに要するコストをどう調達するかについて、検討すべきこと
約５８００人の入学者に対して２０００人程
量と質をともに向上させるためにはコス
度の合格者しか生み出せていない現状は格段
トが増加することは免れ得ない。
前述したが、
141
に改善される。この改善の効果が現れるのを
このコストをもっぱら法曹志望者に負担させ
待たずに、回数制限はないとはいえ平均受験
るのではなく、法曹志望者に対する経済的支
回数が５～６回、合格率２～３％で、毎回２
援が必要である。
144
万人を大きく超える不合格者を出し続けてき
平成２２年２月５日、
法務省及び文科省は，
た旧司法試験の方が「制度」として優れてい
法科大学院を中核としつつ，法科大学院にお
るとの結論を出すことは、
時期尚早であろう。
ける教育と司法試験及び司法修習生の修習と
を有機的に連携させた新たな法曹養成制度の
残された課題については、
現在の制度の運
問題点・論点を検証し，これに対する改善方
営上の改善を進めた上で、それのみでは解消
策の選択肢を整理するため，
「 法曹養成制度に
できない問題が残るのかどうか、制度上の見
関する検討ワーキングチーム」
（以下「ワーキ
直しを行うとすればそれに要するコストをど
になるであろう。
ングチーム」
という。）を設置することを明ら
う調達するかについて、検討すべきことにな
かにした。
るであろう。
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新しい法曹養成制度をよりよいものとする

上げたい。意見にわたる記述は、あくまで執

ため、関係者が手を携え、知恵を出し合い、

筆者の個人的意見であり、日弁連や法曹養成

力を合わせて取り組んでいく体制をつくって

対策室の意見ではないことをお断りしておく。

いくため、ご理解とご支援を節にお願い申し

法曹養成対策室報
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【別表５】日弁連の法曹養成に関する意見書一覧
2009-11-18, 法科大学院生及び司法修習生に対する経済的支援を求める提言
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/091118.html
2009-10-20, 新司法試験の合否判定に関する要望書
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/091020.html
2009-08-20, 法科大学院の認証評価基準改定についての意見
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/090820.html
2009-08-20, 「司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則（案）」対する意見書
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/090820_2.html
2009-07-16, 中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会「法科大学院教育の質の向上のための改善方策
について（報告）」 に対する意見書
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/090716.html
2009-04-15, 中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会 「法科大学院教育の質の向上のための改善方
策について（報告）案」の骨子に対する意見書
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/090415.html
2009-03-18, 当面の法曹人口のあり方に関する提言
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/090318.html
2009-03-06, 平成２１年度以降の行政評価等テーマ案に関する意見
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/090306_1.html
2009-03-06, 「司法試験予備試験の実施方針について（案）」に対する意見
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/090306.html
2009-01-16, 新しい法曹養成制度の改善方策に関する提言
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/090116.html
2008-12-19, 中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会「法科大学院教育の質の向上のための改善方策
について（中間まとめ）」に対する意見
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/081219.html
2008-09-03, 法科大学院教育の到達目標についての提言
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/080903.html
2008-07-18, 法曹人口問題に関する緊急提言
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/080718.html
2008-07-17, 在職者の司法修習生採用制限に関する意見書
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/080717.html
2008-01-08, 司法試験の在り方についての意見
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/080108.html
2006-11-22, 新司法試験，隣接法律専門職の業務拡大及び国民の利便性向上等に関する意見書（３点）
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/061122_3.html
2003-09-04, 新司法試験実施に係る研究調査会 中間報告についての意見
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/2003_53.html

52

2003-08-22, 司法修習給費制の堅持を求める決議
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/2003_43.html
2003-05-19, 新司法試験の在り方に関する報告書
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/2003_54.html
2002-10-22, 法科大学院の教育内容・方法等に関する提言及び意見
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/2002_28.html
2001-09-07, 司法制度改革審議会意見書について
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/2001_20.html
2000-10-18, 司法試験「丙案」の廃止を求める決議
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/2000_27.html
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