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予備試験Ｑ＆Ａ	 私たちは予備試験の制限に反対します 
 

2014年 8月 6日 
これからの司法と法曹のあり方を考える弁護士の会 

 
１	 予備試験とはどんな試験？ 
	 	 司法試験の受験資格を得るための試験です。 
	 	 司法試験は，以前は誰でも受験できる試験でしたが，2004年法科大学院が創設されてからは，
法科大学院の修了が原則として司法試験の受験要件となりました。しかし，経済的事情などによ

り法科大学院に進学できない人にも司法試験受験の機会を保障する必要があることから，旧司法

試験の完全廃止に伴い2011年から実施されています。誰でも受験することができます。 
 
２	 法科大学院と比べ，予備試験の人気・実績はどうですか？ 
法曹志願者，司法試験受験者が激減する中で，予備試験の出願者は，8791名（2011年）から

1万2622名（2014年）に増えています（表１）。 
他方で法科大学院の志願者は激減しています。適正試験（入学試験）の出願者数は，約5万名
（2004年）から4407名（2014年）と10分の1以下になり（表３），入学者数も， 5767名（2004
年）から 2272名（2014年）まで減っています（表２）。法科大学院の定員充足率は 59.6％しか
なく，67校中 61校（91％）が定員割れし（表２），設立した 74校中 20校が募集停止を決定し
ています。 
司法試験合格率（2013年）についてみると，法科大学院修了者の合格率は25.77％であるのに
対し，予備試験合格者の合格率は71.86％であり（表５），予備試験合格者の実力は高いと言えま
す。 

 
３	 予備試験を制限すべきだとの意見があるようですが，どのような理由が主張されてい

るのですか？  
	 	 予備試験を制限する理由としては，予備試験を“司法試験のバイパス”として利用する者が増

えると，「法科大学院を中核とする法曹養成制度が崩壊してしまう」，「優秀な学生に幅広く奥行の

ある教育を行うという法科大学院の理念が実現できなくなる」ということが言われています（資

料２）。 
しかし，こうした意見は，法科大学院の志願者が激減する中で，法科大学院の維持存続だけを

目的とするものと言わざるを得ません。 
 
４	 法科大学院制度を堅持するために予備試験を制限することは合理的でしょうか？ 
	 	 まったく合理性はありません。 
	 	 法科大学院教育の実情をみると，全ての法科大学院が法曹養成に不可欠な良質の教育を提供し

ているとは到底いえず，「優秀な学生に幅広く奥行のある教育を行うという法科大学院の理念」は，

そもそも実現できていないからです。 
また，学生は司法試験合格をめざして法科大学院に進学するのに，法科大学院では司法試験受

験指導は原則禁止されているという矛盾があります。 
こうした現状の下，高額な学費と時間を要する法科大学院が敬遠されるのは当然のことです。

法曹志望者の中には，予備試験がなければ司法試験は受験しないという人が増えており，さらに

は司法修習生への給費制廃止や弁護士の就職難とあいまって，法曹志望者は減り続けています。

このうえ予備試験を制限すれば，法曹志望者がいっそう激減することは目に見えています。 
	 	 優秀で志の高い法曹志望者を法曹界に迎え入れるためには，予備試験の制限はすべきではあり
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ません。 
 
５	 どのような予備試験制限論があるのですか？それぞれについてどう考えますか？ 
	 ①受験資格として，資力要件・社会人経験要件を設けるべき 
	 	 これは現行法の制度設計においても検討されましたが，親の資力を調査するのか，どの程度の

社会人経験を要するのか等，要件化は技術的に困難として見送られた経緯があり，それは現在

も変わりません。 
	 ②一定の年齢以上であることを受験資格とすべき 
	 	 学部段階で法曹の道を選ばなくなる学生が増え，法曹志望者の減少が加速することは明らかで

す。また，年齢による制限は，憲法違反の疑いもあります。 
	 ③法科大学院生の受験を禁止すべき 
	 	 現在は誰でも受験できる予備試験を，いったん法科大学院に入学すると受験できないことにす

ると，法科大学院の入学者はますます減少し，予備試験制限の目的に逆行する結果になるでし

ょう。また，学部段階で二者択一を迫られ，法曹志望者がいっそう減少することは明らかです。 
	 ④予備試験の試験科目に，司法試験に出題されない「展開・先端科目」等を追加すべき 
	 	 予備試験合格者で司法試験に合格した者について質的な不足は指摘されていませんから，受験

科目を追加する必要があるとは考えられません。また，現在も難関である予備試験受験者が増

加しているのですから，科目を増やしてもその傾向が変わるとは思われません。 
	 ⑤予備試験合格者を減らすべき 
	 	 これに関しては閣議決定があり，予備試験合格者が司法試験で不利にならないよう，「予備試験

合格者に占める司法試験合格者の割合と，法科大学院修了者に占める司法試験合格者の割合と

を均衡させる」とされています（資料３）。ところが，2013年司法試験を例にとると，法科大
学院修了の資格に基づく合格者（1929名）の合格率は25.77％だったのに対し，予備試験合格
の資格に基づく合格者（120 名）の合格率は 71.86％に上っており（表５），「均衡」を保つた
めには予備試験の合格者数を大幅に増やす必要があります。それにもかかわらず予備試験合格

者を減らすことは，閣議決定に反し，予備試験受験生に著しい不利益を課すことになり，妥当

ではありません。 
 
６	 予備試験を制限しないとすると，法科大学院の存在意義はどのように考えるべきでしょ

うか？  
	 	 現行制度のまま，予備試験を制限しない場合，たしかに法科大学院入学者は確実に減ることにな

るでしょう。 
	 	 しかし，法曹志望者自体が大幅に減り続けている中では，仮に予備試験を制限しても，法科大学

院入学者の減少に歯止めはかからないと思われます。 
法科大学院は，法曹志望者が学費も時間もかかっても法科大学院で学びたいと思えるような魅力

的な教育を提供する場に変貌できるならば，予備試験制度と共存できるはずです。 
 
７	 あるべき司法試験・法曹養成制度について，どのように考えるべきでしょうか？ 
	 	 予備試験がこれほど人気を得ていることは，法科大学院修了を司法試験の受験要件とする制度そ

のものに無理があったことを意味します。 
従って，法科大学院修了を司法試験の受験要件とすることを改め，司法試験を従来のように開か

れた試験とし，実務家の養成は司法研修の充実によって図るという旧司法試験の考え方を再評価す

る方向で，法曹養成制度を再構築すべきであると考えます。 
「理論と実務の架橋」という法科大学院の理念は，研修所教育や法曹になった者に対する継続教

育等に研究者が協力し，理論的に貢献することによっても追求されるべきです。 
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データと資料で見る予備試験制度	 

	 

（表１）予備試験の出願者数、受験者数、合格者数並びに	 

予備試験合格者の本試験受験状況	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (人)	 

	 2011（H23）年	 2012(H24)年	 2013(H25)年	 2014(H26)年	 

出願者	 8,971	 9,118	 11,255	 12,622	 

受験者	 6,477	 7,183	 9,224	 10,347	 

予
備
試
験	 

合格者	 116	 219	 351	 ※1	 

	 2012(H24)年	 2013(H25)年	 2014(H26)年	 2015(H27)年	 

受験者	 85	 167	 ※2	 ‐	 
本
試
験	 

合格者	 58	 120	 ※2	 ‐	 

※1	 予備試験の最終合格発表は2014年11月6日	 

※2	 合格発表は2014年9月9日	 

	 

（表２）法科大学院の総定員、実入学者数の推移	 	 	 (人)	 

	 総 定 員	 実入学者数	 定員充足率	 

2004(H16)年度	 5,590	 5,767	 1.03	 

2005(H17)年度	 5,825	 5,544	 0.95	 

2006(H18)年度	 5,825	 5,784	 0.99	 

2007(H19)年度	 5,825	 5,713	 0.98	 

2008(H20)年度	 5,795	 5,397	 0.93	 

2009(H21)年度	 5,795	 4,844	 0.84	 
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2010(H22)年度	 4,909	 4,122	 0.83	 

2011(H23)年度	 4,571	 3,620	 0.79	 

2012(H24)年度	 4,484	 3,150	 0.70	 

2013(H25)年度	 4,261	 2,698	 0.63	 

2014(H26)年度	 3,809	 2,272	 0.596	 

※	 2014年春の入学状況	 

○	 実入学者が定員の６割を切った。	 

○	 本年度の入学者を募集した67校中61校が定員割れ。	 

○	 44校は入学者が定員の半数に満たず、10人未満が28校。	 

○	 合格率の高い法科大学院に集中。	 

○	 定員充足率100%超は、千葉大、首都大学東京、一橋大、筑波大、京大、大阪大

の６校。次いで神戸大(96%)、東大(93%)、中央大(88%)、慶応大(87%)など。	 

	 

（表３）適性試験の志願者数、受験者数の推移	 

＜平成15年度～平成22年度＞	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (人)	 

大学入試センター	 日弁連法務研究財団	 	 

志願者数	 受験者数	 志願者数	 受験者数	 

2003(H15)年度	 39,350	 	 35,521	 	 20,043	 	 18,355	 	 

2004(H16)年度	 24,036	 	 21,429	 	 13,993	 	 12,249	 	 

2005(H17)年度	 19,859	 	 17,872	 	 10,724	 	 9,617	 	 

2006(H18)年度	 18,450	 	 16,680	 	 12,433	 	 11,213	 	 

2007(H19)年度	 15,937	 	 14,323	 	 11,945	 	 10,798	 	 
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2008(H20)年度	 13,138	 	 11,870	 	 9,930	 	 8,940	 	 

2009(H21)年度	 10,282	 	 9,370	 	 8,547	 	 7,737	 	 

2010(H22)年度	 8,650	 	 7,909	 	 7,820	 	 7,066	 	 

※大学入試センターの受験者数については、追試験受験者数を含む。	 

※両方を受験することができるので、実人数は不明。	 

	 

＜平成23年度～平成26年度＞	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (人)	 

第１回	 第２回	 実人数	 	 

志願者数	 受験者数	 志願者数	 受験者数	 志願者数	 受験者数	 

2011(H23)年度	 	 5,946	 	 5,481	 	 7,386	 	 6,692	 	 7,829	 	 7,249	 	 

2012(H24)年度	 5,185	 	 4,753	 	 5,967	 	 5,391	 	 6,457	 	 5,967	 	 

2013(H25)年度	 4,387	 	 4,008	 	 4,964	 	 4,486	 	 5,377	 	 4,945	 	 

2014(H26)年度	 3,599	 	 3,338	 	 4,068	 	 3,642	 	 4,407	 	 4,091	 	 

	 

（表４）予備試験の受験者、合格者に占める大学生、法科大学院生の割合	 	 (人)	 

	 	 2011(H23)年	 2012(H24)年	 2013(H25)年	 2014(H26)年	 

受験者数	 6,477	 	 7,183	 	 9,224	 	 10,347	 	 	 

	 （大学在学中）※1	 951	 	 1,223	 	 1,708	 	 1,918	 	 	 

	 （法科大学院在学中）※1･2	 170	 	 508	 	 1,426	 	 1,791	 	 	 

	 （うち法科大学院3年生）※1	 89	 	 347	 	 1,156	 	 1,431	 	 	 

合格者数	 116	 	 219	 	 351	 	 ‐	 

	 （大学在学中）※1	 29	 	 44	 	 53	 	 ‐	 

	 （法科大学院在学中）※1･2	 6	 	 60	 	 161	 	 ‐	 

	 （うち法科大学院3年生）※1	 5	 	 54	 	 157	 	 ‐	 

合格率	 1.79%	 3.05%	 3.81%	 ‐	 

	 （大学在学中）※1	 3.05%	 3.60%	 3.10%	 ‐	 

	 （法科大学院在学中）※1･2	 3.53%	 11.81%	 11.29%	 ‐	 

	 （うち法科大学院3年生）※1	 5.62%	 15.56%	 13.58%	 ‐	 

※1「大学在学中」、「法科大学院在学中」、「法科大学院3年生」は出願時における自己申告に基づく
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最終学歴から推測される予備試験時の属性をいう。	 

※2	 出願時大学4年生の者が受験時において法科大学院に進学している可能性があるため、実際に

はさらに多い可能性がある。	 

	 

（表５）司法試験の受験資格別における合格率	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (人)	 

受験資格／（属性）	 	 2012(H24)年	 2013(H25)年	 2014(H26)年	 

受験者数	 8,302	 	 7,486	 	 7,771	 	 

合格者数	 2,044	 	 1,929	 	 ‐	 
法科大学院修了	 

の資格に基づく者	 
合	 格	 率	 24.62%	 25.77%	 ‐	 

受験者数	 85	 	 167	 	 244	 	 

合格者数	 58	 	 120	 	 ‐	 
予備試験合格	 

の資格に基づく者	 
合	 格	 率	 68.24%	 71.86%	 ‐	 

	 受験者数	 10	 	 5	 	 4	 	 

	 合格者数	 9	 	 5	 	 ‐	 

	 

（うち大学在学中）	 

※1	 
合	 格	 率	 90.00%	 100.00%	 ‐	 

	 受験者数	 7	 	 31	 	 68	 	 

	 合格者数	 6	 	 29	 	 ‐	 

	 

（うち法科大学院在学中）	 

※1･2	 
合	 格	 率	 85.71%	 93.55%	 ‐	 

※1「大学在学中」、「法科大学院在学中」は出願時における自己申告に基づく最終学歴から推測され

る予備試験時の属性をいう。	 

※2	 出願時大学4年生の者が受験時において法科大学院に進学している可能性があるため、実際に

はさらに多い可能性がある。	 

	 

（表６）司法試験合格者数の推移	 	 	 	 	 	 	 (人)	 

2002(H14)年	 （57期）	 1,183	 	 

2003(H15)年	 （58期）	 1,170	 	 

2004(H16)年	 （59期）	 1,483	 	 

2005(H17)年	 （現行60期）	 1,464	 	 

（新60期）	 (1,009)	 
2006(H18)年	 

（現行61期）	 (549)	 
合計1,558	 

（新61期）	 (1,851)	 
2007(H19)年	 

（現行62期）	 (248)	 
合計2,099	 
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（新62期）	 (2,065)	 
2008(H20)年	 

（現行63期）	 (144)	 
合計2,209	 

（新63期）	 (2,043)	 
2009(H21)年	 

（現行64期）	 (92)	 
合計2,135	 

（新64期）	 (2,074)	 
2010(H22)年	 

（現行65期）	 (59)	 
	 

2011(H23)年	 （新65期）	 
2,069	 

（旧試験6人を含む）	 

	 

2012(H24)年	 （66期）	 2,102	 	 

2013(H25)年	 （67期）	 2,049	 	 

	 

（資料１）	 予備試験について（論点整理）⑧	 

（資料２）	 予備試験制度に関する意見の整理等	 ⑨	 

（資料３）	 規制改革のための３か年計画（閣議決定）に至る経緯	 ⑦	 

（資料４）	 司法試験予備試験に関する議論の経緯等	 ⑨	 

（資料５）	 司法試験法（抜粋）⑨	 

（資料６）	 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律（抜粋）⑨	 

（資料７）	 予備試験合格者等に関するデータ一覧	 ⑩	 

（資料８）	 平成26年司法試験予備試験	 ⑩	 

（資料９）	 法科大学院適性試験について	 ⑪	 

＊いずれの資料も、法曹養成制度改革顧問会議における配布資料であり、資料の名称

の末尾の数字は、何回目の会議で配布されたかを示すものである。	 

 


