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とには︑犯罪分子が大きな割合を占め︑共産主義

済の復興に全く貢献しておりません︑更に悪いこ

は不法入国であります︑大多数の朝鮮人は日本経

うくだりで︑彼らは総数百万人に近く︑その半数

ここでは︑朝鮮人居住者の問題に関してはとい

かれたと推定されるものがあります︒

うのが︑恐らく四九年の八月末から九月初旬に書

○委員長︵魚住裕一郎君︶ 理事会で協議をいた

いかがでしょうか︒

是非協議をいただきたいと思いますが︑委員長︑

させるためにも︑この委員会への提出を理事会で

スピーチの根絶に向けての政治の責任をはっきり

す︒この委員会で繰り返し議論されているヘイト

後の出発点に関わる極めて重要な文書だと思いま

ておられたと推測します︒

界に入ってくることを想定されて人員計画を立て

まえると︑それだけの数の人材が毎年新たに法曹

千人程度とすることを目指すとしていたことを踏

いて︑新司法試験の合格者数を二〇一〇年頃に三

年三月に閣議決定した司法制度改革推進計画にお

十八・二歳とのことであります︒政府が二〇〇二

人に対し︑合格者数は千八百十人︑平均年齢は二

この目標自体は二〇一三年七月に撤回されまし

します︒
仁比君︑時間です︒

者並びにそのシンパで︑最も悪辣な種類の政治犯
罪を犯す傾向が強く︑常時七千名以上が獄中にい

本当はこれを前提に︑こうしたヘイトスピーチ

までですか︑法曹養成制度改革推進会議で政府方

百人以上とする案をまとめ︑七月︑来月の十五日

たが︑先月︑政府は司法試験の合格者数を年千五

偏見に満ちた手紙を︑述べて︑その結論は︑だか

の論理として︑今︑在特会などが主張している問

針として正式決定する見通しとのことであります︒

○仁比聡平君 時間が来てしまいました︒

ら原則本国に送還すべきだと︒在留を希望する朝

題が︑戦後の日本政治の中でも抱えられてきた極

るという状態にありますなどと事実誤認と民族的

鮮人は日本政府の許可を受けなければならない︑

換することとなり︑三千人という当初のもくろみ

二〇〇二年の司法制度改革推進計画から大きく転

れと同じ論理が使われているのではないのか︒こ

からすると半減したわけであります︒

めて重大な政治問題の逆流なんではないのか︑そ

思われる朝鮮人のみに与えられるんだ︑そういう

れを根絶するために︑法務大臣始め私たち政治家

許可は日本の経済復興に貢献する能力を有すると
仕組みにすべきだ︑それだったら私はお金を出す

者の人数を確保したいから人数ありきであって︑

そこで︑この千五百人という合格者数は︑合格

の重い責任が問われているということを引き続き
議論していきたいと思います︒

と︑そういう手紙になっているわけですよ︒
そういう手紙ありますよね︒この委員会に提出

その人数までは質については不問にするという誤

解も招くおそれもあるし︑今の方針ではとにかく

今日は終わります︒
○田中茂君 日本を元気にする会・無所属会︑無

いただきたいと思いますが︑いかがですか︒
○政府参考人︵下川眞樹太君︶ 今委員から御指

千五百人以上の合格者を出す︑それが第一目的に

なっているような気もするわけであります︒

所属の田中茂です︒
今日は︑司法制度改革について幾つか質問させ

摘のありました︑吉田総理がマッカーサー連合国
軍最高司令官に宛てたとされる書簡につきまして

そこで︑合格者数を千五百人以上とした根拠は
先月︑新聞を見ていますと︑司法試験合格千五

○政府参考人︵大塲亮太郎君︶ 法曹人口の在り

ていただきたいと思います︒

おりますが︑政府として︑その書簡につきまして

百人に︑目標半減という記事がありました︒そこ

方につきましては︑私たちの法曹養成制度改革推

は︑様々な文献で紹介されていることは承知して
現時点で確認できていないところでございます︒

で︑平成二十六年度の司法試験受験者数八千十五

何か︑お聞かせいただきたいと思います︒

○仁比聡平君 私は︑在日朝鮮人の法的地位の戦
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標として︑法科大学院を含む新たな法曹養成制度

この課題に対処するために︑政府は︑当面の目

急務であるという指摘がなされております︒

増大をも併せ考えると︑法曹人口の大幅な増加が

対応できていない状況にあり︑今後の法的需要の

諸国との比較において社会の法的需要に現に十分

革審議会におきまして︑我が国の法曹人口が先進

係でありますけれども︑平成十三年の司法制度改

司法試験合格者数の目標を三千人としていた関

たところであります︒

五月二十一日の法曹養成制度顧問会議にお示しし

進室が検討結果取りまとめ案を作成いたしまして︑

であります︒

各々が最善を尽くすべきであるとしておるところ

より多くの質の高い法曹を輩出できるよう関係者

できるよう︑さらにはこれにとどまることなく︑

革を進めて新たな法曹を年間千五百人程度は輩出

の理念に照らしまして︑今後も法曹養成制度の改

国あまねく法の支配を及ぼすという法曹養成制度

その上で︑質︑量共に豊かな法曹を輩出し︑全

もなりかねないという危機感を示しております︒

を得ず︑あるいはそれを下回る事態に陥ることに

百人程度の規模にまで縮小する事態を想定せざる

実施する以前の司法試験合格者数である年間千五

少等の諸事情に照らせば︑現行の法曹養成制度を

な影響が出てくると思います︒

法科大学院にも︑その後の新司法試験にもいろん

それが三千人の当初目標から千五百人では︑当然︑

がら司法制度改革の一環であったはずであります︒

開設︑二〇〇六年の新司法試験の開始も︑当然な

数三千人計画と︑あと二〇〇四年の法科大学院の

次の質問として︑二〇〇二年の司法試験合格者

んですが︒

というのは何のためにやったのか分からなくなる

いうことですが︑そうなると︑一体司法制度改革

度改革以前の数字が︑大体数字がそのぐらいだと

一つ分からないんですが︑その千五百人︑司法制

少々見通しが狂ったというレベルでは当然ない

の整備状況等を見定めながら︑平成二十二年頃に

輩出している点につきましては︑現状において新

百人から千八百人程度の規模の司法試験合格者を

ことが相当であるとした上で︑これまで年間二千

と︑法曹人口は全体として今後も増加させていく

法的需要の状況や弁護士の活動状況に照らします

今回の取りまとめ案では︑調査により判明した

養成することを目的としていることに鑑み︑輩出

曹養成制度が法曹の質を確保しつつ多くの法曹を

される法曹の規模に関するこの取りまとめは︑法

りまとめ案におきましても︑新たに養成し︑輩出

されておりますので︑私たち推進室が作成した取

かなプロフェッションとしての法曹を確保すると

司法制度を支える人的基盤として︑質︑量共に豊

もあるんですけれども︑司法制度改革においては︑

年間千五百人程度を輩出できるよう︑さらにこれ

今後も法曹養成制度の改革を進めて新たな法曹を

けれども︑推進室が作成した取りまとめ案では︑

が出ていたことは委員御指摘のとおりであります

験の制度の下でも千五百人弱の司法試験合格者数

○政府参考人︵大塲亮太郎君︶ 確かに旧司法試

景について説明をお願いいたします︒

があったのか︑何か別の理由があるのか︑その背

ほどまでに方針が変わるのか︑当初の計画に無理

と思っております︒たった十年のうちになぜこれ

たに法曹となる資格を得た者のうちの多くの者が︑

される法曹の質の確保を考慮せずに達成されるべ

にとどまることなく︑より多くの質の高い法曹を

質の点でありますけれども︑この取りまとめに

社会における法的需要に対応した活動の場を得て

きものではないことに留意する必要があるとして

輩出できるよう関係者各々が最善を尽くすべきで

は司法試験合格者を年間三千人とすることを目指

いるという点で一定の相当性を認めることはでき

いるところであります︒

あるという立場を示しておりますが︑御指摘のと

すべきであるとしたわけであります︒

るとしております︒

○田中茂君 人数千五百人の根拠というのがもう

他方で︑法曹養成制度の実情︑法曹志願者の減
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法試験︑一発の試験で法曹を選んでいくのではな

曹人口を拡大するためには︑それまでの言わば司

で輩出していたわけでありますけれども︑更に法

その意味では︑千五百人程度は旧試験制度の下

その結果を取りまとめたということであります︒

を調査せよという宿題をいただいたので︑今回︑

うのは事実上撤回して︑新たに法曹人口というの

二十五年の関係閣僚会議決定で︑その三千人とい

かったということはありますので︑二年前の平成

おり︑三千人という当初の目標は達成できていな

ように設けられた試験であります︒

しない人にも法曹となろうとする道が確保される

でいるなどの理由によりまして法科大学院を経由

れは経済的事情や既に実社会で十分な経験を積ん

試験︑司法試験予備試験といいますけれども︑こ

○政府参考人︵大塲亮太郎君︶ 司法試験の予備

の目的をまずお伺いしたいと思います︒

このように二つの道を設けることにしたのか︑そ

を与える予備試験が実施されておりますが︑なぜ

ら法科大学院を修了しなくても司法試験受験資格

この司法試験予備試験について︑二〇一一年か

のか︑疑問に感じざるを得ないわけであります︒

等で予備試験という道を設けたことに意義がある

ります︒それを考えると︑果たして経済的な理由

策として奨学金制度も充実しているとも聞いてお

るのは事実ですが︑最近の法科大学院の学生確保

いるわけであります︒

定した当初の目的とは全く違った現状が生まれて

な理由等で法科大学院へ進むことが困難な人を想

一定の受験資格制限をするなどの対策を講じな

また︑確かに法科大学院での学費はかなり掛か

︹理事熊谷大君退席︑委員長着席︺

くて︑プロセスとしての法科大学院を中核とした

すが︑合格率は極めて低く︑予備試験に合格でき

○政府参考人︵大塲亮太郎君︶ 予備試験は︑経

い︒

いと︑法科大学院の存在意義が薄れて︑存続がま

たというところであります︒

ず法科大学院に入っているとも聞いております︒

済的事情や既に実社会で十分な経験を積んでいる

︹委員長退席︑理事熊谷大君着席︺

○田中茂君 まず︑この司法制度改革の趣旨なん

そこで︑先ほどおっしゃっていましたが︑経済

などの理由により法科大学院を経由しない人にも

法曹養成制度を導入することによってより多くの

ですが︑法曹人口の増加と多様な人材を確保する

的な理由等で法科大学院へ進むことが困難な人に

法曹となろうとする道が確保されるように設けら

すます厳しくなってしまうのではないかと思われ

ことであると︑国民にとって頼りがいのある迅速

も司法試験の受験の道を確保すべきであると︑そ

れた試験であります︒大学生や法科大学院生が多

○田中茂君 二〇一四年には予備試験の受験志願

な判決︑権利の実現を期待できる︑すなわち︑質︑

ういう考え方は理解しております︒その意味で︑

数受験し合格しているなど︑本来の制度趣旨とは

法曹を輩出できると︑こういう構想で来たわけで

量共に豊かな法曹︑国民に身近で利用しやすい司

予備試験などの措置を講じることは否定しません︒

異なる状況が生じているのではないかという指摘

ますが︑この件について御意見を聞かせてくださ

法という理念であったわけであります︒その基本

しかし︑現状の予備試験は受験資格に経済的困

数が法科大学院の志願者数を上回る状態でありま

が瓦解したわけでありますので︑司法制度改革そ

窮などの制限がありません︒どちらが司法試験合

その一方で︑出願時の申告によりますと︑毎年

ありますが︑実際のところ三千人には届かなかっ

のものへの信頼性が失墜する可能性もあると思っ

格に有利かを比較して︑先に予備試験を受験し︑

の予備試験の受験者の過半数を占める︑無職︑会

があります︒

ております︒

それに落ちたら法科大学院へ行くと︑そういう学

社員︑公務員等といった者につきましては︑法科

そこで︑関連した質問なんですが︑司法試験予

生もいるとも聞いております︒それでは︑経済的

備試験に関してお聞きしたいと思います︒
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するという本来の制度趣旨に沿った機能を果たし

試験がこれらの者に法曹となろうとする道を確保

由しない者である可能性が認められまして︑予備

大学院に進学できない者あるいは法科大学院を経

院の設立を提言したと︑そう承知しております︒

にプロフェッショナルスクールとしての法科大学

っていると指摘し︑質の高い法曹を養成するため

るべき者の資質の確保に重大な影響を及ぼすに至

大学離れと言われる状況を招いており︑法曹とな

らかであります︒

た質の高い法曹養成が困難になってしまうのは明

科大学院の志望者が減少し︑法科大学院が目指し

おります︒

会議におきまして判断が出されるものと認識して

でに法曹養成制度改革推進会議へ報告し︑同推進

て︑この検討結果は本年七月十五日の設置期限ま

の在り方について検討しているところでありまし

問会議の意見も聞きながら予備試験に関する方策

うしたことを踏まえまして︑法曹養成制度改革顧

法曹養成制度改革推進室といたしましては︑こ

隣接科目︑展開・先端科目︑それぞれあると承知

の二番が入っておるんですが︑あと︑基礎法学・

律実務に関する基礎的な分野の科目をいうと︑こ

うことで︑法曹としての技能及び責任その他の法

法律基本科目︑あと第二の法律実務基礎科目とい

うことですが︑第五条に四つほどあるんですが︑

いうことで︑第五条︑法科大学院の教育課程とい

門職大学院に関し必要な事項について定める件と

この提言を受け︑文科省が発表した告示で︑専

中で志願者の回復を図り︑質の高い法曹を安定的

点からは︑法科大学院の魅力を高めていく︑その

しての法曹養成の理念をしっかり堅持していく観

るというふうに認識しておりますし︑プロセスと

ということが司法制度改革の基本的な考え方であ

院を中核とするプロセスとしての養成により行う

るふさわしい資質︑能力を備えた人材を法科大学

委員御指摘のとおり︑二十一世紀の司法を支え

○政府参考人︵義本博司君︶ お答えいたします︒

かがでしょうか︒

何らかの改革が必要と考えますが︑その点︑い

ていると考えられます︒

○田中茂君 その予備試験に関して︑また法学部

徐々に増加しているにもかかわらず依然として受

かつての司法試験の現状について︑合格者数が

会意見書︑平成十三年に出したやつなんですが︑

法科大学院設置を打ち出した司法制度改革審議

せいただきたいんですが︒

みたいですので︑その点についてちょっとお聞か

いで司法試験を目指す学生の増加というのもある

したように︑司法試験予備校の予備試験コースの

す法学部学生は︑大学在学中から︑先ほど言いま

となるわけであります︒さらに︑司法試験を目指

ような科目を履修せずに司法試験を受験すること

ります︒しかし一方で︑予備試験の合格者はこの

うことにおいてはとても重要だと︑そう思ってお

修すべきことは法曹としての責任を受容するとい

司法試験科目だけでなく︑広く多様な科目を履

公的支援の見直しの更なる強化を最大限活用して

持って法科大学院を志願できるようにするために︑

せるような定員規模の実現など︑将来の見通しを

具体的には︑累積合格率を七割から八割を目指

でおるところでございます︒

革方策を策定︑公表し︑今現在︑改革に取り組ん

院の強化と法曹養成の安定化に向けた総合的な改

文科省におきましては︑昨年十一月に法科大学

に社会に送り出していくということが重要である

験競争が厳しい状態にあり︑受験者の受験技術優

特訓を受け︑合格後は法科大学院に行かないで司

入学定員の見直しなど組織見直しの促進を図って

しております︒

先の傾向が顕著となってきたこと︑司法試験にお

法試験を受験する学生がいると︑先ほど言ったよ

いく︑あるいは海外のロースクールへの留学です

の学生の予備試験合格後︑法科大学院には行かな

ける競争の激化により︑学生が受験予備校に大幅

うに︑聞いております︒これでは︑そもそも︑法

と考えておるところでございます︒

に依存する傾向が著しくなり︑ダブルスクール化︑
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とか︑地方自治体︑企業との連携によって魅力あ

何か全て中途半端に終わるのではないかという︑

ひどくはないと思いますが︑そういうこともあり

同じではとも考えるわけでありますが︑前ほどは

得ると︒こうなる原因には︑法科大学院の教育の

ちょっとそういう危惧をするんですが︒
そこで︑最後に︑法科大学院の在り方について

る教育プログラムを開発︑実施するとか︑さらに
は法学未修者教育の充実ですとか︑進級判定のた

べる環境づくりというふうな観点から︑平成二十

経済的負担への対応など︑誰もが法科大学院で学

か︑あるいは奨学金の充実を始めとして︑時間的︑

には早期卒業︑飛び入学などの制度の活用ですと

価を厳格にするなど教育の質の向上を図る︑さら

は累積合格率など客観的な指標を活用して認証評

半数近くを占めていた︑先ほどお話がちょっとあ

傾向にあります︒法科大学院発足当時は入学者の

学院の志願者数︑入学者数︑社会人数も全て減少

退すると言い出しているわけであります︒法科大

に設立された法科大学院のほぼ三分の一が自ら撤

止をすると発表しております︒つまり︑これまで

現在︑二十七の法科大学院が数年以内に募集停

びほう策にすぎず︑このままでは早晩完全に立ち

廃の効果がどれほどかは分かりませんが︑それは

にはならないのではないかと︒今回の回数制限撤

下にもつながるわけでありまして︑抜本的解決策

思いますが︑受験生の負担を減らすことは質の低

ると︒そうならないような施策の一環だったとも

教育の質の低下という負のスパイラルになってい

合格率の低下︑さらに入学者の減少︑経営難︑

質の低下も一因と言われております︒

七年度から平成三十年度までの期間を法科大学院

りましたが︑社会人︑今は全体の二割程度で︑人

行かなくなる可能性もあると︒

質問したいと思います︒

改革の集中期間といたしまして抜本的な改革を実

数そのものも減少しております︒

めの共通到達度確認試験を導入するとか︑あるい

施することとしているところでございます︒

よう︑法科大学院教育の充実︑改善に取り組んで

て︑引き続き︑法科大学院に有為な人材が集まる

ているわけでありますが︑これは法科大学院を出

も満たなかったと︒二〇一一年では二〇％を超え

受験しないいわゆる受け控え率も︑当初は四％に

る憲法二十九条との関係で深刻な問題もはらむか

廃止するのは︑大学の自治や財産権を保障してい

て十年以上教育を続けてきた学校を国が強制的に

ますが︑設立当初の設置基準をきちんとクリアし

また︑法科大学院を統廃合するという話もあり

いきたいと存じます︒

ても三回以内で司法試験に合格しなければならな

と考えております︒

法科大学院を修了し司法試験受験資格を得ても

○田中茂君 いろいろなことをやっていくという

いということでありましたが︑去年からですか︑

文科省としましては︑これらの取組を通じまし

ことなんですが︑現実的に予備試験合格者の司法

○田中茂君 それで︑質問させていただきますが︑

○委員長︵魚住裕一郎君︶ 時間を過ぎておりま
ただ︑これ五回不合格になりもう一度法科大学

このような状況下で法務省を始め法曹界も危機意

これを五回にするということで︑回数制限は撤廃

それで︑今回︑司法制度改革の︑先ほど言いま

院に行くとか︑あるいは予備試験に合格すればま

識はお持ちだと思いますが︑今後の法曹人材の育

試験合格率は六六・八％で︑法科大学院修了生の

したように趣旨でありますが︑質︑量共に豊かな

た受験資格が得られるということで︑これでは以

成という観点から︑大臣の長期的展望をお伺いし

すので︑おまとめください︒

法曹︑国民に身近で利用しやすい司法のための手

前問題になった︑制度改革の原因となった︑合格

たいと思います︒

されたと︑そのように聞いております︒

段がどこに力点を置いているのか分からないわけ

するまで延々受験し続けるという司法試験浪人と

合格率は僅か二一・二％であります︒

でありまして︑法学部を残し︑予備試験もあると︒
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ですので︑答弁は簡潔に願います︒

○委員長︵魚住裕一郎君︶ 上川法務大臣︑時間
わりにしますが︑国民の信頼が高くなるような是

○田中茂君 時間が来ましたのでこれで質問を終

くべきというふうに考えております︒

そう思っております︒

非とも司法制度改革へと進めていただきたいと︑

○国務大臣︵上川陽子君︶ はい︒
司法制度改革の︑先ほど委員︑理念として掲げ
られておりました国民に身近で利用しやすく頼り
える質の高い法曹が多数輩出されるような法曹養

度にとどめ︑これにて散会いたします︒

○委員長︵魚住裕一郎君︶ 本日の調査はこの程

ありがとうございました︒

成制度となることが必要であると︑ここの理念に

午前十一時三十四分散会

がいのある司法の構築︑そのためには︑それを支

ついては今も変わらないというふうに思っており
ます︒
しかしながら︑法曹養成制度そのものの中核と
なる法科大学院の修了者︑先ほど御指摘のとおり︑
司法試験合格率が当初想定されていた水準に達し
ていないということもございまして︑そういう意
味では︑当初の目標というか構想が十分に実現し
ていないと︑ここについては大変大きな危機意識
を持って取り組んでまいらなければいけないとい
うふうに考えております︒
経済︑社会の情勢も大変大きく変化をしており
ますし︑またグローバルな︑また高齢化の時代の
中の司法ニーズということにつきましても︑的確
な法曹が︑そして質の高い法曹が養成されなけれ
ばいけないし︑社会に輩出されなければいけない
ということでございますので︑そうした意味で︑
期待をされる法曹養成の制度になるべく︑魅力の
ある法曹養成に向けての改革は積極的に進めてい
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