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第１ 司法試験受験資格を取得する２つのルート 

１ 法科大学院ルート（標準ルート） 

  大学卒業後，法科大学院に進学し，３年間の法学未修者コース又は，２年間の法学既

修者コースを修了することにより，司法試験の受験資格（※）を取得するルート 

※ 受験資格＝取得後の５年の範囲内で司法試験を受験することができる資格 

 

＜特徴＞ 

 ① 法科大学院進学には，４年制大学卒業が必要 

   ただし，法学部出身である必要はない 

※ 現在，大学法学部と法科大学院の計５年で一体的なカリキュラムを組む法曹養成

コースの創設が検討されている 

② 法科大学院入学には，レベルの高い法律知識は不要 

   いずれのコースも，法律知識は法科大学院で学ぶことが建前 

未修者コース入試 → 法律知識は不要 

    既修者コース入試 → 法学部修了程度の法律知識で足りる 

             ※ ただし，各法科大学院で要求されるレベルは大きく異なる 

  ③ 司法試験の合格率（法科大学院の２極化，既修者の圧倒的優位性） 

    ［平成２９年度司法試験の結果］ 

     司法試験の全体合格率     ２５．９％ 

     各大学院の合格率       ５０％ ～ ０％ 

     既修者合格率：未修者合格率  ３２．６６％：１２．０６％ 

  ④ 大学入学から司法試験受験まで最短で６年間 

    大学卒業（４年間） → 未修者コース（３年間）／ 既修者コース（２年間） 

    ただし，早期卒業制度を設けている大学もある 
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⑤ 高額な大学院の学費 

    ［法科大学院の学費］ 

     国立：８０４，０００円 

私立（A 校）：１，７００，０００円（施設利用料等込み） 

私立（B 校）：１，４６５，０００円（同上） 

     ただし，学費免除制度や奨学金制度を設けている大学院が多い 

  ⑥ 比較的確実に受験資格を取得できる 

    ［平成２９年度法科大学院の修了認定率］ 

全体：６４．９% 

（既修：７５．６%，未修：４７．９%：） 

  ⑦ 法科大学院では，法曹実務家として必要な能力を育成 

    学問としての法律知識だけでなく，法曹として必要不可欠な実務的知識の習得 

   （従来司法修習において教育されていた内容を法科大学院で学修する） 

※ 各種クリニック，エクスターンシップ，留学制度等が充実している大学院もある 

     法科大学院においては，司法試験対策をしてはならないのが建前 
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２ 予備試験ルート（特別ルート） 

予備試験（＝法科大学院に進学しない（あるいは，様々な事情で進学できない）人に

も法曹になる道を与えるための試験）に合格することにより，法科大学院を修了しなく

ても，司法試験の受験資格を取得できるルート 

＜特徴＞ 

   ① 受験資格の制限なし 

     予備試験は，学齢，年齢による受験資格の制限なし 

     大学在学中の合格も可能 

② 予備試験合格には，高度な法律知識及が必要 

     予備試験合格者＝法科大学院修了者と同等の資格（司法試験受験資格）取得 

→ 合格には法科大学院を修了するのと同等の高いレベルの法律知識及び実務知識が 

要求される（しかも，これを法科大学院以外で学修しなければならない） 

③ 低い合格率の難関試験 

    ［平成２９年予備試験の合格率］ ４．１３％ 

  ④ 学習開始から司法試験受験まで最短で２年程度 

    上記①参照 ただし，低い合格率の難関試験であることから，場合によっては法科

大学院ルート以上の時間を要してしまうこともあり得る 

  ⑤ 社会人が働きながら法曹を目指すことが可能 

    大学院では平日の昼間に講義がある（一部，夜間に講義を実施する大学院もある） 

  ⑥ 法科大学院と比べて経済的負担が少ない 

合格までの学費（書籍代，資格スクール受講料等）にどのくらい要するかは，各人

の勉強方法や合格までの期間により異なる 

  ⑦ 予備試験合格者の高い司法試験合格率 

    ［平成２９年司法試験の予備試験合格者の合格率］ ７２．５％ 
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第２ 自分が目指すべき法曹ルートとは？ 

 １ 確実に受験資格を得るために 

 → 標準的な法科大学院ルート 

 ２ 法科大学院間の司法試験合格率の差（法科大学院の２極化） 

 → 目指すべきはいわゆる上位校 

 ３ 既修者と未修者の司法試験合格率の差（既修者の圧倒的優位性） 

→ 目指すべきは既修者コース 

 ４ 予備試験対策は上位法科大学院既修者コース入試対策を内包する 

他方で，予備試験受験にデメリット（回数制限等）はない 

  → 予備試験も受験すべきか？ 

 ＜予備試験を受験すべきか？－予備試験受験の意義＞ 

予備試験を受験すること自体には，何ら不利益はない。他方で，予備試験はその合格率の

低さから，予備試験受験のみを目指すことはリスクが高い。 

もっとも，予備試験合格に要求されるレベルは，上位校の法科大学院既修者コース入試よ

りも遥かに高いレベルであることから，予備試験合格レベルを目指して受験勉強し，その結

果身に付けた法的知識は，そのまま上位校の法科大学院既修者コース入試対策として機能す

ることになる。そして，最終的に法科大学院ルートに進む場合でも，上位校かつ既修者コー

ス入学を目指すべきである（＝最終的な司法試験合格率が大きく違ってくる）ことは既に述

べたとおりである。 

したがって，予備試験合格を目指して勉強することは，全く無駄にならず，むしろ，早い

時期からより高いレベルを目指して勉強できることは非常に有益である。 

そうすると，導かれる最も合理的なルートは・・・ 

  予備試験合格を第一目標として勉強し，上位校の法科大学院既修者コース入試も併せて

受験すること 
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第３ 司法試験において求められる能力とは？ 

 １ 「目標」を知ることの重要性 

  ○受験勉強の目標 ＝ 試験に「合格」すること 

  ○試験に「合格」するために何をすべきか 

→ 到達地点と現在地点が正確に分かってこそ，その間を埋めるために今自分が何をし

なければならないのかが分かる。 

したがって，“ゴールがどこにあるのか”（到達地点）と“今自分は，何合目にいる

のか”（現在地点）を常に意識した上で，それらを客観的かつ的確に分析しながら勉強

を進めることが重要である。 

○最終目標 ＝ 司法試験合格 ← ここが目指すべき到達地点 

まずは，「到達地点」を正確に把握した上で，これから各自が法律の学習を進めて行く

過程で，各自の学習の進度に応じて，適宜自分の「現在地点」を確認する作業を行って

いく必要がある。  

 

 ２ 司法試験において求められるもの 

  司法試験合格に求められるもの ＝ 出題者（司法試験委員）が求めるもの 

＜参考資料＞ 

法務省発表 平成２１年新司法試験論文式試験問題出題趣旨【刑事系科目】〔第１問〕 

『 本問は，具体的事例に基づいて甲乙の罪責を問うことによって，刑事実体法及びその解釈論の理解，具体

的事実に法規範を適用する能力並びに論理的思考力を試すものである。 
問題文前半は，刑法所定の財産犯に関する理解及び間接正犯ないし共犯に関する理解を問うものである。 
まず，Ａに生じた合計２００万円の財産的損害について，甲乙にいかなる財産犯が成立し得るかが問題と

なる。この検討に当たっては，刑法所定の財産犯の構成要件に関する正確な理解が必要不可欠である。その

上で，本件の具体的事実関係においていかなる犯罪が成立するかを検討することになるが，その際，第１に，

いわゆる「預金の占有」の趣旨・根拠についての的確な理解を前提に，Ａの口座についての「預金の占有」

が対銀行との関係での払戻権限を踏まえて甲乙各人にそれぞれ認められるか否かによって，成立し得る財産

犯が異なることに留意する必要がある。例えば 「預金の占有」を有する者には横領罪が成立し得るものの

窃盗罪や電子計算機使用詐欺罪は成立しないと解されることなどに関する正確な理解が必要となろう。第２

に，本問の具体的事実関係において甲乙にＡの口座の払戻権限が認められるか否かなどについて的確に事実

を評価した上で，これに法的な当てはめを行い，甲乙に成立し得る財産犯を確定することが必要である。第

３に，以上の検討を前提に，次に述べる甲乙の法的な関係の理解に従って，本問の事実関係に即して甲乙に

成立すると考えられる財産犯の各構成要件要素の充足を検討し，最終的に甲乙の罪責を確定する必要がある。

その際，単に，問題文に表れた事実を漫然と羅列するのではなく，いかなる事実がいかなる構成要件要素の
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該当性判断に関係があると考えているのか分かるように論述しなければ 「事実を摘示しつつ」との出題意

図に答えたことにはならない。例えば，問題文に記載された各事実関係のうち，どの事実が甲乙の「預金の

占有」の有無を基礎付ける事実で，どの事実が甲乙の「 占有の業務性」の有無を基礎付ける事実であると

考えているのかが分かるように「事実を摘示しつつ」犯罪構成要件要素が充足されるか否かの結論を導くこ

とが求められている。 
次に，甲乙の法的な関係が問題となる。本問では，実際に合計２００万円の預金払戻等に及んだのが乙で

ある上，甲が当初認識していた事実と実際に生じた事実との間にそごが生じていることから，乙の行為につ

いて甲が刑事責任を負うか否かに関し，いかなる理論構成によるべきか，間接正犯や共犯の各成立要件を踏

まえて検討することが必要である。その際，正犯がだれであるかが問題となり，甲を教唆犯，乙を正犯とす

る考え方のほか，甲を間接正犯，乙を故意ある幇助道具とする考え方などがあり得るところ，者の考え方に

よるには乙が甲の意図を認識している点や乙に正犯性を認め得るのではないかとの点が障害となり得るこ

とに留意しつつ，本問の具体的事実関係に即して論理的に考察することが求められている。さらに，乙によ

る１２０万円の払戻行為に関する甲の刑事責任について，前記そごを理由に因果関係や故意を否定し得るの

かどうかの検討も重要である。 
また，甲乙の罪責に関する構成によっては，共犯と身分に関する処理が必要となろう。問題文後半は，甲

乙のいわゆる狂言行為についていかなる犯罪が成立するか，主として財産犯以外の刑法各論の基礎的な知識

と当てはめの能力を問うものである。 
具体的には，監禁罪，偽計業務妨害罪，その他の国家的法益に対する罪等の成否が問題となり得る幾つか

の事実関係の中から，問題文において詳細に事実が提示されている甲乙の行為で，理論上重要な問題点を含

む事項について犯罪の成否を論述することが求められている。取り分け，甲が乙を自動車のトランクに閉じ

込めた行為について，乙がこれを承諾していることが監禁罪の成否に与える影響に関する理論的な対立に留

意しつつも，本問の具体的事実関係において当該理論がどのように適用されるべきかを注意深く検討するこ

とが必要であろう。 
最後に，甲乙に成立する犯罪相互の関係に留意して罪数判断を示すことも必要である。 
論述においては，刑法解釈上の論点に関する学説等の立場・見解の相違によって結論が異なり得る個々の

問題点については，自らの採る結論のみならず，それが正当であるとする論拠を説得的に論述することが必

要である。ただし，その場合，飽くまでも本問の事実関係を前提に，結論を導くのに必要な点を中心に論ず

るべきであって，本問の事実関係からかけ離れた一般論や結論を左右しない論点に関する理論的対立の検討

に力を注ぐのは 出題意図にかなうものとは言えないであろう。 
また，既知の判例や典型事例等の結論を，それが前提とする事実関係や本問の事実関係との相違を十分検

討せずに本問に当てはめたり，逆に，自ら是とする見解に適合しやすいよう恣意的に事実をわい曲して評価

したりすることも不適当と言わざるを得ない。 
本問においては，事例を丁寧に分析・評価し，基本的な刑法解釈論を踏まえて粘り強く論理的な思考を重

ね，それを説得的に論述することこそが求められている。』 
 

○「出題趣旨」から読み取れる「出題者が求めるもの」は何か？ 
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【最終文】 

「事例を丁寧に分析・評価し，①基本的な刑法解釈論を踏まえて粘り強く②論理的な思考を

重ね，それを③説得的に論述することこそが求められている。」 

⇒ ①基本的法律知識 ②論理的思考力 ③説得的論述力 

① 基本的法律知識 

条文（の要件，効果，趣旨，保護法益）とそれに関する判例の解釈論について，誰

しもが知っていることを正確に知っていること（誰も知らないような特別な知識が要

求されているわけではない） 

対策：講義後の復習 

テキスト，基本書を正確に読んで理解する 

       短答式の問題を繰り返し解いて知識の定着を図る 

※ 法科大学院入学前から予備試験対策，既修者コース入試対策の勉強をしておけ

ば圧倒的に有利（未修者と既修者とで最も異なる部分） 

 

② 論理的思考力 

問題に対して，自分の頭で筋道を立てて考えること 

    対策：毎回の授業を受ける際，自分の頭で思考する習慣を身につける 

       法科大学院の講義における議論，討論 

※ 受動的に講義を受けるだけでなく，能動的に論理的思考力を鍛える訓練が必要 

 

③ 説得的論述力 

    論文答案を，相手（＝採点者）に伝わるように書けること 

    対策：論文式の問題を使った答案練習（添削を繰り返し受ける） 

    ※ 答案練習は，法科大学院では行われない（行ってはいけない） 
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３ 司法試験において求められるものは，法律家になった後に実務でも役に立つか？ 

  ① 基本的法律知識 

実務ではこれが全てと言っても過言ではない（基本的な知識がなければ仕事ができ

ないのは当然…）。 

他方で，基本的でない知識（細かいこと，応用的なこと）については，自分が知識

として持っていない場合でも，しっかりと調べれば仕事はできる。 

（「調べること」自体が重要な仕事のひとつ。） 

② 論理的思考力 

法曹三者いずれの仕事も，自分の「判断」を伴うのが特徴である。誰かに言われた

ことをやるだけ，マニュアル通りやるだけ，であれば，たとえそれがどれほど完璧に

言われた通り，マニュアル通りできたとしても，優秀な実務家にはなれない。しかも，

目の前で起こっている事件は千差万別（教科書と同じ事例は目の前には存在しないの

が当たり前。）。 

⇒ 結局は，自分の頭で考えて仕事をする人間にならなければならない。 

③ 説得的論述力 

   法曹三者いずれの仕事も，必ず書面を作成する業務を伴う。 

    しかも，単なる書面ではなく，“相手を説得するための書面”である。 

○当事者（弁護士，検察官）― 準備書面，論告，弁論等 

→ 裁判官（裁判員）を説得するため 

○裁判官 ― 判決書，決定書等 

→ 当事者（原告・被告，被告人），上級審の裁判官？を説得するため 

  

①基本的法律知識，②論理的思考力，③説得的論述力，という司法試験において求められ

る３つの能力は，いずれも法曹実務家にとって求められる必要不可欠な能力である。 
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第４ 司法試験最終合格まで見据えた学習法－法律の勉強をする際の注意点 

１「法律の勉強」と「試験の勉強」 

これから「法律の勉強」を始めるに当たっては，まず，司法試験があくまでも「試

験」であることを忘れてはなりません。 

試験には，必ずそのための勉強＝試験「対策」があります。  

すなわち，司法試験に合格するためには，単に「法律の勉強」をしているだけでは

不十分であり，「試験の勉強」（＝試験対策）が必要となることを知っておく必要があ

るのです（【図１】参照）。 

具体的には，時間配分のやり方，問題文の読み方，答案構成のやり方，問いに対す

る答え方，問題文中のヒントの見つけ方とその利用方法等の訓練です。 

（そして，これらは試験の合格には必要となるものですが，必ずしも実務の仕事で

必要となるものではありません。） 

ですから，これから法律の勉強を始めるに当たって， 

   －『試験には必ず「対策」がある。』－ 

このことを明確に意識して勉強することが，まず何よりも重要です。 

 

【図１】「法律の勉強」と「試験の勉強」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「法律の勉強」だけでは埋まらない空白部分 
（具体的には，時間配分のやり方，問題文の読み方，

答案構成のやり方，問いに対する答え方，問題文中の

ヒントの見つけ方とその利用方法等） 



ＬＥＣ・反町講師ガイダンスレジュメ 

ＬＥＣ東京リーガルマインド 10 無断複製・頒布を禁じます 

２ 法律の「解釈」－判例・学説の分かれ道 

法律の条文は，抽象的な文言で規定されていること多いため，具体的な事件に対し

て，ある法律の条文を適用する際には，当該条文の意味を具体化する作業（＝「解釈」）

がどうしても必要となってきます。 

当然，可能な「解釈」は一つとは限らないことから，ここで様々な学説や判例（裁

判例）が登場することになります。 

（特に，理論科目としての特性が強い刑法は，他の法律科目と比べても学説の対立が

鮮やかな科目です。） 

そして，初めて法律を勉強する者にとって，華々しい学説の対立は，実に知的好奇

心を刺激するものであり，時にそれを学ぶこと自体が法律学習の「目的」となってし

まいがちです。 

しかし，注意しなければなりません。 

様々な学説は，いずれも具体的な事件（問題）を解決するための，いわば「道具」

に過ぎません。 

（法律学者ではなく）実務家になる皆さんに課される使命は，まさに法律の条文を

使って具体的な事件を解決すること（＝「試験」という場に引き直して言えば，問題

文の事案を検討して試験問題に解答すること）です。 

学説の勉強は，そのための「手段」であって，それ自体は「目的」ではないのです。 

実務家を目指して法律の勉強をしている皆さんにとっては，最終的に自分自身が法

律の条文を使いこなせるようになること，すなわち， 

“法律の条文を使って具体的な事件（＝試験問題）を解決（＝解答）できるように

なること” 

が目標であるということを，常に心がけて勉強を進めることが大切です。 
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３ 「基本」を正確に学習することの重要性－入門講座の役割 

 ⑴ 法律の勉強の進み方 

法律の勉強というのは，１回一通りやっただけでは終わりません。まるで「らせ

ん階段」を上るかのように，法律の勉強は，何周も何周もしがら，上にあがってい

くという進み方をするのです。 

もし１周目で基本事項をしっかりと正確に理解していないと，２週目にその先に

ある応用事項の検討に入れず，もう一度基本事項からやり直さないといけなくなり

ます。そうすると，いつまでも上にあがれずに停滞してしまうという悪循環に陥っ

てしまいます。逆に，１周目で勉強した基本事項の理解が正確であればあるほど，

その後の階段を上るスピードが格段に速くなります。 

ですから，最初の１周目は，その後の自分の勉強の進み方，進む速度を左右する

大切な１周目なのだという意識を持つべきです。 

 

⑵ 司法試験で求められるもの 

これから法曹を目指す皆さんにとって，法科大学院，予備試験，いずれのルート

を通るにせよ，その最終的な目標は，司法試験合格です。 

試験に「合格」するために何をすべきか，を考えるに当たっては，その試験で求

められているものが何なのか，ということを正しく認識しておくことが重要です。 

そこで，毎年法務省から発表されている司法試験の「出題趣旨」を読んでみると，

毎年毎年，「基本」という言葉が繰り返し登場してくることに気付きます。 

たとえば，平成２１年新司法試験【民事系科目】の出題趣旨においては，「基本的

な理解」「基本的知識」という趣旨の言葉が［第１問］の中で３回，［第２問］の中

で３回登場しています。 
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他方で，平成２１年新司法試験【刑事系科目】の出題趣旨では，「正確な理解」と

いう言葉が，［第１問］の中で２回（加えて「的確な理解」という言葉が１回），［第

２問］の中で３回登場しています。このことは，「基本的な理解」は「正確」でなけ

ればならないということを示していると考えられます。とりわけ，刑事系科目では，

理解の正確性という点を厳格に採点しているということが伺えます。 

このように，司法試験では，まず何よりも「基本」がしっかりできていること，

その理解の正確性，的確性が求められているといえます。 

  

⑶ 法科大学院における学習 

法科大学院での授業は，基本的な事項については自分で予習して勉強してきたこ

とを前提として進みます。ですから，入学間もない１年生の１回目の授業から，い

きなり難しい発展的な議論をしたりすることがあります。 

そうすると，未修者として法科大学院に入学した場合，授業の予習や課題等の法

科大学院のカリキュラムについて行くことに精一杯で，上記１で述べた司法「試験」

ということを意識した勉強になかなか時間を割くことができない，というのが現状

のようです。それに対して，既修者として入学した者は，既に基本的事項について

は，ある程度入学前に学習を進めた上で，法科大学院に入学してきます。 

これは相当なアドバンテージです。 

既修者は既に基本事項についてはある程度勉強が進んでいるため，それらの基本

事項を前提として法科大学院の授業を受けることができます。その結果，授業から

得られるものも多く，授業の効果が未修者より高いのです。 

既修者の司法試験合格率が未修者のそれよりも圧倒的に高い，というデータは，

法科大学院入学前にある程度基本事項を勉強していたか否かで，法科大学院に入学

してからの成績の伸び方という意味においても，既修者の方に優位性があるという

ことを意味しているのだと思います。 
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⑷ 入門講座の役割 

これまで述べたように，これから法律の勉強を始める皆さんにとって，まずは基

本を正確に理解することが重要です。 

もっとも，基本を勉強するといっても，法律の勉強は，科目数もとても多く，範

囲も膨大ですから，自分で「基本」と「基本でないこと」を振り分けて勉強を進め

て行くのは，それ自体なかなか難しいことです。漫然と教科書を読み始めてみても，

前提知識が全くないと教科書の記述が最初から最後まで全て同じ重要性の記述に見

えて，メリハリが全く効かなくなってしまいます。 

ですから，初めて法律の勉強する皆さんにとって，「まず，ここまでは今しっかり

と押さえよう」という「基本となる部分の範囲」，いわば勉強の“道しるべ”が示さ

れるということが，入門講座の持つ大きな役割なのです。 

以 上 
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