
司法試験委員会会議（第９６回）議事要旨

（司法試験委員会庶務担当）

１ 日時

平成２５年１０月９日（水）１４：２０～１５：２０

２ 場所

法務省第一会議室

３ 出席者

○ 司法試験委員会

（委員長）山口 厚

（委 員）稲川龍也，奥田隆文，古口 章，土屋美明，羽間京子，長谷部由起子（敬称略）

○ 司法試験委員会庶務担当（法務省大臣官房人事課)

小山太士人事課長，是木 誠人事課付，吉川康司試験管理官

４ 議題

(1) 平成２５年司法試験予備試験論文式試験合格者の決定について（協議）

(2) 平成２５年司法試験結果について（報告等）

(3) 平成２６年司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員の推薦について（協議）

(4) 幹事の選任について（協議）

(5) その他

(6) 次回開催日程等について（説明）

５ 資料

資料１ 平成１８年～２５年司法試験受験状況

資料２ 平成２５年司法試験法科大学院等別合格者数等

資料３ 平成２５年司法試験結果：法科大学院等別受験者数・合格者数調（平成２０年～

２４年度修了者，予備試験合格者）

資料４ 平成２５年司法試験結果：法科大学院等別受験者数・合格者数調（平成２０年～

２４年度修了者・予備試験合格者，合格率順）

資料５ 平成２５年司法試験結果：法科大学院別受験者数・合格者数調（平成２０年～２

４年度修了者，既修・未修別）

資料６ 司法試験最終合格者数における法学部系・非法学部系の別

資料７ 平成２５年司法試験総合点別人員調（予備試験合格者，合格率が全体の合格率

(26.77%)以上の法科大学院１４校の受験者，合格率が全体の合格率(26.77%)の半分以

下の法科大学院３３校の受験者）

資料８ 法曹養成制度改革推進会議の開催について（平成25年9月17日閣議決定）

資料９ 法曹養成制度改革顧問会議について（平成25年9月17日法曹養成制度改革推進会

議議長決定）

６ 議事等



(1) 平成２５年司法試験予備試験論文式試験合格者の決定について（協議）

○ 平成２５年司法試験予備試験論文式試験について，司法試験予備試験考査委員会議の

判定に基づき，総合点２１０点以上の３８１人を合格者とすることが決定された。

(2) 平成２５年司法試験結果について（報告等）

○ 事務局から，平成２５年司法試験結果について，資料１から資料７に基づき報告がな

された。

○ 法科大学院における成績と司法試験における成績等の関連性の検証のために必要であ

るとして申請のあった法科大学院に対し，同検証作業に必要となる平成２５年司法試験

の受験状況に関する情報を提供することが決定された。

○ 自校修了者の司法試験の受験状況等の分析を行って法科大学院の教育内容・方法の向

上を図るために用いるとして申請のあった法科大学院に対し，これに必要となる平成２

５年司法試験の受験状況に関する情報（受験者氏名，受験回数，試験の合否）を提供す

ることが決定された。

(3) 平成２６年司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員の推薦について（協議）

○ 平成２６年司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員として，別紙記載の者を

法務大臣に推薦することが決定された。

(4) 幹事の選任について（協議）

○ 司法試験の具体的な方針・内容，合格基準・合格者決定の在り方等に関して今後検討

を行う前提として，司法試験委員会令第６条に基づき，司法試験法第１２条第２項第３

号に掲げる事務を補佐する者として，新たに司法試験委員会に幹事を置く方針について

協議がなされ，幹事を置く方針について了承された。

(5) その他

○ 事務局から，法曹養成制度改革推進会議及び法曹養成制度改革顧問会議の開催状況及

び協議状況について資料８及び資料９に基づき報告がなされた。

(6) 次回開催日程等について（説明）

○ 次回の司法試験委員会は，平成２５年１１月６日（水）に開催することが確認された。

（以上）
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1 平成２６年司法試験及び司法試験予備試験考査委員を併任する者（９１名）

青　柳　幸　一 憲　法 明治大学大学院法務研究科教授

井　上　典　之 憲　法 神戸大学大学院法学研究科教授

兒　島　光　夫 憲　法 司法研修所教官

島　戸　　　純 憲　法 司法研修所教官

菅　　　芳　郎 憲　法 弁護士（東京弁護士会）

髙　嶋　智　光 憲　法 法務省刑事局公安課長

廣　澤　　　諭 憲　法 司法研修所教官

福　原　道　雄 憲　法 法務省刑事局参事官

巻　　　美矢紀 憲　法 千葉大学大学院専門法務研究科教授

宮　田　祥　次 憲　法 司法研修所教官

矢　島　基　美 憲　法 上智大学法学部教授

山　内　由　光 憲　法 法務省刑事局国際刑事企画官

渡　邊　英　城 憲　法 弁護士（東京弁護士会）

角　井　俊　文 行政法 法務省大臣官房行政訟務課長

角　松　生　史 行政法 神戸大学大学院法学研究科教授

菊　池　　　章 行政法 内閣法制局参事官（第一部）

近　藤　裕　之 行政法 法務省大臣官房財産訟務管理官

齋　藤　義　浩 行政法 弁護士（第二東京弁護士会）

品　田　幸　男 行政法 最高裁判所事務総局行政局第二課長

島　根　里　織 行政法 法務省大臣官房行政訟務課付兼民事訟務課付

谷　口　　　豊 行政法 東京地方裁判所判事

中　原　茂　樹 行政法 東北大学大学院法学研究科教授

八　木　一　洋 行政法 東京地方裁判所判事

山　本　隆　司 行政法 東京大学大学院法学政治学研究科教授

渡　辺　　　晋 行政法 弁護士（第一東京弁護士会）

池　田　清　治 民　法 北海道大学大学院法学研究科教授

石　黒　清　子 民　法 弁護士（東京弁護士会）

石　原　直　樹 民　法 元秋田地方・家庭裁判所長

岡　田　馨之朗 民　法 法務総合研究所教官

窪　田　充　見 民　法 神戸大学大学院法学研究科教授

島　田　耕　一 民　法 弁護士（第一東京弁護士会）

関　根　澄　子 民　法 司法研修所教官

高　島　義　行 民　法 司法研修所教官

堂　薗　幹一郎 民　法 法務省民事局参事官

中　辻　雄一朗 民　法 法務省民事局参事官

流　矢　大　士 民　法 弁護士（東京弁護士会）

藤　田　正　人 民　法 法務省民事局付兼登記所適正配置対策室長

山野目　章　夫 民　法 早稲田大学大学院法務研究科教授

山　本　敬　三 民　法 京都大学大学院法学研究科教授

相　澤　　　哲 商　法 東京地方裁判所判事

氏　本　厚　司 商　法 東京地方裁判所判事

梅　野　晴一郎 商　法 弁護士（第二東京弁護士会）

神　田　秀　樹 商　法 東京大学大学院法学政治学研究科教授

北　村　雅　史 商　法 京都大学大学院法学研究科教授

佐　藤　達　文 商　法 法務省民事局商事課長

志　村　康　之 商　法 法務総合研究所教官

内　藤　順　也 商　法 弁護士（第一東京弁護士会）

野　村　修　也 商　法 中央大学大学院法務研究科教授

松　井　信　憲 商　法 法務省民事局参事官

村　中　　　徹 商　法 弁護士（大阪弁護士会）

山　上　俊　夫 商　法 弁護士（第一東京弁護士会）

平成２６年司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員推薦者等名簿
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大　木　　　卓 民事訴訟法 弁護士（東京弁護士会）

金　子　　　修 民事訴訟法 法務省民事局民事法制管理官

小　林　康　彦 民事訴訟法 法務省民事局参事官

齋　藤　　　聡 民事訴訟法 司法研修所教官

坂　本　三　郎 民事訴訟法 法務省民事局参事官

鈴　木　昭　洋 民事訴訟法 法務省大臣官房司法法制部参事官

鈴　木　雄　一 民事訴訟法 弁護士（第一東京弁護士会）

中　俣　千　珠 民事訴訟法 司法研修所教官

野　中　智　子 民事訴訟法 弁護士（東京弁護士会）

畑　　　瑞　穂 民事訴訟法 東京大学大学院法学政治学研究科教授

目　代　真　理 民事訴訟法 法務省大臣官房租税訟務課付

山　本　　　弘 民事訴訟法 神戸大学大学院法学研究科教授

池　田　和　郎 刑　法 弁護士（東京弁護士会）

神　田　大　助 刑　法 司法研修所教官

佐　伯　仁　志 刑　法 東京大学大学院法学政治学研究科教授

高　橋　則　夫 刑　法 早稲田大学大学院法務研究科教授

只　木　　　誠 刑　法 中央大学大学院法務研究科・法学部教授

津　田　敬　三 刑　法 司法研修所教官

外ノ池　和　弥 刑　法 司法研修所教官

中　井　公　哉 刑　法 司法研修所教官

中　村　功　一 刑　法 法務省刑事局付

西　澤　芳　弘 刑　法 司法研修所教官

橋　本　ひろみ 刑　法 司法研修所教官

平　出　喜　一 刑　法 司法研修所教官

松　居　徹　郎 刑　法 司法研修所教官

山　内　久　光 刑　法 弁護士（第二東京弁護士会）

青　木　裕　史 刑事訴訟法 司法研修所教官

宇　藤　　　崇 刑事訴訟法 神戸大学大学院法学研究科教授

大　澤　　　裕 刑事訴訟法 東京大学大学院法学政治学研究科教授

片　岡　匡　敏 刑事訴訟法 弁護士（第一東京弁護士会）

酒　巻　　　匡 刑事訴訟法 京都大学大学院法学研究科教授

瀬　戸　　　毅 刑事訴訟法 法務省刑事局国際課長

園　部　裕　治 刑事訴訟法 弁護士（第二東京弁護士会）

中　田　光　治 刑事訴訟法 司法研修所教官

平　谷　正　弘 刑事訴訟法 元福島地方裁判所長

福　田　あずみ 刑事訴訟法 司法研修所教官

古　田　浩　史 刑事訴訟法 司法研修所教官

星　野　　　敏 刑事訴訟法 司法研修所教官

丸　山　秀　和 刑事訴訟法 司法研修所教官

三　村　三　緒 刑事訴訟法 司法研修所教官

2 平成２６年司法試験考査委員（４０名）

江　原　健　志 倒産法 法務省民事局民事第二課長

金　澤　秀　樹 倒産法 東京地方裁判所判事

髙　木　裕　康 倒産法 弁護士（第二東京弁護士会）

田　頭　章　一 倒産法 上智大学大学院法学研究科教授

水　元　宏　典 倒産法 一橋大学大学院法学研究科教授

谷　口　勢津夫 租税法 大阪大学大学院高等司法研究科教授

藤　谷　俊　之 租税法 法務省大臣官房租税訟務課長

増　井　良　啓 租税法 東京大学大学院法学政治学研究科教授

増　田　　　稔 租税法 東京地方裁判所判事

宮　崎　裕　子 租税法 弁護士（第一東京弁護士会）

雨　宮　　　慶 経済法 弁護士（東京弁護士会）

後　藤　　　健 経済法 東京地方裁判所判事

杉　山　一　彦 経済法 公正取引委員会事務総局審査局特別審査調整官

根　岸　　　哲 経済法 甲南大学大学院法学研究科教授
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宮　井　雅　明 経済法 立命館大学法学部教授

大　渕　哲　也 知的財産法 東京大学大学院法学政治学研究科教授

東海林　　　保 知的財産法 東京地方裁判所判事

茶　園　成　樹 知的財産法 大阪大学大学院高等司法研究科教授

名　越　秀　夫 知的財産法 弁護士（第一東京弁護士会）

松　井　　　洋 知的財産法 法務省大臣官房司法法制部参事官

島　田　陽　一 労働法 早稲田大学大学院法務研究科教授

竹　田　光　広 労働法 東京地方裁判所判事

土　田　道　夫 労働法 同志社大学法学部教授

東　山　太　郎 労働法 法務省刑事局参事官

水　野　英　樹 労働法 弁護士（第二東京弁護士会）

大　塚　　　直 環境法 早稲田大学大学院法務研究科教授

小　原　一　人 環境法 法務省大臣官房参事官（訟務担当）

加　野　理　代 環境法 弁護士（第一東京弁護士会）

北　村　喜　宣 環境法 上智大学大学院法学研究科教授

吉　田　光　寿 環境法 東京地方裁判所判事

兼　原　敦　子 国際関係法(公法系) 上智大学法学部教授

北　村　　　大 国際関係法(公法系) 弁護士（第一東京弁護士会）

菅　宮　真　樹 国際関係法(公法系) 法務省入国管理局参事官

細　田　啓　介 国際関係法(公法系) 東京地方裁判所判事

薬師寺　公　夫 国際関係法(公法系) 立命館大学大学院法務研究科教授

石　井　　　隆 国際関係法(私法系) 法務省民事局民事第一課長

清　水　　　響 国際関係法(私法系) 東京地方裁判所判事

田　中　みどり 国際関係法(私法系) 弁護士（東京弁護士会）

野　村　美　明 国際関係法(私法系) 大阪大学大学院国際公共政策研究科教授

横　山　　　潤 国際関係法(私法系) 成蹊大学大学院法務研究科教授

3 平成２６年司法試験予備試験考査委員（２３名）

赤　坂　甲　治 一般教養科目 東京大学大学院理学系研究科教授

新　井　潤　美 一般教養科目 中央大学法学部教授

大　橋　　　弘 一般教養科目 東京大学大学院経済学研究科教授

奥　井　智　之 一般教養科目 亜細亜大学経済学部教授

小　澤　　　実 一般教養科目 立教大学文学部准教授

筧　　　三　郎 一般教養科目 立教大学理学部教授

片　山　善　博 一般教養科目 日本福祉大学社会福祉学部社会福祉学科准教授

加　藤　友　康 一般教養科目 明治大学大学院文学研究科特任教授

久　保　健　雄 一般教養科目 東京大学大学院理学系研究科教授

佐久間　佳　枝 一般教養科目 法務省大臣官房司法法制部付

下　村　　　裕 一般教養科目 慶應義塾大学法学部教授

白　井　　　宏 一般教養科目 中央大学理工学部教授

菅　原　克　也 一般教養科目 東京大学大学院総合文化研究科教授

助　川　幸逸郎 一般教養科目 横浜市立大学国際総合科学部講師

鈴　木　毅　彦 一般教養科目 首都大学東京大学院都市環境科学研究科教授

髙　栁　正　夫 一般教養科目 東京農工大学大学院連合農学研究科教授

竹　内　　　幹 一般教養科目 一橋大学大学院経済学研究科准教授

谷　口　将　紀 一般教養科目 東京大学大学院法学政治学研究科教授

椿　　　真智子 一般教養科目 東京学芸大学教育学部教授

萩　原　孝　基 一般教養科目 法務省大臣官房司法法制部付

半　田　淳　子 一般教養科目 国際基督教大学教養学部上級准教授

宮　村　一　夫 一般教養科目 東京理科大学理学部化学科教授

山　川　修　治 一般教養科目 日本大学文理学部教授


