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［285］ 北法65（6・330）1976

韓国のロースクール制度
実施５年間の評価について

朴　　　濬　佑
（パク・ジュヌ）

李　　妍淑（訳）

講　　　演

はじめに

　韓国では2009年３月にロースクール制度が実施され、すでに三期の卒業生を

輩出した。2013年６月24日には、市民団体（「参与連帯」）と国会議員（民主党、

野党）、そして推進派のロースクール教授、記者が集まり、「ロースクール制度

導入の５年点検と改善方向」というテーマで討論会を行った（以下、「ロース

クール討論会」と略す）。本稿の目的は、韓国のロースクール制度の導入背景

と運営状況について紹介した上で、本制度に関する評価と改善方向を提示する

ことにある。本制度を評価するにあたって、上記のロースクール討論会で公開

された統計資料を用いた1。

　ロースクール制度の評価と改善方法を提示するために、まずは、その基準と

なり得る制度の設立趣旨を紹介する。それはロースクール制度の基本設計図2

ともいうべき、司法改革委員会の「司法改革のための建議文」に書かれてい

1 討論会の資料集は、以下のリンクからダウンロードすることができる。사법

감시센터 http://www.peoplepower21.org/?module=file&act=procFileDownload
&file_srl=1043498&sid=15f4da85824aae6c7592af95781773b8（最終閲覧日：2014
年２月１日）。
2 김창록「변호사시험법의 쟁점과 방향」『법과사회』제36호（2009）11페이지。
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る3。それによると、法曹は国民に「良質の法的サービスを提供」し、「開放され

た法律市場に対処」できるようにしなければならない。そのため、法曹は「健

全な職業倫理観、法的紛争の専門的・効率的解決を図るための知識と能力、世

界的競争力と多様性」を身に付けなければならない。多様な専攻の学位取得者

に専門的な法律理論および実務教育を提供し、かつ必要なカリキュラムを忠実

に履修した者に法曹資格を与える、というのがロースクール制度の趣旨である。

　本稿は、以下の順で展開する。まず、ロースクール制度の導入経過と導入前

後の法曹養成過程について述べる。次に、教育課程および学生指導、学部専攻

分野と経歴の多様性、社会的弱者に対する配慮、学費の負担、弁護士試験の側

面からロースクールの実施状況を紹介し、評価を加えたうえで、改善方向を提

示する。最後に、日本と韓国のロースクール制度における法曹人数制限に関す

る問題について考察する。

１　ロースクール制度の導入背景および特徴

　韓国におけるロースクール制度導入の議論は、1994年４月15日の世界貿易機

構（World Trade Organization）設立協約締結等によるグローバル化趨勢とと

もに開始された。国内外市場における米国等先進国の商品およびサービスとの

競争に参入するために、1995年に金泳三政権（1993.2 ～ 1998.2）はグローバル

化推進委員会を立ち上げた。そして「司法改革」をグローバル化実現のための「４

大重点推進課題」の一つとして取り上げた4。当時のメディアにより指摘された

法律サービスの問題点は、法曹人口の不足、高額な弁護士費用、法曹界におけ

る不正問題、法曹の不親切かつ権威的態度、拙速な裁判、前官の礼遇、専門性

と国際的活動能力の不足などであり、こういった問題を解決するためには米国

型ロースクールを設立し、外国語能力と専門性を備えた法律専門家を養成しよ

うとする改革案が提起された。その後の継続的な議論を経て、2005年１月に盧

武鉉政権（2003年２月～ 2008年２月）は司法改革推進委員会を設置し、2007年

3 사법개혁위원회「사법개혁을 위한 건의문」（2004.12.31.）17 ～ 18페이지。
4 「４大重点推進課題」とは、外国語教育の強化、ソウルの東北アジア中心化、
高級公務員のグローバル化、法律サービス・教育の改革を指す。허행량 < 세계

화추진위선정4대중점과제 > 매일경제1995년2월25일。
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７月３日に「法学專門大学院の設置・運営に関する法律案」が国会で可決され

た5。そしてついに2008年８月29日に、法学教育委員会は首都圏において15校（入

学定員総数1,140名）、地方の４大圏域において10校（入学定員総数860名）とい

う、合計25校に対してロースクールの設置を認可した（ロースクールの認可・

運営に関する基準については表１を参照）。2009年３月、ロースクール１期生

が入学するとともに、ロースクール設置大学の法学部も新入生募集を停止した。

司法試験6と既存の法学部は2017年まで存置するとした。2012年と2013年２月

にロースクール１期生と２期生が卒業したが、弁護士試験の合格率（入学者定

員2000名）はそれぞれ72.55％（1451名）と76.9％（1538名）である7。

　ロースクール制度の施行前後における法曹養成過程を比較すると以下のよう

な特徴がみられる（表３参照）。第一に、司法試験には学位要件がなく、法学

科目35単位以上履修すれば受験できるが8、弁護士試験はロースクール卒業者の

み受験可能である9。第二に、合格者の研修について、司法試験制度においては

司法研修院が担当していたが10、ロースクール制度においては雇用主である法

務法人、政府機関、検察、法院、企業や非営利団体の法務チームなどが自主的

に研修を行う11。第三に、司法試験は基本的に判事・検事の選抜試験である。

5 韓国ではロースクールのことを「法学専門大学院」と呼ぶ。法学専門大学院の
設置・運営に関する法律（2007年７月27日公布、公布番号第8544号、2007年９
月28日施行、以下「2007年法」と称す）を参照。また、現行法律は、2013年３月
23日施行（他法改正、公布番号第11690号、以下「2013年法」と称す）したもの
である。
6 弁護士試験法附則（法律第9747号、2009年５月28日公布）第２条。
7 法務部の弁護士試験合格者名簿は、次のリンクから入手することができる。
http://www.moj.go.kr/HP/COM/bbs_03/BoardList.do?strOrgGbnCd=113000&s
trRtnURL=lawyer_0104&strNbodCd=noti0480&strFilePath=bar/（最終閲覧日：
2014年１月30日）
8 司法試験法（一部改正、2006年３月24日公布・施行、公布番号第7893号）第５
条第１項と第２項。司法試験法施行令（一部改正、2011年12月13日公布・施行、
公布番号第23362号）第３条第２項。
9 弁護士試験法（2011年７月25日一部改正、公布番号第10923号）第５条第１項
と第２項。
10 弁護士試験法（2013年５月28日一部改正、公布番号第11825号）第４条第１号。
11 弁護士試験法第31条の２：弁護士試験に合格した者は法律事務従事機関で合
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したがって、司法研修院での教育内容も判事・検事養成が中心となっている。

司法試験と司法研修院の成績に基づき、上位20 ～ 30％を判事・検事の順番で

採用し12、その他は弁護士になる。これとは異なって、ロースクール制度にお

ける弁護士試験は、弁護士の資格試験である（実際に資格試験として運営され

ているか否かについては後述する）。判事と検事は弁護士の中から採用する。

とくに、判事は2022年から10年以上の弁護士経験をもつ者から採用する13。

言い換えると、韓国のロースクール制度とは、「試験を通じての選抜」から「教

育を通じての養成」への変化を目指そうとするものである、ということにな

る14。

２　教育課程と学生指導

　ロースクールの教育課程と学生指導は、基本的に別個のものとして考えられ

ている15。ただ、学生指導の主要目的の一つは、学生がより順調に教育課程に

計６ヶ月以上法律事務に従事または研修しなければ、事件を単独または共同で
受任することができない。また単独で法律事務所を開設または法務法人の構成
員になることができない。同法第21条の２第１項本文。ここでの「法律事務従
事機関」とは、国会、裁判所、憲法裁判所、検察庁、政府法務公団、法務法人、
国家機関、地方自治団体、国際機構、大韓弁護士協会等が含まれる。同法21条
の２第１項各号。
12 司法試験合格者が500名を超えた1999年以降、司法研修院の卒業生における
判事任用率は、2000年に16.9％、2001年に16.1％、2002年に16.0％、2003年に
13.7％、2004年に11.9％である。他方、検察官の任用率は、2000年に14.5％、
2001年に13.1％、2002年に12.5％、2003年に10.3％、2004年に8.3％である。「판

검사 임용은 「바늘구멍」」, 법률저널, 2004년1월27일（大法院の資料による報道
であるとされる）http://www.lec.co.kr/news/articleView.html?idxno=3697 （最
終閲覧日：2014年１月16日）
13 法院組織法（2014年１月７日一部改正、公布番号第12188号）第42条第２項。
附則（2011年７月18日一部改正、公布番号第10861号、2012年１月１日施行）第
２条。
14 김창록、前掲注２）14頁参照。
15 ロースクールの評価基準においても、教育課程（評価項目３）と学生指導（評
価項目５）は別個の項目となっている。大韓弁護士協会法学専門大学院評価委
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適応できるようにするためにあるので、両者は有機的に結合しているともいえ

る。実際に、在学３年間において、教員が学生の学習方法と進路選択について

どれだけ充実な指導を行ったかは、ロースクールを評価するにあたって、一つ

の基準となっている16。以下では、ロースクールの教育課程と学生指導につい

て紹介する。

（１）現状

　①　教育課程

　ロースクールの教育課程の特徴を法学部教育課程と比較することで、以下の

ことが明らかになる。

　第一に、法学部にない実務科目が多数設置された。とくに、法曹倫理、法律

情報調査、法文書作成、模擬裁判、実習科目はすべてロースクールにおける必

修科目である17。

　第二に、実務科目の中の検察実務、民事訴訟実務、刑事訴訟実務等は、各地

域の検察と法院の検事・判事がロースクール生を対象に講義を展開している。

　第三に、リーガル・クリニックは、法務法人が実際に扱っている事件、また

は紛争当事者が各ロースクールのリーガル・クリニックセンターを通じて申請

した事件について、担当教員の指導のもとで、学生が専門的な意見を提示する

形で行われる。法務法人の事件については、事件担当弁護士が学生を直接指導

する。

　第四に、法学部では、簡単な事例と判決要旨を中心に教育し、事実関係に対

する法の適用は主に４年生の練習科目として実施されてきたが、ロースクール

においては、１学年から法の説明とともに、１審判決文の事実関係について法

を適用する教育をする。したがって、練習科目は殆どのロースクールから消え

ることになった。

　第五に、ロースクールでは、従来の法学部より特別法科目が増加しており、

基礎法と国際公法科目は減少された。

員会評価基準を参照。http://www.lsec.or.kr/homepage/evalBiz/evalStandard.
do（最終閲覧日：2014年１月30日）
16 ロースクール評価基準（評価項目 5.1）参照。
17 前掲注５）「2013年法」第20条、同法施行令第13条。
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　②　学生指導

　ロースクールでは教員による学生指導が自発的かつ活発に行われている。指

導項目も充実しており、ロースクール評価基準に設けられている「学生相談お

よび指導」項目が必要ないと感じるほどである。ロースクールに入学した学生

は、その学部において他の学生に比べて成績が優秀な者が多い。しかし、ロー

スクール入学後、膨大な量の勉強が待っている。それに同レベルの実力をもつ

者同士の競争が激しく、ひいては学部時代に取得したことのないＣまたはＤ評

価を受けることもある。それにより成績順位が下位50％に入ると体力的・精神

的・心理的な恐慌状態に陥る学生もみられる。教員は、自身の指導学生と頻繁

に面談することで学校生活における困った点などを把握し、教育課程に無理な

く適応していけるように、受講科目の決定や勉強方法など、授業に直接関連す

る事項だけではなく、生活面や心理状態においても積極的にアドバイスを行っ

ている。

（２）評価および改善方向

　①　教育課程

　現時点で実務教育と特別法教育については比較的に成功しているものと評価

しうる。成功の要因としては、弁護士試験合格率が75％前後（総入学定員比）

という比較的に高い比率が維持されているからだと考えられる。実務と特別法

の講義は、弁護士試験合格後のことを考えて行われるものであるため、弁護士

試験合格率が低いようであれば、弁護士試験準備に集中しなければならなくな

る。したがって実務と特別法の授業の出席率は次第に低くなるであろう。しか

し、基礎法と国際公法については、上記のような高い合格率にも関わらず、減

少している傾向がみられる。それは、これらの科目が卒業後に現実問題の解決

に何の役にも立たないという、学生たちの認識による。しかしながら、就業し

て10年以上を経て、政策決定可能な地位を獲得する可能性を考慮した場合、法

哲学や法政策学のような基礎法知識は必要不可欠となるため、重要科目として

扱うべきである。したがって、基礎法と国際公法の場合、担当教員が積極的に

上記の法分野を現実問題と密接に関連づけて講義する必要がある。たとえば、

西江大学校では、法社会学専攻の教員が「企業の社会的責任と法」という科目

を開設しており、他の大学でも「映画と法」という科目において、映画を通じ

て社会問題を扱う授業が展開されている。
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　②　学生指導

　上述した通り、ロースクールの教員は指導学生との面談を自発的かつ積極的

に行っている。筆者は、その理由を以下のように考える。第一に、ロースクー

ル制度の導入により卒業生の進路が決定される環境が変化している。ロース

クール以前の法学部では、「少人数の法曹を選抜」したため、法学部卒業生の

司法試験合格率は非常に低かった18。そのため、司法試験にさえ合格すれば一

定程度の経済的成功が保障されていた。また、判事・検事への任用と弁護士と

しての就業も、主に司法試験の成績と司法研修院での成績により決められた。

したがって学生たちは、大学での授業よりも、学習塾で行われる司法試験対策

講座の受講を通じて司法試験で好成績を取得することと合格後の司法研修院で

の好成績を目指すことに集中していた。これにより教員も学生も面談の必要性

をさほど感じなかったのである。ところが、ロースクール導入後、弁護士試験

の合格率は毎年総入学定員（2,000名）の75％程度（1,500名）で維持されること

が予想されている。弁護士試験の成績は非公開であり、２年間の司法研修を受

けなくても弁護士として活動することができるようになった。結局、法務法人・

検察・政府機関・企業法務チーム等のロースクール卒業生の雇用主は、ロース

クールで取得した優秀な成績を以て、在学生または卒業生をインターンシップ

として採用し、最終的にはそのインターンシップへの評価を以て採用可否を決

定するしかない。したがって、大学の授業にどれほど順調に適応するかは、卒

業生の進路を決定する重要な変数となっている。

　第二に、ロースクール制度の導入前後において教員の教育観が変わりつつあ

る。教員の教育観は以前から徐々に変化していたものの、法学教育分野におい

てはロースクール制度の導入を契機にその変化がより具体的かつ実効的になっ

たと思われる。わかりやすくいえば、過去においては、学生が教員の説明を理

解できなければ、それは「しっかり勉強していない学生の責任」とされた。と

ころが、現在は「易しく説明できなかった教員の責任」という視角から捉える

18 大学別の正確な統計がないため、筆者の勤務校である西江大学校の場合を例
として挙げる。法学部の入学定員に比べて、司法試験の合格率は毎年50％前後

（法学未修者含む）であった。これは、他大学と比べると最上位水準の合格率で
ある。
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場合が増えてきた19。「講義内容の本質を理解できなければ易しく説明できな

い」という点から考えると、「教員の責任」を問うことについては筆者も同意す

る。ただ、「学生の責任」という視角は、「学生に対して高い基準を設定し、そ

の基準に到達した者だけが成功し、到達できなかった者は脱落者として取扱わ

れる」という時代遅れの教育観でもある。そして、これは紛争解決能力ではな

く暗記能力の優れた少数者のみが法曹に選抜され、その他を脱落させる典型的

な司法試験制度の特徴と共通している。他方、「教員の責任」という視角は、「学

生に対して必要最低限の基準を設定し、その基準に到達した大多数の学生が創

造的に問題解決に取り組むようサポートする」教育観である。これは、必要最

低限の専門性を備えた学生が弁護士になり、多様な分野で各自の関心と能力に

応じて紛争解決を行うことを趣旨とするロースクール制度および弁護士試験制

度と合致している。すなわち、法学教育分野において、「暗記できなければ落

とされる学生」から「理解させなければ落とされる教員」へという教育的発想

の転換がロースクール制度の導入とともに進められていると思われる。

　こうしてロースクール制度の導入とともに、法学教育は「独学」から「教育」

へと確実に変化しつつある。その中、以下のような改善しなければならない点

がいくつか存在する。

　第一に、学生相談において、「努力の強調」から「心理的安静」へと誘導する

方向に変更する必要がある。過去５年間、筆者が学生と面談してきた経験を踏

まえると、学生が授業に適応できない理由はほとんど心理的側面のものである。

ロースクールに入学した学生はみな優れた知的能力、すなわち理解力、暗記力、

自制力等を備えている。そのため、成績の悪い学生や適応できない学生にもっ

とも必要なのは、「より多い努力」または「死ぬ覚悟での努力」ではなく、「心

理的負担の除去」、すなわち「安心感」である。学生を不安にさせる要因には、

内面的なものと外面的なものがある。「内面的要因」とは、学生が不必要に自

19 教員の役割として主に研究が強調された過去とは異なって、最近では講義の
重要性も強調されるようになった。西江大学校では、教員の講義評価結果をす
べての学生に公開し、履修申請時の参考材料として提供している。また、本学
の経営専門大学院は、講義評価の結果をインターネットを通じて学外にも公開
している。西江大学校経営専門大学院のウェブサイト http://gbiz.sogang.ac.kr/
pages_si/g02_09_23.html. を参照（最終閲覧日：2014年２月１日）。
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分自身を不安にすることを指す。たとえば、学生は卒業後大手法務法人に就職

できないことを恐れて苦しむ。また、他の学生と比べて、相対的に外国語能力

が低いことについて、特別法の知識が不足していることについて、年齢が上で

あることについて、経歴がないことについて、体力が弱いことについて悩んで

いる。これらの学生にある共通点は、「自分自身について知らないし、自分だ

けの成功の基準がない」ことである。言い換えれば、「現実感覚」と「自分のビ

ジョン」をもっていないのである。自分の好きかつ遣り甲斐を感じる分野や仕

事は何か、その仕事をやるのに必要とされる知識や能力は何かを知らないまま、

世の中にみられる画一的な成功例に自分をあてはめようとする。そのため、自

分に決して必要としない資格や能力の不足を心配し、ロースクールでの教育課

程に受動的かつ逃避的に適応しているのである。こうした学生相談において、

一部の教員は「より多い努力」を求めるために、「努力しないと弁護士試験また

は就職に失敗する」という「恐怖心」を与えることで勉強させようとする。だが、

「恐怖心」を利用した教育は、非常に不適切であり、その効果についても疑問

を感じる。むしろ、学生に多様な質問をすることで自らの性格、才能および適

性を把握するようにし（現実感覚）、儲かる弁護士ではなく遣り甲斐を感じる

弁護士こそ成功した弁護士である点（ビジョン）を悟らせるよう導くことが必

要である。

　第二に、学生を不安にさせる外面的要因も除去しなければならない。すべて

のロースクールでは、いわゆる留年、卒業試験、厳格な相対評価制度等を内容

とする「学事管理方案」を実施している。しかし、「学事管理方案」が果たして

ロースクール制度の趣旨に合致しているのか、さらに学生の実力向上に役に

立っているのかは疑問である。とくに、「厳格な相対評価制度」の実施により、

学生は関心のある科目を履修するのではなく、単位の取りやすい科目や授業・

試験負担の少ない科目を履修するという逆効果が生じている20。ゆえに、学生

に安心して好きな分野の科目を履修し積極的に勉強できるようにするために、

厳格な相対評価制度を廃止するべきである。

20 송기춘「『법학전문대학원 학사관리강화방안』의 문제점과 그 개선방향」 『法
과社会』제40호 (2011년)106 ～ 107페이지。
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３　学部専攻分野と経歴の多様性

（１）現状

　多様な分野の専門性を有する弁護士の養成は、ロースクール制度の導入目的

の１つである21。そこで、その「専門性」が以前と比べて変化しているかどうか

について、入学者の専攻と経歴を分析することで明らかにしたい。表４をみる

と、ロースクール入学生のうち、学部で法学以外の分野を専攻している学生が

相当数占めていることがわかる。そこに示されている学部専攻は理系のみ含ま

れているが、文系まで考慮すれば学部専攻の多様化はさらに広がる。もちろん、

ロースクール制度導入以前の司法試験合格者の中にも、法学以外を専攻した者

がいたとはいえ、制度導入以降と比べると質的な差異がみられる。その質的な

差異について、以下、例を挙げて説明したい。

　司法試験における工学専攻受験者の一般的な合格プロセスは、次の通りであ

る。まず、大学でそれぞれ工学科目約20単位、法学科目35単位、その他科目70

単位を履修したうえで卒業する22。司法試験の準備は、主に塾で行う。また、

試験の合格および判事・検事の任用、法務法人への就職などには学部時代の単

位や成績が考慮されないため、工学科目の授業はさぼりがちである。他方、ロー

スクールにおける工学専攻受験者の弁護士試験の合格プロセスは次の通りであ

る。すわなち、工学科目は60 ～ 90単位を履修したうえで卒業する。そして卒

業後工学分野の実務経験を経てからロースクールに入学する。ロースクールで

は約90単位の法学科目を履修しつつ、３年２学期になると塾で受験勉強をする。

さらに、ロースクールの入学者選抜においては、学部時代の受講科目と単位す

べてが考慮されるため、専攻科目を忠実に履修しなければならない。とくに、

ロースクール制度導入後には、表５に示されているように、専門資格と専門経

歴を有する者がロースクールを志願する場合が増えている。彼らはロースクー

ルを卒業し、再び元の職業分野に戻って法的問題に取り組むことが期待される。

　表６で示されているように、司法試験合格者の48.80％は25 ～ 30歳未満であ

り、この数値に25歳未満の割合を含めると、司法試験合格者の67.93％が30歳

21 前掲注５）「2013年法」第２条。
22 韓国の大学では、一般的に１科目が３単位（１単位は週に50分）であり、試
験期間を除いて14週間の授業を行っている。
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未満となる。ところが、弁護士試験における合格者の30歳未満の割合は

32.39％であることから、司法試験のそれと比べて半分以上減少していること

がわかる23。

　５年間実施されてきた司法試験では、35歳以上の合格者数が367名であるの

に対し、弁護士試験では618名の合格者を輩出した。司法試験の年間平均合格

者が弁護士試験の年間平均合格者より約500名程度少ないとはいえ、５年と２

年の年数を考慮すれば、ロースクール制度下の方がより多くの35歳以上の合格

者を輩出していることがわかる。これは7.32％と20.67％という割合からでも確

認できる24。これらの統計は、多様な社会経験を有する者がロースクール制度

のもとで法律家になれる可能性が高いことを示している。他方、司法試験制度

のもとでは、若年者の合格者が多く、出遅れた挑戦者が合格することは非常に

困難である25。

（２）評価および改善方向

　過去の司法試験においては、合格率が非常に低かったため、30代の職歴者に

よる挑戦には重い負担が伴った。しかし、ロースクール制度導入後の弁護士試

験では合格率がおよそ75％に達しているため、専門性を有する社会人が積極的

にロースクールを志願する傾向がみられ26、弁護士活動においてその専門性を

生かすことが期待される。したがって、過去の司法試験制度に比べてロースクー

ル制度における専門家養成は非常に成功していると評価できる。だが、大学入

学の時点からロースクール進学のための単位管理等に心掛ける学生が現れ始

め、こういった現象が増えるほどロースクール制度の趣旨である多様性や専門

性の確保が困難になりかねない27。ロースクール制度の趣旨の１つである「多様

23 前掲注１）、「ロースクール討論会資料集」29頁。
24 同上・29 ～ 30頁。
25 박근용「학생선발의 다양성과 장학제도 현황」・前掲注１）「ロースクール討
論会資料集」29頁。
26 法務法人とロースクールにもっとも歓迎される志願者ランキングは、次の通
りである。A. 非法学分野で３～５年の経歴と外国語能力を有するもの、B. 非
法学専攻の大学卒業予定者、C. 法学専攻の大学卒業予定者、D. 大学卒業後、
経歴のないもの。
27 여현호「선발과 장학제도, 수정과 보완 계속돼야」・前掲注１）「ロースクール
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な背景を有する法律専門家の養成」を実現するために、理想的な法曹養成は次

のようなものであると考えられる。まず学部で非法学分野を専攻し、次にその

専攻分野で最短３年程度の経験を積んでから、ロースクール教育を受け弁護士

試験に合格することでようやく法律専門家して活動することになる。そういう

意味では、学部生に卒業後直ちにロースクールへの進学を薦めるよりは、３～

５年の職歴を積んでからロースクールを志願するよう指導する方が望ましい。

４　社会的弱者に対する配慮

（１）現状

　ロースクール制度の長所の一つとして挙げられるのは、社会的弱者に対する

配慮である。つまり、社会的弱者のロースクール入学を一定程度保障し28、学

費を相当の割合（西江大学校の場合100％）で免除することである。その現状を

示しているのは表７である。毎年平均125名、すなわちロースクール総入学定

員（2,000名）の６％を超える学生が経済的・社会的弱者として入学し、学費の

大部分が免除される形で教育を受けている。もちろん、ロースクールに入学し

たからといって、必ず弁護士試験で合格するとは限らない。ただ、国家的政策

の次元からみれば、ここ５年間において、毎年およそ125名の学生が入学機会

を与えられていることがわかる29。

　特別選考入学者の細部基準別構成状況については表８に示されている。25校

のロースクール全体を対象としたデータではないが、18校のロースクールにお

いて５年間実施した特別選考で入学した学生のなかには、生活保護受給者また

はそれに次ぐ階層の者がもっとも多く、こちらは経済的事由のみが考慮された

グループを形成している。次に高い比率を占めているのは身体的障がいを持つ

学生である。ほかに、農漁村地域出身者も一定数を占めているが、こちらは定

員設定が比較的に多いロースクール、例えばソウル大学校、梨花女子大学校（そ

れぞれ12名と９名）などで採用されている30。

討論会資料集」47 ～ 48頁。
28 前掲注５）「2013年法」第23条第１項、同法施行令第14条第２項。
29 박근용・前掲注25）35頁。
30 同上・36頁。
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（２）評価および改善方向

　18校のロースクールだけを対象とした調査結果ではあるが、過去の５年間に

おいてすでに376名の生活保護受給者、62名の障がい者がロースクールに入学

していたことには大きな意味がある。もちろん、全員が弁護士試験に合格する

とは限らないが、このような人たちにも弁護士資格を取得できる機会を政策的

に与えること自体については、高く評価するべきである31。

５　学費負担

（１）現状

　ロースクールの高額な学費は、しばしば批判の対象となっている。しかし、

これは奨学金と上記でみてきた特別選考制度を理解せず、額面のみに注目した

結果であるため、誇張された批判ともいえよう32。

　表９で示されているように、2013年の場合、年間授業料が１千万ウォン未満

の大学は４校であり、法人化されたソウル大学校を除いた国立大学９校におい

ては1,030万ウォン台未満である。年間授業料が最高額となっているのは成均

館大学校であり、2,000万ウォン台に達しているのは３校である。18校のロー

スクールにおける奨学金支給状況、４年間８学期における全額奨学生比率の平

均値、亞洲大学校を除いた17校のロースクールにおける2012年全額奨学生の数

は、表10から表12までの通りである。

（２）評価および改善方向

　2012年、17校のロースクールに在学している学生4581.5名のうち、32.2％

（1474.7名）が全額奨学金の給付を受けている。これは全額奨学金の給付が20％

以上を要する法学専門大学院評価基準（評価項目5.3.1.1.）より約12％高い数値

である。相当額の財源が奨学金として支給されていることがわかる33。もちろ

31 同上。
32 韓国における「奨学金」は、卒業後返済不要のある種の「学費免除」として捉
えている。卒業後に返済しなければならない学費の補助は「奨学金」ではなく、

「学資金貸出」と称されている。
33 박근용・前掲注25）43頁。
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ん、成績基準による奨学金ではなく、経済的要因による奨学金である。ロース

クール評価基準には、奨学金のうちの50％以上が経済的状況を考慮した奨学金

でなければならない（評価項目5.3.1.2.）という項目が設けられている。学費問

題は、ロースクールの財政と直接リンクしている。ロースクール制度のもとで

は、かつて経済的事情により司法試験に挑戦できなかった者にも弁護士、判事、

検事になる機会を与えられるようになった。このような学生たちには、学費免

除以外に、有給助教などの制度を通じて一定額を支給されることもある。

　ところが、ロースクールがこのような財政的支援を維持しながら、膨大な赤

字財政から抜け出るには、ロースクールの評価基準として設けられ、かつ教育

目的と無関係でありながら費用だけ生じる項目を削除しなければならない。た

とえば、過度な国際セミナーと国際交流の実績、特性化の実績、母乳授乳室や

子どもの家等の育児施設、体育館等の健康維持施設（評価項目5.2.1.3.）、コン

ピューター室、実務教育の必要に応じて過度な図書館の蔵書整備の要求34、講

義室その他施設に対する法学部との兼用禁止、外国語講座の開設等は、ロース

クールの学生教育に必須な要素ではなく、各ロースクールが自律的に決定する

べき問題である。

６　弁護士試験

（１）現状

　以下、ロースクール制度の下での弁護士試験の特徴について、司法試験と比

較しながら説明したい。

　第一に、弁護士試験は、卒業後５年以内に５回受験可能であるという制限が

設けられているが35、司法試験にはこのような制限がない。

　第二に、弁護士試験は司法試験と違って、法曹倫理試験に合格しなければな

らない。

34 法学専門大学院評価基準によれば、法学専門図書館は７万冊以上の蔵書と
100種以上の指定図書を整備・維持し、外国法学図書の比率は30％以上でなけ
ればならないとされている（評価項目6.3.2．）。しかし、このような評価項目は、
果たして法曹養成に必要最小限の要件であるかどうかは疑問である。
35 前掲注９）弁護士試験法第７条第１項。
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　第三に、司法試験においては、英語試験（TOEFL、TOEIC 等の点数で代替

可能）が必須であったが、弁護士試験にはない。しかし、実際、ロースクール

入学者の大部分は司法試験で要求されていた英語成績より遥かに高い実力を

持っており、入学者のうち、英語以外に、中国語または日本語の能力を備えて

いる者も多くいる。アメリカや日本、中国などで大学を卒業した学生、または

国籍が外国である入学者も増加しているため、外国語能力については弁護士試

験合格者の方が高いとみられる。

　第四に、司法試験では憲法、行政法、民法、商法、刑法、民・刑事訴訟法等

７つの個別科目の知識が問われるが、弁護士試験では前述の７分野を公法、民

事法、刑事法の３分野に再構成し、事例を読んで答案（弁護士準備書面作成）

を作成する等の問題が出題される。

　第五に、弁護士試験における選択問題と論述問題の総得点での反映比率は、

１：３である。

（２）評価および改善方向

　弁護士試験制度における主な争点は、弁護士試験合格者と弁護士試験科目の

問題である。すなわち、合格者の決定方法と試験科目の設定がロースクール制

度の趣旨に合致しているかどうかである。

　弁護士試験を主管する法務部は、第１回弁護士試験から合格者数を「総入学

定員（2,000名）の75％」にすると決めた。しかし、このような弁護士試験合格

者数の「相対的」な決め方は、ロースクール制度の趣旨に合致していない。か

つて司法改革委員会により提示された弁護士試験の性格とは、「法律家として

の基本的な素養および資質の評価」として「ロースクール教育課程を充実に履

修したのであれば、比較的に合格し易い『資格試験』」というものである36。つ

まり、弁護士試験は過去の司法試験と異なって選抜試験ではなく資格試験であ

る。それゆえ、「適格者の選抜」ではなく、「不適格者の選別」のための試験で

なければならない。また資格試験であるため、「一定水準に到達した受験者す

36 前掲注３）司法改革建議文24頁。김호정「로스쿨 출신 변호사들의 사회진출 

양상과 변호사시험 합격자 수의 결정」외법논집제37권제4호（2013년11월）110
페이지。
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べてに対して合格」させなければならなく37、既存弁護士の数が多いとか、自身

より成績が優秀な受験者が多いことを理由だけで弁護士試験に不合格にしては

ならない38。したがって、ロースクール制度の導入趣旨に沿って考えれば、弁

護士試験合格率を予め決め、それにより合格者数を調整する方式はやめるべき

である。

　ロースクール制度の導入趣旨によれば、弁護士試験は弁護士の活動に必要な

最小限の基本的な知識と能力の有無を確認するだけで十分であり、特別法の知

識の不足のために弁護士になれない状況は、ロースクール制度の趣旨に反する

ものである。そのため、選択科目として特別法分野を追加したのは妥当ではな

い。特別法科目、または弁護士の専門化は、ロースクールにおける教育と就職

後の実務教育のなかで身につければ十分であり、特別法知識の有無が弁護士資

格取得に影響を及ぼしてはならない。

　また、記録式試験は、設問で提示された事実関係を踏まえて弁護士として依

頼人のために準備書面（訴状など）を作成する形式で行われている。だが、上

記で紹介したロースクール制度の趣旨によれば、弁護士の養成は良質の教育と

「最小限」の試験によらなければならないとされる。準備書面の作成は、裁判

所から派遣された判事がロースクールで教育し、かつ厳格な相対評価をしてい

るため、ロースクールでの成績を法務法人等の雇用主が考慮して採用すればよ

いことであって、弁護士試験において検証する性質のものではないと考えられ

る。

７　日本と韓国の法曹人数制限に関する問題点

　これまで韓国のロースクール制度の現状を紹介し、それに対して現段階での

評価と改善方向を提示してきた。日本のロースクール制度の趣旨は、法曹人数

の不足の解消、「点数のみによる法曹選抜」ではなく「プロセスを重視した法曹

37 김호정・前掲注36）110頁。
38 이국운「로스쿨 체제의 조속한 정상화를 위하여」・前掲注１）「ロースクール
討論会資料集」13頁。이국운教員は、司法試験が弁護士試験に変わったことに
ついて、憲法の側面から「公務負担権の領域から職業選択の自由の領域への変
化として、基本権の主な保護領域」に変化が生じたと説明する。
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養成」、専門性と国際化の強化、理論と実務を架橋したもの等39として、韓国

のロースクール制度の趣旨とほぼ同様である。また、日本と韓国のロースクー

ル制度の問題点における根本的な原因が法曹の数の制限という点にあることも

共通している。以下、その現状と問題の原因について考察する。

　ロースクールの設置において、日本は「準則主義」を採用しているが、韓国

は非常に高い基準を提示し「許可」に準ずる「認可主義」を採用している。その

結果、日本と韓国は、それぞれ2004年総入学定員5,825名の74校のロースクー

ルと2009年総入学定員2,000名の25校のロースクールが開校された。設置され

たロースクールの数と総入学定員において、日本は韓国の３倍に達しているが、

弁護士試験合格率は非常に対照的である。韓国の法務部は総入学定員の75％の

合格率を設定しているものの、日本の場合、法務省の資料によれば、最近５年

間（2009年～ 2013年の新司法試験）の合格率は対受験者数の平均25.68％であ

る40。ところが、受験者が毎年累積的に増加することを考慮すれば、韓国との

比較のためには対総入学者数の合格率を取り上げるのが適切であろう。日本の

場合、法学既修者は２年卒業が可能であるが、計算の便宜上、入学者全員３年

で卒業すると仮定すれば、2006年の入学者は2009年に新司法試験に受験できる

こととなる41。こうした方法で2006年から2009年までの新司法試験合格率を計

算すると、対総入学者数の割合は平均40.59％である42。合格率だけみていくと、

39 赤松秀岳（정명운訳）「일본 법과대학원（로스쿨） 현황과 과제」제12권제1호 

(2012년4월) 24 ～ 28페이지。
40 2009年から2013年までそれぞれ27.64％、25.41％、23.54％、25.06％、26.77％
である。法務省による年度別の「司法試驗の結果について」の「綜合評価」資料
を参照。http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00026.html. （最終閲覧
日2014年１月30日）
41 法学既修者卒業生は、前年度卒業者数に反映されるため議論の目的上支障は
ないと考えれらる。予備試験の受験者は、2012年と2013年においてそれぞれ0.86％
と1.81％に過ぎないので、考慮しないことにする。法務省による「平成24年司法
試驗の受驗予定者」１頁（http://www.moj.go.jp/content/000097823.pdf）と「平成
25年司法試驗の受驗予定者」１頁（http://www.moj.go.jp/content/000110099.pdf）
を参照。いずれも最終閲覧日は2014年１月30日である。
42 2009年から2013年までそれぞれ35.32％、36.3％、38.26％、43.39％、49.7％で
ある。日本のロースクール入学者数については、文部科学省による「志願者数・
入学者数等の推移（平成16年度～平成25年度）」２頁を参照されたい。http://
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2009年の35.32％から2013年の49.7％まで上昇し、４年間で14.38％増加したこ

とになり、年平均増加率は3.6％である。他方、日本の総入学者数は、2006年

の5,784名から2010年の4,122名まで下がり、４年間で28.73％減少しており、年

平均減少率は7.18％となる。ただ、その間新司法試験の合格者数2,000名には変

化がないため、日本のロースクール総入学者の減少が合格率の増加に貢献して

いると推測できよう43。ほかに、ロースクール入学者のうち、修了していない

者の比率が増加していることも合格率の増加の原因になっている。ちなみに、

入学者のうち、標準修業年限修了者の比率は、2006年の80.6％から2012年の

68.2％まで減少している44。つまり、未修了者は19.4％から31.8％へ増加したこ

とを意味し、年間平均増加率は2.07％となる。未修了の事由のうち、退学が

40％前後占めており、その他（原級留置、休学等）が60％前後占めている45。

　上記のように、日本と韓国のロースクール制度にはいずれも「弁護士の数の

制限」という目標を達成するための装置を取り入れているが、韓国はロースクー

ルの数と総入学定員を制限することでロースクール進学を制限する方法を、日

本は逆に低い司法試験合格率を利用して事後的に淘汰させていく方法を採って

いる。結局、日本の場合、上記のような趨勢が継続されれば、対総入学定員の

合格率は年々上がることになり、対年間総修了者数の合格率もさらに高い数値

を表わすことが予想される。

　問題は、日本と韓国がロースクール制度を導入した本来の趣旨を達成できる

かどうかである。まず、弁護士の「専門性と国際化」という趣旨においては、

韓国は上述したように実務および特別法教育科目においてある程度満足できる

www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/
afieldfile/2013/09/25/1303158_1.pdf. （最終閲覧日：2014年１月30日）http://www.
mext.go.jp/a_menu/koutou/houka/1303156.htm. （最終閲覧日：2014年１月30日）
43 2013年の日本ロースクールの総入学者数は2,698名で、2009年の4,844名の
55.70％である。ロースクール制度導入当初2004年の5,767名に比べて46.78％で、
その半分も及ばない。
44 日本文部科学省による「法科大学院修了認定状況の推移（平成17年度～平成
24年 度 ）」１ ～ ２ 頁。http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/
micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2013/09/25/1303158_2.pdf. （最終閲覧日：2014
年１月31日）
45 同上・３～４頁。
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成果を上げたと思われる。逆に、日本の場合、新司法試験と関係のない選択科

目や実務科目について学生は軽視する傾向があり、法律基本科目の修学も受験

対策の一環として暗記中心になっているという批判の声もある46。当然なこと

ではあるが、基礎法・民法等の基本法、知的財産法等の特別法科目および実務

科目がロースクール制度の趣旨に沿って運営されていくためには、学生に新司

法試験（または韓国の弁護士試験）以降のことを考える余裕を持たせなければ

ならない。そのためには、新司法試験や弁護士試験の合格率を対受験者数の

80％以上に維持していく必要がある。しかし、日本の新司法試験合格率が増加

したとしても（現在の受験中心の学習雰囲気が事実であれば）、１度起きた受

験中心の学習雰囲気を変えられるかが疑問である。それに日本は、「経済的困

難等の事情」でロースクールに進学できない者のために予備試験制度を設けて

いる。そもそも「経済的困難等の事情」は、ロースクールにおいて「実務教育

に対する経済的補助」を受ける事由であって、「実務教育に対する免除」を受け

る事由ではないと思われる。韓国では、弁護士試験合格率を対総入学定員の

75％水準に維持し、ロースクール制度の趣旨に一定程度符合する教育を可能に

しているとはいえ、入学定員を過度に制限することにより副作用も生じている。

とくに、入学定員を制限する場合、法学適性試験や外国語試験の成績が入学を

決める主な変数となっているが、こういった試験において芸術・スポーツ等の

出身者と経験者は人文・社会・自然・理工系出身者より不利である短所がみら

れる。この点は、「入学者の学部専攻分野と経歴の多様性」というロースクー

ル制度趣旨に合致しない。ゆえに、対総入学定員の弁護士試験合格率を維持し

たうえで、総入学定員を増やすことでより多様な専攻と経歴を有する学生を入

学させることが必要である。

　また、「法曹人口の増大の必要性」という趣旨において、日本も韓国も達成

し得ていない。これと関連してしばしば挙げられる反対意見として「飽和状態

の法曹市場」説がある47。法曹市場が飽和状態にあるという主張の前提には、裁

判所・検察庁と訟務市場のみを法曹市場と認識している傾向がある。しかし、

46 赤松秀岳（정명운訳）・前掲注39）31頁。
47 곽창신「한국 로스쿨（법학전문대학원）제도 현황 및 향후 개선방향에 관한 

연구――일본 로스쿨（법과대학원）제도 운영경험을 중심으로」법학논총제36권
제2호（2012년）171페이지。
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ロースクール制度が目指す法曹市場は、訟務市場のほかに、中小企業、国家機

関、地方自治団体、研究所、市民団体、議員補佐官、ロースクール図書館の司

書等、法が関係する分野であればすべて該当する。そして社会隅々に弁護士を

供給し、国全体で「法の支配」と法曹サービスが確立されていくことこそがロー

スクールの趣旨である。

　当面、日本も韓国もロースクール制度の副作用が指摘されている48。ロース

クールに入学できなかった学生、ロースクールに入学後途中で脱落した学生、

ロースクール在学中に「プロセス」ではなく「暗記」を中心とする受験対策の勉

強をする学生、新司法試験に落ちた卒業生のすべては膨大な社会的費用であり

犠牲である。重要なのは、こうした社会的費用と犠牲が誰によってどのような

目的で惹起され、そこからの利益が誰に帰属されるかについて徹底的に検証す

ることである。ロースクールの導入趣旨を奇形にした当事者が、再びその奇形

を理由にロースクール制度を否定する自家撞着的な現実から抜け出ること49こ

そが問題解決の根本であると考えられる。

おわりに

　韓国のロースクール制度の導入は、専門性のある弁護士の養成と実務教育の

強化、社会的弱者に対する配慮、そして弁護士の数の増加という面においては、

かつての司法試験制度と比べれば全体的に成功していると評価できよう。しか

し、ロースクール制度の導入趣旨においては、弁護士として活動するのに必要

な最低限の方法論と知識を身につけるよう教育することが重要な目的の１つと

なっている。弁護士試験は、司法試験のような判事・検事の選抜試験ではなく、

弁護士資格試験であるため、弁護士活動に必要な最低限の知識と能力さえ備え

ていれば、いかなる者も合格できるようにするべきである。さもなければ、ロー

スクール制度の導入趣旨に反することになる。したがって、現在の実質的な相

対評価をとりやめ、絶対評価に変えることを通じて弁護士試験合格者数を決定

するのが妥当であり、そうすることで、特別法と実務教育がより活性化され、

ロースクールの導入趣旨に符合する専門家養成も達成しうる。具体的には以下

48 同上・171 ～ 172頁。
49 이국운・前掲注38）15頁。
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の通りである。

　第一に、教育課程の内容は紛争解決能力を養う方向へ展開され、学生がロー

スクールに入学してから卒業するまでの学校生活のすべての面において教員と

ともに相談しながら適応していく点については、非常に鼓舞的である。ただ、

学生に自分の関心のある分野の科目を自由に履修できるようにするためには、

厳格な相対評価制度をなくさなければならない。

　第二に、法学界は、伝統的に憲法、民法、刑法等の専攻間の領域区分が強く

尊重されている。しかし、これは必要以上の教員を採用させ、専攻間の融合教

育や研究を困難にする原因にもなる。したがって、アメリカのロースクールの

ように、憲法と刑法、家族法と刑法、知的財産権法と民法など、教員が一緒に

講義できるようにし、専攻間の壁を壊す必要がある。こうしたことを通じて、

教員と学生がいずれも専攻間の壁を越え総合的な法的思考を身に付けることが

できる。

　第三に、過度な図書館蔵書の要求、コンピューター室、法学部との講義室・

その他施設の兼用禁止等、施設投資を誘発する評価基準を削除することにより、

ロースクールの赤字を緩和する。これは、より多くの大学がロースクール制度

の趣旨と関係ない費用支出によりロースクールを設置できない状況をなくすた

めの基盤づくりに寄与できる。ただ、日本の場合、受験中心の暗記教育を避け

るためには弁護士合格率を最低80％程度に維持することが必須条件である。

　第四に、ロースクール制度の導入趣旨を活かし、弁護士試験における特別法

選択科目と記録式試験をなくす。法的紛争解決に必要な弁護士としての最小限

の能力を備えた学生であれば、誰でも弁護士試験に合格できるようにすること

がロースクール制度の趣旨である。したがって、上記のような能力を有する者

が特別法の知識が不足であるという理由で弁護士試験に落ちる状況は趣旨に反

すると思われる。

　第五に、弁護士の数の増加を制限するにあたって、日本は出口封鎖戦略を、

韓国は入口封鎖戦略を採っている。韓国はロースクール総入学定員を制限し、

日本は低い新司法試験の合格率とロースクール卒でなくても弁護士になれる予

備試験制度が設けられている。両国の共通点は、特定の既得権集団のために費

やす社会的・経済的費用という浪費現象である。韓国はロースクール認可を受

けたり維持したりするために、法曹養成に必要ない費用を大量に投入しており、

日本はロースクールおよびその卒業者の半分ないし４分の３がロースクール教
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育のために投資した費用を無駄にしている。日本のロースクールの受験中心の

雰囲気、紛争解決能力を有する者が新司法試験や弁護士試験に落ちることで引

き起こす国民への法曹サービスの実質的な減少、法曹の専門家および国際化の

実質的な鈍化等、国民と国家の利益を犠牲してしまう社会的費用の浪費は、日

本も韓国も共通する現象である。日本も韓国も、ロースクール制度を歪曲して

社会的費用の浪費を引き起こした者が、反射的にその利益を享受している。そ

のため、ロースクール制度を批判するアイロニーを捉えなおすための努力を今

後も継続しなければならないと思われる。 

表１　ロースクールの認可・運営に関する基準

分　野 要　件・基　準

教　　員50
最少教員数　20名
教員対学生の最小比率　1/12
教員のうち、1/5以上は５年以上の実務経験をもつ韓国・外国弁護士

教育施設51 講義室、教員研究室、法学専門図書館、模擬法廷、セミナー室、事務室、情
報通信施設（コンピューター室）

卒　　業52 ３年課程、90単位

入　　試53

考慮事項（大学裁量）：学士学位課程における成績、法学適性試験（受験料
270,000ウォン≒22,500円）、外国語能力、社会活動およびボランティア活動
など。
非法学士の占める割合は1/3以上、法学士取得者は1/3未満。
一般選考・特別選考（身体的・経済的状況が優れない学生）

科　　目

実務科目：法曹倫理、法律情報調査、法文書作成、模擬裁判、実習課程（ボ
ランティア活動）、リーガル・クリニックなど。
基礎法：法哲学、法社会学、法制史など。
基本法：憲法、行政法、民法、商法、刑法、民訴法、刑訴法
特別法：経済法、知的財産権法、環境法、税法、金融法、人権法など。

50 前掲注５）2013年法第16条、同法施行令第９条。
51 同上・第17条、同法施行令第10条。
52 同上・第19条第１項、同法施行令第12条第１項。
53 同上・第23条と第26条、同法施行令第14条。
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表２　圏域別のロースクール設置大学、定員および特性化分野

圏　域 大学名 定員（名） 特性化分野

ソ
ウ
ル
圏
域

（1,140名）

ソウル大学校 150 国際法務、公益・人権、企業・金融

高麗大学校 120 GLP（国際法務）

成均館大学校 120 企業法務

延世大学校 120
公共ガバナンスと法、グローバルビジネスと法、
医療・科学技術と法

梨花女子大学校 100 生命医療法、ジェンダー法

漢陽大学校 100
国際訴訟法務、知識・文化産業法務、公益・少
数者人権法務

慶煕大学校 60 グローバル企業法務

ソウル市立大学校 50 租税法

亜洲大学校 50 中小企業法務

仁荷大学校 50 物流法、知的財産法

中央大学校 50 文化法

韓国外国語大学校 50 国際地域法曹養成

江原大学校 40 環境

建国大学校 40 不動産関連法

西江大学校 40 企業法（とくに金融法）

大田圏域
（170名）

忠南大学校 100 知的財産権

忠北大学校 70 科学技術法

光州圏域
（300名）

全南大学校 120 公益・人権

全北大学校 80 東北アジア法

圓光大学校 60 医療生命科学

済州大学校 40 国際法務

大邱圏域
（190名）

慶北大学校 120 IT 法

嶺南大学校 70 公益・人権

釜山圏域
（200名）

釜山大学校 120 金融・海運通商

東亜大学校 80 国際商（取引）法

合計 25校 2000
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表３　ロースクール制度の施行前後における法曹養成過程の比較

施　　行　　前 施　行　後

学位要件 法学科目35単位（約12科目）履修
大学（４年制）卒業

↓
ロースクール卒業

↓

試　　験 司法試験　合格 弁護士資格試験　合格

↓

研　　修

司法研修院２年
↓

司法試験の成績＋司法研修院の成績
上位30％程度が判事・刑事に採用、
その他は弁護士になる。

弁護士：就職先での自主研修
検事：弁護士試験合格者／弁護士経験者
を採用し、法務研修（１年間）終了後に、
辞令交付。
判事：10年以上の弁護士経験者の中から
選抜する。

表４　2009～ 2013年ロースクール全体（25校）の学部専攻系列別の入学者状況
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 ５年合計

工学系 249名 222名 175名 125名 107名 878名

自然系 79名 59名 70名 54名 60名 322名

薬学系 28名 35名 16名 14名 ７名 100名

医学系 28名 31名 15名 13名 ７名 94名

芸体能系 10名 14名 11名 ８名 10名 53名

出典：「ロースクール討論会」資料集26頁 表４. 54

表５　７校のロースクールの「多様な知識と経験を有する者」の入学状況

2010年入学者 2013年入学者

慶北大学校 医療７名、教育６名、公務員（軍人）２名、
大企業19名など

金融・証券２名、教育３名、公
務員５名、軍人１名など

高麗大学校
医師・薬剤師２名、公務員・職業軍人６
名、会計士・金融５名、会社員・メディ
ア９名、弁理士・通訳士２名など

医師・薬剤師１名、公務員・職
業軍人２名、会計士・金融５名、
会社員・メディア２名、弁理士・
通訳士１名など

54 この統計は、法学専門大学協議会により発表された、以下の資料から得たも
のである。「2009학년도 법학전문대학원 합격자발표（2008.12.5）」、「2010학년도 

법학전문대학원 합격자통계（2010.3.2）」、「2011학년도 법학전문대학원 합격자 

통 계 자 료（2011.3.22）」、「2012학 년 도 법 학 전 문 대 학 원 합 격 자 통 계 자 료

（2012.3.15）」、「2013학년도 법학전문대학원 합격자 통계자료 （2013.3.14）」。
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2010年入学者 2013年入学者

東亜大学校

医師１名、獣医師１名、経営コンサルタ
ント１名、米国会計士１名、会計士１名、
言論人権センター相談室長１名、メディ
ア２名、公務員４名など

将校１名、警察幹部１名、法律
事務所２名、銀行員１名、税務
士１名、米国会計士１名、ファ
ンド投資相談士１名、消費者相
談士１名など

釜山大学校

看護師１名、労務士２名、薬剤師１名、
医師４名、鑑定評価１名、放送関係２名、
記者２名、管理・相談役３名、銀行（金融）
関係７名、公務員３名など

公務員１名、教師２名、軍人３名、
労務士１名、放送関係２名、航
海士１名、会社員11名など

成均館大学校
鑑定評価１名、会計士１名、通関士１名、
弁理士１名、損害査定１名、銀行員２名、
記者２名、会社員38名など

医師２名、獣医師１名、ファン
ド投資相談士２名、国際貿易１
名など

全南大学校

消防公務員１名、政党活動６名、法務２
名、労務士１名、軍人５名、薬剤師１名、
NGO ３名、メディア関係６名、通関士
１名、児童福祉教師１名、会社員19名な
ど

建築士１名、記者１名、法務関
係１名、公務員４名、会社員14
名など

忠南大学校

公務員２名、教師１名、軍人２名、労務
士１名、弁理士２名、薬剤師３名、メディ
ア関係２名、プログラマー１名、韓医師
１名など

公務員１名、教師１名、軍人１名、
金融関係３名、特許関係１名、
会社員17名など

出典：「ロースクール討論会」資料集27頁 表７. 55

表６　弁護士試験と司法試験の合格者年齢比較

１～２回弁護士試験合格者 2004 ～ 2008年司法試験合格者

25歳未満 ３名 0.10％ 969名 19.30％

25 ～ 30歳未満 965名 32.29％ 2,450名 48.80％

30 ～ 35歳未満 1,403名 46.94％ 1,234名 24.58％

35 ～ 40歳未満 493名 16.49％ 315名 6.28％

40歳以上 125名 4.18％ 52名 1.04％

合計 2,989名 100％ 5,020名 100％

出典：「ロースクール討論会」資料集29頁 表８. 56

55 この統計は、「参与連帯」がロースクール25校に向けて行った情報公開請求に
対し、各校から送られてきた回答（2013年６月３日）によるものである。
56 この統計は、法務部によって発表された以下の資料から得たものである。

「2004년시행 제46회 사법시험2차시험 합격자 통계（2004.12.11）」、「2005년시행 

제47회 사법시험2차시험 합격자 통계（2005.10.27）」、「2006년시행 제48회 사법
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表７�　25校のロースクール特別選考（経済的・社会的弱者層）における年度別
入学者数

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 平均値

入学者総数 1998名 2000名 2092名 2092名 2099名 2056.2名

特別選考
入学者数 123名 116名 124名 134名 128名 125名

比重 6.16％ 5.80％ 5.93％ 6.41％ 6.10％ 6.08％

出典：「ロースクール討論会」資料集35頁 表13. 57

表８　18校のロースクールの５年間（2009 ～ 2013年）特別選考入学者の内訳

種　類 入学者（比重） 種　類 入学者（比重）

生活保護受給者など58 376名（77.7％） 障がい者59 62名（12.8％）

農漁村地域出身者 24名（5.0％） 国家功労者 15名（3.1％）

少年少女家長 ３名（0.6％） 福祉施設財源受給者 ２名（0.4％）

北朝鮮離脱住民 １名（0.2％） 単親家庭 １名（0.2％）

入学者数合計 484名

出典：「ロースクール討論会」資料集36頁 表14. 60

시험2차시험 합격자 통계（2006.12.5）」、「2007년시행 제49회 사법시험 최종합격

자（추가합격자 포함）통계（2008.1.8）」、「2008년시행 제50회 사법시험 최종합격

자 통계（2008.11.25）」、「2012년시행 제1회 변호사시험 합격자 통계（2012.4.2）」、
「2013년시행 제2회 변호사시험 합격자 통계（2013.4.29）」。

57 この統計は、法学専門大学協議会により発表された、以下の資料から得られ
たものである。「2009학년도 법학전문대학원 합격자 발표（2008.12.5）」、「2010
학년도 법학전문대학원 합격자 통계（2010.3.2）」、「2011학년도 법학전문대학원 

합격자 통계자료（2011.3.22）」、「2012학년도 법학전문대학원 합격자 통계자료

（2012.3.15）」、「2013학년도 법학전문대학원 합격자 통계자료（2013.3.14）」。
58 慶北大学校により公開された「低所得者層30名」を含めた数値である。
59 高麗大学校により公開された「身体的障がい者および傷痍等級者10名」を含
めた数値である。
60 これは、各大学に対して情報公開を請求して得られた資料、または教育部を
通じて取得した資料によって作成したものである。ここでいう18校の大学は、
次の通りである。江原大学校、慶北大学校、慶煕大学校、高麗大学校、東亜大
学校、釜山大学校、ソウル大学校、成均館大学校、亜洲大学校、延世大学校、
梨花大学校、仁荷大学校、全南大学校、全北大学校、済州大学校、忠南大学校、
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表９　2010 ～ 2013年におけるロースクール別の授業料（単位：ウォン）

2010年 2011年 2012年 2013年

忠南大学校 9,390,000 9,648,000 9,650,000 9,650,000

釜山大学校 9,478,000 9,478,000 9,478,000 9,746,000

江原大学校 10,000,000 10,000,000 9,478,000 9,760,000

忠北大学校 9,824,000 9,824,000 9,824,000 9,824,000

済州大学校 9,999,000 10,000,000 10,000,000 10,030,000

ソウル市立大学校 9,562,000 10,040,000 10,040,000 10,040,000

慶北大学校 10,142,000 10,142,000 10,142,000 10,142,000

全北大学校 10,040,000 10,040,000 10,038,000 10,312,000

全南大学校 9,592,000 10,076,000 10,076,000 10,376,000

ソウル大学校 13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,466,000

建国大学校 16,800,000 15,456,000 15,456,000 15,456,000

圓光大学校 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000

西江大学校 15,026,000 15,762,000 16,538,000 17,298,000

中央大学校 16,371,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000

韓国外国語大学校 17,600,000 17,600,000 17,600,000 17,600,000

梨花女子大学校 17,400,000 18,000,000 18,000,000 18,630,000

仁荷大学校 18,000,000 18,702,000 18,702,000 18,702,000

東亞大学校 18,000,000 18,732,000 18,732,000 18,710,000

嶺南大学校 18,400,000 18,916,000 18,916,000 18,916,000

漢陽大学校 18,504,000 19,224,000 19,224,000 19,224,000

亞洲大学校 18,432,000 19,352,000 19,352,000 19,952,000

慶煕大学校 18,832,000 19,396,000 19,396,000 19,978,000

高麗大学校 19,000,000 19,552,000 20,138,000 20,138,000

延世大学校 19,500,000 20,476,000 20,476,000 20,476,000

成均館大学校 20,000,000 20,840,000 20,840,000 20,840,000

出典：「ロースクール討論会」資料集39頁 表16. 61

忠北大学校、韓国外国語大学校を指す。
61 大学알리미 www.academyinfo.go.kr を参照されたい。



韓国のロースクール制度実施５年間の評価について

［312］北法65（6・303）1949

表10　ロースクール18校における全額奨生数の比率および全額奨学生数62

62 「全額奨学生比率」と「全額奨学生数」は次のように算出する。
全額奨学生比率＝支給奨学金総額÷（平均授業料×在学生数）
全額奨学生数＝在学生数×全額奨学生比率
全額奨学生数は、実際全額奨学金をもらっている学生数と違う。たとえば、全
額奨学金をもらっている学生が１名で、半額奨学金をもらっている学生が１名
である場合、全額奨学生数は1.5名と算定する。박근용・前掲注25）40 ～ 41頁。
63 ソウル大学校ロースクールの場合、学期別の資料提供はなかった。

2009 2010 2011 2012
１学期 ２学期 １学期 ２学期 １学期 ２学期 １学期 ２学期

江
原
大
学
校

全額奨学生
比率 100％ 73.7％ 82.1％ 75.3％ 91.5％ 69.1％ 38.2％ 51.9％

在学生数 40 38 77 77 116 116 123 121
全額獎学生数 40.0 28.0 63.2 58.0 106.1 80.2 46.9 62.8

慶
北
大
学
校

全額獎学生
比率 32.2％ 31.5％ 25.6％ 24.9％ 21.5％ 23.9％ 22.3％ 25.6％

在学生 113 112 232 227 342 343 360 354
全額獎学生数 36.4 35.2 59.5 56.5 73.4 81.9 80.4 90.6

慶
煕
大
学
校

全額獎学生
比率 25％ 25％ 15％ 16％ 16％ 17％ 14％ 11％

在学生 56 56 118 115 169 163 168 172
全額獎学生数 14.0 14.0 17.7 18.4 27.0 27.7 23.5 18.9

高
麗
大
学
校

全額獎学生
比率 27.1％ 25.5％ 24.7％ 23.5％ 25.2％ 41.4％ 24.9％ 41.6％

在学生 113 112 225 221 340 340 360 359
全額獎学生数 30.7 28.6 55.5 51.9 85.7 140.6 89.6 149.5

東
亞
大
学
校

全額獎学生
比率 65.0％ 45.0％ 39.5％ 37.0％ 35.9％ 35.5％ 32.6％ 38.9％

在学生 80 75 158 158 236 234 242 239
全額獎学生数 52.0 33.8 62.4 58.5 84.7 83.0 78.9 92.9

釜
山
大
学
校

全額獎学生
比率 32.5％ 34.5％ 33.9％ 33.2％ 32.6％ 32.9％ 32.2％ 32.4％

在学生 120 110 233 223 347 343 366 349
全額獎学生数 39.0 38.0 79.0 74.0 113.0 113.0 118.0 113.0

ソ
ウ
ル
大
学
校63

全額獎学生
比率 25.8％ 25.6％ 26.0％ 28.9％

在学生 146.5 298 430.5 440
全額獎学生数 37.8 76.2 111.8 127.2
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64 亞洲大学校ロースクールは、2012年度の関連資料を提供しなかった。

2009 2010 2011 2012
１学期 ２学期 １学期 ２学期 １学期 ２学期 １学期 ２学期

成
均
館
大
学
校

全額獎学生
比率 38.8％ 44.0％ 40.1％ 41.0％ 40.1％ 36.9％ 38.1％ 37.2％

在学生 118 112 228 226 345 344 355 357
全額獎学生数 45.8 49.3 91.4 92.7 138.3 126.9 135.3 132.8

亞
洲
大
学
校64

全額獎学生
比率 26.0％ 37.2％ 42.9％ 44.0％ 42.1％ 40.0％ － －

在学生 48 47 92 92 142 143 － －
全額獎学生数 12.5 17.5 39.5 40.5 59.8 57.2 － －

延
世
大
学
校

全額獎学生
比率 30.8％ 43.4％ 23.6％ 45.0％ 31.3％ 33.5％ 33.0％ 37.4％

在学生 115 111 230 225 344 342 345 343
全額獎学生数 35.4 48.2 54.3 101.3 107.7 114.6 113.9 128.3

梨
花
女
子
大
学
校

全額獎学生
比率 35.2％ 52.1％ 42.1％ 44.7％ 42.9％ 45.5％ 41.0％ 46.1％

在学生 98 94 195 196 290 287 307 298
全額獎学生数 34.5 49.0 82.1 87.6 124.4 130.6 125.9 137.4

仁
荷
大
学
校

全額獎学生
比率 60.00％ 57.80％ 57.00％ 60.30％ 58.40％ 57.90％ 58.10％ 51.90％

在学生 50 49 98 93 144 140 151 150
全額獎学生数 30.0 28.3 55.9 56.1 84.1 81.1 87.7 77.9

全
南
大
学
校

全額獎学生
比率 16.0％ 39.0％ 19.7％ 33.2％ 19.2％ 31.0％ 23.7％ 27.1％

在学生 119 108 229 228 352 347 376 367
全額獎学生数 19.0 42.1 45.1 75.7 67.6 107.6 89.1 99.5

全
北
大
学
校

全額獎学生
比率 48.1％ 53.0％ 27.9％ 53.2％ 21.6％ 37.8％ 20.7％ 22.0％

在学生 79 76 157 155 238 231 238 234
全額獎学生数 38.0 40.3 43.8 82.5 51.4 87.3 49.3 51.5

済
州
大
学
校

全額獎学生
比率 34.0％ 53.0％ 39.0％ 42.0％ 36.0％ 35.0％ 32.0％ 40.0％

在学生 39 38 79 73 114 110 120 116
全額獎学生数 13.3 20.1 30.8 30.7 41.0 38.5 38.4 46.4

忠
南
大
学
校

全額獎学生
比率 39.6％ 37.1％ 33.3％ 35.8％ 32.7％ 31.8％ 31.0％ 32.0％

在学生 100 94 188 189 284 287 307 301
全額獎学生数 39.6 34.9 62.6 67.7 92.8 91.2 95.2 96.4
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表11　2009 ～ 2012年におけるロースクール18校の全額奨学生の平均比率

区　分 ４年間平均 区　分 ４年間平均 区　分 ４年間平均

江原大学校 72.7％ ソウル大学校 26.6％ 全南大学校 26.1％

慶北大学校 25.9％ 成均館大学校 39.5％ 全北大学校 35.5％

慶煕大学校 17.4％ 亞洲大学校66 38.7％ 済州大学校 38.9％

高麗大学校 29.2％ 延世大学校 34.8％ 忠南大学校 34.2％

東亞大学校 41.2％ 梨花女子大学校 43.7％ 忠北大学校 31.0％

釜山大学校 33.0％ 仁荷大学校 57.7％ 韓国外国語大学校 41.1％

平　　均 37.1％

出典：「ロースクール討論会」資料集43頁 表19.

表12　17校のロースクールにおける2012年全額奨学生の数

区　分 全額獎学生 区　分 全額獎学生 区　分 全額獎学生

江原大学校 54.9名 ソウル大学校 127.2名 全北大学校 50.4名

慶北大学校 85.5名 成均館大学校 134.0名 済州大学校 42.4名

慶煕大学校 21.2名 延世大学校 121.1名 忠南大学校 95.8名

高麗大学校 119.5名 梨花女子大学校 131.6名 忠北大学校 46.6名

東亞大学校 85.9名 仁荷大学校 82.8名 忠北大学校 66.0名

釜山大学校 115.5名 全南大学校 94.3名

合　　計 1,474.7名

出典：「ロースクール討論会」資料集43頁 表20.

65 こちらの数値は、「参与連帯」が各ロースクールに対して行った情報公開請求
（2013年６月）により取得した資料に基づいて抽出したものである。

66 2009 ～ 2011年の３年間の平均である。

2009 2010 2011 2012
１学期 ２学期 １学期 ２学期 １学期 ２学期 １学期 ２学期

忠
北
大
学
校

全額獎学生
比率 44.8％ 46.9％ 24.6％ 27.7％ 20.9％ 36.8％ 22.9％ 23.5％

在学生 70 66 137 136 203 198 201 201
全額獎学生数 31.4 31.0 33.7 37.7 42.4 72.9 46.0 47.2

韓
国
外
国
語
大
学
校

全額獎学生
比率 35.4％ 33.0％ 42.8％ 41.1％ 44.8％ 44.4％ 43.4％ 43.7％

在学生 48 46 93 95 145 144 152 151
全額獎学生数 17.0 15.2 39.8 39.0 65.0 63.9 66.0 66.0

出典：「ロースクール討論会」資料集41 ～ 42頁 表18. 65
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表13　司法試験および弁護士試験の試験科目
司法試験 弁護士試験67

法曹倫理試験
ない 客観式、弁護士試験総得点に含まれ

ない。
70％以上の得点であれば合格。

１次試験
【選択式（客観式）】

必須科目
　・憲法、民法、刑法、英語
選択科目
　・ 刑事政策、法哲学、国際法、

労働法、国際取引法、租税
法、知的財産権法、経済法
のうち１科目

必須科目
　・公法：憲法、行政法
　・ 民事法：民法、商法、民事訴訟

法
　・刑事法：刑法、刑訴法

２次試験
【論述式】

必須科目
　・ 憲法、行政法、民法、商法、

民訴法、刑法、刑訴法

必須科目：公法、民事法、刑事法
　・事例（２－３問）
　・ 記録（１問）：依頼人が持って

きた事実関係に基づき、裁判所
に提出する訴状等の準備書面作
成のための試験

選択科目（２問）：
　 国際法、国際取引法、労働法、租

税法、知的財産権法、経済法、環
境法のうち１科目

＊ 司法試験１次試験の英語は、TOEFL・TOEIC・TEPS など専門試験機関による成績で代替
可能。

表14　第１～２回弁護士試験の結果

第１回 弁護士試験（2012） 第２回 弁護士試験（2013）

受験者 1,665名 2,046名

合格者 1,451名 1,538名

合格率 87.15％ 75.17％

付記：本稿は、2013年12月21日に開催された「体制転換と法」研究会（於：北

海道大学）で行った報告を加筆・修正したものである。研究会において貴重な

コメントを下さった鈴木賢教授をはじめとする参加者の皆様に感謝を申し上げ

たい。なお、研究会での報告および本稿を公表するに際して、通訳と翻訳を担

当された李妍淑助教にも感謝を申し上げる。

67 弁護士試験法第８～ 10条、同法施行令第８条。




