
ー、ラグビーの会場となる。8万人収容のこの
スタジアムは、2019（平成31）年のラグビーワ
ールドカップをはじめ、サッカーの国際試合や
陸上競技の日本選手権など文化・スポーツ関連
イベントに使用される予定。
イ．有明アリーナ
　バレーボールの会場となり、大会後は、注目
を集めるバレーボールの国内リーグの会場とな
るほか、東京がこれまで多数開催してきたよう
な、国際大会の際も使用が予定される大規模会
場である。会場の整備は臨海部の開発と並行し
て行われる。
ウ．大井ホッケー競技場
　大井ふ頭中央海浜公園に新設される大井ホッ
ケー競技場は、1万人収容可能な競技場であり、
大会後は、4,000人規模のホッケー競技場に改修
される予定である。大会後は、国内および国際
競技大会が開催できるホッケーの普及・強化の

新東京 ̶ 10年後の東京

　10年後の東京の弁護士のミライを予測するた
め、まずは10年後の東京を概観してみる。

まちづくり・再開発1

　新たなまちづくり、都市再開発はほぼ都内全
域にわたって進行中であるが、以下、東京オリ
ンピック・パラリンピック関連の新施設ほか、
主要なまちづくり・再開発についてご紹介する。
（1） 東京オリンピック・パラリンピック関連施設
ア．新国立競技場
　1964（昭和39）年東京大会のオリンピックス
タジアムである国立霞ヶ丘競技場は、2019（平
成31）年までに最新鋭の新国立競技場として生
まれ変わる予定である。2020（平成32）年東京
大会では、開会式・閉会式、陸上競技、サッカ

新国立競技場完成イメージ（出典 ： 独立行政法人日本スポーツ振興センターウェブサイト）

特 集

弁護士のミライ
東京・10年後の弁護士は？

　「2025（平成37）年」。10年後、東京の街は現在と
どう変わっているだろうか？　2020（平成32）年の東
京オリンピック・パラリンピック開催を経て、大会後の有
効活用を見据えた会場およびインフラの整備が行われ、
東京はよりグローバル化し、美しく安全で、世界に範を

示す街となることが期待されている。他方、10年後、東
京の弁護士はどうなっているだろうか？　その業務・生
活はどう変わっているだろうか？　できる限り客観的な
裏付けに依拠しつつ、10年後の東京の弁護士の姿を予
測してみた。

編集部企画
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が立地する国際色豊かな地域であり、国際戦略
総合特別区域の「アジアヘッドクォーター特
区」や、都市再生緊急整備地域に指定されてい
る。当該事業は、東京メトロ「溜池山王」駅と
円滑に連携した新たな駅前拠点ゾーンとして、
業務・商業・住宅が融合した魅力ある複合市街
地を形成することを目指している。
　土地の集約化や地下鉄連絡通路の新設、細街
路の整備を行い、快適な歩行者ネットワークを
形成し、充実した緑化を図るとともに、災害時
の帰宅困難者の一時避難スペースや非常用電源
の確保、防災備蓄倉庫の設置など、防災性の高
いまちづくりを目指して、地上36階、地下3階の
複合施設（事務所、住宅、店舗、駐車場等・2017

（平成29）年4月竣工予定）建設に着工している。
（5）浜松町1・2丁目地区再開発
　浜松町1丁目地区は、商業地域でありながら公
道および私道に面した、規模の小さな敷地に建
築された多数の木造建築物が残され、低層建築
物、非耐火建築物、昭和40年代以前に建設され
た旧耐震基準の建築物が存在し、土地利用の更
新が図られていなかった。そのため、街区の再
編による土地利用活性化と、災害に強い、周辺
地区とつながるまちづくりを進めるため、地上
37階・地下1階の複合施設（住宅、事務所、店舗、
子育て支援施設、地域活動施設、駐車場等）を
建築中である（2017（平成29）年竣工予定）。
　また、浜松町2丁目地区は、浜松町駅に面し、
世界貿易センタービルが建つ地区であるが、①
交通結節機能の強化、②国際交流拠点の形成、
③交通結節点における防災機能の強化と環境負
荷低減を目指して、浜松町駅に面したA街区に
は、地上42階、地下4階をはじめとする3棟の複
合施設（事務所、店舗、モノレール駅、バスター
ミナル、カンファレンスセンター、医療センタ
ー、子育て支援センター、駐車場）を、また、
西側のB街区には、地上26階、地下4階の複合施
設（事務所、店舗、コンベンションホール、カ
ンファレンスセンター、駐車場）を建築中であ
り、2024（平成36）年に竣工予定である。

交通機関の路線・駅の新設など2

（1） 山手線新駅（2020（平成32）年

拠点となる。
（2）臨海副都心まちづくり推進計画
　業務機能を都心から分散させるため、東京都
が策定した副都心はこれまで、新宿、池袋、渋
谷、上野・浅草、錦糸町・亀戸、大崎、臨海など、
7か所存在する。これらのうち、1995（平成7）年
に最も新しく追加されたのが臨海副都心である。
　東京中心部のウォーターフロントに位置し、
全域が埋め立て地で、公式愛称はレインボータ
ウンである。
　これまでの開発目標である、①多心型都市構
造への転換を推進する新たな副都心の形成、②
国際化、情報化の進展に対応した副都心の形成、
③多様な機能を備えた理想的な都市の形成、に
加え、①生活の質の向上・自然との共生（豊か
な緑と水辺環境の下で多様なライフスタイルを
楽しめる副都心）、②世界との交流（立地特性を
活かし、明日の東京の活力と創造力を生み出す
副都心）・未来への貢献、③まちづくりへの貢
献（東京全体のまちづくりに貢献する新たな副
都心）、などの基本方針で開発が継続している。
　これまで4期にわたって開発されてきており、
2016（平成28）年には環状2号線が全面開通し、
有明地区と汐留・新橋が直結される予定である。
また、2017（平成29）年には、新たなホテル、
商業施設も開業予定である（有明南K区画）。
（3）大崎・五反田地区再開発
　大崎は、山手線沿線としては珍しく、駅前に
工場がある地区であったが、大崎駅西口地区
は、1980年代後半から急速に発展し、都市再生
緊急整備地域に指定され、工業地区からオフィ
スやタワーマンションの街に変貌しつつある。
　東京都品川区の計画によれば、大崎・五反田特
定地区において、①都市の魅力と活力を増進さ
せ、あらゆる人が住み、働き、楽しめる市街地
を形成する、②とりわけ東京のものづくり産業
をリードする新産業・業務拠点を形成すべき大
崎駅周辺地域都市再生緊急整備地域において、
再開発事業等による市街地整備を促進するた
め、道路、公園、歩行者デッキ等の都市の骨格
となる都市基盤整備を行うこととされている。
（4）赤坂1丁目地区再開発
　赤坂1丁目地区は、各国大使館や外資系企業
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　東京メトロは日比谷線霞ケ関駅・神谷町駅間に
新駅設置を決定し、東京オリンピックが開催され
る2020（平成32）年の暫定開業を目指して準備を
進めている。新駅は、霞ケ関駅・神谷町駅間の神
谷町駅寄りで、2014（平成26）年6月にオープンし
た虎ノ門ヒルズの敷地の西側に設置される。
　この新駅設置は、都市再生機構が整備事業の
実施主体となり、東京メトロが新駅の設計・工
事、供用開始後の運営を手がけることとされて
いる。生活環境を備えた国際的なビジネス・交
流拠点の整備および交通結節機能の強化を行う
ことを目的としている。
（3） 羽田空港アクセス線

（2025（平成37）年開業予定）

東  京

東山手ルート

羽田空港 羽田空港 羽田空港

新木場

臨海部ルート

新  宿

西山手ルート

東京貨物
ターミナル

東京貨物
ターミナル

東京貨物
ターミナル

　JR東日本は、東京都心と羽田空港を結ぶ新線
を開設し、東京・新宿・新木場の3駅方面と空港
を直結する計画を明らかにしている。新線は、羽
田空港第1・第2ターミナルの間に設ける「羽田空
港新駅」から既存貨物駅の「東京貨物ターミナ
ル」（東京都品川区八潮）までを結ぶ約6kmの地
下ルートで、その先は既存線を利用して以下の3
方面へのルートを整備し、都心部までつなげる。
　①東京や浜松町へつながる「東山手ルート」
は、アクセス線の北側で休止中の貨物線（大汐
線）を経由して東海道線に合流し、東京駅に至
る。②新宿や渋谷へつながる「西山手ルート」
は、アクセス新線の北側にさらに「東品川短絡
線」を新設して、湘南新宿ラインや埼京線の列
車が走る山手貨物線に至る。③新木場や東京テ
レポートへつながる「臨海部ルート」は、アク
セス線の北側でりんかい線の回送線を経由して
同線の営業路線に至る。
　羽田空港新駅の利用者は年間約2800万人を想
定しており、東京駅や新宿駅など都内主要駅か
ら羽田までの所要時間は、現在の約半分の20分
前後となる予定である。

暫定開業予定・田町－品川間）

品  川 田  町新  駅

　JR東日本は、品川駅・田町駅間に新駅を設置
することとし、2020（平成32）年の東京オリン
ピック・パラリンピック（以下、「東京オリン
ピック」）に合わせた暫定開業を予定している。
　設置位置は、田町駅から約1.3km、品川駅か
ら約0.9㎞付近の港区港南で、やや品川駅寄りに
なる。予定地の中心に位置する品川車両基地で
は、基地設備や車両留置箇所の見直しを進めて
おり、この計画によって創出される約13haの大
規模用地について、まちづくりの検討が進めら
れている。
　品川駅・田町駅周辺エリアは、首都圏と世
界、国内の各都市をつなぐ広域交通結節点とし
ての役割が強まっており、地域と連携しなが
ら、新駅をこのまちづくりの中核として、従来
の発想にとらわれない国際的に魅力のある交流
拠点の創出を図っていくとのことである。
（2） 日比谷線新駅（2020（平成32）年

暫定開業予定・霞ケ関－神谷町間）

霞ケ関 神谷町新  駅
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　JR東日本は、当初、2020（平成32）年の東京
オリンピックまでに一部暫定開業する計画を検
討していたが、それを断念し、2025（平成37）
年開業を目指している。
（4） 「蒲蒲線」（2020（平成32）年

暫定開業予定・新空港線）

京急蒲田 JR蒲田

　東京都大田区は、京急蒲田駅と東急蒲田駅を
つなぎ、羽田空港と渋谷方面を直結する新線

「蒲
かま

蒲
かま

線」について、東京オリンピック開催時の
2020（平成32）年中の暫定開業を目指す方針を
明らかにしている。京急蒲田駅と東急蒲田駅間
は約800m離れており、大田区西部の田園調布や
世田谷区方面から羽田空港に向かうには、鉄道
では複数回の乗り換えを要する。
　大田区の構想案によれば、両駅を含む京急空
港線と東急多摩川線の約3kmを地下化して直結
し、早ければ2020（平成32）年中までに多摩川線
から京急蒲田駅までを暫定開業する予定。両線
は線路幅が違うため、現在走行実験中のフリー
ゲージトレイン（軌間可変電車）の実用化が見
込まれる2024（平成36）年中に全線開業する計
画とのことである。全線開業すると、田園調布
から空港への所要時間は約半分に短縮される。
　「蒲蒲線」の設置によって、区内の東西交通
を補完する機能に加え、東横線、副都心線を経
由し、西武池袋線、東武東上線などと相互直通
運転することにより、羽田空港～蒲田～渋谷～
新宿三丁目～池袋～多摩や埼玉方面を結ぶ新た
な広域交通ネットワークが形成され、東京圏西
部の弱い鉄道網を補強し、国内外からの利用者
の増加が見込まれる羽田空港へのアクセス向上
に寄与するほか、「蒲蒲線」が既存路線の迂回
ルートとなるため、目的地までのルートが複数
確保されることにより、災害に強い都市づくり
に大きく貢献するものとされている（松原忠義
大田区長のコメント）。
（5） 有楽町線延伸（2025（平成37）年

開業予定･豊洲から住吉まで延伸）

豊洲 東陽町 住吉新駅新駅

　東京メトロ有楽町線の豊洲から住吉までの延

伸は、周辺路線、特に、東西線の混雑率の緩和に
大きく寄与するとともに、周辺の既存路線と結節
することで、臨海部から東京区部東部を南北方向
につなぐネットワークが強化され、利便性が大き
く向上するとされている（「広域交通ネットワー
ク計画について」2015（平成27）年3月・東京都）。
（6） リニア中央新幹線開通（2027（平成39）

年開業予定・東京（品川）－名古屋間）
　リニア中央新幹線は、東京（品川）から大阪
の間をほぼ直線で結んだ約438kmを、我が国独
自の技術である「超電導リニア」によって結ぶ
新たな新幹線である。途中、甲府市附近、赤石
山脈中南部、名古屋市附近、奈良市附近を経由
する。東海道新幹線のバイパス路線としての性
格を強く持つ。同新幹線は、沿線地域のみなら
ず、我が国全体に活力をもたらす国家的プロジ
ェクトとされ、リニア中央新幹線の路線のうち
大都市部（首都圏・近畿圏・中部圏の一部区
域）では、円滑な用地の確保のため、大深度地
下の公共的使用に関する特別措置法に基づき、
大深度地下空間の利用が予定されている。

東京オリンピックの開催3

　2020（平成32）年の東京オリンピックの開催
にあたっては、大会後の有効活用を見据えてイ
ンフラの整備が行われ、市街地再開発、交通機
関の新設等によって、東京は、都市として相当
程度変化するものと思われ、これらを通じたレ
ガシー効果が期待されている。
　国際オリンピック委員会（IOC）によれば、
レガシーとは「長期にわたる、特にポジティブ
な影響」とされている（IOC“Olympic Legacy 
and Impacts”）。オリンピックの開催が決定す
ると、開催予定都市において各種の施設やイン
フラの整備、スポーツ振興等が図られ、生活の
利便性が高まるなど、人々の暮らしに様々な影
響が生ずるが、このようなオリンピック開催を
契機として社会に生み出される持続的な効果が
オリンピック・レガシーとされている。
　1964（昭和39）年開催の東京オリンピックは、
我が国のスポーツの振興・発展のみならず、各
種インフラ整備という点で大きなレガシーを残
した。例えば、①東海道新幹線、②首都高速道
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路、③地下鉄、④東京国際空港（羽田）などが建
設され、東アジアの一都市であった東京を経済
的に活性化させたばかりでなく、都市づくりと
国のイメージ向上に多大な影響をもたらした。
　2020（平成32）年の東京オリンピックにもこ
のようなレガシー効果、特に経済を活性化させ
る効果が期待されるところである。

人口　団塊世代が75歳4

　東京都の人口（推計）は、2015（平成27）年3月
1日現在、1339万2041人。10年後の2025（平成37）
年には、やや減少するものの、1317万8672人にな
ると推計されており、現在とさほど違いはない。
　しかし、2025（平成37）年は、団塊世代（1947

（昭和22）年から1949（昭和24）年までの3年間
に出生した世代）が75歳以上の後期高齢者にな
る年である。2025（平成37）年以降、日本の人
口に対して2200万人、4人に1人が75歳以上とい
う超高齢社会が到来する。これまで社会保障を
支える側であった団塊世代が、給付を受ける側
に回るため、医療、介護、福祉サービスへの需
要が高まり、社会保障財政のバランスが崩れる
とも指摘されている（2025年問題）。

　団塊世代は約700万人と人口も多く、消費文
化や都市化などを経験した戦後を象徴する世代
であり、2015（平成27）年現在では65歳以上の
前期高齢者となる。その後、2025（平成37）年
に向け、急速に高齢化が進んでいき、2025（平
成37）年には、団塊世代が75歳以上となるた
め、2010（平成22）年に11.1％だった75歳以上
の人口の割合が、2025（平成37）年には18.1％
に上昇することになる。なお、首都圏の高齢者
人口は全国よりも高い伸び率で推移していくと
予想されており、特に都心から10 ～ 50km圏内
の地域における高齢者人口の増加が顕著である
とされる。この地域は、都心等へ通勤・通学す
るための宅地化が進んだ地域であり、団塊の世
代が多数居住していることから、急激に高齢者
が増える要因となっていると考えられている

（出典：国土交通省「平成21年版首都圏白書」）。

10年後の弁護士を取り巻く状況

　次に、目を転じて、10年後の弁護士を取り巻
く状況について概観する。

人口ピラミッド（1980）

人口ピラミッド（2025）

（出典：国立社会保障・人口問題研究所ウェブサイト）

※首都直下地震
　今後10年間、東京が都市として抱える災害リスクと
して、首都直下地震の発生が懸念される。
　北米プレートとフィリピン海プレートとの境界で起こ
る地震が想定され、東京湾北部で地震が起こった場合、
経済被害は約112兆円（M7.3 冬夕方18時、風速15m/s）
と想定されている（内閣府防災情報のウェブサイト）。
　仮に、首都直下地震が発生するとして、その時期がい
つなのか、オリンピックの準備を含めたまちづくり、都
市インフラ整備が相応になされる前なのか、それともそ
の後なのかによって、10年後の東京の様相のみならず、
社会経済的にも多大な影響があるものと思われる。
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法的需要について1

（1）事件数
　「司法統計年報」によれば、民事・行政事件
の新受件数は、全裁判所計で2008（平成20）年
は2,252,437件（うち訴訟事件827,514件）であっ
たのに対し、2013（平成25）年は、全裁判所計
で1,524,026件（うち訴訟事件562,836件）に減少
している。
　同じく「司法統計年報」によれば、全家庭裁
判所における家事事件の新受件数は、2008（平
成20）年には766,013件であったものが、2013

（平成25）年には916,398件と増加している。

　このように、民事・行政事件の新受件数の顕著
な減少傾向と家事事件の増加傾向が見られるが、
社会経済情勢に大きな変化がない限り、この傾
向は今後もしばらく続くものと予想される。
（2）法的需要の潜在化と今後の推移
　シンクタンク等による今後10年の予測では、少
子化（人口減少）・高齢化の進展のため、消費の
拡大は緩やかなものにすぎず、国内需要が脆弱な
ため、物価の上昇率は弱いものにとどまると指摘
されており、社会経済情勢に大きな変化がない限
り、このような方向で推移するものと思われる。
　ところで、上述の民事・行政事件の新受件数
の減少は、法的需要が減少したと見ることもで
きるが、法的需要が「潜在化」したと見ること
も可能である。
　すなわち、法的紛争を解決したいとの需要が
顕在化したときには、弁護士等に依頼するなど
して、事件数として統計に表れてくるが、法的
需要が顕在化せず、いわば暗数として統計に表
れてこない「潜在化した法的需要」も少なくな
いものと思われる。
　近時は、面談での法律相談のみならず、電話

での相談や、あるいは面談の約束をするために
電話をかけること自体を厭う相談者が少なくな
いと聞く。「潜在的な法的需要」はあるのだが、
解決のために積極的に行動に出られないという
ことであろう。電子メール等の非対面的・非即
時的な通信手段を通したコミュニケーションは
得意であるが、対面的コミュニケーションは苦
手であるという若者も増えている。
　したがって、統計上の事件数等の減少の陰で、
実は「潜在的な法的需要」が増えている可能性も
あり、そのような傾向は今後も続くものと予想さ
れ、「潜在的な法的需要」への対応が課題となる。

法曹人口　5万人台2

　「弁護士白書2006年版」によれば、2025（平
成37）年の法曹人口は73,294人、弁護士人口は
66,857人になるものと予測している。しかし、こ
れは2011（平成23）年以降、新規法曹資格者が
3,000人ずつ増加することを前提としているため、
実際より多すぎるものと思われる。また、法曹養
成制度検討会議の和田吉弘委員作成の意見書添
付の資料「今後の法曹人口についてのシミュレー
ション」（資料5-2）によれば、2025（平成37）年の
法曹三者の人口は計44,485人と予測している。し
かし、これは2014（平成26）年以降、新規法曹資
格者が1,000人ずつ増加することを前提としてい
るため、実際より少なすぎるように思われる。
　実際には、上記2つの数字の間、すなわち5万
人台になるものと思われる。
　内閣官房法曹養成制度改革推進室が2015（平
成27）年5月21日に法曹養成制度改革顧問会議
に提出した「法曹人口の在り方について（検討
結果取りまとめ案）」によれば、現行制度により

「…直近でも1,800人程度の有為な人材が輩出さ
れてきた現状を踏まえ、当面、これより規模が
縮小するとしても、1,500人程度は輩出されるよ
う、必要な取組を進め」るべきであるとされて
おり、同会議の資料によれば、司法試験年間合
格者数を1,500人と仮定した場合、10年後（2025

（平成37）年）の法曹三者総人口は、51,279人と
推計されている（「将来の法曹人口」（シミュレ
ーション）3月26日付け同会議資料2-4）。

民事・行政事件の新受件数 家事事件の新受件数
平成 新受件数 うち訴訟事件 平成 新受件数
20 2,252,437 827,514 20 766,013
21 2,408,565 974,175 21 799,572
22 2,179,355 910,466 22 815,052
23 1,985,305 820,117 23 815,523
24 1,707,714 659,085 24 857,237
25 1,524,026 562,836 25 916,398

（出典：司法統計年報）
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IT化の進展と対応3

　現在、法律事務所において、IT機器・OA機器
は、それなしでは事務処理が成り立たないほど
不可欠なものとなってきている。ムーアの法則
によれば、半導体の集積密度は5年で10倍、10年
で100倍になるというが、10年後には、現在よ
りもさぞ便利な汎用IT機器が発売され、また、
様々なアプリケーション・ソフトが開発されて
いるものと思われる。そのため、これら新しい
機器やソフトウェアを的確に操作し得るリテラ
シーを身につけることが必要となる。
　また、IT機器につきもののリスクである、デ
ータ消失や情報漏えいなどについては、対策を
講ずる必要がある。
　さらに、クラウド（cloud computing）や無線
LANなども、場所を選ばず事務処理が行えて極
めて便利であるが、反面で、大量データの消失
や情報漏えいなどのリスクは払拭できない。
　これらに備えて、データの複数バックアップ、
割符化（割符ファイル化して複数の記憶装置に
分散保管する）、パスワードの定期的更新など、
各自で対策を講ずる必要が高まろう。裁判手続
について見ても、本誌2015年5月号の特集「e裁
判 ̶ その展望と課題」でご紹介したように、米
国や韓国等では書面の提出や記録の閲覧等にお
いて電子化が進んでおり、日本でも電話会議等
の拡大を中心にIT化が一層進む可能性がある。

オフィス  再開発の影響を受ける事務所分布4

　1980年代以降、副都心構想によって都心の業
務機能の分散が企図され、東京周辺のほか、新
宿や池袋などに業務機能が分散し、特に西新宿
は、東京都庁を中心として大規模ビルが多く、
しばらくは東京と新宿の二極化が進行していっ
たが、2000（平成12）年以降、丸の内や品川駅東
口の再開発をはじめとして、新たなまちづくり
については、その重心が都区部の東側にシフト
していった。このような動きに加えて、2020（平
成32）年暫定開業が予定されている品川駅・田町
駅間の新駅開発、品川駅北側のJR車両基地の開
発が本格的にスタートし、それらに伴い、オフ
ィス、住宅、ホテル等の新規供給も多く計画さ
れていることなどからして、10年後には、品川
駅・田町駅周辺の利便性・拠点性は大きく向上
しているものと予想され、今後の法律事務所の
ロケーションの変化が注目される。

新東京・弁護士の業務、
生活はどう変わるのか？

　 で述べたように、10年後の東京は、東京オ
リンピックの開催を経て、その関連施設の建設
や、各地で再開発がなされ、都市としての機能
が充実する一方で、人口は増加せず、全国平均
以上に高齢化への配慮が求められる街になるも
のと予想される。他方、 で述べたように、わ
れわれ弁護士業界について見れば、顕在的な法
的需要が伸びないにもかかわらず、若手の人口
が大幅に増加するという、東京全体の動向とは
かなり異なる変化が予想される。さて、そのよ
うな未来の東京にあって、弁護士のミライはど
のようになっているだろうか。

査・検索の範囲と量を飛躍的に拡大させた。しかしなが
ら、コンピュータの操作を全て弁護士が行うことを前提
とするならばともかく、コンピュータを活用して基礎調
査や文献調査などをするための人材も不可欠であるし、
また、弁護士にとっても依頼者にとっても、弁護士以外
のスタッフとの間の人間的で温かみのある接遇やコミュ
ニケーションが不可欠であると思われることからして、
我が国において、このような指摘が妥当するかは極めて
疑問である。

※ 法律事務のさらなるIT化と
パラリーガルのミライ？

　「雇用の未来 ̶ コンピュータ化によって仕事は失われ
るのか？」（Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne

「The future of employment : How Susceptible are jobs 
to computerisation?」, 2013）という論文は、コンピュー
タの発達や技術革新が進む中で、現在ある702の職業が
コンピュータやロボットにとって代わられる確率を詳細
に検討している。
　それによれば、既に法律や金融サービスの分野でコン
ピュータ化が進んでいて、膨大な法律文書や判例を検索
できるコンピュータに依存しており、例えば、米ソフト
ウェア大手の某社のサービスを利用すると、2日間で57万
件以上の文書を分析して分類することができるとされて
いる。その結果、将来、パラリーガルや法律事務職員が
コンピュータに代わられる確率は、0.94と指摘している。
　確かに、コンピュータ技術の進歩は、判例や文献の調
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弁護士の収入と所得1

　「弁護士白書2014年版」（174頁）によれば、弁
護士センサスの集計結果で比較すると、近時の
弁護士の収入および所得は以下のとおりである。
　2006（平成18）年と2010（平成22）年の比較
では、平均値では約300万円減少、中央値でも
300万円弱減少となっている。
　前記のとおり、事件数が絶対的に減少してい
ること、および法曹人口が増加し続けることを
前提とすれば、下記の延長線上で弁護士の収入
と所得は減少する可能性が高いものと思われる。

　我が国全体で見てみると、GDP成長率は、下
図のとおり、2008（平成20）・2009（平成21）年に
は、リーマンショックの影響によって、実質およ
び名目成長率いずれもマイナス成長になるなど
大きな落ち込みが見られる。2010（平成22）年に
はプラス成長（名目：2.3％、実質：4.4％）に回復
したものの、2011（平成23）年は再びマイナス成

長（名目：－2.8％、実質：－0.7％）となっている。
　上記弁護士の収入・所得の推移と概ね符合し
ているように見える。

事務所の規模2

　「弁護士白書2014年版」（89頁以下）によれば、
事務所の規模で見ると、2014（平成26）年（3月
31日現在）の1人事務所数の割合は、59.31％（弁
護士数では25.03％）で割合的に一番多く、2人事
務所の18.21％（弁護士数では15.37％）がそれに
次ぐ。さらに、3～5人事務所数の割合は16.06％

（弁護士数では24.52％）、6～ 10人事務所が4.41
％（弁護士数では13.53％）と続いている。
　次に、事務所の規模別に見た事務所数および
所属弁護士数の推移であるが、1人事務所が約6
割で、弁護士数は8,772人である。2人事務所の
数は、2009（平成21）年に1,900だったものが、
2014（平成26）年には2,693、また、3 ～ 5人事
務所の数は、2009（平成21）年に1,657だったも
のが、2014（平成26）年には2,376と増加してお
り、ほかの規模の事務所数が漸増なのに比して
増加傾向が顕著である。

我が国の実質GDP成長率及び名目GDP成長率の推移

（出典：総務省ホームページ　http://www.soumu.go.jp/
johotsusintokei/whitepaper/ja/h24/html/nc112110.html）

①収入・所得の平均値
2006年 2008年 2010年

収　入 3620万円 3389万円 3304万円
回答者 4,025人 4,021人 1,354人
所　得 1748万円 1667万円 1470万円
回答者 3,978人 3,877人 1,280人

（弁護士センサス結果より）

②収入・所得の中央値
2006年 2008年 2010年

収　入 2400万円 2200万円 2112万円
回答者 4,025人 4,021人 1,354人
所　得 1200万円 1100万円 959万円
回答者 3,978人 3,877人 1,280人

（弁護士センサス結果より）

（出典：弁護士白書2014年版）
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8.15%

21～30人事務所
3.42%

31～50人事務所
2.23%

51～100人事務所 1.52%
101人以上事務所 6.23%

②事務所の規模別に見た所属弁護士数の割合

（2014年3月31日現在）

1人事務所
59.31%2人事務所

18.21%

3～5人事務所
16.06%

6～10人事務所 4.41%
11～20人事務所 1.43%
21～30人事務所 0.33% 31～50人事務所 0.14%

51～100人事務所 0.05%
101人以上事務所 0.06%

①事務所の規模別に見た事務所数の割合

（2014年3月31日現在）

（出典：弁護士白書2014年版）
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　前述のように、①弁護士の収入・所得が減少
傾向にあること、反面で、②オフィス用ビルの
賃料が上昇傾向にあること、③経費分担による
経営安定への要請が強いこと、④多様なニーズ
に機動的に対応するためには複数の弁護士が所
属することが合理的であることなどからする
と、今後は、1人事務所が2 ～ 5人程度の規模の
事務所に再編成されていく可能性が高まるもの
と思われる。

事務所のロケーションの変化3

　下図は、2011（平成23）年と2015（平成27）
年の東京三会会員の所属事務所の所在地を基準
とした分布状況である。両年で分布の状況は概
ね変わりなく、2015（平成27）年で見ると、①
千代田区（5,371人）、②港区（4,913人）、③中央
区（1,859人）、④新宿区、⑤多摩地区の順とな
っている。
　このような分布の傾向はしばらく続くと思わ
れる。しかし、大手デベロッパーの調査による
と、都心3区（千代田区・中央区・港区）では、

「建替え」によるオフィスの供給が高水準で続
くが、都心3区以外では、「低・未利用地」での

供給が約7割を占め、「建替え」は約3割にとど
まるとのことである。また、企業等の旺盛なオ
フィス拡張ニーズを反映して空室率の低下傾向
が顕著であり、それに伴って賃料の上昇が底堅
いものとなっている。
　前述のとおり、①民事・行政事件の新受件
数、訴訟件数が減少傾向にあること、②新たな
まちづくり、市街地の再開発、③交通機関の路
線新設・駅開発、および④裁判手続のIT化の進
展が予想されることなどに鑑みれば、必ずしも
裁判所に近い都心に事務所を構える必要はな
く、それ以外の賃料が比較的安い場所あるいは
自宅にほど近い場所に事務所を設置・移転する
弁護士が増加することも十分予想し得る。 新
東京 ̶ 10年後の東京 の再開発区域でいえば、
霞が関へのアクセスの点からして、浜松町から
五反田までの山手線沿線エリアが注目のエリア
ということになろう。

業務の多様化等4

（1）専門分野の表示等
　現時点の2015（平成27）年では、例えば、交
通事故、刑事事件、離婚などの専門分野をうた
ったホームページを掲載している法律事務所が
多数存在する。
　これに対し、2012（平成24）年3月に施行され
た「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員
の業務広告に関する指針」（2012（平成24）年3
月15日理事会議決）によれば、専門分野の表示
について、国民が強く情報提供を望んでいる事

③事務所の規模から見た事務所数の推移 （単位 ： 事務所）
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

1人事務所 7,821 7,926 8,114 8,318 8,608 8,772
2人事務所 1,900 2,024 2,236 2,355 2,528 2,693
3～5人事務所 1,657 1,820 1,948 2,109 2,222 2,376
6～10人事務所 518 531 571 602 637 652
11～20人事務所 140 172 177 191 202 212
21～30人事務所 32 35 34 43 47 49
31～50人事務所 19 19 21 21 19 20
51～100人事務所 4 7 7 6 6 8
100人以上事務所 7 7 7 8 9 9

合　計 12,098 12,541 13,115 13,653 14,278 14,791
【注】各年ともに3月現在 （出典：弁護士白書2014年版）

④事務所の規模別に見た所属弁護士数の推移 （単位 ： 人）
2009
年

2010
年

2011
年

2012
年

2013
年

2014年
総 数 内女性数

1人事務所 7,821 7,926 8,114 8,318 8,608 8,772 960
2人事務所 3,800 4,048 4,472 4,710 5,056 5,386 1,079
3～5人事務所 5,999 6,658 7,125 7,690 8,057 8,593 1,698
6～10人事務所 3,805 3,886 4,203 4,451 4,676 4,741 1,052
11～20人事務所 1,982 2,389 2,523 2,625 2,748 2,857 598
21～30人事務所 774 846 840 1,054 1,173 1,199 227
31～50人事務所 750 727 823 817 763 782 169
51～100人事務所 290 459 469 425 406 532 119
100人以上事務所 1,709 1,850 1,916 1,998 2,137 2,183 434
合　計 26,930 28,789 30,485 32,088 33,624 35,045 6,336

【注】各年ともに3月現在 （出典：弁護士白書2014年版）

所属事務所を基準とした弁護士の分布状況

（作成：編集部）
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項であるとしつつも、誤導のおそれがあるとし
て、表示を控えるのが望ましいとしている。
　このような状況の中において、専門分野をう
たって活動する弁護士、法律事務所は今後も増
加していく可能性があるので、日弁連をはじめ
弁護士会内での今後の検討・議論の行方が注目
される。
（2）様々な領域での活動
　また、企業内弁護士、自治体勤務や任期付公
務員、弁護士任官、社外役員等、弁護士固有の
フィールドを飛び出して活動する弁護士の数も
これまでより多くなるものと予想される。
　日本組織内弁護士協会の調べによれば、組織
内弁護士の全国総数は、2001（平成13）年9月
時点で66名だったものが、2011（平成23）年6
月には587名に、2014（平成26）年6月には1,179
名（弁護士全体の3.3％）と増加している。ま
た、61期以降の弁護士は、各期100名超が企業
内弁護士となっている。
　また、日弁連が2013（平成25）年に行った自
治体アンケートの調査によれば、法曹有資格者
である職員が現に在籍していると回答した自治
体は、回答した自治体のうち6.2％であったが、
2010（平成22）年に実施した同調査における同
様の問いでは0.8％であったので、明らかに増加
している。
（3）新規分野の開拓
　さらに例えば、ES細胞（胚性幹細胞）、IPS細
胞（人工多能性幹細胞）を使用した再生医療、
それらの作製技術を利用した創薬等が行われる
予定であるが、そのような新しい分野について
も、関係する各種委員会のメンバーとなるな
ど、弁護士が活躍し得る領域として注目してお
くべきものと思われる。
　従前は、弁護士は弁護士としてのいわゆる
「法律事務」を執り行うことが多かったが、10年
後には、現在より一層多様化し、様々な分野で活
躍することが弁護士に期待されているであろう。
（4）潜在化した法的需要への対応
　また、上述のとおり、「潜在化した法的需要」
が増加することを前提とすると、そのような「潜
在化した法的需要」に手を差し伸べるためには
どうしたらよいかを検討する必要があろう。

　現在、ネット上に法律相談のQ&Aが多数掲載
されており、一般の方は、当該Q&Aが自分の
抱えている問題に類似している場合に、そこに
記載された解決策が自分の事案にもあてはまる
と、自分に都合よく考えてしまいがちな落とし
穴がある。
　しかし、事実関係のうち重要な部分が違って
いれば、Q&Aと同様の結論には至らないのであ
って、軽々にQ&Aの記載で解決できると思って
はいけないはずである。自分に都合よく考えて
しまうと落とし穴に陥る可能性がある。
　例えば、医師の診断を受けるためには、病院
を訪ねて診察を受ける必要がある。弁護士も基
本的には、面談して相談者から直に話を聞き、
法的な問題点を抽出し、解決策を探る作業が重
要である。その点につき、法教育の視点からし
ても、今後さらに啓蒙していくことが重要であ
るように思われる。
　また、ネット上に掲載されている情報につい
ても、個々の情報の信頼性をよく吟味・評価し
たうえで参考とすべきであろう。
　さらに、「潜在化した法的需要」に手を差し
伸べるには、まず弁護士に対する信頼を確実な
ものにするよう、総体としての弁護士が努力し
ていく必要があると考える。

経費節減の徹底など5

　弁護士の売上・収入の減少傾向がしばらく続
くとすれば、一方で売上・収入が増加するよう
に努力するとともに、反面で、できる限り経費
等を節減する必要が生ずる。
　上述のとおり、1人事務所の所属弁護士の複
数化や事務所の併合の傾向が究極の対応策であ
ると思われる。その他、①税理士をはじめとす
るアドバイザーの助言を得ること、②OA機器
等の価格が下がっているため、これらを更新す
る、③事務所の移転、値下げ交渉による家賃の
節減、さらに、④業務範囲を拡げる意味での事
務職員のパラリーガル化も考え方によっては経
費節減策であろう。

法改正等への対応6

　120年ぶりの大改正が行われる民法（債権関
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係・施行日未定）のほか、今後10年の間には、
既存法令の改正、新法制定等が予想されるの
で、これらに随時対応していく必要があろう。

弁護士の生活について7

　それぞれが弁護士として世に出た時代の社会
経済情勢によって、当該弁護士の生活が影響を
受けることはどの時代でも当然であり、また業
務の内容によって収入の多寡もあることと思わ
れる。10年後は、弁護士がさらに増加し、ま
た、活動領域が拡がるとともに、業務が多様化
するものと予想され、10年後東京の弁護士の生
活は、より多様化すると予想される。
　そこで大切なことは、上述したように、弁護
士は、各々が世に出た時代がどのような時代か
によって影響を受けるものであるから、弁護士
だからこうあるべき、このような生活をすべき
との固定観念を持たず、フレキシブルにそのあ
り方を考える必要があるように思われる。その
点では、異なる時代の弁護士とは意識を変える
必要があるであろう。
　また、弁護士が大幅増員されているからこそ、
ほかの弁護士と違って、その時代で自分が活躍
できる分野やすき間を探す努力も重要である。
　さらに、上述した潜在的な法的需要に対応
するため、また、法化社会を実質的に実現する
ためにも、自分を必要とする可能性のある人々
と、普段からネットワークで結ばれるようにし
ておくことが必要ではないかと思われる。この
ネットワークは、対面的なもの、非対面的なも
のの双方を含むのが望ましいと思われる。
　最後に、健康を維持し、永く業務を続けるた
めに、各自に合わせた生活術・ストレス解消策
を考える必要があることは当然である。

まとめ

　以上、できる限り客観的に10年後を予測して
きたつもりであるが、かつて、未来を思い描く
ときに、技術の進歩やその結果として手に入れ
る便利な生活を思い描いたのとは違い、10年後
の東京の弁護士を想像すると、楽観視できず、

不安な要素も少なくない。
　例えば、事件数減少傾向にもかかわらず、法
曹人口が5万人台に乗った後、弁護士の業務・
収入、生活はどうなってしまうのか、正確な予
測ができないし、今後、どのようにすればよい
のか、どんな工夫が必要なのか、考えても正解
がないため頭が痛い。
　しかし、上記に見てきたように、東京は確実に
変わり、また、オリンピック・レガシーによって
も、様々に活性化されることは明らかである。
　10年後の東京の弁護士が元気を出して活躍す
るためには、きめ細やかなリーガルサービスの
提供が必要であることは現状と変わりないもの
の、現在に比して各自が業務を改善し、生産性
を高めるとともに、「潜在化」した法的需要に
手を差し伸べ需要を掘り起こしていく努力が一
層必要となろう。
　もっとも、潜在的な需要に対する法的サービ
スの提供の多くは、福祉や公益活動に属するも
のであると思われる。そこで、日弁連をはじめ
とする弁護士会が、例えば、コンプライアンス
の実現・充実のために、弁護士が企業活動に必
要的に関与するための法的監査等の法制を創設
することなどについて、継続的に国に働きかけ
ていく努力をする必要があろう。
　世界有数の大都市である東京は、オリンピッ
ク開催の追い風を受けて、中核としての機能を
さらに発達させていく。近代的な建物に囲まれ
た未来の東京を歩くわれわれ弁護士の姿を思い
描くとき、それが明るい情景の中にいることを
信じたい。
　なお、上記の再開発についての記述は、都区
部を中心とし、多摩地区には言及しなかった
が、八王子市は2015（平成27）年4月1日付けで

「中核市」に移行した。
　八王子市によれば、中核市への移行をきっか
けに、その市民力と、大学や先端技術産業の集
積、豊かな自然環境、そして歴史・文化など地域
資源に恵まれた地域力を活かして、ワンランク
上のまちづくりを進めていくとのことである。
今後の八王子市のまちづくりに期待したい。 
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