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‘対面サービス’強化、 

人工知能時代の 

重要な生存戦略 
法曹界リーガルテック(Legal Tech) 

現況と法務士 

 
 
 
 
 
人工知能技術が急速に発展している。生

活と産業あちこちに活用される人工知

能技術が法曹界で避ける理由はない。私

たちもリーガルテックに対する対備を

今始めなければならない理由である。リ

ーガルテックの類型と現況から点検し

てみる。 

 

 
カン・ハン 

「法律新聞」記者 

 

 

 
０１ 

法律サービス人工知能、アメリカはす

でに商用化 

 
人工知能は人間が持つ知覚、学習、推論、

言語駆使などの能力をコンピュータが実

行することができるように実現する一連

の技術を通称する。簡単に言えば‘人らし

い機械を作る技術’であるが、未来には多

くの日常生活とほとんどすべての産業分

野で人工知能が直間接的に活用されると

いう予測がますます現実化されている。 
一方、人間が作ったスーパー知能が日常

あちこちで人を押し退けてその場を占め

たり人間を統制する手段として作用する

という恐れも大きくなっている。 
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法曹界に焦点を合わせてみよう。IT 技術

と人工知能を法律サービスに組み合わせ

た一連のサービス、リーガルテック(Legal 
Tech)は法曹界を共倒れに導くのか、でなけ

れば国民の便益と業界発展を導く翼にな

るのだろうか。 
法曹界は特に資格者制度と保守的な文

化特性上走って行こうとする技術と止ま

っていようとする制度間の摩擦係数が高

くて、他分野に比べて技術発展がゆっくり

としている方である。リーガルテックと関

連して韓国の場合△「弁護士法」の同業禁

止条項、△制限的判例公開など情報不充分

によるデータ不足、そして△刑事証拠法上

の限界などが代表的争点になっていて、利

害関係衝突も発生している。 
現在の世界法律市場に登場した AI 技術

はアメリカ IBM 社が作った AI コンピュー

タ‘ワトソン(Watson)’を土台として開発

された‘ロス(Ross)’が代表的である。人の

日常言語を理解するロスは秒当たり 10 億

枚の法律文書を分析して、質問に合う返事

を作り出す。現在のロスはベーカーアンド

ホステラー(Baker & Hostetler)等数十個

のグローバル ローファームに雇用形態で

搭載されて破産関連判例を収集・分析する

業務を実行中である。 
一方、データベース(DB)を活用して離婚

当事者間の調停戦略を提供するアメリカ

離婚専門リーガルテック企業‘ウイボス

(Wevorce)’も名前を知られている。その他

法律および政策データを分析する‘フィス

カル ノート(Fiscal Note)’、ビッグ データ

を基盤として法律業務を提供する‘レック

ス マキナ(Lex Machina)’等がある。韓国

ではインテルシリコンメタ研究所(代表イ

ム・ヨンイク弁護士)が開発した知能型法律

情報システム‘アイリス(i-LIS)’が代表的

なリーガルテックに選ばれる。 
 
０２ 

リーガルテック、どこまできたか? 

 
ソフトウェア政策研究所は商用化段階

に進入したリーガルテック サービスを機

能中心に大きく①検索(Searching)、②分析

(Analysis)、③作成(Writing)の三種類のカ

テゴリーに区分している。ただし、実際の

サービスでは機能が複合的に関連する場

合が多くて、各機能を専門家、法律消費者、

公共機関など誰が使うのかによってサー

ビスがより一層細部的に多角化される。 
 

가．検索分野 

 
①法律専門家検索サービス：法的に問題

となる事件と類似の事件において法律消

費者に成功事例が多かったり専門的な実

力を持つ法律家を推薦する一種のキュレ

ーション サービス[仮訳者注：「キュレーシ

ョン」（curation）とは、情報を選んで集め

て整理すること。 あるいは収集した情報

を特定のテーマに沿って編集し、そこに新

たな意味や価値を付与する作業を意味す

る。（出典：Weblio 辞書）]である。オンラ

イン プラットホームで相談内容と費用な

どを検討した後に適合した専門家を推薦

する方式であるが、オンライン チェック

リストやチャット ウィンドウを活用して

専門家に直接相談を受けて選任の有無を

決めたりもする。 
プラットホームで専門家の経歴・履歴・
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相談後記などを確認することができて、選

任費用をリアルタイムで分かるようにし

たサービスも多い。対象は主に法律消費者

である。国内業者では‘ヘルプ ミー’、 ‘ロ

ー＆カンパニー’、‘ロートーク’等がある。 
依頼人の立場では当該専門家が他専門

家に比べてどれくらい優秀なのか、自分の

事件にどれくらい適合しているかなど選

任のための核心情報は分かりにくい場合

が多い。このような情報不足が消費者の精

神的・金銭的費用を高め、法曹ブローカー

が活動する余地を開いているという指摘

も多い。人工知能の役割比重が少なくても

運用が可能なサービスなので相対的に活

性化しているが、人工知能が発達するほど

精巧なサービスが可能なものと見られる。 
②法令・判例サービス：事件の内容を入

力すれば解決に必要な法令と判例を探す

サービスである。法律消費者の法律行為と

法曹人の法律文書作成などを助けるサー

ビスであるが、国内には‘インテルシリコ

ン’、‘ロエンビ’[仮訳者注：LAWnB]等が

知られている。一般人と専門家すべてが対

象となることができる。現在の法務法人や

研究所などで活発に研究・開発中であるサ

ービスで、専門家に代えるよりは専門家の

能力を補助する手段としての性格が強く

て抵抗が少ないと分かっている。 
③証人・証拠検索および分類サービス：

事件と直・間接的に関連した証人や証拠を

インターネットで検索したりすでに収集

された証拠を法曹人の必要に応じて分類

するサービスである。英国・アメリカと同

じように韓国でも証拠開始制度が施行さ

れ る 場 合 、 こ れ を デ ジ タ ル 化 し た

‘eDiscovery’関連技術開発が活発になる

ものと思われる。 
④行政・訴訟手続案内サービス：使用者

に訴訟手続・訴訟結果などの法律情報を提

供するサービスで、法務部が開発して運営

中である‘チャットボット ポビ’[仮訳者

注：URL は http://talk.lawnorder.go.kr/ 
web/index.do]がここに該当する。 

⑤事務自動化(検索)サービス：現在進行

中である訴訟関連日程を管理したり法律

文書を作成するとき効率性を高める事務

自動化サービスである。韓国には‘ロー マ
ネージャー’、‘ロシオフィス’[仮訳者注：

LSOffice]、‘ロートップ’等が、アメリカに

は‘CLIO’、‘ANAQUE’等があるが、一

部国内ローファームではプログラムを自

主開発して使ったりもしている。 
法務士業界に最近登場している一部リ

ーガルテックは主にここに該当する。ソウ

ル中央会所属員ジョンチェ法務士は人工

知能(AI)の部分的初期モデルに該当する業

務用ロボット自動化システム (RPA ・

Robotic Process Automation)を開発、不動

産・法人登記業務関連登録免許税申告・納

付および納付書出力過程や、集合建築物台

帳および敷地権登録簿発行過程などにこ

れを適用した。現在はプログラム精巧化作

業が進行中である。 
RPA は人がすることを同じようにまね

るように設計されたソフトウェア(SW)で、

自動化アルゴリズムと人の行為が介入さ

れる程度によりプログラムの水準が変わ

る。団体登記専門法務士法人テユル(代表法

務士ソン・ミエ)で運営中である団体登記管

理プログラムも類似のメカニズムと見ら

れる。 
このような RPA は自ら学習するマシン
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ランニング(ML)と AI の土台になるが、ま

だ AI が搭載され高度化されたリーガルテ

ック水準に到達したと見ることは難しい。 
2002 年法曹人業務用管理プログラム‘コ

ロー’を開発したソウル中央会所属イ・ク

ンジェ法務士は“コンテンツの質を高めて

業務遂行に必要な構成要素を最適化して、

発展段階に必要な前提技術開発および関

連研究を着実にしてきている”として“(コ
ローが)人工知能技術を適用している段階

ではない”と説明した。 
そう言いながら“社会全般を扱う法務士

の法律業務の特徴を考慮するとき法務士

業界リーガルテックの発展のためには参

加主体間の情報共有がより活発にならな

ければならない”と指摘した。 
 

나．分析分野 

 
分析分野にはビッグ データを分析した

り分析を通した予測をするサービスが主

である。アメリカ ローファームはレック

ス マキナ(Lex Machina)等 AI がビッグデ

ータを分析して判決結果を予測する訴訟

結果予測プログラムを導入していると伝

えられた。英国の‘レイブン’は詐欺犯罪

関連文書を検討・分類した後に要約する作

業が可能である。 
 

①再犯の可能性予測サービス：刑事事件

刑量を決めるとき被告人の未来再犯危険

性を判断するシステムである。量刑決定に

対する公正性問題を解消するための便法

として脚光を浴びている。 
②行政処分予測サービス：行政庁の処分

を予測するシステムで、国民の知る権利を

高めて行政庁が公正に法執行することを

保障するように牽制するシステムである。 
③訴訟結果予測サービス：特定事件判決

の結果を予測するサービスであるが、海外

では法律消費者を対象に訴訟進行可否判

断を助けるのに使われている。 
④立法情報分析サービス：政府の立法方

向を予測するシステムで法律消費者の立

場では未来の活動を準備して、政府自らは

立法の否定的波及力を最小化するのに活

用する。 
⑤特許情報分析サービス：産業財産権の

出願および登録動向を分析して紛争予防

戦略を樹立したり新規研究開発(R&D)資料

として活用する。 
 

다．作成分野 

 
作成分野は人の代わりに機械が書類を

作成する技術である。①契約書、②訴訟書

類、③訴訟外書類、④産業財産権出願関連

書類作成等に区分される。 
法務法人ハンギョルは SK C&C ととも

に‘AI 不動産権利分析サービス’を開発中

である。不動産売物件住所と金額など簡単

な情報を基に不動産権利分析報告書を作

成するプログラムである。この報告書には

△安全装置必要、△危険、△危険現実化等

に区分された不動産最終評価点数が表示

される。先に述べた RPA プログラムが出

す結果も訴訟外書類に該当する。 
 
０３ 

法務士業界もリーガルテック議論始

めなければ 
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オックスフォード大学教授が 2013 年人

工知能技術発達による法律分野職業の自

動化確率を計算して分類したが、法律補助

員 と 類 似 職 域 (Paralegal and Legal 
Assistants)は 94.5%で代替可能になると

の判定を受けた。 
人と対面することが少なくて実務上単

純反復業務が多いほど代替が容易なこと

である反面、人を直接対面して高度な思考

能力を基盤とした業務拡張性が高いほど

代替が難しいという分析である。 
もちろんアメリカに限定した研究結果

で、法律専門家の役割と法曹界分化が韓国

とは多く異なるが、韓国にはまだ関連研究

がないという点から法務士業界で参考に

されることを願う。 
韓国で進行された関連研究でも専門家

たちは AI がオソ弁護士[仮訳者注：所属弁護

士（Associate Lawyer）のこと]や裁判研究員、

ローファーム スタッフ陣が主にするリサ

ーチ業務を早く代替するものと展望して

いる。AI が高度化されて資料の正確性が高

まってリサーチの速度が速くなるほど、訴

訟結果を予測したり論理的根拠を用意す

る知的結果の品質が高まるという分析も

出てくる。 
反面、人を直接対面して人間の情緒を考

慮して処理しなければならない法律業務

に対しては相変らず法曹人の役割が大き

いものと見られる。与えられた資料だけで

正解を探すのではない判例の変更や弁護

戦略の設定、捜査、法律改正など既存の枠

組みを破る高度な抽象的で創意的な業務

まで AI がすることは難しいという分析で

ある。新しい分野を積極的に開発して訓練

して生存戦略をたてなければならない理

由である。 
残念なことには今法務士業界ではリー

ガルテックに向かった関心や基盤が微弱

に見えるという点である。確認すべき点は

現在の段階で‘人工知能’というのは特定

領域で人間の認知能力の一部を模写する

‘弱い人工知能’を意味するということで

ある。現在リーガルテックに適用される人

工知能は‘弱い人工知能’中でも低い段階

に該当して、すべての知的行為を創造的に

学習して人間のように遂行する‘強い人工

知能’はまだ開発中であるからリーガルテ

ックには登場することはない状態である。 
もちろん、国民の権益を保護する法律サ

ービスには公的役割が大きいということ

や資格と実力を備えた専門資格者の資質

が最優先という点も考慮されなければな

らない。この点では法務士業界が弁護士業

界とは異なり‘人が直接する法律サービス’

という部分を相違点として前面に出すこ

ともできるだろう。 
しかし時代に遅れをとることだけは防

ぐことを願う。AI 技術が発展して社会の各

領域だけでなく法曹界にも‘強い人工知能’

が出現する可能性が高くて、先行獲得効果

が大きく作用するデジタル プラットホー

ムの特性を考慮すれば遅れれば遅れるほ

どグローバル法曹界、また、弁護士業界と

の格差も広がるだろう。 
人工知能の副作用と法務士の特性を浮

き彫りにしてリーガル テックをできるだ

け排除する方向に向かおうということと

構成員の間にリーガルテックに対する詳

しい情報や悩み自体が不足したというこ

とは次元を異にする問題という意味であ

る。（了） 


