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開会挨拶

今回のシンポジウムが，みなさまにとっ
て，ご自身の様々なキャリアプランをイメ

司会（藤本）只今から，シンポジウム「組織

ージし，組織内弁護士という働き方につい

内弁護士の魅力と求められる人材−法科大

て理解を深めていただく契機となれば幸い

学院生が知っておくべきこと−」を開催い

です。

たします。まず初めに，木津川日弁連副会
長から皆様にご挨拶をさせていただきたい

司会（藤本）では，次に谷垣日弁連若手法曹

と思います。

サポートセンター副本部長からご挨拶をさ
せていただきます。

（木津川）こんにちは。本日のシンポジウム
を企画している日弁連若手法曹サポートセ

（谷垣）ただいま紹介いただきました，日本

ンターの担当をしております副会長の木津

弁護士連合会の若手法曹サポートセンター

川でございます。本日は暑いところたくさ

の副本部長をしております谷垣と申しま

んお集まりいただきまして，またパネリス

す。本日ご参加いただいた人数ですが，事

トの皆様もお忙しい中，本当にありがとう

前の申し込みでは 250 名を超えているとい

ございます。若手法曹サポートセンターで

うことで，法科大学院生とその卒業生の方

は，修習生の就職問題とか，こういった企

を中心に，大変大勢の方にお集まりいただ

業内弁護士の問題，あるいは若手法曹の夢

きました。中には企業，あるいは団体の方

をグランドデザインする，そういった活動

もご参加いただいており，大変うれしく思

を一つの委員会として実施しています。

っております。
本日のシンポジウム，「法科大学院生が
知っておくべきこと」という副題を付けて
おります。主に法曹を目指して今勉強をし
ておられる方を対象にシンポジウムを企画
いたしました。ご案内の通り，司法制度改
革，あるいは地方分権改革，こういった言
葉に象徴されるように，今この国のあり方
が大きく変わろうとしております。司法の
分野では，法の支配という考え方がきちん
と浸透した社会，これを法化社会と言いま

本日のシンポジウムは「組織内弁護士の

すが，そうした社会を実現し，さらにこれ

魅力と求められる人材」と題しております

を進展させていくという観点から，我々法

が，現在，組織内弁護士として活躍する方

曹が，社会のニーズにこれまで以上に積極

から，業務内容，やりがい，求められる人

的に対応して，公務を含むさまざまな分野

材などについて，お話をお伺いします。パ

にその能力を発揮して活躍していくことが

ネリストは，企業からは，メーカー，金融，

非常に強く求められています。

エンタメなど，様々な業界からお越しいた

実際，企業，あるいは中央官庁，そして

だきました。地方公共団体で政策法務担当

地方自治体，そういった団体の活動が，世

課長としてご勤務中の方，官公庁で任期付

の中を大きく動かしているわけでありまし

公務員としてキャリアを積まれた方から

て，そうした団体の組織の中に入って活躍

も，お話をお伺いします。

する組織内弁護士の役割に非常に大きな期
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待が掛かっているわけであります。御手元

本日のシンポジウムが，皆さんにとって

の配付資料にもございます通り，企業内弁

大いなる飛躍のきっかけとなることを祈念

護士は，現在全国で 500 名を超えておりま

いたしまして，ご挨拶に代えさせていただ

す。国家公務員は，任期付職員として法曹

きます。

有資格者が昨年の 12 月末の時点で 115 名。
地方自治体，ここにも法曹有資格者が職員

司会（藤本）これからシンポジウムを開催し

として採用されておりまして，現在全国で

たいと思いますが，今日は国家公務員経験

12 の自治体で総勢 22 名の法曹有資格者が

者，地方公務員がパネリストになっており

活躍しています。

まして，お手元の資料の中で，金融庁の資

日本弁護士連合会では，これまでこうし

料，総務省の資料等，皆様のご参考になる

た組織内弁護士の普及促進に向けて，さま

ような資料もございますので，ぜひお読み

ざまな活動を行ってきたわけですが，その

いただければと思います。ではシンポジウ

一環として，平成 20 年から 22 年に掛けて，

ムを開催したいと思います。よろしくお願

全国 8 か所で，主に企業及び弁護士向けの

いします。

シンポジウムを開催してまいりました。こ
こ数年ですけれども，司法研修所を卒業し

１

自己紹介

て新規に弁護士登録をされた方のうち，毎
年約 50 名から 60 名の方が企業に就職して，

（鈴木）ではシンポジウムを開催したいと思

最初から組織内弁護士として活躍するとい

います。私は司会兼パネリストの鈴木と申

う時代になってまいりました。

します。では早速ですが，私から一番遠い

こうした中で，弁護士になってから組織

ところから，自己紹介を簡単にさせていた

内弁護士のことを知っても遅いじゃない

だきたいと思います。では貫井さんお願い

か，もっと早い段階から，法科大学院で勉

します。

強しているときから，組織内弁護士という
もののイメージを皆さんに具体的に持って

（貫井）東京都総務局の貫井と申します。46

いただくことが重要ではないか，というこ

期でして，私は研修所を終了した後，まず

とで，今回のシンポジウムを開催させてい

検事に任官いたしました。その後弁護士，

ただいたわけであります。

任期付職員と職を転々としておりまして，

本日は，日本組織内弁護士協会のご協力

現在は任期の定めのないいわゆる普通の公

も得まして，6 名のパネリストの方をお招

務員として東京都に勤めております。東京

きしておりますが，皆さんいずれも新進気

都に入った当初は行政訴訟を担当しており

鋭の組織内弁護士として現在活躍中の方ば

まして，皆さん方もロースクールで外国籍

かりです。

の職員に管理職試験を受けさせなかったこ

なお，10 月 14 日，金曜日ですが，午後 6

とについての憲法の適合性ですとか，小田

時からこの同じ会場で，今度は司法試験に

急高架化訴訟においての原告適格を判断し

合格された方を主な対象として，同様のシ

たもの，いずれも大法廷の判決ですけれど

ンポジウムを開催する予定でおります。今

も，そういった判決を受けたりということ

日の方とは変わって新たなパネリストをお

も経験しておりました。

迎えしますので，また違った切り口からお

本日は，地方公務員として弁護士なり有

話があろうかと思います。ぜひご参加いた

資格者が働くことの魅力，またロースクー

だければと思っております。

ル卒業生の皆さんが地方公務員として仕事
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をしていただく上での魅力というものを，

割賦販売法の改正ですとか，カード債権等

少しでも伝えられたらと思っております。

の証券化のあたり，そういったところを見

よろしくお願いいたします。

ておりました。その後，事務所に戻っても
う一度経済産業省に出向して，戻って，今
は，ヤフーの法務部におります。現在は取
締役会周りの仕事，取締役会の資料を作っ
たりですとか，社内規則をチェックしたり
ですとか，それから決済周りの仕事，事業
戦略的な相談ですとか契約チェックですと
か，あとはコンシューマー向けのビジネス
についての仕事などをさせていただいてい
ます。よろしくお願いいたします。
（鈴木）中崎さん，ありがとうございました。
続きまして張さん，お願いします。

（鈴木）貫井さんありがとうございました。
早速で恐縮なのですが，シンポジウムにあ

（張）富士通株式会社の張と申します。修習

まり関係ないかもしれないですが，今最高

期は新 62 期になります。修習終了後にすぐ

裁判例が二つ出ましたが，貫井さん的には

に当社に入社いたしました。学部を卒業し

これらは合憲でしょうか。

てから法科大学院入学までにブランクがあ
るのですが，その間はいわゆる司法浪人を

（貫井）もちろん地方公務員として憲法擁護

しておりましたので，当社に入社する前の

義務を負って仕事をしておりますし，最高

社会人経験はないということになります。

裁の判断には従っておりますので，当然に

本日はどうぞよろしくお願いいたします。

合憲だと思っております。
（鈴木）張さん，ありがとうございました。
（鈴木）ありがとうございます。いろいろ興

続きまして徳山さん，お願いします。

味深いところだとは思いますが，ロースク
ールでも，こういった形で実際の話に引き

（徳山）明治安田生命法務部の徳山と申しま

付けて授業を受けたりすると面白いのでは

す。修習の期は私も新 62 期で張さんと同じ

ないかと思いました。続きまして中崎さん

です。私も昨年 1 月に当社に入社したので

お願いします。

すが，大学卒業後法科大学院を経たという
ことで，社会人経験は特にありませんでし

（中崎）ヤフーの中崎と申します。よろしく

たので，当社が社会人生活，また弁護士の

お願いいたします。58 期で修習を終了後，

生活としてもスタートということになりま

長島・大野・常松法律事務所というところ

す。現在の担当業務としましては，生命保

に入所しまして，社債発行ですとか信託で

険会社における法務業務一般ということ

すとか，そういうファイナンス周りの仕事

で，皆さん保険会社についてどれだけご存

をしておりました。その後，経済産業省取

知か分かりませんが，もちろん保険金絡み

引信用課というところに出向して，クレジ

の訴訟ですとか，ADR などの紛争解決とい

ットカード周りの仕事をしておりました。

ったところから，あとは資産運用における
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金融取引などにもかかわっております。本

と申します。期は新 61 期で，名古屋大学の

日はどうぞよろしくお願いいたします。

法科大学院に行く前は，14 年間三井アセッ
ト信託銀行というところで企業年金の運用

（鈴木）徳山さん，ありがとうございました。

とか営業をやっており，そこでは全く法律

続きまして足木さん，お願いします。

にタッチしていませんでした。今や絶滅危
惧種の第 1 期の未修者コースの社会人経験

（足木）ブロードメディアの足木良太と申し

者ということでございます。社会人経験者

ます。よろしくお願いいたします。他のパ

から見た企業内弁護士の魅力というものは

ネリストの方が名だたる企業なのに対し，

どういうものか，伝えられたらいいなと思

ブロードメディアという会社は皆さんご存

っております。

知ではないと思うのですが，昨年アカデミ
ー賞を取った『ハートロッカー』という映
画を配給したり，この間イ・ビョンホンの
『悪魔を見た』というちょっと残虐な映画
をしたりとか，ご存知ない方もいると思い
ます。その他，レンタルビデオをテレビで
見るというサービスなど，いろいろやって
いる会社の法務部長をしています。もとも
とは子会社のヒラ部員だったのですが，司
法試験に合格してなぜかそのまま法務部長
に就任し，年上の部下に囲まれて毎日楽し

あと，完全に私ごとで恐縮なのですが，

くやっているところです。今日は我々みた

この 3 月に私のロースクール生活とか，新

いな中堅どころの会社の法務部の魅力を，

試験の経験談を綴った本を出しまして，題

違う角度からお伝え出来ればと思っていま

名は『ロースクール新司法試験をかけぬけ

す。よろしくお願いいたします。

た 40 歳男子，すべてを語る！！』という全
くベタなタイトルなんですが，鈴木孝司と
いう名前で検索していただくとアマゾンで
ヒットします。ロースクールでの勉強の方
法なんかも書いてありますので，いきなり
買うともったいないと思う方は立ち読みし
ていただいて，確認していただいてかまい
ませんので，もし良かったらご覧ください。
よろしくお願いいたします。
すいません。そうしましたら，私は本の
宣伝も出来ましたので，ほぼやるべきこと
は終わったということで，ここからはリラ
ックスしてやらせていただきたいと思いま

（鈴木）足木さん，ありがとうございました。

す（笑）。こういったシンポジウムは今回

では続きまして，改めまして，私，大和証

が 3 回目なのですが，例年非常に皆さんの

券キャピタル・マーケッツのコンプライア

リアクションも堅くて，真剣故にというこ

ンス部でインハウスをやっております鈴木

とだとは思うのですが，それに引きずられ
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て私どもも非常に緊張してやっていまし

出来るという期待もありましたし，自分の

て。弁護士と言っても人前で話す機会ばか

キャリアアップになるとも思いました。

りというわけではありませんので，緊張す
ることは間違いないわけですね。私もいま
だに緊張しているわけですが，ここからは
会場の皆さんも含めて，リラックスしてや
らせていただきたいと思います。今日はそ
れほど暑くないかもしれませんが，だいぶ
会場が混んでいますので，お茶とか飲みな
がら聞いていただいてかまいませんので，
リラックスして聞いてください。
２

なぜ組織内弁護士になったのか

・国家公務員，地方公務員，民間企業に就職し
た経緯

（鈴木）出向というのは，事務所の命令なん
でしょうか。

（鈴木）そうしましたら内容に入らせていた
だきます。まず，本日のテーマに沿いまし

（中崎）命令ということではなくて，きちん

て，なぜ組織内弁護士になったのかという

と選択肢があって，断るという選択肢も与

ことを，まあ「ずばり」ということですが，

えられた中で，面白そうだと思って受けま

それを聞いていきたいと思います。これは

した。

まず貫井さんからお願いします。
（鈴木）事務所によっては命令に背けないよ
（貫井）私の場合は，弁護士会から東京都が

うなところもあるらしくて，ですから，あ

訴訟担当を任期付で募集しているというフ

る日いきなりインハウスということもある

ァックスが来たということが直接のきっか

ようなので，そういった観点からも今日は

けです。それまでは普通に弁護士をしてい

よく聞いておいていただけたらなと思って

たのですが，もともと公共の分野の仕事が

います。事務所に入ったから自分はインハ

したかったというところもございますし，

ウスには関係ないよと思っていながら，い

大学時代には行政法のゼミに入っておりま

きなり組織内弁護士になるということもあ

した。また司法試験も，もう古い試験なの

るということを念頭に置いておいてくださ

ですが，昔の法律選択があった時代に，行

い。中崎さんは，命令じゃなかったら，な

政法を選択しておりまして，そういった意

ぜ事務所からの出向要請を受けたんです

味で行政活動とか行政訴訟の分野に関心が

か。選択の余地があったのに。

ありましたので，ファックスでその情報を
いただいたことをきっかけに応募をいたし

（中崎）話としては流動化・証券化協議会と

ました。

いうところの研究会の運営を手伝ってくだ
さいという話と，あとはクレジットカード

（鈴木）では中崎さん，お願いします。

の法律の改正と，あとは電子マネーについ
ての産業促進などの話があり，それは面白

（中崎）私の場合は出向です。面白い仕事が

そうだと思って受けました。
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うシンポジウムなどでインハウスという存
（鈴木）何か事務所での激務が影響していた

在について知る機会がなかったのですが，

という話も聞いたんですが。

合格した後，知人の弁護士の方から，『イ
ンハウスローヤーの時代』という本をいた

（中崎）当時，たまにですが，心臓が痛いと

だきまして，そこでいろいろなインハウス

いうこともあり，体調に不安を感じていた

の方が紹介されていたのですが，それを読

ことも判断に影響しているかもしれませ

んで興味を持ったというのがきっかけにな

ん。

ります。その後，東京三会の合同説明会に
来たのですが，結構説明会って事務所の説

（鈴木）赤裸々な話，ありがとうございまし

明が満杯で入れないということがありまし

た。2 度目も役所ですよね。またその後ヤ

て，そういう時に空き時間で，たまたまポ

フーということで，ヤフーに行かれたとい

ーンと企業の説明を受けまして，その時に，

うのは，どういった経緯なんでしょうか。

組織の一員となって，当事者として前向き
な仕事が出来るという点にすごく魅力を感

（中崎）長島・大野・常松法律事務所の先輩

じたというのがありました。

でも過去にヤフーに行っている方がいて，

また，法律事務所にも就活はしていたの

仕事も面白そうだったということで受けま

ですが，なかなか魅力を感じるところがな

した。

かったという状況の中で，ある企業のイン
ハウスの方から熱いお誘いを受けたことが

（鈴木）では続きまして張さん，お願いしま

ありまして，それが最終的にはインハウス

す。

という道に傾いたきっかけになっていま
す。

（張）私は新司法試験を 2 回受験しているの
ですが，1 回目の受験後は大失敗してしま

（鈴木）ということは，現在は，熱いお誘い

ったことを自覚していたので，あまり真剣

を受けた会社にいらっしゃるということで

に就職活動をする気にはなりませんでし

いいのですか。

た。ただ来年のために情報収集だけはして
おこうと思って，合同就職説明会等に積極

（徳山）それはいろいろ大人の事情がござい

的に参加するようにいたしました。そのう

まして，ノーコメントということでお願い

ちの一つの説明会で，インハウスロイヤー

します（笑）。

の先生が講演をされるのを目にしまして，
そういう働き方もあるのだということをそ

（鈴木）では足木さん，お願いします。

の時に知り，興味を持ちました。その後イ
ンハウスに関する情報を収集するうちに，

（足木）私はですね，裁判官・検察に皆さん

どんどん興味が膨らみ，2 回目の受験後は，

なるかということがあるかと思うんです

もうインハウス一本に絞って就職活動をい

が，実際に研修をやってみて，裁判官もあ

たしました。

まり外で活動も出来ない。検察も，私はあ
まり被疑者に対して強く言えないなと思っ

（鈴木）続きまして徳山さん，お願いします。

て，やっぱり弁護士だなと思っていました。
そんな時に弁護士修習に行きまして，いろ

（徳山）私は，法科大学院時代には，こうい

んな弁護士事務所を見て話も聞きました。
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大きい事務所でも小さい事務所でも，移動

いうつもりで進学したような経緯がありま

距離が少なくて，秘書と自分の机の間で。

す。

たまに裁判所っていう，触れる人間の人数
が少ないなと思っていたところ会社の役員

・なぜ，法律事務所ではなくインハウスなのか

の方が一席を設けてくれて，戻ってきてく
れたらいい待遇をしてやるということを言

（鈴木）では続きまして，今の質問にかぶる

ってくださったことがあったので，その勢

部分もあるのですが，じゃあなぜ事務所じ

いに乗って戻りますということで戻った次

ゃなくてインハウスなのかと。これは，ま

第です。

ず即インハウスである事務所経験のない張
さんからお願いします。

（鈴木）事前に打ち合わせをした時は，もと
もといる会社が好きだったからっていう話

（張）そうですね。まずはやはりアドバイザ

も聞いていたんですが，それにコメントし

ーとしての立場ではなくて，まさにメンバ

ようかなと心の中で準備をしていたんです

ーとしてその案件の最初から最後まで深く

が，そこら辺はどうでしょうか。

関与することが出来るという点に非常に強
い魅力を感じました。あとは，私は訴訟と

（足木）最初は，もともといる会社が好きだ

いうものにあまり強い関心がなく，それよ

って言おうとしたんですが，それでは全く

りも訴訟に至る前の段階で，紛争を予防す

理由にならないなっていうのを感じたの

ることの方に関心を抱いたことも理由の一

で，ちゃんとした理由を言おうと思いまし

つです。あとは英語を使った仕事をするこ

た。

とに関心がありまして，グローバルに事業
を展開している会社であれば，そういった

（鈴木）ありがとうございました。インハウ

仕事も多く存在しているのではないかと思

スになった方にはいろんなきっかけの方が

ったことも志望動機の一つです。最後に，

いるとは思うんですが，インハウスとして

私はどちらかというと朝型で，あまり不規

会社とか組織に入ると，自分のしたい仕事

則な生活は得意ではないので，規則正しい

ばかりは出来ませんので，そういう意味で

生活を送りたいというのも動機の一つで

は，自分の入っている組織の仕事が好きっ

す。

ていうのが結構大事かなっていう感じがし
ます。そうじゃないとなかなか続かないの
かなという感じがしますので，そこは進路
を選ぶ時には参考にしていただきたいと思
います。
あと私の個人的な観点からいうと，私は
実は 3 人の子持ち弁護士なものですから，
やはりワークライフバランスの観点からし
ても，心臓が痛くなるまで夜遅くまで働か
なくてもいいということもあったので，そ
のようなことを考えていまして。もともと
ロースクールに進学する時から，インハウ
スになるっていうか，まあ企業人に戻ると

（鈴木）続いて徳山さん，お願いします。
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さんやっているので，そういうところです
（徳山）先ほどもちょっとお話をしたのです

かね，魅力を感じた点は。

が，組織の一員となって，当事者として働
きたかったと。どうしても弁護士というと，
通常代理人という形で仕事をしますので，
クライアントの判断をサポートする形にな
ってしまうと。そうではなくて，自分が当
事者となって決断をしたいということがあ
って，インハウスという道を選んだという
のが一つです。また，先ほども出てきまし
たが，ある企業のインハウスの方からお誘
いを受けた時に，社内の他部署の方といろ
いろお話をする機会を設けていただきまし
て，法務，法律の専門家だけではなく，い
ろんな分野の専門家の方とお話が出来たと

（鈴木）あと私も事務所経験がありませんの

いうのが，大きかったかなと思います。

で，即インハウスということで補足させて

それから，私個人の性格というか，そう

いただきたいと思うんですが。私の場合は

いったところも絡んでくると思うんです

ちょっと現実的なのですが，社会人経験者

が，ちょっと人と変わったことをしたかっ

として，自分のキャリアですね。現実問題

たというのがあって，インハウスという，

として十数年働いたキャリアを評価して給

弁護士としては割と新しい道，分野に進み

料を決めてくれたということですね。です

たかったというのも一つかなと思っていま

から端的に言うと，事務所に入るより企業

す。

に入った方が給料が，一部例外的な事務所
もありますが，通常の事務所に入るよりも

（鈴木）我々全員が変わっていると思ってい

給料が高かったということもあります。自

るわけではないということは，ちょっと補

分を含めて家族 5 人食べていかなければい

足させていただきたいと思います（笑）。

けないという現実がありましたので，そう

では足木さん，お願いします。

いった切実なものもありました。
あとまあ会社に自分以外にもインハウス

（足木）そうですね。私もお二方と同じよう

がいたので，これはいいと。いろいろ教え

な感じでして，やはり外部にいるとなかな

てもらおうと思って入ったんですが，その

かビジネスの中身までは突っ込んだことが

先輩弁護士が香港に行ってしまったりし

出来ないのですが，積極的にプロジェクト

て，今は自分がすっかり古株になっちゃい

とかに入っていって意見を言ったり，アイ

まして，組織にいるとそういった意味で人

ディアを言ったりとかですね。今中国とも

が動くということも，いい面であったり悪

取引をやったりしているんですが，中国の

い面もあるのかなと思いました。例えば信

方々が来た時に一緒に釣りに行くとか，日

頼していた上司がいなくなるとかですね。

本の釣りの良さを教えるとか，ビジネスな

その代わり嫌な上司もいなくなるというこ

んですが，かなりステップインしていろん

とで，まあ組織のいい面悪い面はそういう

な人と交わりながらやっていくというとこ

ところにあるのかなと思いました。

ろに魅力を感じて。あとは海外案件もたく

では，今の即インハウス 4 人組に対して，
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事務所経験があるお二人から，そうじゃな
いんじゃないの？というのがあるかもしれ

（鈴木）では中崎さん，ずばり企業内弁護士

ませんが，お話を聞きたいと思います。お

の魅力はなんですかね。

二人はあえて事務所からインハウスという
道を選択されているので，やりがい的な部

（中崎）仕事の面白さだと思います。大手法

分とかぶるかもしれませんけど，その経緯

律事務所も仕事はとても面白いのですが，

などをお話いただけたらと思います。貫井

違った面白さがあります。例えば，契約を

さん，お願いします。

作る時にも，将来の自社の企業戦略や，自
社のビジネスの内容，リスクなども分かっ

（貫井）私の場合は，先ほどお話ししました

た上で契約を作らないと本当の意味でよい

ように最初に検事でしたので，大きな意味

契約は作れないと感じています。逆に，戦

ではインハウスだったと言っていいと思い

略を立てるにしても，自社の重要な契約に

ます。私が検事に任官する時には，検事は

ついて理解していないと，自社の戦略も立

国家の，政府の弁護士だという言い方もあ

てられないという風に感じています。そう

りまして，そういった認識も持っておりま

いう意味で，すべてが有機的につながって

した。そういった組織の中で働いていたと

いるように思います。

いう立場から一転弁護士になりますと，今
4 人の方々がおっしゃっていたように，会

（鈴木）確かに契約書とかですね，中央銀行

社の外からクライアントに対して客観的な

の契約書を外部に審査してもらうと，こう

第三者としての立場からのアドバイスをす

直してくださいとかああ直してくださいっ

るという立ち位置になるのだなということ

て言ってきたりするんですが，外国政府の

を，私としては強く感じたところなんです

中央銀行にそんなことを言っても直してく

ね。組織の意思決定に弁護士ですから大き

れませんから，そういった温度感とか，中

な影響は与えますけれども，やはり組織と

にいないと分からないということもありま

してどうするのかというところは，組織の

すので，確かにつながっているという感じ

中の人が決めることなんだろうと。私とし

はその通りかなという気がしますね。

てはそこに物足りなさを感じて，やはり内

そういった仕事って，事務所の仕事に比

部の職員として責任を持ってかかわりたい

べて弁護士のキャリアアップ的にどうなん

という思いがありました。ただ，この点は，

でしょうか。

私の同期の弁護士と話をしていても，中に
いては出来ないことがある，外だからこそ

（中崎）事務所の中にいても外にいてもそう

言えることがあるのだというふうに強く熱

だと思うのですが，結局は面白い案件にぶ

く語られる方もおりまして，それはそれぞ

つかることが大きいと思います。企業でも

れの考え方なのだろうと思いますけれど

役所でも，面白い案件というのはいっぱい

も，私としてはやはり自治体というさまざ

転がっています。一方で，弁護士があまり

まな利害調整をして，公の利益を追求する，

いないので，重宝されていろいろな案件で

公共の福祉を実現するというそういう業務

声が掛かったりして，とても勉強になった

について，積極的に責任を持って自ら政策

りします。それから，自分の意見で大きく

形成・事務事業遂行にかかわっていきたい

方針が変わったりすることもあり，それが

と，そういう気持ちが大きかったので『中』

成果に結びついたりすると，とてもやりが

という位置を選んでおります。

いを感じます。
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それとちょっと毛色が違いますが，損害賠
（鈴木）まあ確かに事務所はみんな弁護士で

償額の決定という事務も行っています。

すからね。
（鈴木）どちらかというと企業は，法務部と
（中崎）もちろん，企業や役所でなければ得

かコンプライアンス部というところが多い

られない経験ですとか，得られない知識と

のかなと思うんですが，そういう意味では

いうのも多くあります。

あれですかね。自治体の方が何をするか分
からないというぐらい幅が広いということ

３

現在，組織内弁護士として，どのような仕

なんでしょうかね。

事をしているのか
・自治体，官庁，企業のインハウスが，一般的

（貫井）今，自治体の中にいる有資格者とい

にどのような仕事をしているのか

うのが，基本的には任期付なんだろうと思
います。任期付の場合は，職を特定した上

（鈴木）ありがとうございました。そうしま

で募集しますので，私の知っているところ

したら続きまして，大体パネリスト 6 人が

では教育委員会に配属されている人もいま

どういう経緯でインハウスになったかとい

すし，人事委員会もいます。労働委員会も

うのをざっくり大体つかんでいただけたか

ありますし。東京都ですと，訴訟を担当し

なと思うんですが。じゃあ次は，どういっ

ている法務課というところにもおります

た仕事をしているのかというところを，ま

し，私のようなこういった相談対応なり，

ず一般的な話として，ご自分がご担当して

庁内的にいろいろな法的な見解を示すとい

いるという仕事というよりも，一般的にど

う部署に配属されている者もいます。ただ，

ういう仕事をしているかという点から，ま

試験を受けていただく，任期付でない通常

ず自治体はどんなことをしているのかとい

の採用形態であれば，庁内をいろいろと動

うので，貫井さんからお願いします。

くことになりますから，そういう意味では
何にでもかかわれるというところかなとも

（貫井）自治体のインハウスがどういう仕事

思います。

をしているかというところは，とても難し
い質問でございます。自治体の場合，所管

（鈴木）続きまして，公務員という観点から，

事業の幅がとても広いので，配属先によっ

官庁経験者の中崎さん。官庁の話をまず中

て全く違う仕事をしているのではないかと

心にお願いします。

思っております。例えば，私の場合は，東
京都の知事部局におりますが，公営企業と

（中崎）基本的には一般の公務員と同じです。

か行政委員会とか，いろいろなところに職

とはいえ，法律による行政の原理があるの

場がございますので，配属先によってきっ

で，補助金でも何でも法律が関連してくる

と違うのだろうと思っています。

業務が多いという印象を持っています。例

私自身は，現在庁内各局から相談を受け

えば法律改正の際にも，各省協議で他省庁

た時の相談対応や，法律の解釈とか法的な

が法律を作る時にいろいろと協議をしたり

見解を庁内に提示するというような仕事も

する際にも，また，政策立案・企画立案を

しております。また，条例を立案する際の

する際にも法律的知識が有用です。国会対

法的な課題の検討もありますし，庁内の職

応についても同様で，多くの業務に法律が

員向けの研修内容の検討や実施をしたり，

いろいろと関係してきます。
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（鈴木）具体的に言いますと，どういう形の
話になるんですかね。
（中崎）例えば，法律改正するといった場合
には，各省との折衝とか，法制局の審査と
いうのがありますので，私のケースで行く
と法務省の民事局と割賦販売法の民事ルー
ルについて詰めたりしました。割賦販売法
では，クーリングオフがあった場合の民事
ルールというのを制定したのですが，ここ
は民法の三者間不当利得のところで学説が

（張）そうですね。法務部の構成は会社ごと

入り乱れており，法律関係がよく分からな

にさまざまかとも思いますが，当社の場合

いということで，法律で清算方法を決めて

は法務部が 100 名ほどおり，コンプライア

しまおうということで，不当利得の清算方

ンス法務部とコーポレート法務部，そして

法を条文に書いてしまいました。

私が所属するビジネス法務部に分かれてお
ります。株主総会関係はコーポレート法務

（鈴木）それ転用物訴権とかいうやつですか。

が担当しており，私が所属しているビジネ
ス法務部は，契約審査及び交渉を担当して

（中崎）そうですね。転用物訴権のような三

おります。あと法律相談を受けたり，独禁

者間不当利得の問題です。

法の対応や，社内での講師等も担当するこ
とがあります。

（鈴木）全然関係ありませんが，私は名古屋
大学のロースクールで加藤雅信先生に教わ

（鈴木）徳山さん，何か補足はありませんか。

ったのですが，たしかブルドーザーのやつ
ですね。皆さんも習っている方は多いと思

（徳山）私，今日の 6 名の中では唯一なんで

いますが，そんな話が具体化された法律の

すかね。会社の訴訟の代理人となることも

立案をされたというか，立法をされたとい

あるという点で，訴訟についてですが。私

うことでよろしいでしょうか。

自身代理人になることもありますし，あと
は訴訟管理の方がメインにはなってきます

（中崎）はい。

が，ここ最近どういった訴訟，ADR も含め
紛争が起きているかということについてま

（鈴木）なかなか企業だと得られないような

とめるということもやっています。

経験ですね。ありがとうございました。
じゃあ続きまして，今お二人から自治体

（鈴木）足木さん，お願いします。

と官庁というお話を伺ったのですが，企業
の方は 4 名いますので，それぞれ補足して

（足木）そうですね。お二方と方向は同じな

いただきながらお話を聞きたいと思いま

んですが，そんなに大きな会社ではないの

す。まず張さん，企業では一般的にどのよ

で，すべてのグループを見ている関係で，

うな仕事をしているのかお願いします。

先週までは株主総会の方がだいぶ忙しくて
ですね。まだ若手といえば若手なんですが，
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事務局で社長にビラを出す練習とか一生懸

・インハウスとして実際にどのような仕事をし

命やったりとかですね。今回震災のことが

ているのか

あったので，震災中に何か起きた時のシミ
ュレーションなんかを作ったりしていまし

（鈴木）続きまして，そういった一般論とか

たね。あとはグループ内のコンプライアン

ぶる部分もあるかもしれませんが，そんな

ス研修とか，何かあればマスコミの対応も

中で実際にどういった仕事をしているのか

やったりしております。

という話については，貫井さんにはだいぶ
お話をいただいたということなんですか

（鈴木）業界によって少しずつ変わると思う

ね。補足していただけるようなことはあり

のですが，私は証券会社，金融業界なので

ませんか，より具体的な話という意味で。

すが，大きく分けるとですね，インハウス
って法務とかコンプライアンスといったミ

（貫井）実際に担当している仕事の内容とい

ドル部門で非常に広い範囲をカバーすると

う意味ではですね，先ほど庁内からの相談

いうところと，フロント，張さんが若干フ

対応とか，法律的見解の提示といった形で

ロントに近いかなと思うんですが，より実

抽象的にお話をしましたが，
例えばですね，

務的・専門的・限定的な範囲で専門的なと

自治体ですので行政処分を行いますが，行

ころをやるというふうに大きく分かれると

政処分を行うにあたって要件が充足してい

思います。その中で会社の法律相談とか契

るかとか，認定された事実が正しいかとい

約審査とか，社内の規約を作ったり，研修

うところについてももちろん相談を受け

の講師をしたり。あとは訴訟対応とかがあ

て，こちらで見解を示したりしています。

るのかなと思っています。

また行政法が皆さん必修ですので，裁量

あとは私と徳山さんは金融業界ですが，

行政の判断のしかたなども習っているかと

金融業界で非常に大きいのは，当局対応，

思いますけれども，自治体の現場には裁量

金融庁ですね。先ほどだいぶ立派なパンフ

行政の場面がたくさんありまして，裁量行

レットが入っておりましたが，金融庁との

政については，何をどのように考慮すべき

当局対応というのは非常に重い部分があり

かというところが一番大きな課題となって

ますね。

おりますけれども，そういったところにつ

あとフロントだと，債権の保全とか回収

いても，所管の職員と一緒に検討をして，

をするようなこともあるようです。私の会

見解を示したりしています。

社で弁護士が債権の保全・回収をやってい

また，自治体ですので，いろいろな政策

るというのは今のところはないですが，会

を新しく立てたり新しい制度を構築したり

社によってはそういったところまでやって

することもあるのですが，そういった場合

いると聞いています。あとはフロントのフ

には，そもそも憲法ですとか自治法など，

ロントとして，前面に出て営業をして，顧

根幹となる法の精神からして，そもそもど

客折衝をすることもあり得るのかなと思っ

うあるべきなのかというところも，最初か

ていますので，非常に広い範囲がカバーさ

ら絡んで検討することもございます。補助

れているということかと思います。

金はどういった場合に交付すべきなのかと
か，補助要件はどうあるべきか，何が起き
たときに補助金交付決定を取り消して返さ
せるべきなのかということなんかも，相談
に上がってきます。
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このように，自治体の現場には，実際に

（鈴木）実は私ども企業のインハウスは，自

は法的な課題がたくさんあって，常に法的

治体とか官庁の話はよく分からないのです

な課題と向き合って事務を遂行することに

が，非常に興味深い話ですね。新試験の勉

なりますので，こういった法的な課題を検

強で丸暗記した自治体の長の専決は，実は

討することができる要員は，たくさんいれ

貫井さんがしていたということも初めて知

ばいるほどいいという状況にございます。

りました（笑）。いろんな義務付けとかで

また，先ほど賠償というお話もしました

すね，皆さん行政法で勉強されていると思

が，これなぜそういった話が出てくるかと

いますが，そういった形で具体的に使われ

いいますと，自治法は皆さんあまりごらん

ているということで，少しイメージを持っ

になっていないかもしれませんが，本来的

ていただける機会にもなったのではないか

には賠償をする場合には議会の議決が必要

と思っています。

になるのですが，一定額については，知事

続きまして中崎さん。官庁時代にはどう

サイドで専決処分をすることが出来るよう

いったことをしていたか。先ほどご説明い

になっておりまして，東京都の場合 3,000

ただいた部分もございますが，改めてお願

万円以下については，知事限りで出来るこ

いします。

とになっています。例えば，都道に穴が空
いていて車が落ちたという事故が発生した
り，東京都ですので警視庁や東京消防庁も
ありますが，警視庁や消防庁の職員が車で
緊急走行などいたしますので，事故も起こ
します。そういった場合に，どういった賠
償をするのかといった場合にこちらの方で
決定をするのですが，これは弁護士の皆さ
ん方に一番馴染みがあるところだと思いま
す。そもそも賠償責任があるのか，過失割
合はどうなんだとか，損害額はいくらかと
いったところを検討して，実際に額をはじ
き出して決定することになっております。

（中崎）私は経済産業省取引信用課というク

また，条例の話もさせていただきました

レジットカードの業所管のところにおりま

けれども，最近ですと暴力団排除条例とい

した。業所管課として，監督行政も担当し

うものも制定いたしましたし，また今実際

ているし，産業振興も担当している課でし

に動き始めているところですけれども，緊

た。業所管課ということで，法律を適正に

急輸送道路に面する建物の耐震化を促進す

執行し，業者を監督しながらも，業界から

る条例というものを制定しております。こ

困っているので助けてくださいという趣旨

れについては，耐震診断を受ける義務を課

の要望を受ければ，合理的な範囲で，その

したりしているものもございますので，そ

要望にこたえるように尽力するというのが

ういった義務付けをするにあたって，憲法

業所管課の基本的なスタンスと認識してい

上の問題ですとかそういったものを必要に

ます。

応じて検討に加わるという形で仕事をして

したがって，例えば業界から税制面で困

おります。

っていますと仮に言われれば，内容の合理
性について検討の上，省内のとりまとめ課
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を通じて，税制改正要望を財務省などに持

同席することもあります。取締役会の議事

ち込むこともあります。業界がアジア進出

録作成の担当として，取締役会に臨席する

に際して困っているということであれば，

こともあります。

どのような理由で困っているのかをヒアリ
ングし，省内のアジアを担当している他の

（鈴木）これは事務所の仕事のしかたと比べ

課などと協力して，課題解決のための施策

ると，どういった違いがあるんですか。

を打ったり，対外交渉を進めてもらったり
することになります。

（中崎）事務所というのは基本的に選ばれた

それから業界が他国の関税でビジネス上

案件で，事実もクライアントに都合のいい

困っている，これは WTO 法（GATS）違反

事実しか出てこなかったりする時もありま

ではないかなどという話に仮になれば，

すが，企業内弁護士というのは日常の案件

WTO に訴えるか訴えないかなどという点

も含めて全部見ることができますので，ど

の検討をすることになります。WTO とい

っぷりという感じです。

う話になっても，結局は法律が理解できな
いといい仕事が出来ないという話になりま

（鈴木）続きまして，先ほどの話とかぶるか

す。

もしれませんが，今具体的にどういった仕

それから他省庁が改正する法律が所管す

事をしているか，張さんお願いします。

る業界に悪影響を及ぼさないかということ
もチェックします。新しい法律案により不

（張）先ほども少しお話をいたしましたが，

当に悪影響を被るというような声が業界に

契約審査や交渉を担当するビジネス法務部

多ければ，そういった業界の意見を吸い上

に所属しておりますので，日々の業務の中

げて代弁し，役所として牽制をすることも

では，契約の審査が多くの割合を占めてい

あります。省庁が牽制しあうというと，省

ます。また，希望されれば交渉に同席する

益を争っているようで悪く聞こえるかもし

こともあります。

れませんが，視点の異なる立場から意見を

あとはビジネス法務部の中で，私は海外

いいあって，利害調整をすることによって

案件を担当するグループに所属しておりま

より良い法律が出来るのだと私は思いま

すので，海外案件の占める割合が高いです。

す。

当社はメーカーとしてさまざまな製品を製
造販売しておりますが，私はそういった製

（鈴木）なかなかダイナミックな話なので，

品を販売する方の契約は担当しておりませ

すごいなと思いました。じゃあ官庁の時は

んで，その製品の中に組み込むソフトウェ

そういった仕事を具体的にされていたとい

アなどを購入する購買契約の方を担当して

うことですが，今ヤフーではどういった仕

おります。なので物品の売買契約だとか，

事をされているんですか。

ソフトウェアのライセンス契約等が多いで
す。

（中崎）契約チェックなどもやっていますし，

あとは大学との共同研究というのをよく

決済面の戦略的な相談へのアドバイスなど

やるのですが，その共同研究契約というの

もやっています。社内規則をどういうふう

を見ることがとても多くて，それは非常に

に変えていくのかなど，そういったことの

面白いです。

検討もやっています。契約交渉の場に応援
に来てくださいと言われて契約交渉の場に

（鈴木）交渉に同席した時に，ちょっと待っ
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たとか言って，張さんがもの申したりする

ましょう」ということをすることもありま

ことは結構あるんですか。

す。
で，割といたずらに刺激的なことを対応

（張）あります。

していますと，不毛な訴訟に発展したり，
あとは苦情の段階でこっちから容易に何か

（鈴木）私の経験では，交渉に同席をしても

提案をしてしまった，苦情解決に何万を出

結構口を出せなかったりすることがあるの

しますという提案をしてしまった場合に

と，専門的すぎてついていけない場合とか

は，後々不合理な和解を求められることも

もありますし，基本的にはあくまでも法的

ありますので，そういった時は，そういう

な部分で出番があるわけで，ビジネスの現

不合理な対応・和解を求められることのな

場の話って最初は分からないじゃないです

いように意識して，苦情段階から対応して

か。だからなかなか口出ししにくい部分も

いくことがあります。

あるのかなと思ったんですけど，結構口出

保険会社ということですと，そういった

しというか，ご意見出来る機会が多いとい

訴訟の中でカルテを読む機会も中にはある

うことですね。

わけでして，私も昨年かかわった事件で，
カルテをいろいろ，こんな分厚いカルテを，

（張）そうですね。同席を希望される時には，

全く医学的な知識がないまま読んで，一時

口を出すことを期待されて依頼されますの

期前立腺がんについてすごく詳しくなった

で，その時にはこちらとしても，私が言わ

ことがありました。そういった時は，看護

ない限りその事業部の方が言えなかったり

師などにも相談しながらやっていたことが

もするので，そういう時は積極的に意見を

あります。

申し上げるようにしております。

あとは私個人として担当しているのは，
CM ですとかパンフレットなどの募集資料

（鈴木）現場のリスクヘッジとして連れてい

と言われるものですが，それについて景表

かれているということもあるということで

法的に問題がないのかということにかかわ

すね。ありがとうございます。続きまして

っています。当社の宣伝にもなりますが，

徳山さん，お願いします。

昨年度初めて「うさりん」というキャラク
ターが出来まして，そのキャラクターを使

（徳山）張さんから契約というところでお話

った CM 作成などにも一部かかわっており

が出たので，私からは訴訟など，紛争にか

ました。

かわるというところで。ADR も含めて，紛
争が起こったという時に，苦情段階からそ

（鈴木）あまり「うさりん」，メジャーにな

れに関与していくことが出来るというの

っていないようですけど（笑）。すいませ

は，一つの役割なのかなと思っています。

ん。続いて足木さんお願いします。

割とそういう苦情対応している部署という
のは，強面のおじさん方が多くてですね，

（足木）私の業界の色という面で見ると，著

結構刺激的な発言ですとか，あとは文書を

作権とか知的財産権を勉強されている方っ

送りたいということを言うのですが，そこ

てどれぐらいいますかね。あまりいないで

ら辺は後々訴訟などに至った場合のことも

すね。著作権はまだまだ固まっていないと

含めて，ソフトランディングを意識して，

ころが多いものですから，うちの会社は割

それを「まあまあもうちょっと丁寧に行き

と新規事業をとにかく，チャレンジャブル
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なものに攻めていきたいということで，テ

印象を持ちながらやっている仕事ですね。

レビでレンタルビデオが出来るというサー

そういう意味では。良くも悪くも，会社の

ビスについても，例えばそれがどういう権

内部事情に即した仕事の内容になるといっ

利なんだと。テレビ権なのか，あるいはパ

たことなのかなと思っています。

ソコンに対するものなのかとか，そういう

とりあえずこれでどういう仕事をみんな

まず立ち上げのところからどういう法的問

がしているのかという話まで終了させてい

題をクリアするかというところに積極的に

ただきます。

入っていくと。またハリウッドチャンネル
っていう子会社があってですね，全世界に

司会（藤本）そういたしますと，14 時 45 分

寿司の魅力を伝えたいっていうすしアプリ

まで少し休憩を挟みたいと思います。質問

っていうのを作ったんですね。で，全世界

用紙なのですが，後ろに係の者が箱を持っ

何か国かに寿司のアプリで，それを押すと

ていきますので，質問がございます方は，

外国語のトロだったらそれぞれの言葉で言

この部屋の後方にあるその箱に質問を入れ

うんです。それを作る時に，ロシア語の規

ておいていただければと思います。それで

約を作るべきかとか，いろいろクリアすべ

は 45 分からまた再開したいと思います。
よ

き問題を尋ねられて，そういうのを一つひ

ろしくお願いいたします。

とつクリアしていくと。場合によっては，
外部の弁護士に意見をもらったりとかする

(休憩)

という新規事業の点が，ちょっと業界の色
としてあると思います。

司会（藤本）

それでは後半を始めたいと思

います。よろしくお願いします。
（鈴木）私の仕事についても若干話させてい
ただきますと，いろんな法律相談を受ける

４

組織内弁護士としての「やりがい」と「苦

のですが，それ以外に官庁にどう対応する

労」

かということを結構相談されます。聞きに

・インハウスならではの一番楽しいことは何か

行くべきか行かないべきかと。聞きに行く
とやぶ蛇になるようなこともありますの

（鈴木）では後半を開始します。今までなぜ

で。決して悪いことをやっているわけじゃ

組織内弁護士になったのかとか，どういっ

ないのですが，金融庁としては，非常に業

た仕事をしているのかといった話をさせて

者が悪いことをしないかという観点で見て

いただきましたが，ここからは，もうちょ

いるわけです。そもそも悪いやつじゃない

っとメンタルと言ったら変ですが，やりが

かという目で見ていますから，そういう人

いとか，つらさといったところに入ってい

たちに疑われないようにどうするのかと。

きたいなと思っています。まずは，組織内

それでここまで検討したら，もうここから

弁護士としてのやりがいと苦労とタイトル

先は聞きに行くのはやめましょうといった

して，皆さんに聞いていきたいと思ってい

ジャッジメントを，最終的には私の責任で

ます。

はないのですが，部長とかに対して，ここ

最初は，インハウスならではの楽しいこ

ら辺にしておきましょうということを示唆

とということで，じゃあ張さんからお願い

するとか，そういった意味ではビジネスジ

します。

ャッジの一端を担っているということが，
まあ外部の事務所と若干違うのかなという

（張）まずは，私がインハウスを志望した動
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機の一つでもあるのですが，アドバイザー

つほど考えられると思っています。一つは，

としてではなくて，メンバーとして一つの

多少ではあっても，自分がやっている業務

案件に取り組めること。そういう一体感は，

が適正な行政執行に貢献するということが

入社して本当に実感しています。あとは，

出来るところがあります。法的な観点もも

他部門の方からその案件に関する深い話を

ちろんですが，政策論としての当・不当の

聞けるというのも非常に面白い点でして，

問題に踏み込めたり，東京都の場合かなり

例えば私は今，スーパーコンピュータに載

局の数がたくさんあるのですが，他の局の

せるアプリケーションを開発している部門

政策との整合性を考慮してアドバイスした

の方々と仕事をすることが多いのですが，

りということも出来ます。

もともと私は非常にアナログな人間で，全

また，二つ目としては，実際に行政を執

然コンピュータにも関心がなかったのに，

行する上では，いろいろな現実の障壁があ

最先端のスーパーコンピュータに携わって

るわけですが，そういったものを乗り越え

いる方々の話を聞くことが出来るというの

て理想の社会に一歩でも近付くような努力

は，非常に面白い点だと思います。

をすること，そういう機会が持てることと
いうのは，仕事をする上でとても楽しいこ
とだと思っています。
三つ目は，今まで皆さんがおっしゃって
いたことと同じですが，同じ組織の一員と
して課題を乗り越えて解決出来る喜びを，
他の職員と共有することが出来ること。や
はり同じ東京都職員という立場で，同じ目
標に向かって進んでいけるというところは
楽しい大きなところだと思っています。
最後四つ目ですけれども，職員の数も多
いものですから，いろんな研修・育成とい
うことが必要になるわけですが，私どもの

（鈴木）続きまして中崎さん，お願いします。

ようなところにおりますと，職員を育成す
るという機会を正面から与えられる，そう

（中崎）張さんとほとんど一緒なのですが，

いう中で職員を育成する機会が持てるとい

一体感があると思っています。企業内法曹

うところも，仕事を進めていく上では楽し

も役所内法曹も，外部カウンセルというこ

いところだと思っています。

とではなくて，内部者としてかかわるわけ
で，内部的な事情などもいろいろと教えて

（鈴木）続きまして徳山さん，お願いします。

いただけますし，まさに自分のプロジェク
トという感じがあって，うまくいった場合

（徳山）既にお話をいただいたこととかぶる

の達成感も大きいです。

部分もあるのですが，やはりいろんな分野
のプロの人と一緒に仕事が出来るというの

（鈴木）続いて貫井さん，お願いします。

は，一番のやりがいかなと思います。例え
ば営業部門ですとか資産運用，人事・会計，

（貫井）楽しいことはいろいろあるとは思い

あるいは先ほどの前立腺がんの話もそうで

ますが，仕事の方に限定して言いますと四

すが，
医者の話を聞くこともありますので，
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そういったことは一番弁護士としても勉強

じゃなくて，それに先ほど私お話しました

になる点です。私も最近まで SPC と TMK

が，ビジネスジャッジメントですね。要は

の違いがよく分かっていなかった，全然知

リスクテイク。法的評価・分析プラスαの

らなかったということもありまして，そう

部分の，ここだったらリスクを取っていく

いった仕事上のやり取りで勉強になること

のだといったところに，当事者として関与

が多いと。

出来るということです。外部の弁護士の意

それと同時に世界観が全く法務の人間と

見を採ると，こういうことをするとこうい

は違うなということに驚かされることも多

うリスクがあります，こういうリスクがあ

いところです。営業部門の方などですと，

ります，こういうリスクはこういうふうに

私がこういったことをやりたいという相談

すると軽減出来ますとか，こういう方法が

を受けた時に，「契約書あるんですか？」

ありますというところまでは意見が結構取

と聞くと，「え，ないよ」って普通に答え

れるんですが，その後じゃあどこまで行く

られるんですね。そういったところで常々

かといったところは，やっぱり当事者じゃ

驚きを感じているところですが，それも一

なきゃ判断出来ませんし。まあそれは外部

つのやりがいかなと思っています。

が出来が悪いとかそういう問題じゃなく
て，内部の人しか出来ないということです

（鈴木）では，私からも。皆さんと重複する

ね。というところが大きな違いかなと思い

部分もあるのですが，やっぱり現場感覚と

まして，ここら辺がインハウスの一番のや

いうか，当事者意識というところを持って，

りがいじゃないかと思っているところで

みんなと意識を共有しながらやれるという

す。

ところが非常に充実していると思います。

では足木さん，お願いします。

当事者意識というのはやっぱり，自分のこ
ととしてやっているんだといった意識です

（足木）皆さん仕事のやりがいということで，

ね。これは若干余談ですが，試験の問題を

仕事を離れたインハウスならではのという

解く時も，新試験なんか当事者意識を持っ

振りがあったものですから，やっぱり一番

てやるということが非常に重要だと思って

力を入れていてかつやりがいがあるのは，

います。常日頃いろいろと新試験合格に向

やっぱり会社の忘年会なんですね。グルー

けてどのように取り組んだらよいかという

プ企業がたくさんありまして，毎年年末に

ことを聞かれた時もよく答えるのですが，

朝 10 時ぐらいから，夕方 6 時過ぎまで 3

当事者意識を持ってくださいと。当事者だ

部制ぐらいにして，グループごとに忘年会

ったらどう言うかと。無理筋の話をしろっ

をするわけです。法務部としてもやっぱり

ていうんじゃなくて，ちゃんと自分の身に

エンタメ系の会社にいる者として，一芸を

置き換えて物事を考えると，いい考えが出

やっぱり披露しなければいけないというこ

るよということですね。問題を解く時も，

とで，いろいろ一芸を考えたりして，その

そういった当事者意識もまあ現場にいるん

達成感はたまらないです。

ですから当然ですが，持ってやれるという

あと若干まじめな話，プロジェクトが成

ことが非常にやりがいがあると思います。

功した時の打ち上げなんかは格別で，この

あとやっぱりですね，多くの人数が関与

プロジェクトに成功したらみんなで焼き肉

しますので，大きな判断の中の，重要な一

に行こうとか言いながらやるっていうのは

部を担っているといった意識が実感出来る

すごく楽しかったりして。ゴルフコンペで

ということです。あとは法的評価分析だけ

は，次回はもうちょっとスコアを上げたい
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なとか，会社ならではの楽しさがあったり

発信にならないようにと思っていますの

します。こういうのは事務所もあるところ

で。

はあると思うんですが，なかなかここまで
会社一体で出来るということはないと思う

（中崎）仕事が好き，あるいは好きと思いこ

ので，一応自慢がてら言わせていただきま

むというのが，楽しく仕事をするためのポ

した。

イントだと思っています。

（鈴木）一体感という意味では，みんなと同

（鈴木）じゃあ張さん，どうでしょうか。

じ話だったということでまとめさせていた
だいてよろしいでしょうか（笑）。インハ

（張）私も辞めたいと思ったことは正直に申

ウス 2 年目ですが，部長ということでかな

し上げて一度もありません。ただ，悪いこ

りおっさんっぽい話でしたが，まあフォロ

ともアナウンスしておく必要もあると思う

ーするわけじゃないですが，部長というこ

ので，強いて 1 点挙げるとすれば，これも

とになればおそらく部の一体感とか，組織

会社によるとは思うのですが，我が社の場

の一体感を醸成することが非常に重要な役

合新入社員が電話を取るという役割を担っ

割なんじゃないかなと，ナイスフォローと

ておりまして，それは私も年齢は新卒の方

いうことで許していただきたいと思いま

と比べて上ですが，新入社員ということで，

す。

最初は電話を取るという役割を担っており
ました。で，ちょっと反射神経が鈍いとい

・インハウスならではの一番つらいことは何か

うこともあり，なかなかうまく取れないこ
ともあったりして，その点は少し苦労をし

（鈴木）続きましてですね，じゃあ逆に，イ

ました。強いて言えばそのぐらいでしょう

ンハウスならではのつらいこととか，例え

か。

ば今いるところを辞めたいと思ったことが

ちなみに，私が入社したのが 1 月で，そ

ないかといった話を聞かせていただきたい

の 3 か月後の 4 月には新入社員が入ってき

と思います。事前の打ち合わせではあまり

ましたので，私の電話受付係は 3 か月で終

ネガティブな話がなかった貫井さんあたり

了ということではありました。

から行かせていただきたいと思いますが。
（鈴木）富士通の場合，求められる人材とし
（貫井）辞めたいと思うようなつらいことは

て，やっぱり反射神経ということですね。

一切ないというのは，本当に正直なところ

貴重な情報ですね。なかなかどこにも載っ

でございます。

ていないと思いますので，皆さんメモして
おいてください（笑）。では続いて徳山さ

（鈴木）あ，以上ですか？

じゃあ続いて中

ん，お願いします。

崎さん，お願いします。
（徳山）何かみんな優等生な回答だったんで
（中崎）ありません。職場に恵まれてきたと

すが，つらいというとですね，保険会社，

思います。

あるいは金融業界特有のことだと思うので
すが，いろいろ社内で昇級にあたって試験

（鈴木）ちゃんと悪いこともアナウンスして

が課せられます。割と簡単な試験から，ち

おいていただかないと，今日間違った情報

ょっとそれなりに勉強しないといけないよ
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うな試験まであって，弁護士で司法試験を

時に何て返したらいいのかなって考えたり

通ってきたというふうに周りから見られる

するんですが，今はうまく慣れて，分かり

と，司法試験に比べればこんなの簡単でし

ました，弁護士に確認しておきます，と爽

ょ？って言われるんですが，割とそれがプ

やかに返せるんですが。

レッシャーに感じていまして。で，なぜか，
試験の結果はもちろんですが，点数まで私

（鈴木）それは足木さん以外の弁護士に確認

の上司のところに届くようになっていまし

しておいてくださいということですか？

て，上司がそれを毎回アナウンスするんで
すね，部内で。それがすごくプレッシャー

（足木）残念ながらそういう意味なんでしょ

になってつらいという点ですね。

うね。

（鈴木）あまり悪い面がアナウンス出来てい

（鈴木）それは私もありまして，いい意味と

ない気がしますが，足木さん，お願いしま

悪い意味があると思うんですが。あえて外

す。

部に聞いてくれという場合と，役立たない
から他に聞いてくれという場合があると思
います。ぜひ前者になるようにみんなで頑
張っていきたいなと思っているところです
ね。
あとはこれ，私のつらいことというか，
どうかなと思っているのは，やっぱり会社
の中というか，組織の中だと，よく言う訴
訟弁護士みたいなノウハウというのはなか
なか身に付かないかなというのはあると思
います。それが弁護士としてやりたい，町
弁みたいな民事訴訟をバンバンやりたいっ
ていうことになると，それはなかなか組織

（足木）そうですね。今までお話した通り楽

内の弁護士とは両立しないっていうのは，

しくやってはいるのですが，インハウスな

そこら辺は皆さんもそうだなって分かって

らではのというので，皆さんもご関心があ

いただけると思うんですが。そういった意

ると思うんですが。私，裁判員裁判がすご

味でのスキルアップは期待出来ないと思い

くやりたいんですが，さすがに 1 か月とか

ます。

会社を休むわけにいかないので，裁判員裁

あとその，一般論なのですが，会社・企

判が出来ないのはちょっと今悩みどころで

業・組織によって，特に会社の傾向かもし

はあります。国選については会社に届出を

れませんが，インハウスの立ち位置ってい

してやっているのですが，やっぱり弁護士

うかですね。地位が明確化していないとこ

冥利に尽きる裁判員裁判というのはやって

ろが多いわけですね。専門職で入って，法

みたいなと思っています。

務部の部長とかだとまた別かもしれません

ちょっと話はずれるのですが，最初に入

が，一般社員で入った場合，例えば電話を

った頃はですね，社内に私が弁護士という

取らせるのかどうかとかですね。あと例え

周知がなくて，これ弁護士に確認しておい

ば保険会社であれば保険の勧誘をやらせる

てくださいって振られるわけですね。その

のかとかいうことを含めてですね。そうい
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った仕事をやらせるとかやらせないとか，

当に数件で，しかも割と簡単で少額の簡裁

そういったことが明確化していない，弁護

事件がメインになっていますので，訴訟遂

士をどうやって処遇していこうかというの

行能力という点ではそれほど身に付いてい

が決まっていない。だから私の部でも，最

ないと思っています。

初数名の弁護士がいたのですが，香港に 1
人行ったりして，知らない間に自分が一番

・組織の中で弁護士資格を持っていてよかった

先輩になってしまったということが起こり

ことは何か

得るわけです。組織的にどうやっていくか
が完全に明確化していない場合は，それな

（鈴木）では続きまして，これも組織ならで

りに苦労するかもしれません。組織の中で

はの話ですが，組織の中で弁護士資格を持

弁護士という資格を持った社員として，ど

っていて良かったことは何かありますかと

うやって自分を活かしていくかですね，組

いう話，今度は足木さんから。

織の中で，自分としても組織としても弁護
士としての能力を活かしていくかというと

（足木）そうですね。何かもめた時ですかね，

ころは，常に思い悩むところかなと思いま

一番大きいのは。外の会社ともめた時に一

す。

緒に法務部の人が来たと。その時に弁護士

ここら辺は，パイオニアとしての苦労の

資格があるかないかで，相手に対する説得

反面，その可能性が自分でうまくやってい

力というのが違うと。それが相手が例えば

けばどんどん広がっていく可能性があると

証券取引所だったりとか，監査法人だった

いう意味では，やりがいっていうか，つら

りとか，そういう場合でも，やはり弁護士

さでありやりがいであるのかなという気が

という立場があることで，かなり強い意見

していますが，そういった部分はインハウ

を言うことが出来て，実際にそれで会社に

スという中では，法律問題だけを専門的に

とっていい方向に物事を進めることが出来

取り扱う事務所とは違った悩みとしてある

ると。

のではないかなと思っています。

ちょっと余談ですが，会社の関係の人が
たまたまけんかに巻き込まれて捕まってし

（中崎）鈴木さん。訴訟をやる法務部員もい

まったと。本当に巻き込まれただけなので

るので，やや言い過ぎの部分もあるのでは

すが，連絡が取れなくて，ちょっと足木，

ないでしょうか。

すぐ行ってきてくれみたいに言われまして
行って。相手が勝手にけがをしただけの話

（貫井）東京都の法務課に任期付職員として

なんですが，それで警察や検察官に取り合

配属された人は，
訴訟しかやっていません。

ってすぐに釈放してもらってと，そういう
時にはやっぱりいて良かったと言ってくれ

（鈴木）なるほど。そういった意味では，そ

たりしましたね。

ういったところに専門的にやっている方を
除いてという，一般的な企業の話ですね。

（鈴木）貴重な体験ですね。続きまして徳山

少なくともこの 4 人はそういう雰囲気かと

さん，お願いします。

思います。徳山さんは訴訟も少しされてい
るということみたいですけどね。

（徳山）弁護士というのは，資格と能力二つ
の特徴があると思うんですが。能力という

（徳山）私もいくつかはやっていますが，本

点では修習を経て，少なくとも裁判所や検
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察庁でも研修を受けているということで，

う話が鈴木さんからありましたが，ヤフー

事実認定ですとか，訴訟手続き上の問題に

の法務でも，自分の仕事の 3 分の 1 から半

ついては，他の法務部員に比べてより役に

分近くは訴訟関係であると言っている人が

立つ意見が出せると思っています。

います。また，訴訟に携わって直接的に弁

また資格を持っているという点で，もち

護士資格を活用しなくても，企業としての

ろん弁護士法上の義務もありますので，企

法務戦略を考えたりする時に，訴訟につい

業に対して中立的な立場からアドバイスな

てもある程度は分かっていなければいけな

りをしないといけないということで，精神

いという意味で，司法修習中に色々と見た

的な面かもしれませんが，他の従業員より

裁判の経験なども血となり肉となって役立

は好きにやっているというようなところが

っているのではないかと感じています。

あるかもしれないです。そういう点で，例

実際の業務としては訴訟を全く担当して

えば上司やあとは人事権を握っている人事

いないので，弁護士登録をしなくてもいい

部などに対しても，割と好きに気を使わず

のではないかと思われるかもしれません

に意見を出していると思っています。

が，弁護士資格をもっていることにより，

例えばですが，ある研修で，人事部長が

日弁連ですとか，組織内弁護士協会，この

講話をしたというので，それに対してアン

シンポジウムの共催をしているところです

ケートが回ってきまして，なぜか記名式の

が，そういうところの弁護士ネットワーク

アンケートだったのですが，それに私は 5

や研究会などに参加出来るということもあ

段階の 3 の評価を付けたことがありまし

り，とても勉強になっていますし，仲間と

た。周りの同年代の人を見ると，みんな 5

もいろいろと出会えて刺激になっていま

を付けていたり，絶賛したコメントを書い

す。

ていたんですが。そういった点が弁護士と

なお，この中に公務員を考えていらっし

しての自由な活動が出来ているのかなと感

ゃる方がいると思いますが，修習をパスし

じる点です。

て弁護士資格を取らずに，いきなり公務員
になってしまうというのも一つの選択肢だ

（鈴木）続きまして張さん，お願いします。

と思います。例えば司法試験を受けて受か
ったけれども，修習に行かないで公務員に

（張）私の場合は，資格を持っていること自

なるというのも，一つの選択肢だと思いま

体が良かったというよりは，やはり法科大

す。役所というのは入省年度というのがか

学院，そして司法修習で法律をみっちり学

なり重要だと思いますので，司法修習で 1

んできて，基本的な知識を有していること

年遅らせるかというのは，どちらでもいい

で，法律的・論理的な考え方が出来る，そ

と思うのですが，一つ悩んでもいいところ

の訓練を受けたことがあるということが非

ではないかかと思います。

常に強みかなと思っております。あとは判
例を読む訓練を受け，多くの判例を読んで

（鈴木）続きまして貫井さん，お願いします。

きたことも，業務の中で生きていると感じ
ております。

（貫井）私は，本日のレジュメの肩書きに弁
護士と書いていないことからもお分かりい

（鈴木）じゃあ中崎さん，お願いします。

ただけるかと思いますが，現在登録してお
りません。自治体の場合，弁護士でなくて

（中崎）さきほど訴訟はあまりやらないとい

も，代理人として訴訟活動が出来ますので，
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そういう意味では資格自体の必要性という

イク的な話ですが，次の話題に移りまして。

ものはなく，弁護士でなくても仕事が出来

待遇，
ワークライフバランス等に移ります。

るというところでもあります。

まあ典型的な 1 日のタイムスケジュールと

また，今担当している庁内での仕事とい

いうか，ざっくばらんに出社時間とか帰る

うのは，結局のところ法律の解釈という意

時間はどれぐらいかという話です。あとは

味においては，自分の出した結論・見解の

貫井さんとか中崎さん，問題がなければ事

方が妥当なのだということを，庁内のあら

務所時代はどうだったんだなんていう話も

ゆる階層の人に対して説得を試みるという

併せてしてもらうと面白いかなと思うんで

仕事でもありますので，そういう意味でも

すが。貫井さん，どうでしょうか。

登録の必要性は感じていません。実際には，
資格・登録ということよりも，これまで検

（貫井）平均的な登庁時間は 8 時 45 分，9 時

事・弁護士として得た知識ですとか経験で

から始業でして，5 時 45 分までが勤務時間

すとか，そういったものが役に立っている

となっています。大体 7 時前後に帰ってい

のかなとは思っております。ただ，東京都

るところではありますが。事務所時代とい

で今任期付で来ておられる方の中には，弁

うか，私は，当初 1 年間勤務弁護士をして，

護士登録を残していらっしゃる方もいます

その後独立したものですから，独立した時

ので，そこはそれぞれお考えがあるとも思

代と比べれば時間の拘束が大きいのは間違

います。

いないですね。自分で事務所をやっている
時は，仕事がなければ遊んでいても良かっ

（鈴木）あと私が思うところは，やっぱり外

たというか，友達とランチを食べに行くな

部の弁護士と精神的にも対等に接しやすい

んていうのは全然 OK だったのですが，そ

のかなと。まあ悪い言い方をすると，なめ

ういうことは出来ないかな。その辺ではや

られずに済むかなという部分も少し感じて

っぱり，必ず 9 時に行かなきゃいけないと

いるところです。やっぱり向こうも弁護士

いうところは，事務所時代と比べれば大き

が出てきたということになると，外部の事

な違いではないかと思っています。

務所をよく使うのですが，やっぱり態度と
言ったら変ですが，変なことを言えないな
というプレッシャーは与えられると思いま
す。
後で話が出るかもしれませんが，会社に
は一応弁護士会費を負担してもらったりし
ていますので，そこら辺からも会社として
も何らかの付加価値を見いだしてくれてい
るのかなと期待しているところではありま
す。
５

待遇・ワークライフバランス等について

・典型的な１日のタイムスケジュールはどのよ

（鈴木）中崎さん，どうでしょうか。

うなものか
（中崎）ヤフーでの正式な業務時間は，9 時
（鈴木）では，続きまして若干コーヒーブレ

から 5 時 45 分で，
大体 8 時から 9 時ぐらい

- 23 -

の間に出社して，夜 7 時から 10 時ぐらいの
間に帰ることが多いです。夜は研究会や飲

（徳山）当社も始業は 9 時ですが，私は大体

み会に行ったり，ご飯に行ったりすること

8 時 45 分とか 50 分とか，それぐらいに行

もよくあります。夜 10 時を過ぎて残る場合

くことが多いです。何か緊急の用があれば，

には上司の許可が必要で，土日の勤務も上

8 時とか 7 時に行くこともありますが，通

司の許可が必要です。時期にもよると思い

常始業の 10 分，15 分前ぐらいに着くよう

ますが，土日は，ほとんど行っていないで

な感じです。で，退社時間は平均すると 7

す。今日も忘れものを取りに会社に寄って

時から 8 時ぐらいにはなるのかなとは思っ

きたのですが，法務は誰もいませんでした。

ています。もちろん時期によって異なりま

役所時代も大体同じ感じでしたが，やは

すし，大きな仕事があれば遅くなることも

り法律改正とか，国会対応が入ると，例外

あると。ただ，当社の場合は残業が割と厳

的に，深夜まで，それから土日まで働くこ

しく制限されていまして，遅くても 9 時ま

ともありました。

でしか会社にいることが出来ません。それ

法律事務所時代については，私がファイ

以降いると電気が落ちてしまうので，物理

ナンスの仕事をしていたということもあっ

的にいられないという状況になりますの

て，米国の会社とやり取りをすることが多

で，大体遅くても 9 時までということにな

かったので，そうすると時差があるので，

ります。その分，忙しい時には朝来なきゃ

会議が夜遅くに入って，それでその後で作

いけないということで，7 時に来ることも

業があってという感じになって，朝 3 時，

ありました。

場合によっては朝 6 時などとなることもあ
りました。期限までに絶対に終わらせない

（鈴木）じゃあ足木さん，お願いします。

といけないということもあると思います。
体力的にはかなりきつかったですが，仕事

（足木）若干皆さんよりは遅くて，9 時半に

の内容はとても面白かったので充実はして

出社をしています。帰りに関しても，遅い

いました。

時はもちろん遅いのですが，大体 7 時半ぐ
らいには帰って，弁護士会の勉強会がある

（鈴木）では張さん，お願いします。

時には 6 時に帰ったりしているんですが。
通常は 7 時半ぐらいには帰れるかなと思っ

（張）当社の場合，始業時間は 8 時 20 分にな

ています。ただやっぱり総会前とか，あと

ります。これは会社の中でもかなり早い方

はちょっとトラブル案件とかで忙しい時期

かと思います。ちなみに私の出社時間は，

には，海外の時差の関係で夜中にいること

大体 8 時頃になります。割と朝型なのであ

もありますし，たまにやっぱり土日に出な

まりつらくはないのですが，帰りの時間が

ければいけない時もあるのですが，土日は

前日遅くなった場合は，朝起きるのがきつ

大体休んでいたりしますね。

いですね。退社時間は 1 年目は 7 時，8 時
には帰宅出来ていたのですが，2 年目に入

（鈴木）まだ皆さんイメージがわかないと思

って容赦なく仕事がアサインされるように

いますが，一般的に言えば当然組織ですか

なりまして，9 時，10 時まで残ることも珍

ら，規則正しいのは間違いないと思うんで

しくはありません。

すが，よく言われるのは，事務所よりも早
く始まって早く終わるという一般論がある

（鈴木）徳山さん，どうでしょうか。

のかなと思います。早く終わるというとこ
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ろは，終わった後，弁護士会の活動とか勉

６

組織内弁護士として求められる人材

強会といったものに参加しやすいというこ

(1) どのような人材が求められているのか

とも一般論的には言えるのかなと思ってい
ます。ここら辺は，パネリストの皆さん，

（鈴木）続きまして，本シンポジウムのタイ

勉強会とか部会とか，部会に入られている

トルでもあります，組織内弁護士として求

方，手を挙げていただいていいですか。貫

められる人材という 6 番目のテーマに入り

井さんは立場上登録されていませんからす

たいと思います。まずは，どのような人材

いません，適切な質問じゃないかもしれま

が求められているのかって，非常に幅広い

せんが。まあこういう形で，組織に入って

質問ですので，質問を区切って聞いてみた

いても，ある程度時間をコントロールして，

いと思います。企業法務には大体どういっ

そういったものに，勉強会とかに出ること

た人材がいいのかなと。足木さん，どんな

が出来るので，まあ規則正しいという意味

感じですか。

では，比較的暮らしやすいということです
ね。貫井さんのように規則正しいのが良く

（足木）部長という立場で結構新卒の面接も

ないというか，規則正しくなかった時が非

多々するのですが，最初は手探りでやって

常に自由だったという判断かもしれません

いたんですが，大体だんだんポイントはこ

が，まあさまざまな受け止め方があるとは

んな感じかなというのが私なりにあってで

思います。

すね。例えば皆さんが弁護士になって，企

ざっくりコーヒーブレイク的に皆さんの

業に行ったと。企業側としては，弁護士に

出社時間とかを聞いてみましたが，弁護士

なるぐらいだから勉強は出来ると。テクニ

会費というのは組織持ちですか？

カルスキルが高いのは分かったと。三つあ

これも

まだ皆さん先の話なので，今どうこうでは

って，
一つ目が最低限のテクニカルスキル，

ないですが，会社によっては，まだ組織が

それが必要だなと思います。皆さんは弁護

負担してくれていないところもあるような

士になってそれはクリアすると。で，もう

ので，まあ就活，将来の話ですが，就職す

一つはヒューマンスキルっていうんです

る時は，大体今は組織が持つのが通常みた

が，コミュニケーション能力とか，空気感

いですよというトーンで折衝していただく

を感じるとか，先を察知するとか，そうい

のがよいと思います。当然相手の顔色を見

うヒューマンスキルというのもテクニカル

ながらやっていただくのが前提ですが。今

スキルと同じぐらい重要視しています。最

日鈴木が言ったからということを言われて

後は 3 番目，これは私が個人的に大事にし

も，後で言われても困りますが，そういっ

ている明るい雰囲気。元気さとか明るさで

たところでは主張するべきことは主張して

すかね。やっぱり周りと一緒に仕事をして

いくことも大事かと思います。会費を持っ

いて，周りに明るさを与えられる人，そう

てもらうとか，勉強会にちゃんと出れるよ

いう人を積極的に採用するようにしていま

うにするというのは，ある程度自分ででき

す。

るようにしていかなければいけない部分で
もありますので，そういったところも頭の

（鈴木）なるほど。私も確かに 1+1 を 3 とか

片隅に置いておいていただけたらと思いま

4 に出来るような人がいいかなって，かっ

す。

こよく言うとそんな感じなんですが。じゃ
あ採用権者，この中で採用権を持っている
のは，ひょっとして貫井さん持っていま
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す？持ってない。そうすると足木さんだけ

観点から，事務所と比べてというところも

ですね。採用権者の視点から，こういう人

含みながら答えていただけるとさらにいい

は向いていないっていうコメントをいただ

のですが，中崎さん。官庁としてはどうい

けませんか。

った人材が求められているか。

（足木）そうですね。よく外部弁護士に聞き

（中崎）役所は法律家の中ではやや異質であ

に行くと，その時にこういうプロジェクト

るように思っています。例えば審議会を回

をやりたいという時に，こういうリスクが

して研究会をやりますといった場合や，企

あります，こういうリスクがありますって

画をやりますといった場合には，フットワ

指摘してくれるんですが，こんなリスクが

ークの軽さ，すなわち，いろいろなところ

あります，以上，っていう回答を出す弁護

に出掛けていって，話を聞いて情報収集す

士事務所が結構多いんですね。ただやっぱ

る力。それから人の話を聞いて理解出来る

りそのリスクは分かったけれども，どうし

力。税務の話であっても，システムの話で

たらいいのかが聞きたいというのが多々あ

あっても，どのような話であってもある程

って。で，そういう時に，リスクはこうだ

度は理解出来ないといけません。それから

けれどもこうしたらどうかとか，こういう

それを施策に結び付けるクリエイティビテ

角度ではどうかと。そういう他の道筋まで

ィと実行力。これに加えて人的ネットワー

提示してくれる人，柔軟な思考を持った人

ク。そういったものが必要であるという風

がいればさらに良いと思っています。

に感じています。
もちろん法律を作る場面など，民商法の

（鈴木）では採用権がない者の代表で，張さ

基礎といった基礎的能力が必要になってく

ん，どんな人が向いていないかっていう，

る場面も多くありますし，議論の緻密さや

イメージで結構なのでお願いします。

調整力・交渉力なども必要になってくると
思います。

（張）そうですね。私がやっていて思うのが，
ひたすら法律のことだけやっていたいとい

（鈴木）貫井さん，どうでしょうか。

う方にとっては，あまり楽しいと感じられ
ないのではないかと思います。あとはその

（貫井）自治体の場合は，規模も直面する課

チームの一員として，他部門と連携しなが

題も，いろいろな意味で団体ごとに全く違

ら仕事を進めることが多いので，自分は 1

っておりまして，置かれている状況がさま

人でやりたい，チームとしてやりたくない

ざまです。また先ほどから申し上げていま

と，そういう人にもあまり向いていないか

すように，どういった部署で採用するかも

もしれないと思います。

さまざまなので，それによって求める人材
像も違うのかなとは思っています。

（鈴木）確かに，私はこういう仕事しかやり

ただ，私のところで同じような立場で入

たくないという狭い視野っていうかです

っていただくことを考えた時には，法律解

ね，専門性を追求しているのかもしれませ

釈の公正さを守るのは当然なのですが，第

んけど，そういう人はちょっと組織という

三者として 1 歩退いた立ち位置からことに

か，企業では一緒にやりにくいかもしれな

臨むのではなくて，行政を担う当事者とし

いですね。

てどうすべきかという，そういう視点から

そうしましたら次は，官庁とか自治体の

考えられる人が欲しいと思っています。そ
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のためには，公務員とか自治体の果たす役
割・使命について興味を持っていただいた
り，共感を持っていただいたりするような

(2) 合格までになにを勉強しておけばよいの
か

ことも必要かなと思っています。
また自治体の場合ですと，既存の法令を

（鈴木）続きまして，今は皆さん勉強されて

執行するということだけではなくて，新し

いるわけですが，私の経験上もなかなかそ

く条例を制定するということもございます

んな余分なことをやる暇はないよと言われ

ので，条例を制定するにあたって，それは

る方も多々いらっしゃると思いますが，そ

既存のものを使うということではなく，新

んな中でも合格まで，もしくは修習して就

しい法の秩序を作るということになります

職するまでに何を勉強しておけばいいのか

ので，どういう社会にしたいのか，そうい

ということに話を移します。

った中で条例で規制をされるような立場の

まず，いろいろ意見はあると思いますが，

人たちがどういった不都合があるのか，そ

どんな法律が比較的役立つのかなという観

れは許容出来るものなのかというような，

点で，徳山さん，まあ法律に限りませんが，

幅広くどういう社会にしたいのかというこ

どんな知識・法律がというところでお願い

とを考えられる人に来てほしいなと思って

します。

います。
（鈴木）あと私も一般的な補足かもしれませ
んが，先ほど申し上げたように，組織，特
に会社の中では，組織内におけるインハウ
スの立場が完全に明確になっていないこと
があります。仮に明確な位置付けがあった
としても，組織改正とか社長が替わると急
に風向きが変わったりしますので，そうい
った意味では何が起こるか分からないわけ
です。そんな時，やっぱり好奇心旺盛に常
に前向きにとらえる人が向いていると思い
ます。弁護士事務所であればある程度やる

（徳山）まず法律という点で行くと，保険会

ことが今までも決まっていて，新しいビジ

社の場合もちろん保険法，それから保険業

ネス領域に出ていくということはあるかも

法というものが占める割合は当然多くなり

しれませんけど，やっぱり法律事務所は，

ますし，資産運用もしていますので，そう

法律専門でやるわけです。一方，インハウ

いう点では金商法・信託法などの分野も求

スはというと，法律事務所以上に何をやる

められる知識ではあるかなと思います。そ

か予測がつかないという環境に置かれてい

れから，法律以外の知識という点では，保

るわけですので，常に前向きに変化をチャ

険論っていうんですかね。保険の仕組みで

ンスとしてとらえるような人がいいんじゃ

すとかそういったものは，当然理解してい

ないかなと思っています。ちょっと抽象的

ないと紛争なども解決出来ないですし，い

な話ではありますが，前向きに物事をとら

ろんなビジネスもやっていけないというこ

える人がいいのかなという感じがしていま

とで，保険についての知識ですとか。あと

す。

は金融取引についての知識。先ほどもちょ

- 27 -

っとお恥ずかしい話をしましたが，資産の

険会社ということですと，破産法，倒産法

流動化ですとか，そういったことも含めて

をやっておいた方が，今考えればですが，

必要な知識になってくると思います。

役に立ったのかなとは思います。

（鈴木）足木さんは，具体的にどんな法律が

（鈴木）張さん，どうですか。

お薦めですか。
（張）私は学部時代に国際関係法学科という
（足木）こういう業界なので，知的財産法な

学科に所属していて，国際公法を勉強して

どはベースとしてあってほしいのですが，

いたという経緯から，選択科目としては国

意外と独占禁止法とか，下請法関係ですか

際公法選択者なのですが。今実務で役立っ

ね。あとは国際私法ですかね。海外とのや

ているかと言われると，なかなかダイレク

りとりで何かトラブった時のためとか。あ

トに役立つということはちょっと言いにく

とは景表法とか特商法なんかはネットビジ

いです。

ネスには必ず出てきますので，このあたり

今戻ったら知的財産権法を選択するかど

を押さえていると，企業としてはうれしい

うかはともかく，勉強はしたいなと思いま

かなと思ったりします。

す。選択科目としては，皆さんも範囲の広
さだとか，受験者の多さだとか，そういっ

（鈴木）張さん，どうですか。

たところも考慮されて決められるのかなと
も思いますので，お薦めするのは難しいで

（張）私も足木さんと同様，知的財産権法は

すね。

勉強しておけば良かったなと，入社してか
ら感じています。あとは独占禁止法も勉強

（鈴木）私はお薦めっていうのは，興味を持

しておくと，役に立つことがあるのではな

った科目をやるのが基本だと思いますが，

いか思います。

私は違った観点から，受験戦略上自分が一
番点を取れそうなところに行くのもありか

（鈴木）そういう意味では，今新試験で皆さ

と思います。あとは学校の先生が充実して

ん，選択科目があると思いますが，あくま

いる科目をやるという選択もあるのかなと

でも個人的見解で構いませんが，選択科目

思っています。じゃあ今までの話は何だっ

のお薦めということでどうでしょうか。足

たんだっていうことになるかもしれません

木さん，どうですか。

が，やはり自分で決めてくださいというこ
とです（笑）。

（足木）そうですね。もしもう一回新司法試

今新試験組に選択科目のお薦めという話

験やり直せと言われたら，私は労働法だっ

を聞きましたが，貫井さんと中崎さんあた

たのですが，倒産法にするかなと。安全策

り，勉強の専門性って事前に必要なのかと

と言うとあれですが，幅広く民事訴訟，民

いった観点からコメントをいただきたいの

法を学ぶことが出来るのが倒産法という認

ですが。

識なので，やっておけば良かったなと。
（中崎）皆さんが実務に入ると色々な法律の
（鈴木）徳山さんは。

知識が必要になるのではないでしょうか。
自分が今年既に携わった案件だけ考えて

（徳山）私は経済法で受験したのですが，保

も，銀行法・金商法・景表法・独禁法・下
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請法，あとはオークションをやっているの

で学ぶということはないのだと思っていま

で古物営業法，他にも犯罪収益移転防止法

す。ですので，そういった細かい行政法規

の知識も必要ですし，様々な法律の知識が

の知識をそもそも要求はしていません。た

必要と感じています。

だ，実際に仕事をする時には，いろいろな

そういう風に考えてみると，特定の分野

法律の解釈をすることが必要になりますの

の勉強をしておいて良かったというより

で，それをするための基礎的な素養として，

は，法律の勉強を好きになれたことが，学

やはり憲法とか行政法とか民法とか，そう

生時代・修習時代の一番の収穫ではなかっ

いった基本的な法律の骨となる考え方とい

たかと感じています。長い目でみると，伸

うのはしっかり身に付けておいていただき

び率というのが特に大事であるように思い

たいなと思っています。

ますが，仕事を楽しんで，勉強も楽しんで，

実際には行政法規の場合，過去から脈々

リサーチも楽しめれば，そういう人が一番

と築き上げられた解釈というものが，固ま

伸びるのではないでしょうか。

ったものがそれなりにあるんですね。ただ，

私が法律を好きになったきっかけは，大

それでも昨今の判決でも指摘されているよ

学時代の高橋宏志先生のゼミでした。高橋

うに，社会情勢が変わったことによって解

先生は，私がとても尊敬している先生で，

釈も変えるべきというものが出てきます

その温かくて，同時に厳しい人柄が高橋先

し，そういった時にどこまでの解釈なら今

生の解釈にも現れたりすると感じることが

許されるのか，こういったところはこう変

よくありました。そういうところで，法律

えるべきかどうかという判断をするに当た

の解釈も人間味がある作業なのだと学生の

って一番必要なのが，今言ったような憲法

分際なりにも感じたりいたしました。その

とか行政法とか民法とかいうような基本的

後も，諸先輩が法律に真摯に向き合う背中

な法律の考え方を身に付けているかどうか

を見続けてきましたし，自分も法律を作る

になると思うんですね。ですので，細かい

時にいろいろな思いを込めて立法作業に携

法令の知識を今から身に付けるということ

わったわけですが，色々なところで個性が

ではなく，基礎となる法律の法的なものの

出たり，自分の生き様とか信念とか，そう

考え方というところを一番身に付けてきて

いうものが立法や解釈にも出たりする部分

ほしいなと思っています。

があると感じることができました。そうい
う経験もあって法律を好きになることがで

（鈴木）では，私が思うところを少し補足さ

きたというのが自分の場合は大きかったと

せていただきます。私は，証券会社なので，

思っています。

金商法は当然やっておいてプラスになるこ
とはあっても，マイナスになることはない

（鈴木）なるほど。じゃあ貫井さん，事前に

んですね。あの条文が読めると。根負けし

勉強したものが，インハウスとして現場に

ないで読めるというだけでも，特異な能力

行った時に果たして役に立つのかといった

じゃないかと思うぐらいの難しい条文です

観点も含めてお話をいただけますか。

ので。
ただ，それを机上で勉強したからすぐに

（貫井）実際に仕事をすることになると，自

役立つというわけではありません。入って

治体も行政庁ですので，行政関連の各種法

からやって勝負，その場その場，先ほど中

律が問題になりますが，そういった細かい

崎さんが挙げた 1 個 1 個の法律なんて，当

行政法規のそれぞれの条文について，学校

然組織に入る前にやれるわけじゃありませ
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んので，そういった意味では入ってからが

ります。それで英語にかかわらない業務に

勝負ということになります。しかも，例え

携わっている方というのも相当数いらっし

ば証券会社，私は採用権限は全くありませ

ゃいます。例えばヤフーですと他の大会社

んが，金商法をロースクールで勉強してき

に比べて国内の売上割合が大きい印象で，

ましたと言っても，はい，それで？という

日本語案件の数が相当数あります。そうい

ことになると思います。やっていたから採

う日本語案件も多い法務部ですと，英語力

用してもらえるというわけじゃないと思い

があまりなくても，案外生きていけたりす

ます。もっとも，入った後のことを考える

ると申しますか，一定の活躍の場はあるよ

と絶対やっておいた方がいいということに

うに思います。もちろん，英語もやってお

なりますね。やってあった方がアドバンテ

いた方が選択肢が広まるという意味では，

ージになるはずなので，やはり興味のある

やっておいた方がいいのでしょうが，英語

ところは，時間のある時に見ておくとか，

力が必要ですかという質問ですので，必要

関連の本を読んでおくとかですね，そうい

とまでは言えず，ケースバイケースではな

ったことは決してマイナスにならないし，

いかとの印象を抱いております。

中崎さんも言われていたように，好きにな
るといったことにもつながるのではないか

（鈴木）でもやっておいた方がいいかなとい

と思います。

うのは，みんな大体共通認識ですね。

では，話は変わりますが，最近では，あ
る日突然社内公用語になる可能性のある英

（貫井）自治体の場合はですね，確かに

語について，話を聞きたいと思います。英

ICANN という組織の関係で，トップレベル

語は絶対やっておいた方がいいと思う方，

ドメインの「tokyo」が開放されるとか，そ

ちょっと手を挙げていただけますか。あ，

ういう話でいろいろと東京都も絡んできて

こういうことですね。そうじゃないという

いるわけですが，その規約は確かに英語が

お二人，貫井さん，なぜでしょうか。

出来る人にも読んでもらっていますけれど
も，だからといって何でしょう，結局はそ

（貫井）自治体の業務はスーパードメスティ

の先の解釈とそれへの対応が大事ですよね

ックなので，日本語が大事です。まずは，

っていう感じです。仕事をする上では，や

司法試験に受かった段階では，日本語の能

っておいた方がいいとまでも言えないかな

力自体がまだ未熟ですから，日本語により

とは思っています。

力を入れたいというところもございます。
東京都の場合，外国との都市外交とか，オ

（鈴木）むしろ日本語というところですね。

リンピックとかありますので，若干英語の

分かりました。皆さんご自分でご判断いた

契約書をこちらで見たりすることもあるの

だくということで，英語についてはこれぐ

ですが，それは大変にイレギュラーでして，

らいにさせていただこうと思います。

実際には日本語が大事かなと思っていま
す。

７

キャリアパスについて

(1) 弁護士としてのスキル
（鈴木）中崎さんはどうでしょう。

・弁護士としての能力が身についているか

（中崎）役所もヤフーもそうなのですが，英

（鈴木）続きまして，そうしましたら 7 番目

語にかかわる業務とかかわらない業務があ

のテーマ。ここら辺もまだ先の話かもしれ
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ませんが，皆さんも漠然とどうなんだろう

思う人，手を挙げていただいて。あ，全員

なと思っている部分だと思いますが，キャ

可能だと思う。中崎さん，何か言いたそう

リアパスについて，将来のキャリア形成に

ですが，どういった観点から可能だと。

ついてです。まず(1)として，弁護士として
のスキルということで。弁護士としての能
力が身に付いているかということなんです
が。ここはそもそも弁護士の能力って何よ
っていう話も，我々事前の打ち合わせの時
にそんな話になって，全然打ち合わせが進
まないという状況もありました。ですから，
ここはあえてそういった難しいテーマに踏
み込まず，細かく切って話を進めていきた
いと思います。
まず訴訟の能力が身に付くかという話
で，訴訟能力が身に付いているよという方，
ちょっと手を挙げていただいていいでしょ

（中崎）大手法律事務所などでも，訴訟を 1

うか。あ，貫井さんが，それは当事者にな

件も担当しない方は多くいますが，町弁に

って最高裁で合憲を取るぐらいですから，

転向する方もいらっしゃいますし，検察官

それは付いていると思いますが。あと実際

などでも辞められて弁護士になる方はいら

に当事者にならないとしても，共同受任す

っしゃいます。具体的なスキルというのは，

るようなパターンがある方っていますか。

多分足りない部分はあると思うのですが，

外部の事務所の弁護士の下に自分の名前を

弁護士としての経験・センスといった面で

入れて，事件を受任するような経験のある

は，いろいろな事件を見ていくなかで，磨

方。ちょっと言いにくいのが 1 件あるとい

かれる部分はあるのではないかと思ってい

う感じですね。じゃあどちらかというと皆

ます。

さん，後ろで糸を引くという立場，そうい
う理解でよろしいでしょうか。

（鈴木）これは弁護士の能力というか，事務
所に行っても必要だと思うのですが，契約

（徳山）私は何回かお話しましたが，いくつ

書のドラフトとか，レビューの能力はちゃ

かは代理人としてやっています。でも，後

んと身に付いているよという方，ちょっと

ろで糸を引くパターンが多いです。

手を挙げていただいていいでしょうか。貫
井さん，手が挙がっていませんが。

（鈴木）後ろで糸を引くところから，訴訟能
力もバリバリ訴訟をやっている弁護士と比

（貫井）私自身は弁護士として仕事をしまし

べた場合には差があると思いますが，そう

たので，その間にそこそこはやっていると

いった形で何らかのアプローチはあるとい

は思いますが，自治体の中だけでやった場

うことですね。

合にはですね，自治体の契約って基本的に

じゃあ二つ目の細かい質問として，イン

標準契約書というものが既に作られており

ハウスから町弁に，ちょっとこれまた変わ

まして，ほぼそれに従っていただく形なん

った切り口ですが，転向するようなことっ

ですね。公共工事の発注なんかを念頭に置

ていうのは可能なのでしょうか。可能だと

いていただければ分かると思いますが。な
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ので，契約書のレビューというものが民間

高いというような気はしています。

の企業に比較して，こちらの部門に舞い込

そういう意味からも，弁護士としての能

んでくるということは，それほど多くない

力が身に付いているかというのは，なかな

のではないかと思います。

か難しい質問であるなと思っています。保

ただ，実際にもめた時には，もちろん契

全とか執行なんかやる機会がある方ってい

約書前提で話を聞かないといけませんので

ます？

あ，たまに？

だからやっぱり人

見ます。あとは標準契約書を改訂するとい

によってはそういうこともあるということ

う時には関与したりもしますけれども，一

ですね。非常に多様性に富んでいるという

般論として民間の企業内弁護士の方たちと

ことですので。そもそも事務所に行ったっ

比較して，自治体で働いた場合にレビュー

てあれですね。中崎さんが言われたように，

能力が付くかというと，若干疑問かなとは

訴訟を全然やらない人もいるということで

思っています。

すよね。

（鈴木）なるほど。それにしても担当される

（中崎）国選の他は，裏側から多少サポート

業務によって変わってくるということです

したことがあるぐらいで，ほとんど経験し

ね。

てきていません。

私もそういう意味では，弁護士としての
能力という話がやっぱり我々の中でも議論

（鈴木）ファイナンスとかやられた時，保全

になるぐらいですので，これが多様性とい

執行とかそういうことはやられていまし

うわけではありませんが，何をもって弁護

た？

士の能力と言うのかというところから考え
るべきだと思います。それで今回，インハ

（中崎）ないです。

ウスのこういったシンポジウムにご参加い
ただいている皆さんは，そういった新しい

（鈴木）ですよね。だからそういう意味では，

ところもちょっと見てみたいな，聞いてみ

いろいろな役割によって変わってくるとい

たいなと思ってご参加いただいているのだ

ったようなことかと思います。

と思いますので，ぜひそういった新しいフ
ィールドを一緒に切り開きたいなという部

・インハウスは，十分な指導，トレーニングは

分もあると思います。

受けられるのか

あとですね，やっぱり弁護士のスキルっ
て，法律面とビジネス面っていうのがある

（鈴木）じゃあ続きまして，インハウスは会

と思うんです。これは皆さんうなずいても

社や上司から十分な指導・トレーニングを

らっているんですが，ビジネス面のスキル

受けられるのかというテーマです。これは

というのは，インハウスならではだと思う

弁護士会の活動が出来るのかというところ

んです。その業界のスキルというのは，外

も含めてですね，ちょっとお一人ずつ聞い

から見るのと中から見るのではえらい違い

てみようかなと思いますが，貫井さん，こ

だと思いますので。例えば証券会社であれ

れどうでしょうか。

ば，証券会社に 10 年いた後，金融専門の事
務所をまあ例えば独立出来るぐらいになれ

（貫井）まず上司や組織としての十分な指導

たらいいなぐらいの思いで取り組めば，自

・トレーニングが受けられるかという点に

ずと将来のキャリアパスが開ける可能性が

つきましては，少なくとも東京都におきま
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しては，政策法務という分野で私のところ

いろいろと情報のやり取りや交渉があるの

に配属していただければ，一人前になるよ

で，場合によっては法律の背景や内容等に

うに厳しく鍛え上げますので，ご心配いら

ついて，裏の事情も含め，とても詳しくな

ないと思っております。また訴訟担当のと

ったりするということもあります。自分の

ころも，有資格者が何人もおりまして，部

元上司でも驚くほど金融関係の法律に詳し

長級から有資格者ですので，指導には手厚

い方がいらっしゃいます。

く対応出来ていると思っております。

それから，セミナーや勉強会というのも

ただ，弁護士会の活動ということになり

いろいろあります。先ほどあった弁護士会

ますと，任期付の方で登録している方がい

や，日本組織内弁護士協会もありますし，

らっしゃいますが，公益活動はすべて免除

自主的に勉強会をやることもあります。企

していただいております。特に刑事事件な

業でも役所でも，外部の人を呼んできて内

んかですと，当番弁護士とか国選とかある

部セミナーがあったりもします。

と思いますが，東京都の場合，警視庁があ

それから，ヤフーの話に戻って恐縮です

りますので，いろいろな問題が発生するの

が，DD をやるのであれば，DD のマニュア

ではないかと思っております。少なくとも

ルもありますし，契約については社内のほ

今現在，弁護士会の公益活動をしている職

とんどの契約が入ったデータベースがあっ

員はおりません。

て，検索すればビビッと契約が出てくるよ
うになっています。企業法務の環境は悪い

（鈴木）ありがとうございました。中崎さん，

と思われがちですが，企業によってはかな

どうでしょうか。
（中崎）まずヤフーについて言うと，法務部

り環境整備が整ってきていると感じます。
（鈴木）DD というのは，デューデリですね。

員が 80 人で，このうち出向者も含めて 10

私も多分ロー生の時は知らなかったと思い

人が弁護士なのですが，弁護士資格を持っ

ます

ので，若干補足してもらえますか。

ていなくても，長年の経験があって，例え
ば IP の案件を多く担当してきたという方

（中崎）企業を買収したりする時に，その企

もいらっしゃいますし，司法書士や弁理士

業が買収対象先として本当に大丈夫な企業

の資格を持っている方もいます。契約のド

なのかをチェックするために，例えば，法

ラフトやレビュー作業についても，1 か月

律違反をしていたり，買収に際して障害と

で何十本，場合によっては 100 本ぐらい見

なるような条項が重要な契約に入っていた

ていますなどという方もいらっしゃって，

りしないかなどといった点を確認するた

とても習熟していらっしゃったりします。

め，Due Diligence というのをやります。

結局弁護士資格があるかないかというの
は，訴訟が出来るか出来ないかというとこ

（鈴木）私，ここはみんなの悩みが出るとこ

ろが一番大きくて，なくても優秀な方はい

ろなのかなと思ったのですが，最初のお二

っぱいいらっしゃいます。役所にしても，

人はあまり悩みが出ていなかったので，こ

情報量が半端なく，自分の課が所管してい

こから少し悩みが出るんじゃないかと期待

る法律については，ローテーションするま

していますが，企業内の張さん，どうでし

での 2 年の間でその業界で一番詳しい人よ

ょうか。

り詳しくなったりする場合もあります。ま
た，他省庁の法律についても，省庁間では

（張）まず当社の法務部には，私以外に日本
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の弁護士資格を保有している人間が 2 名お

などに関しては，その 2 人から教えてもら

りまして，1 人が私より修習期が上で，確

うこともあります。だから，他の上司を含

か 55 期ぐらいの者。あとは私の 1 年後に入

め，他の法務部員から法律についての何か

った者が 1 人おります。私よりも期が上の

指導・トレーニングを受けることは今のと

者とは，全く担当する業務が違うため，そ

ころあまりない状況ですね。
会社としても，

の先輩インハウスから指導を受けることは

インハウスを育てるというシステムづくり

あまりありません。

はやってほしいところではありますが，今

私の上司は日本の弁護士資格保有者では

のところそこまで手が回らない状況だと思

ありませんが，もちろん非常に長い企業法

います。ですので，十分な指導トレーニン

務の経験をお持ちの方ですし，また米国の

グの体制が整っているかと言われると，そ

弁護士資格を保有しておりますので，そう

れは出来ていないのではないかと思ってい

いった米国等の法律に関しては，私よりも

ます。

はるかに多くの知識をお持ちだということ

弁護士会活動については，比較的積極的

で，その上司から日々の業務の中で，十分

に参加している方だとは思っていますが，

なトレーニングを受けられているのではな

もちろんこれも上司ですとか会社の理解が

いかと思っております。

得られなければ難しいところかもしれませ

あと弁護士会活動に関しましては，私よ

ん。私は国選，当番に登録をしていますし，

り期が上のものは，刑事弁護等も時間を見

委員会にも参加をしています。それから私

つけてやっているようなのですが，私はま

的な勉強会なども 2 月に 1 回ですとかやっ

だ時間がうまく自分で調整が出来ないこと

ていますし，あとは今日の共催である日本

もあって，自主的に刑事弁護は現在控えて

組織内弁護士協会も事務局として参加して

います。ただそれをやることについて，会

いるという状況です。

社がちょっとやめてほしいとか，そういっ
たことはもちろんなくて。自分の責任で時

（鈴木）そうしましたら，1 人弁護士の足木

間を調整してやれるのであれば，もちろん

さん，どうでしょう。

自由だと言われております。
（足木）悩ましいですね。
（鈴木）そろそろ悩みが出るんじゃないかと
期待して，徳山さん，どうでしょうか。

（鈴木）ようやく出ましたね，ありがとうご
ざいます。

（徳山）システムとして弁護士に対する指導
・トレーニングというものがあるわけでは

（足木）特に部長ということで，周りに私弁

ないです。で，当社の場合，私の上に 59

護士 1 人でやるというので，ビジネス上に

期の弁護士が 1 人おりまして，私が担当す

関しては，まあ運良く社長が前から知って

る業務は割とその上司というか，兄弁と一

いるということで，外部弁護士をいくつか

緒になることが多いので，その人による指

使わせてもらって，そこに指導をしていた

導というものは受けているということにな

だいているというのが，そのビジネス上の

ろうかと思います。

方法でして。あとはやっぱり，弁護士にな

それから，当社法務部 15 名いますが，日

ると個人的に相談を受けたりとか，あるい

本の弁護士 2 人の他に，ニューヨーク州の

は国選とか刑事もありますが，そういう時

弁護士が 2 人おりますので，英文の契約書

はですね，研修先の先生とか，やっぱり友
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人とか部会のメーリングリストかいろいろ

ないと思います。張さんのところは 1 年下

手段があってですね。で，頼まれた事件に

の弁護士も採用していますし，会社によっ

ついても暇そうな友人に振ると。最近は同

てはある程度計画的にインハウスを採用し

期の中でもだいぶ専門性が出てきたので，

ている会社もあれば，私のところのように

友人の専門リストみたいなものを作ってお

スポット的に採ってみたものの，この後ど

いて，こういう事件が来たらこの友達と飲

うなるかっていうのはよくわからなくて，

みに行こうとかですね，そういう作戦を立

私の頑張り次第なのかもしれませんが，そ

てて自分を成長させるという，前向きな話

ういう場合や足木さんのような特殊な場合

でよろしいでしょうか。

もあると思うんですね。だから，なかなか
十分な環境にあるとは言いきれない場合も
あると思いますので，そこはいろんなアン
テナを張り巡らせて，自分でいろいろやっ
ていかなきゃいけない部分っていうのは少
なからずあるのかなと思います。そういう
観点からも，先ほど話が出ましたが，日本
組織内弁護士協会なんかも，情報交換の場
としては非常に有意義な場所になっている
のかなと思っています。
(2) 法律事務所への転進
・インハウスになったら，法律事務所で働くの

（鈴木）ありがとうございます。確かに人脈
というか，非常に弁護士業務の幅が広いで

は難しいか（インハウスが会社を辞めたら行き
先はあるのか）

すから，インハウスも当然幅が広くて，私
も証券会社でありながら，著作権の問題な

（鈴木）では続きまして，(2)ということで，

んかも出てきたりするわけです。破産の話

ここら辺も非常に興味のあるところなので

も当然出てきますし。そういう場合は，い

はないかなと思います。よく私も後輩とか

かにロースクール時代とか修習時代の仲間

に，事務所とインハウス，どっちに就職し

に無料相談出来るかっていうのは非常に重

たらいいでしょうって聞かれます。まだ皆

要でして。クイズミリオネアのテレフォン

さん先の話だと思いますが，インハウスに

みたいな感じで使っている場合もあります

なったらもう事務所で働くことが難しいの

し，「無料メール相談です。」と自分でタ

かという質問です。インハウスが会社を辞

イトル打ってメールをすることもあるの

めたら行き先があるのかという問いについ

で。一方，私の方も金商法だったら何でも

て，これは本日のほぼ最後のテーマなので

聞いてくれと，私常日頃言っているんです

すが，そこについて企業法務の未来，イン

が，誰も聞いてこないということで助かっ

ハウスの将来という切り口になるかと思い

ているんですが。

ますが，実は我々も非常に興味あるテーマ

私も社員としての指導は受けられていま

であるのですが，この辺の皆さんの感想と

すし，自分からあれこれ首を突っ込んで勉

か意見を聞いてみたいなと思っています。

強しているのですが，インハウスとしての

まずはストレートに，インハウスの次に

指導体制がある会社というのは，なかなか

法律事務所で働くのは難しいかということ
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について，どういう印象を持っているか簡
単に足木さんからコメントしてもらえます

（鈴木）では張さん，どうでしょうか。

か。
（張）その人次第っていうのはお二方と同じ
（足木）私の印象としては，全くないかなと。

意見なのですが。私がインハウスとして働

やり方次第で，もちろんずっとインハウス

いていて思うことが，法律を全然知らない

で，いきなり 1 人で町弁っていうことにな

人から，一から話を聞いて，法的な問題点

って不安はあるとは思うのですが，即独さ

を見つけるという，そういうヒアリング能

れる方もいますし，それでも何とかやって

力と，法律を全然知らない人に，法的問題

いけると。

点をかみ砕いて説明するという，説明をす

あとはやっぱり，弁護士同士っていうの

る能力というのは，インハウスであろうと

はすごく仲が良くて，よく飲んだりメーリ

事務所で働く弁護士であろうと，共通して

ングリストがあったりとかして，だんだん

要求される能力ではないかと思いますの

仲間が増えてくると，町弁になる時でも大

で，全く事務所への転職の道が閉ざされる

体一緒にやったりするわけですね。まあ弁

とはあまり考えてはいません。

護士会の方で先輩弁護士に拾ってもらう人
もいますし，やっぱり自分なりの売りを作

（鈴木）中崎さん，どうでしょうか。

っておいて，それなりの人柄であれば，全
くその事務所で働くのは問題ないというの

（中崎）結局はですね，皆さんおっしゃった

が私の認識です。ただ，激務に耐えられる

ように本人の心掛け次第だと思います。落

かというと，また違う話になってくるので

合弁護士もヤフーを辞めて法律事務所でご

すが。

活躍と聞いています。企業を辞めた後で法
律事務所で活躍している先輩は現にいらっ

（鈴木）事務所も全部が全部激務かという点

しゃいます。自分も先輩から言われたこと

はありますが。では続いて徳山さん，どう

ですが，いろいろな案件にかかわって一生

でしょうか。

懸命仕事をしていれば，自然に総合的な実
力が付くのではないかと思います。そして，

（徳山）結局はその人次第であって，例えば

その案件にかかわる時に視野を少し広めに

今の所属先で何を身に付けて，その後それ

持ちましょうと。それから毎日をダラダラ

を行かせるような場所を見つけられるかど

と過ごすのではなくて，自己研鑽を怠るな

うかというような話になってくるのかなと

かれと。自分が土日も働いているというこ

思います。足木さんもおっしゃいましたが，

とではありませんが，例えば土日も含めて

人柄という問題がやっぱり一番，弁護士に

日々研鑽を怠らない人とそうではない人が

なってからは大きな問題だと思いますの

いたとした場合，法律事務所で働いていよ

で，その辺を磨いていってコネを作ると。

うが，企業法務で働いていようが，それは

インハウスであれば，何かしらみんな専門

差が付くと思います。そういう意味で，日

性というか，その会社の事業のことは分か

々の自己研鑽を心掛けていれば，いろいろ

っていると思いますので，例えば私であれ

なところで通用する人材になれると思いま

ば，町弁になったら保険金請求訴訟ですと

すし，そういうところを怠っていれば，そ

か，そういったことで食っていけるのかな

れは差が付いてしまうということだと思い

と漠然とですが考えてはいます。

ます。
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くる，実際に高まっているところだと思っ
ております。
ただ，そんな中で，自治体法務に関する
知識を十二分に持っていらっしゃる弁護士
の先生方というのは決して多くはない状況
なのだと思っています。ですから，今後の
ことを考えますと，自治体での法務経験と
いうのはかなり有効に使えるのではないか
なと思っております。実際に東京都を退職
した後に，事務所を構えておられる先生方
はたくさんいらっしゃいますが，あちこち
の自治体からお声が掛かって，とても精力
（鈴木）貫井さん，お願いします。

的に活動をなさっておりますし，そういっ
た先生方から私どもがお教えいただくこと

（貫井）自治体の場合は，今，自治体を巡る

もたくさんありますので，この分野は有望

法的な環境が大きく変わっているところで

なのではないかと個人的には思っておりま

す。皆さんもお聞きになっていると思いま

す。

すが，地方分権，地方主権ですか，そうい
った形で地方に権限委譲というのがどんど

（鈴木）私の考えとしては，やっぱり行き先

ん進んでおりますし，またいろいろな処分

があるかどうかは分からないですが，ネガ

に際しての基準というのを，地方が地域の

ティブに考えるのではなくて，やっぱり外

特色に合わせて決められるという場面がど

部から誘われるような実力を付けておくこ

んどん増えてきております。
そういう中で，

とと，専門性を高めるといったところが重

自治体の方としても，法律を適切に解釈し

要で，組織内にいても事務所にいても同じ

て，きちんと使いこなせる人材を欲する場

なのではないかとは考えているところで

面がとても増えてきているんですね。

す。

今日配られているレジュメの 8 ページ目
にも，自治体における有資格者登用の状況

（鈴木）では皆さんに，ここでもう一回聞い

というものが載っておりますが，私が東京

てみたいのですが，インハウスの役割とか

都に入った当初は，採用しているのは東京

そういったものは，今後伸びると思う方は

都と，ここの一番後ろに書いてある，特別

ちょっと手を挙げていただきたいと思いま

区人事・厚生事務組合法務部しかなかった

す。どうでしょうか。良かったですね。パ

と聞いております。それがここまで広がっ

ネリストの人選を誤っていないことが確認

てきているというのは，やはり自治体にお

出来まして良かったです。

いてこういった人材を欲していることの表

今後，インハウスの役割ってこれ，変わ

れなのだと思っています。

ってくるんでしょうか。官庁はどうでしょ

このように中に抱えられる自治体という

う，中崎さん。今の状況が変わるか変わら

のは，やはりそれなりに大きな自治体が多

ないかを含めてどうでしょう。

いわけで，すべての団体が中に抱えられる
わけでありませんので，外の弁護士に対す

（中崎）どんどんインハウスは増えていくと

る需要もやはりこれからどんどん高まって

思います。
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も，もっともっと増加していくと考えてい
（鈴木）貫井さん，どうでしょう，自治体は。

ます。

（貫井）実際に，自治体の中で有資格者の人

（鈴木）そうですね。弁護士という資格に基

数はどんどん増えているところでもありま

づく専門性が大きな付加価値となって，そ

すし，先ほど申し上げましたような事情に

ういったプロフェッショナルに対する組織

よって，法律を使いこなせる人材の需要は

の需要というものは，特に企業の観点から

とても高まっています。実際に東京都でも

しても，これから増えることはあっても減

院卒程度の試験区分で，ロースクール生も

ることはないんじゃないかなと思っていま

対象になるような試験区分で，弁護士にな

す。そういった観点からも，インハウスの

らなかった方でも，法律の使い方というの

人数も増えてきて，ますます我々のキャリ

を学んできた人に積極的に来ていただきた

アパスは多様化していくのではないかと私

いというところもございまして，今年も多

も考えるところです。

くのロースクール卒の方に入ってきていた
だいている状況でもございます。

８

公務員と組織内弁護士

そういったところも踏まえまして，今後
は法務という分野だけではなくて，実際の

（鈴木）そうしましたら，最後になりました

現場を持っているところにも，有資格者を

が，なかなか聞けないという意味で，公務

配置していきたいという気持ちがあるので

員特別枠というわけでもないのですが，公

はないかと，勝手に個人的には思っており

務員ならではの観点から，貫井さんと中崎

ます。私の方も，法務に限らず使っていた

さんに，簡単に公務員ならではの話ってい

だきたいということを申し上げて，それに

うのを少ししていただけたらと思います。

対しては好意的な反応をいただいていると

貫井さんお願いします。

思っておりますので，活躍分野というのは
間違いなく広がっていくと思っておりま

（貫井）公務員独特の業務といいますと，先

す。

ほども少し話は出たかと思いますが，議会
対応というのが挙げられると思います。企

（鈴木）では企業の方から見ると，徳山さん，
どうですか。

業の株主総会対応と似ている面もあるのか
もしれません。ただ，さまざまな規制を伴
う条例を作る場であったり，皆さんからお

（徳山）そうですね。会社としてももちろん

預かりした税金の使い道を決める，予算を

弁護士の活躍する場はまだまだ発掘される

決定する場でもあるという意味で，とても

はずだと思っています。今，大体インハウ

重みが大きいものと思っております。実際

スの方って，法務部，あるいはコンプライ

に東京都で仕事をしておりましても，議会

アンス統括部などにいることが多いと思う

に対してどう説明をするのか，どういった

んですが，後々増えてくればもっと実務部

条例を作るということで議会の理解を得る

隊に行って，そこで直接もっと早い段階か

のかというところについては，大きな役割，

らかかわって，法的問題を解決する，ある

大きな重要性を担っているところだと思っ

いは予防するといった役割は，まだまだ期

ています。

待されるものだと思っていますので，これ

それとですね，自治体の特色としては，

から企業のインハウスという役割について

国との比較ということになるかもしれませ
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んが，自治体というのはどんなに小さな団

とのあるべき役割分担の姿ですとか，今地

体であっても，幅広い業務を行っている，

方分権が進んでおりますが，日本という国

その幅広い業務の中で，どういったところ

のあり方といった大きな問題について，根

にでも異動が可能だというところもあると

幹にかかわる課題を自分の身近に引き付け

思います。例えばですね，東京都の場合で

て考えられるというところも，大きな魅力，

すと，例えば都税の賦課徴収をする主税局

自治体ならではの醍醐味なのではないかと

ですとか，消費生活や文化振興などを担当

思っております。

する生活文化局，スポーツ振興局，まちづ

また，法律という観点からしますと，法

くりをする都市整備局・環境局ですとか，

律の解釈・運用というのは，公務員であれ

高齢者福祉・少子化対策・医療政策面など

ば誰でもやらなければならない，誰もがや

を担当する福祉保健局，都立病院を所管す

っている，そういう基礎的な素養ですので，

る病院経営本部，都内産業の振興や金融関

法律論議という面では議論の相手には事欠

係を所管する産業労働局，また，築地市場

かない。弁護士の資格を持っているいない

などを抱える中央卸売市場，道路や公園・

にかかわらず，弁護士資格をただ持ってい

河川の整備を行う建設局，東京港ですとか

るだけの者よりも，よほど法的な素養に優

離島港湾・臨海開発を所管する港湾局，あ

れている深い洞察力を持っている職員は多

とは都営地下鉄や都バスなどの交通局，水

数おります。そういった中で弁護士登録は

道局や下水道局，こういったところが東京

していませんが，有資格者として働くとい

都の組織としてありますので，それ全体が

うのは，法律論を交わす上でも楽しいとこ

東京都の持ち場です。それ以外にも行政委

ろではあります。そういったところが自治

員会の事務局というのも各種あります。先

体ならではの魅力かなとは思っておりま

ほどお話した教育委員会，労働委員会，人

す。

事委員会など，いろいろなところがありま
す。これらすべてが自治体職員としての活

（鈴木）中崎さん，お願いします。

躍の場となるというところがあると思いま
す。

（中崎）役所の仕事について，同期の友人に，

東京都だけでなく，他の自治体でも，や

何で役人をやっているのかと質問すると，

はり担う分野というのはこれだけ幅広いと

みな異口同音に，それはおまえ，こんなに

ころになっております。また，自治体とい

つらいのにやっていられるのは，仕事が面

うのが自治の組織でございますので，地域

白いからだよということを言います。自分

に根差した存在だというところも大きい特

も短期間ながら役人をやってみて，スケー

色かと思っております。いいところだけで

ルの大きい仕事が多く，仕事が面白いとい

はなく，課題があるところも含めて，地域

うことを思いました。それから，他の役所

のことを改めて見つめ直すといういい機会

のことはよく分からないのですが，経済産

にもなっております。

業省については，基本的に事業者の味方と

東京都はどういう存在であるべきなのか

いうことで，頑張った結果，事業者から喜

とか，
都はどこまで何をすべきなのかとか，

んでいただいて，感謝の言葉を頂戴したこ

こういった若干青臭い議論にもなります

ともありますし，事業者の方々からいろい

が，こういったものを存分に職員間で交わ

ろと教えていただける部分もあります。優

すことが出来るという風土もあります。

秀かつ志がある方が多いということと，自

また，先ほど話も出ましたが，地方と国

由闊達で活気があり，大変魅力的な職場に
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感じました。

もしれませんが，できる限りお答えしたい

役所の場合は，最初から公務員試験を受

と思います。

けて公務員になる人もいますし，一方私の
ように途中から入る助っ人のような人もい

司会（藤本）会場の皆様から多数の質問をい

ます。本日，総務省の方の資料も配付され

ただいております。個別のパネリストの宛

ていますが，この方は修習を経ずにいきな

の質問もあるのですが，この場では個人宛

り総務省に入省なさったようです。

の質問ではなく，より普遍的な質問という

公務員の中途採用の情報については日弁

ことでお答えさせていただこうかと思って

連のひまわり求人求職ナビにも載っており

おります。

ますが，中途採用試験を受けて，正式に公

まず一つはですね，「インハウスに関す

務員になる人もいて，経済産業省でも 11

る情報はどこで収集出来るのでしょうか」

月頃に試験があったと思いますが，私が高

という質問です。インハウスに関する書籍

橋ゼミで一緒で，修習も一緒だった金山藍

等を知りたいといった趣旨ですが，これは

子さんも，森・濱田・松本法律事務所を辞

日弁連で組織内弁護士に関する書籍や論文

めて国土交通省に入ってしまいました。楽

等の情報を提供していくことになっており

しそうに働いていらっしゃいます。次回の

まして，日弁連のホームページの中にある

シンポジウムに彼女が出るので会場にいら

「組織内弁護士に関するご案内」という項

っしゃる皆様ももしご関心があれば是非。

目をご覧いただければ詳細な情報が分かる

役人は省益ばかり守って駄目だから，政

と思いますので，よろしくお願いいたしま

治主導で国会で利害調整をするのがよいな

す。

どという意見もよく耳にするのですが，国

では，次の質問に行きたいと思います。

会での利害調整というのはやはり限界があ

「企業の法務部への就職活動は，実際にど

るわけで，役所が審議会という公の場所で

んな流れで進んでいくのか」ということを

審議するなどして，さまざまな利益調整を

知りたいということなのですが，鈴木さん

表でも裏でもやった上で，いろいろな意見

どうでしょうか。

をくみ取って，法律案の策定や政策立案の
作業をしていくということも民主主義の大
事な一プロセスであると感じています。役
人の重要性は昔も今も変わっていないと思
いますし，国を動かすという意味で，志が
高くなければ出来ない仕事だと思っていま
す。
９

会場からの質問への回答

（鈴木）ありがとうございました。一応本日
のシンポジウムの内容は以上なのですが，
会場の皆様からご質問をたくさんいただい

（鈴木）私はホームページからエントリーし

ているようなので，それについてちょっと

ました。それで面接ですね，大体。ただ私

時間の許す限り回答をしたいと思います。

の場合，前職のキャリアがあったので，中

ものによっては回答出来ないものもあるか

途採用という形です。皆さんの中には，大
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学を出てロースクールに行って，そのまま

めた方も多いという認識です。

就職という方も比較的たくさんいらっしゃ
ると思うんですが，そういう方だと新人社

（鈴木）皆さんのところだと，採用の流れと

員，もしくは大学院卒業扱いという形の就

いう意味では試験が終わってから，修習が

職活動の流れに載るんじゃないかと思いま

始まってから，タイミング的にはいつ頃や

すが，どうでしょう。張さん，どうですか，

るんでしょう。タイミングを逃すと駄目だ

流れとしては。

ということですよね。

（張）私はまず当社に関しましては，ジュリ

（徳山）会社にもよりますが，私は確か修習

ナビという法科大学院卒業生のための就職

中の 2 月とか 3 月ぐらいから応募が始まっ

支援サイトがあり，そこで当社の求人を見

て，4 月とかに面接があったように記憶し

つけて応募いたしました。

ています。

他には法務会計を専門とした紹介の会社
というのがあって，そこに登録をしまして，

（鈴木）そういう意味では，タイミングをち

そこを通して複数の会社に私が提出した履

ゃんと見ていくということ，情報交換をし

歴書をエントリーしてもらうといったこと

てタイミングを見ていくことが大事になっ

もしておりました。

てくるかもしれないですね。まあ会社によ
ってまちまちなんでしょうかね，タイミン

（鈴木）補足するようなことはありますか。

グ的には。

（徳山）大体同じような流れですが，私は日

（足木）まだ弁護士になるか検察になるかと

弁連のひまわり求人求職ナビを見て，大体

かもあるので，やっぱり修習に入って 2 月

応募をしていました。その後の手続きにつ

ぐらい。一通り終わっていないんでしたっ

いては，通常面接が 2〜3 回あってという流

け。その 2 月ぐらいなのかなって，一般的

れだったと思いますが，一つの企業は確か，

には。ただ，まあ大手の人とか，最初から

大卒も含めた新入社員の採用の流れに私も

企業に行くと決めている人は，もっと早く

入ってやっていたというところもありまし

てもいいとは思うんですが。大体はそれぐ

た。

らいかなと。

（鈴木）ということは，タイミングがあると

（鈴木）私の勤務している大和証券キャピタ

いうことですね，大きな意味で。新卒採用

ル・マーケッツでは，今後どのようにイン

の流れに乗るという。

ハウスを採るか全然分かりませんし，同様
に必ずしも定期的採用をしていない会社も

（徳山）そうです。

あるので，そういうところはいろんなホー
ムページだとか，日弁連のひまわり求人求

（鈴木）足木さんは？

職ナビとかを含めて，採用のタイミングが
知らない間に終わっていたということがな

（足木）弁護士会ですか。合同説明会をやり

いように，若干アンテナを張っておく必要

ますよね。あの中で企業と法律事務所と両

があると個人的には思っています。

方出店みたいなものを出して説明してくれ
るところがあるので，そのタイミングで決

司会（藤本）そうしますと，次の質問ですが，
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「先日商社の法務部の方に話を聞く機会が

していない，待遇も全く変わらないという

あった。話によれば，法曹資格を持つ者で

人も多く確かに見られます。

も法務部員とやっている仕事は変わらな
い。訴訟代理人となることもない。待遇に

（鈴木）企業ごとにまちまちというところで，

ついても特に給料が良くなることはない。

一般化出来ないとは思いますが，多くは正

これは他の商社も同じじゃないかという話

社員待遇になるのではないかと思います。

を聞いてびっくりした。」というものです

そして，そこにどういった付加価値が付く

が，今までの話からすると，それは企業ご

かというのもまちまちなのかなと。ただ商

とでそれぞれですよということで，鈴木さ

社の場合，だいぶベースの給料が高いです

んよろしいんでしょうか。

から，そこからさらに上乗せしないという
のもわかる気がします。こういう言い方は

（鈴木）少なくとも私は，正社員の普通の給

悪いかもしれませんが，普通の法律事務所

与テーブルにのっています。ただ，若干ボ

よりもへたしたら高いじゃないかと思うよ

ーナスの評価とかで色が付いているんじゃ

うなところもありますから。それは会社に

ないかとか，そういう気はしますが，少な

よってだいぶ違うんじゃないかなという気

くとも会費を出してもらっているとか，就

がしています。

業中に研修中にパラパラ行けるとか，義務
研修をやらせてもらうとか，そういった意

（中崎）一般的な傾向として，日本の金融機

味での扱いは，残念ながら明文化はされて

関や商社は，待遇は一定の年齢まで基本的

いませんが，黙示の同意じゃないですが，

に同じで，院卒の人と同じなどというとこ

出来ているのではないかと思うんですが。

ろが多いのではないかという風に，同期の

待遇的にはどうですか，皆さん。

話などを聞いていて思います。ただ，外資
系の場合など，実力主義の会社も増えてい

（徳山）私も普通の総合職と同じ扱いになっ

て，こういったところでは，実力を見て，

ていますが，国選をやればその分の報酬は

評価していると聞きます。

私個人に入ってきます。その他給与という
面では，弁護士会の会費はプラスされます

（鈴木）その実力って，資格という意味じゃ

が，それ以外に特に特別な手当が出るわけ

ないですよね。資格を持っていてちゃんと

ではないです。

やれるということですよね。

（足木）私もちょっと興味があって，そうい

（中崎）資格ではなくて実力ですね。

う待遇に関してはいろいろ見たのですが，
商社とか大手で法務部が大きくて，既に多

司会（藤本）それでは次の質問ですが，これ

くの弁護士資格を持っている人がいる場合

はちょっと貫井さんにお願いです。自治体

というのは，待遇は良くないという印象で，

でインハウスの数が少ないことや，任期付

特別扱いをしないという意味ですね。せい

が多いのはなぜでしょうか」という質問で

ぜい大学院卒扱いだとかその程度で，まあ

す。それとですね，「自治体のインハウス

給料も新卒に毛が生えた程度というので，

について情報をどのように得ていくのがよ

ちょっと，ああっていうのもあったりして。

いのでしょうか」という質問ですがお願い

で，同じ JILA っていう企業内弁護士の中

します。

でも，大手の中では契約書のルーチンしか
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（貫井）まず数が少ない理由としては，全く

ね。それでいったん弁護士さんが中に入っ

の私の勝手な想像ですが，自治体の職員は

てきたらどうなるのかを見てみたいという

給与条例主義といいまして，条例に基づい

時にも，任期付という制度は一番使いやす

た給与を支給しなければならないというと

いのかなと思います。これは私の勝手な想

ころがありまして，特別の今おっしゃった

像ですので，実態のところはよく分かりま

ような外資系で，実力があればというよう

せんが，まあそうなのかなと思います。

な，そういった給与面での手当がなかなか

それと，自治体の求人情報ですが，基本

出来ない。そうすると，あまり用意出来る

的にどこの団体も，日弁連の企業内弁護士

ものが少ないと来ていただけないのではな

の募集情報が載っているのと同じようなと

いかと考えておられる自治体も，それなり

ころに，自治体・官庁の情報も載っている

にあると思います。

と思うんですが。ひまわり求人求職ナビ，

それと，あとは先ほど自治体は規模もさ

そこに載ります。あとは東京都の場合です

まざまと申し上げましたが，小さな自治体

と，東京三会だけではなくて，関東地区の

ですと，訴訟はほとんどないところも多い

弁護士会には情報をそれぞれの会員の皆さ

わけですね。そうすると，弁護士さんに来

んにお流しくださいという形でお願いもし

ていただいても，1 人でフルタイムでやっ

ますし，あとは『ジュリスト』だったか何

ていただけるほどの業務がないというふう

だったか，法律雑誌の後ろの方に，募集中

に考えていらっしゃる団体もそれなりにあ

ですという広告を載せたりすることもござ

る。ただ，そんな中で，今は，訴訟だけが

いますので，そういったところも見ていた

弁護士の仕事ではなく，法的な視点に価値

だけるといいかなと思います。

を見いだして採用していく過程なのかなと
思っているんですね。それで，その時にや

司会（藤本）今の点についてはですね，この

はり給与条例の関係がございますので，そ

秋になると思うのですが，『自由と正義』

れなりの給与を用意して採用するというの

という雑誌がございまして，そこに自治体

に一番やりやすいやり方が任期付職員とい

の特集が組まれることになっておりますの

うところだと思います。

で，それもご参照いただければと思います。
また企業内弁護士に関する特集も『自由と
正義』
の 2011 年 7 月号に掲載されますので，
それも参照していただければと思います。
あと時間がなくなってきたのですが，
「育
休・産休制度はありますか」という質問で
す。これは私から答えさせていただきます。
各企業が育休・産休制度を持っていれば，
それは弁護士であっても利用出来ると思い
ます。これはなかなか深い話になるので，
今日はこれぐらいでお答えさせていただこ

また弁護士さん，たいていは多分就業経

うと思います。

験がない方が多いだろうと思われますの

最後の質問ということになりますが，
「現

で，実際に自治体の中に入ってどうなるん

在法務部もない組織に，新人の事務所経験

だろうかという不安も多分本音のところで

もない弁護士が入って活躍出来るのか」と

はあるのではないかと思っているんです

か「企業内に弁護士がいる意味って何なん
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だ」という質問をたくさんいただいており

なのかなと思います。

ます。非常に漠然とした質問ですが，鈴木
さん，お願いします。

（鈴木）そうですね。あとは法務がないとこ
ろにもし採用してもらえるのであれば，何

（鈴木）いる意味ですか？

いやあ，困りま

かを期待されている可能性がありますか

したね。自分で見つけてくださいなんて言

ら，何を期待されているかをよく確認して，

って終わらせるのもありですが，いや，私

それに応えて自分でフィールドを広げてい

は会社にとって自分がいて役に立っている

くことが大事だと思います。

んだろうなと勝手に思っているので，日々
楽しく会社に行っています（笑）。少なか

司会（藤本）質問へのお答えは時間の都合上，

らず役立っていると思っている人，手を挙

以上で終了させていただきたいと思いま

げてください。みんな思っていますので，

す。皆様からいただいた質問については，

ちょっと抽象的な質問っていうか，何かい

可能な限り我々の方で情報発信をしていき

い答えがある人，あ，中崎さん，お願いし

たいと思っております。

ます。
司会（藤本）そういたしますと，最後に今日
（中崎）法務部もないところに行けば，当然

ご来場いただきました皆様への最後のパネ

自分がパイオニアなわけで，何から何まで

リストから一言ずつ述べていただいた後

自分がやらなければいけない訳ですが，大

に，最後に日本組織内弁護士協会からご挨

手法律事務所の創設者の先生方も，最初は

拶をさせていただこうと思います。

3 人などから始めている訳で，何もないと
ころから始めているわけです。法務部もな

（鈴木）今日は皆さんご静聴ありがとうござ

いようなところに行けば，当然リスクはあ

いました。ちょっと何を話すか考えていな

りますが，チャンスもあります。他の人が

かったのですが，好奇心を持って，常に前

選ばない道だからこそ，そこにもしかした

向きに，インハウスになられた時は，ぜひ

ら開ける道もあるかもしれないと思いま

一緒に将来をみんなで切り開いていきたい

す。

と思っていますので，頑張っていきましょ
う。当面は皆さん，大部分の方は新試験合

（足木）私も子会社の方に最初に入った時に

格が最初のハードルだと思いますが，あく

1 人だったのですが，法務部がなくて 1 人

まで通過点ですので，先を見据えて頑張っ

で飛び込んでいってと。経験もその時はな

てください。今日はありがとうございまし

かったのですが。そこで経験を付けてしま

た。

うのが良いかと。あえて誰も知らないとこ
ろに飛び込むというのはそういう意味です

（足木）今日はありがとうございました。法

かね，チャンスというのは。

律事務所がいろいろあるのと同様に，企業
内弁護士といってもいろいろあるというこ

（徳山）誰もいないところに飛び込んだ時こ

とを一つお伝えしたかったということと。

そ，やっぱり日弁連ですとか，日本組織内

若干法律事務所に行く人も多いのですが，

弁護士協会などのネットワークを使って，

企業内弁護士になることが一つの攻めの一

みんなで協力して解決していくという，弁

手であることをちょっと考えていただきた

護士ならではのネットワークが生きる場面

かったということが１点です。どうもあり
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がとうございました。

験を受けていただくという選択肢はありま
す。司法試験と全く日程が重ならず，しか

（徳山）本日はありがとうございました。私，

もロースクールの方のとても受けやすい科

法科大学院生時代，まさか 2 年後，3 年後

目構成となっております。先ほど申し上げ

にインハウスになっているとは全く思って

ましたように，多くのロースクールの卒業

いなかったということでして，皆さんも今

生の方に来ていただいているところです

後何があるか全く分からない状況だと思い

が，それはなぜかというと，やはり東京都

ますので，選択肢を狭めずに，いろいろな

としましては，法的素養を持った人材をと

ことを考えていってほしいと思います。ま

ても欲しているからなのです。そのような

たインハウスという道を選んでくださった

状況ですから，ぜひ皆さんのこれまでの知

時には，一緒に頑張っていきましょう。あ

識・経験を活用して，一緒にこれから先の

りがとうございました。

東京都を作っていけるような方々とお仕事
をさせていただければとてもうれしいなと

（張）皆様，本日はお忙しい中ご参加いただ

思っております。今日はどうもありがとう

きましてありがとうございました。本日の

ございました。

シンポジウムで，皆様にとっての選択肢が
一つでも増えたならとてもうれしく思いま

閉会挨拶

す。ありがとうございました。
司会（藤本）それではパネリストのお話の中
（中崎）今までは企業でも，総務部や経営企

で出てきました，日本組織内弁護士協会で

画部が中心となって企画立案や，政策提言

すが，稲田副理事長からお話をいただきま

という役割を担ってきました。しかし，こ

す。

れからは，企業の法務部と役所や法律事務
所とが色々と協力して，連携して，よりよ

（稲田）日本組織内弁護士協会の稲田と申し

い日本を創るための企画立案・政策提言と

ます。東京弁護士会所属です。パネリスト

いうことをやっていける時代が来るのでは

の皆さん，今日は貴重なお話，ありがとう

ないかと思っています。その際に，会場の

ございました。私もなかなか聞けないよう

皆様方とも，いろいろと連携が出来て，一

な話を聞けて，非常にためになりました。

緒に日本を変えていくということが出来れ

ありがとうございます。

ばいいと思っています。本日はありがとう
ございました。
（貫井）なかなか普段自治体の業務は，身近
に感じられない部分もあるかと思いますけ
れども，今日の拙いお話をさせていただい
た中で，少しでも興味を持っていただけた
ら幸いだなと思っております。実際にこれ
から司法試験に合格されて，実務経験を積
んだ後には，任期付という形でまた東京都
に来ていただける機会があると幸いです

日本組織内弁護士協会の話を少しさせて

し，合格されてもされなくても，公務員試

いただきます。私たちは日本組織内弁護士
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協会を JILA と呼んでいます。英語でいう
と，ジャパン・インハウス・ロイヤーズ・
アソシエーション，その頭文字をとって
JILA でジャイラと呼んでおります。私は
54 期でちょうど弁護士 10 年目なのですが，
JILA も今年でちょうど 10 周年になります。
JILA の歴史を振り返りますと，最初はイン
ハウスロイヤーの親睦団体として，月に 1
回集まっていろいろ勉強をしたり，懇親を
図ったりしておりました。5 年ほど前ぐら
いから人数が急に増えてきまして，特に 60
期台の若手の方が増えてきまして，今では

司会（藤本）これにてシンポジウムを終了し

日本の組織内弁護士の過半数 300 名以上が

たいと思うのですが，最後にですね，会が

所属する団体になっております。

終了した後に，各パネリストや私も含めま

最近はですね，月に 1 回の定例会のみな

して，インハウスに個別に質問をしたいと

らず，こういったシンポジウムを一昨年，

いう方がおられましたら，5 時過ぎまで質

それから昨年とやっておりまして，会場の

問をお受けしたいと思います。質問につい

参加人数も 50 名，
110 名，そして今回は 250

ては，いろいろ聞きたいこともあろうかと

名を超える人数と大きく増えてきておりま

思いますが，インハウスに関する質問事項

す。個人的にインハウスロイヤーというも

に限定させていただければ非常にありがた

のが認知されてきたのだな，時代は変わっ

いと思います。

てきているのだなと思っております。

それでは，今日はどうもありがとうござ

今回のパネリストの多くも JILA のメン

いました。パネリストに個別に質問がある

バーです。今回は日弁連と共催なのですが，

方は，前にパネリストがおりますので，来

やはりパネリストが一番のキーポイントで

ていただいてご質問いただければと思いま

すよねということで，メンバーの選定には

す。

注意を払いました。結果的に，本当に今回

以上

いいパネリストを選ぶことが出来たのが，
シンポジウム成功の最大の要因だったので

※パネリストの発言内容は，シンポジウム開

はないかと個人的には思っております。

催時の情報に基づくものです。組織名称や

なお，今日はロースクール生向けでした

機構等は，変更になっている可能性があり

が，10 月 14 日には合格者向けのシンポジ

ます。

ウムというのを開催いたします。そちらの
方にもぜひご足労をいただければと思いま
す。パネリストの皆様，本日はありがとう
ございました。重ねて御礼申し上げます。
ではこれをもって挨拶に代えさせていただ
きます。

- 46 -

