企業内弁護士に関する参考文献リスト

掲載年 著者
2022 ジェフリー・C・
ハザード・ジュ
ニア著、本間
正浩監訳
2021 日本組織内弁
護士協会
2021 日本組織内弁
護士協会編
2021 須網 隆夫

表題
出典
企業内弁護士の倫理的ジレンマ（原題：Ethical Dilemmas 中央ロー・ジャーナル第18巻4号183頁（2022年）
of Corporate Counsel）
日本組織内弁護士協会20年のあゆみ

中央経済社

組織内弁護士の実務と研究

日本評論社

法の支配と組織内弁護士－日本の組織内弁護士の更な
る発展のために
2021 奥田真世／堀 米国におけるゼネラル・カウンセル－Mary C.DalyとSarah
籠雄
Helene Dugginの論文に見る展開
2021 幸田宏
普通地方公共団体における指定代理人とその実務
2021 高橋治／渡部 法政策における組織内弁護士の役割と展望－電子署名
友一郎／矢野 法改正提言を事例として
敏樹
2021 土屋俊博／渡 組織内弁護士と組織内中小企業診断士によるプロボノ活
邊賢
動の現状と協働による発展の可能性
2021 坂本英之
チーフ・リーガル・オフィサーの機能発揮に向けて
2021 豊田泰行
HRテクノロジーの利活用とコンプライアンスの両立に果た
す法務部及び組織内弁護士の役割
2021 本多愛子
海外子会社のコンプライアンス管理と組織内弁護士の関
2021 前田絵里／黒 専門性ダイバーシティが組織にもたらす影響の考察－組
澤壮史
織内弁護士の存在は組織に何をもたらすか
2021 渡部友一郎／ リーガルリスクマネジメントの国際規格（ISO 31022:2020）
染谷隆明／岩 の導入とその具体的方法－グレーゾーン解消制度等の
間郁乃
利用や外部法律事務所の利用を題材として
2021 鈴木卓／齋藤 リーガルオペレーションズ（Legal Operations)
国雄／吹野加
奈
2021 渋谷武宏／宗 組織内弁護士の視点による金融商品取引法における弁
像孝純
護士の役割及びキャリア形成の変遷史と未来展望
2021 山口裕司
企業内弁護士における専門性の追求－とりわけ知財畑を
歩むということ
2021 高畑正子／横 エネルギー事業におけるリスクマネジメントとカーボン
井邦洋／進藤 ニュートラル社会へー組織内弁護士の観点から
千代数
2021 高畑正子／石 国際仲裁と企業内弁護士の役割
戸信平
2021 吉岡 毅／藤 「ひまわりキャリアサポートセンターのご紹介」
本 和也
2021 藤本 和也

(2022年5月11日掲載）

司法試験受験者向け「企業内弁護士セミナー」

組織内弁護士の実務と研究2頁(2021年）
組織内弁護士の実務と研究25頁(2021年）
組織内弁護士の実務と研究43頁(2021年）
組織内弁護士の実務と研究58頁(2021年）
組織内弁護士の実務と研究78頁(2021年）
組織内弁護士の実務と研究100頁(2021年）
組織内弁護士の実務と研究117頁(2021年）
組織内弁護士の実務と研究137頁(2021年）
組織内弁護士の実務と研究154頁(2021年）
組織内弁護士の実務と研究167頁(2021年）
組織内弁護士の実務と研究192頁(2021年）
組織内弁護士の実務と研究212頁(2021年）
組織内弁護士の実務と研究247頁(2021年）
組織内弁護士の実務と研究258頁(2021年）
組織内弁護士の実務と研究285頁(2021年）
法律サービス展開本部ニュースNo.14（日弁連委員会
ニュース2021年5月号8面）
法律サービス展開本部ニュースNo.13（日弁連委員会
ニュース2021年1月号1面）

2020 高中 正彦／ 座談会（第9章「組織内弁護士」）
石田 京子/梅
田 康宏／中
西 健太郎
2020 田村 陽子
法化社会と組織内弁護士の真骨頂（第9章「組織内弁護
士」）

高中正彦 ，石田京子編「新時代の弁護士倫理」211頁
（有斐閣）

2020 須網 隆夫

弁護士の独立と組織内弁護士（第9章「組織内弁護士」）

高中正彦 ，石田京子編「新時代の弁護士倫理」236頁
（有斐閣，2020年）

2020 藤本 和也

企業内弁護士と“独立性”（第9章「組織内弁護士」）

高中正彦 ，石田京子編「新時代の弁護士倫理」238頁
（有斐閣，2020年）

2020 上野 陽子
2020 平泉 真理／
渡部 友一郎
／山本 晴美
2020 服部 真吾

訴訟業務と外部弁護士の選定・管理
経済産業省「国際競争力強化に向けた日本企業の法務
機能の在り方研究会」の令和報告書余話

会社法務A2Z2020年3月号32頁
ＪＩＬＡ9号10頁（2020年）

これからの組織内弁護士のキャリア まず、はじめる―組
織内弁護士の留学の一事例について
ある地方銀行員の場合
これからの組織内弁護士に求められるもの 国際紛争に
おける組織内弁護士の役割
これからの組織内弁護士の働き方 組織内弁護士の働き
方改革
三者三様の視点から見た働き方改革

ＪＩＬＡ9号6頁（2020年）

2020 永田 明良
2020 辰野 嘉則
2020 石藤 紀子
2020 蜂須 明日香
／山路 道彦
／新熊 聡
2020 藤本 和也

高中正彦 ，石田京子編「新時代の弁護士倫理」234頁
（有斐閣，2020年）

ＪＩＬＡ9号8頁（2020年）
ＪＩＬＡ9号14頁（2020年）
ＪＩＬＡ9号18頁（2020年）
ＪＩＬＡ9号20頁（2020年）

企業内弁護士の実務上の諸課題④ 企業内弁護士が所 eラーニング・日本弁護士連合会（2020年3月11日）
属企業に関する訴訟を受任する場合の留意点
2020 Sarah Helene 企業のインテグリティ（Integrity）と専門家としての責任の 中央ロー・ジャーナル17巻2号47頁、3号1頁（2020年）
Duggin、本間 推進の中核となるゼネラル・カウンセルの役割
正浩監訳

※この文献リストは日弁連弁護士業務改革委員会企業内弁護士小委員会が参考資料として作成したもので，随時更新します。
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掲載年 著者
表題
2019 第一東京弁護 企業内弁護士雇用の手引き（第二版）
士会組織内弁
護士委員会
2019 足立 昌聰
組織内弁護士の兼業・副業としての法律事務－弁護士法
上の諸問題とプラットフォームとしての法律事務所の取り
組み／組織内弁護士を取り巻く現代的課題②／組織内
弁護士の今と未来
2019 井上 由理
企業法務の観点からみた、法曹への期待や求める役割 :
企業内弁護士活躍の将来像 (特集 法曹養成制度改革法
の成立と展望)
2019 井上 侑子
企業内弁護士－コンプライアンス違反・不祥事対応の観
点から／各分野で活躍する組織内弁護士①／組織内弁
護士の今と未来
2019 岡田 英
企業内弁護士 実務経験者に採用シフト 「新卒」は減る傾
向に (進化する 弁護士・会計士・弁理士) -- (弁護士編)
2019 岡本 英子 ,
OBA MJ REPORT 司法修習生及び弁護士の就職支援に
真継 豪 , 山 関する特別委員会 政策担当秘書、企業内弁護士及び自
中 理司
治体職員との懇談会
2019 奥邨 弘司
数字で見る組織内弁護士／組織内弁護士の今と未来
2019 奧邨弘司、片
岡詳子、北島
敬之
2019 北島 敬之／
杉山 忠昭／
本間 正浩／
牛島 信（司
会）
2019 経済産業省／
国際競争力強
化に向けた日
本企業の法務
機能の在り方
研究会
2019 榊原 美紀／
村瀬 拓男／
木内 秀行／
鍛冶 美奈登
／仲村 文博
／岡野 光孝
2019 須網 隆夫
2019 藤本 和也／
須藤 克巳／
美馬 耕平
2019 山本 晴美
2019 中崎 隆
2019 芦原 一郎
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

梅田
山根
K M
田上
西田
渡部
片岡
矢野

康宏
義則
嘉一
章
友一郎
詳子
敏樹

2019 花枝 裕美子
2019 高橋 知洋
2019 鶴瀬 弘太朗
2019 利國 隆
2019 松井 さやか
2019 長谷川 靖
2019 堀口 圭

(2022年5月11日掲載）

出典
第一東京弁護士会（2019年）
法律のひろば72巻6号24頁（2019年）

法律のひろば72巻11号40頁（2019年）

法律のひろば72巻6号31頁（2019年）
エコノミスト2019年2月19日22頁
月刊大阪弁護士会173号25頁（2019年）
法律のひろば72巻6号4頁（2019年）

鼎談企業法務の展望と戦略

ジュリスト1535号ii頁（2019年)

ジェネラル・カウンセルと企業の法務機能

NBL1137号4頁、1138号56頁（2019年）

国際競争力強化に向けた日本企業の法務機能の在り方 https://www.meti.go.jp/press/2019/11/20191119002/2
研究会報告書
0191119002.html

座談会「企業内弁護士の手引き」

Niben Frontier185号26頁（2019年7月）

弁護士の独立と組織内弁護士
ジュリスト1536号73頁（2019年）
企業内弁護士は如何にすれば法務部門の価値向上に寄 eラーニング・日本弁護士連合会（2019年11月20日）
与できるか？
若手インハウス10の悩み Q１ 弁護士会費の負担
若手インハウス10の悩み Q２ 弁護士資格の有無
若手インハウス10の悩み Q３ インハウスと法律事務所
の指導方法の違い
若手インハウス10の悩み Q４ 法律事務所での勤務経験
若手インハウス10の悩み Q５ JILAでの研修
若手インハウス10の悩み Q６ 下積みの経験
若手インハウス10の悩み Q７ リーガルテックの影響
若手インハウス10の悩み Q８ 担当業務の範囲
若手インハウス10の悩み Q９ 英語力の向上
若手インハウス10の悩み Q10 JILAの会合への参加
外部法律事務所弁護士との協働と自己研鑽 どうやって
成長していくか─若手社内弁護士の皆さんへ─
成長を続けるために
インハウスと外部弁護士の役割分担
社内弁護士の強みを活かした社外弁護士との協働のあり
方と方策
インハウスと外部弁護士とのあるべき関係性
組織内弁護士と国際仲裁・調停
Antitrust in Asia ── increased risks, greater
convergence?
法務の枠を越えて活躍する組織内弁護士 “新人”弁護
士が会社経営をするということ
オールドルーキー〜弁護士記者への挑戦〜
鼎談：新しい「組織内弁護士」像を探る

2019 上田 大輔
2019 小川 徹／石
藤 紀子／武
知 俊輔
2019 吉武 信子
企業内弁護士－知財の観点から／各分野で活躍する組
織内弁護士②／組織内弁護士の今と未来
2019 幸田 宏
企業内弁護士－自治体弁護士／各分野で活躍する組織
内弁護士⓷／組織内弁護士の今と未来

ＪＩＬＡ7号2頁（2019年）
ＪＩＬＡ7号3頁（2019年）
ＪＩＬＡ7号4頁（2019年）
ＪＩＬＡ7号6頁（2019年）
ＪＩＬＡ7号8頁（2019年）
ＪＩＬＡ7号9頁（2019年）
ＪＩＬＡ7号10頁（2019年）
ＪＩＬＡ7号12頁（2019年）
ＪＩＬＡ7号16頁（2019年）
ＪＩＬＡ7号18頁（2019年）
ＪＩＬＡ8号2頁（2019年）
ＪＩＬＡ8号4頁（2019年）
ＪＩＬＡ8号6頁（2019年）
ＪＩＬＡ8号8頁（2019年）
ＪＩＬＡ8号10頁（2019年）
ＪＩＬＡ8号11頁（2019年）
ＪＩＬＡ8号12頁（2019年）
ＪＩＬＡ8号20頁（2019年）
ＪＩＬＡ8号22頁（2019年）
ＪＩＬＡ8号24頁（2019年）

法律のひろば72巻6号38頁（2019年）
法律のひろば72巻6号45頁（2019年）
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掲載年 著者
2019 高中 正彦／
石田 京子／
梅田 康宏／
中西 健太郎
2019 竹岡 冨美男
／榊原 美紀
／南 裕子
2019 日本経済新聞
2019 野島 嘉之／
笠井 直人
2019 平泉 真理
2019 平野 温郎
2019 本間 正浩
2019 本間 正浩
2019 本間 正浩
2019 本間 正浩
2019 本間 正浩／
Ben
Heineman
2018 岡本 英子／
真継 豪／山
中 理司
2018 加藤 新太郎
2018 Mary C Daly、
本間正浩監訳
2018 中里 靖夫
2018 藤本 和也
2018 本間 正浩
2018 向井 亜希

表題
座談会／組織内弁護士／新時代の弁護士倫理（8）

出典
ジュリスト1536号58頁（2019年）

インハウスの現在と未来

月刊大阪弁護士会170号9頁（2019年2月）

「企業内弁護士」が急増
スペシャル対談「三菱商事株式会社法務部長野島嘉之氏
×笠井直人会長
組織内弁護士の特性と多様化／組織内弁護士を取り巻く
現代的課題①／組織内弁護士の今と未来
「第四の法曹」としてのインハウスカウンセル資格の創設
を
「真の企業競争力の強化に向けた企業内外の弁護士業
務の在り方」基調報告書
企業内弁護士の実務10の留意点

日本経済新聞2009年2月1日朝刊
Niben Frontier180号28頁（2019年1月・2月合併号）

神内
大橋
工藤
吉田
山辺
花房
青井

聡
弘輝
寛太
麻子
紘太郎
祐美
慎一

法律のひろば72巻6号13頁（2019年）
ビジネス法務19巻4号1頁 (2019年)

日本弁護士連合会第21回弁護士業務改革シンポジウ
ム基調報告書219頁(2019年)
日弁連ライブ実務研修（日弁連eラーニング）2019年12
月18日
真の企業競争力の強化に向けた企業内外の弁護士実務 日本弁護士連合会第21回弁護士業務改革シンポジウ
の在り方
ム資料集217頁(2019年）
平成から令和へのメッセージ／インハウス弁護士の増加・ ビジネス法務19巻8号32頁（2019年）
企業内法務の地位向上
企業法務革命－ジェネラル・カウンセルの挑戦／書評
自由と正義70巻5号53頁 (2019年)
OBA MJ REPORT 司法修習生及び弁護士の就職支援に
関する特別委員会 政策担当秘書、企業内弁護士及び自
治体職員との懇談会
弁護士の違法行為に対する適切な処置
グローバル組織の法務活動における文化的、倫理的、法
的課題：ゼネラル・カウンセルの役割
KDDI法務部における企業内弁護士の活用 (特集 採用・
転職・ステップアップ 法務組織・キャリアの在り方)
企業内弁護士に関するご報告

月刊大阪弁護士会161号27頁（2018年）
会社法務A2Z2018年5月号60頁
神戸法学年報32号91頁（2018年）
ビジネス法務18巻1号18頁（2018年）

日弁連法律サービス展開本部ニュース2018年5月1日6
頁
弁護士の「独立性」概念をめぐる一考察
森勇編著「弁護士の基本的義務」231頁（中央大学出版
会、2018年）
組織内弁護士研修講義録 法律事務所からIT企業へ : 企 臨床法務研究20号19頁（2018年）
業内弁護士の醍醐味
質疑応答・ディスカッション／弁護士の独立性
森勇編著「弁護士の基本的義務」57頁（中央大学出版
会、2018年）

2018 森 護（司会）
／本間 正浩
／田中 紘三
／Prutting,
Hann／加藤
新太郎／
Wessels,
Ulrich／山田
八千子／
Ewer,
Wolfgaung／
Henssler,
2017
安定だけではない企業内弁護士 外部起用の門戸とパイ
広げる (弁護士vs会計士 司法書士) -- (弁護士)
2017 安倍 敏大
インハウスって実際どうなのよ／68期リレーエッセイ
2017 石黒 清子／ 組織内弁護士と弁護士法23条の2照会制度等－倫理上・
市川 充／河 業務上の諸問題の検討－
井 耕治／藤
本 和也
2017 牛島 信／三 ジェネラル・カウンセルのいま
村 まり子／
吉田 圭子／
本間 正浩（モ
デレーター）
2017 愛媛新聞
企業内弁護士年200人増／4月1927人／女性が4割占め
る
2017 加藤 新太郎 インハウスローヤーへの期待
2017 Snyder H.
情報リスクを軽減するために企業内弁護士が果たすべき
Kirke , 青木 5つのステップ
延一 [訳]
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

(2022年5月11日掲載）

学校内弁護士の実践と存在意義
地方電力業界における組織内弁護士
大規模法務部におけるインハウスローヤーの役割
ゼロから始まる法務部
フィンテック・ベンチャーと組織内弁護士
国際法務から始めたインハウスとして
海外の弁護士との付き合い方

エコノミスト2017年2月28日32頁
LIBRA17巻6号59頁（2017年）
日本組織内弁護士協会／日弁連研修会2017年5月10
日
日本弁護士連合会第20回弁護士業務改革シンポジウ
ム (2017年) https://www.shojihomu-portal.jp/

愛媛新聞2017年6月24日朝刊
銀行法務814号巻頭言（2017年）
Records & information management journal : the
information management professionals, No.32, 17-21
(2017)
ＪＩＬＡ4号10頁（2017年）
ＪＩＬＡ4号12頁（2017年）
ＪＩＬＡ4号14頁（2017年）
ＪＩＬＡ4号16頁（2017年）
ＪＩＬＡ4号18頁（2017年）
ＪＩＬＡ4号20頁（2017年）
ＪＩＬＡ4号22頁（2017年）
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掲載年 著者
2017 杉坂 春奈
2017 Anthony
Bertero／江
波戸 信輔
2017 本間 正浩
2017 青井 慎一
2017 西村 智久
2017 前田 絵理
2017 鈴木 由里
2017 安藤 文子
2017 高中 正彦
2017 中崎 隆

(2022年5月11日掲載）

表題
社内にあると便利な書籍とその揃え方
日本の組織に適した多様性の探究を

出典
ＪＩＬＡ4号26頁（2017年）
ＪＩＬＡ4号38頁（2017年）

2017 ACC ジェネラル・カウンセル・サミット
法務部門を強くするリーダーシップとマネジメント
若い法務部のマネジメント
インハウスが留学する意義
USCPAへの挑戦
警備会社の法務室の本棚
日本における弁護士人口の増加と専門職倫理の展開－
法曹人口増加の光と影
我が国におけるジェネラル・カウンセルの現況（調査結果
をもとに）
企業経営の新しい課題と企業法務、企業内弁護士に関す
るシンポジウム－コンプラｲアンスと内部統制を巡って

ＪＩＬＡ5号2頁（2017年）
ＪＩＬＡ5号14頁（2017年）
ＪＩＬＡ5号16頁（2017年）
ＪＩＬＡ5号18頁（2017年）
ＪＩＬＡ5号20頁（2017年）
ＪＩＬＡ5号22頁（2017年）
森際康友編著「職域拡大時代の法曹倫理」271頁（商事
法務、2017年）
日本弁護士連合会第20回弁護士業務改革シンポジウ
ム基調報告書18頁（2017年）
2007年7月9日

2017 中川 明子／
菊池 洋一／
八丁地 隆／
野村 修也／
中村 幸雄／
藤井 孝司／
池永 朝昭／
梅田 庸宏／
三宅 伸吾
2017 永盛 雅子
インハウスロイヤーに聞く（Vol.5)／株式会社ザイマックス LIBRA17巻8号38頁（2017年）
（interview)、 永盛雅子弁護士
木川 雅博
2017 日本経済新聞 インハウス弁護士存在感／10年で10倍、IT企業が積極採 日本経済新聞2017年8月17日朝刊
用
2017 日本弁護士連 企業内弁護士キャリアパス調査（2019年）
日弁連2019年
合会（日弁連）
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/publi
cation/data/questionnaire2_4-1.pdf
2017 日本弁護士連 企業内弁護士キャリアパス調査（2017年）
合会（日弁連）
2017 日本弁護士連 解説弁護士職務基本規程（第2版）
合会（日弁連）
／弁護士倫理
委員会
2017 浜辺 陽一郎 欧州における法律専門職ビジネスモデルの急展開と職業
倫理／組織内弁護士のあり方について－日米の弁護士
を素材として
2017 浜辺 陽一郎 第三者委員会ガイドラインをめぐる課題克服の視座
2017 Laurence W.
Bates、中崎
隆、本間 正浩
訳
2017 本間 正浩／
市川 充／藤
本 和也／上
野 陽子
2017 本間 正浩
2017 本間 正浩
2017 本間 正浩
2017 本間 正浩

「ジェネラル・カウンセル」とは何か（基調報告）

日弁連2017年
日本弁護士連合会、2017年

森際康友編著「職域拡大時代の法曹倫理」258頁（商事
法務、2017年）
日弁連法務研究財団「法曹倫理国際シンポジウム
2013」106頁（2013年）
日本弁護士連合会第20回弁護士業務改革シンポジウ
ム (2017年) https://www.shojihomu-portal.jp/

企業内弁護士の行動規範－弁護士として失敗しないため 日本弁護士連合会e-ラーニング2017年6月7日
に
https://kenshu.nichibenren.or.jp/product/detail.php?pid
=21910
組織内弁護士研修講義録 企業内弁護士の意義 : いかに 臨床法務研究18号47頁（2017号）
して企業に貢献するか
「ジェネラル・カウンセル」とは何か－米国での経験－（基 日本弁護士連合会第20回弁護士業務改革シンポジウ
調報告）
ム (2017年) https://www.shojihomu-portal.jp/
キャリアモデルとしてのジェネラルカウンセル
「ジェネラル・カウンセル」とは何か－米国での経験－

日本弁護士連合会ライブ実務研修2017年12月19日
日本弁護士連合会第20回弁護士業務改革シンポジウ
ム基調報告書3頁（2017年） https://www.shojihomuportal.jp/
2017 本間 正浩
日本における弁護士人口の増加と専門職倫理の展開－ 森際康友編著「職域拡大時代の法曹倫理」277頁（商事
コメント
法務、2017年）
2017 山口新聞
企業内弁護士30倍に増／全体の5％、新たな活躍の場
山口新聞2017年6月23日朝刊5面
2017 山梨中央新報 企業内弁護士30倍に／01年比、女性増、仕事と家庭両立 山梨中央日報2017年6月23日朝刊4面
山梨日日新聞2017年6月24日朝刊6面
2017 山梨日日新聞 企業内弁護士毎年200人増加／法律事務所就職難で
2016 稲垣 泰弘
価値観・倫理観を大切にする日本企業らしい法務部であ ビジネス法務16巻5号22頁（2016年）
れ
2016 奥邨 弘司
企業内法務人材の育成に法科大学院を活用できるか
ビジネス法務16巻5号48頁（2016年）
2016 桐谷 曜子
少しずつ ひろく まるく やわらかく
ＪＩＬＡ2号18頁（2016年）
2016 経営法友会 会社法務部-実態調査（第１1次）の分析報告
別冊NBL160号（商事法務、2016年）
2016 小寺 一男
新しい業務領域を求めて
大阪弁護士会「企業に進出する弁護士の未来－シンポ
ジウム報告」2頁（2003年）
2016 柴田 睦月
私のインハウスローヤーとしてのアイデンティティ
ＪＩＬＡ3号14頁（2016年）
2016 渋谷 高宏
弁護士資格持つ法務役員、CLOを追う
日本経済新聞2016年2月1日朝刊
2016 杉坂 春奈
地方×JILA
JＩＬＡ3号30頁（2016年）
2016 髙橋 直子
インハウスと外部弁護士の業務開拓
ＪＩＬＡ2号14頁（2016年）
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掲載年
2016
2016
2016

著者
田村 陽子
竹本 綾世
NERAエコノ
ミックコンサル
ティング
2016 Ben
Heineman、企
業法務革命翻
訳プロジェクト
訳
2016 羽田野 晶子
2016 藤本 和也
2016 藤本 和也
2016 本間
笹川
2016 室伏
2016 長﨑
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2015

2015

2015
2015
2015
2015

正浩／
豪介
康志
紀子

表題
法科社会と組織内弁護士の真骨頂
JILAにおける活動から得たもの
企業法務先進国における法務部門実態調査報告書

企業法務革命

弁護士としてのキャリアプラン～第三の道を探る～
組織内弁護士研修講義録 企業内弁護士に対する継続教
育プログラム試論(その3)
組織内弁護士研修講義録 企業内弁護士に対する継続教
育プログラム試論(その2)
結果を出す「企業内弁護士」の行動プロセス

特集企業内弁護士の実像 企業内弁護士の現状と課題
特集企業内弁護士の実像 企業内弁護士の実際（ケース
１）
皆川 佳代
特集企業内弁護士の実像 企業内弁護士の実際（ケース
2）
森 正弘
一人法務・インハウスとして存在感を発揮していくために
矢部 耕三
組織内弁護士研修講義録 企業内弁護士と外部弁護士
(その2)
吉鹿 央子
法務部のない会社での経験からみる法務の仕事と役割
梅田 康宏
展開講座 企業内法務の実務(第8回)テレビ業界における
法務部門と企業内弁護士の役割
太田 秀夫
展開講座 企業内法務の実務(第13回・最終回)企業内弁
護士養成を視野に入れた法科大学院の教育
小林 明彦
展開講座 企業内法務の実務(第10回)企業法務の構成要
素から見た外部弁護士と企業内弁護士の比較
加藤 新太郎 その法務部のフレイバー
茅野 みつる 岐路に立つ企業内弁護士－法務に求められる役割から
／稲垣 康弘 見えるもの（上）（下）
／本間 正浩
／藤本 和也
（司会）
近藤
浩／後 第19回弁護士業務改革シンポジウム反訳録、第2分科会
藤 康淑／河 「法律事務所と企業内弁護士の関係－弁護士業務の構
井 耕治／中 造変化」
崎 隆／藤本
和也／田中
務／本間 正
浩（司会）
数字で見る企業内弁護士の現状と弁護士業界の構造変
田中 努
化
東京新聞
企業内弁護士5年で4倍
東京弁護士会 弁護士お試し制度－登録弁護士名簿にご登録ください－
東京弁護士会 弁護士の社内への活用に興味のある皆様へ

2015 日弁連情報統
計室
2015 日本組織内弁
護士協会
2015 Pruｔting,
Hans、森勇監
訳、春日川 美
智子（訳）
2015 藤本 和也
2015 藤本 和也
2015 藤本 和也
2015 前田 絵理
2015 本間 正浩
2015 本間 正浩
2015 本間 正浩
2015 本間 正浩

企業における弁護士の採用状況に関するアンケート

(2022年5月11日掲載）

出典
ジュリスト1536号72頁（2019年）
ＪＩＬＡ3号28頁（2016年）
経済産業研究委託事業
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000890.
pdf
商事法務、2018年

ＪＩＬＡ3号18頁（2016年）
臨床法務研究17号19頁（2016年）
臨床法務研究16号15頁（2016年）
レガシイDVD2016年
Niben Frontier154号27頁（2016年）
Niben Frontier154号33頁（2016年）
Niben Frontier154号37頁（2016年）
ＪＩＬＡ3号16頁（2016年）
臨床法務研究16号27頁（2016年）
ビジネス法務2016年5月号37頁
法学教室418号129頁（2015年）
法学教室423号120頁（2015年）
法学教室420号143頁（2015年）
Business Law Journal2015年9月11頁
ビジネス法務15巻6号73頁、7号62頁（2015年）

日本弁護士連合会
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/organization/ev
ent/gyoukaku_sympo.html

日本弁護士連合会第19回弁護士業務改革シンポジウ
ム資料集43頁(2015年）
東京新聞2009年2月2日朝刊22面
LIBRA15巻2号34頁（2015年）
東京弁護士会
http://www.toben.or.jp/know/iinkai/houritsuservice/ot
ameshi/
日弁連情報統計室, (2013)

東京弁護士会が公表した「弁護士トライアル制度」につい http://jila.jp/pdf/seimei20150710.pdf
て
ドイツにおける企業内弁護士(Syndikusanwalts)の地位
森勇編著「リーガルマーケットの展開と弁護士の職業
像」115頁（中央大学出版部、2015年）
展開講座 企業内法務の実務(第6回)企業内法務と企業 法学教室416号118頁（2015年）
内弁護士
組織内弁護士研修講義録 企業内弁護士に対する継続教 臨床法務研究14号13頁（2015年）
育プログラム試論(その1)
若手企業内弁護士の悩みと外部弁護士
日本弁護士連合会第19回弁護士業務改革シンポジウ
ム基調報告書68頁(2015年）
わたしの仕事、法つながり : ひろがる法律専門家の仕事 法学セミナー60巻10号6頁（2015年）
編(第6回)企業内弁護士の仕事 : メーカー企業の法務部
員として
企業内法務の実務（第5回)／グローバル企業における企 法学教室415号121頁 (2015年)
業法務部と企業内弁護士の役割
米国における企業内弁護士の消長
日本弁護士連合会第19回弁護士業務改革シンポジウ
ム資料集62頁(2015年）
弁護士業務基本規程51条の実務上の問題点
森勇編著「リーガルマーケットの展開と弁護士の職業
像」339頁（中央大学出版会、2015年）
我が国における企業内弁護士とその問題点

森勇編著「リーガルマーケットの展開と弁護士の職業
像」127頁（中央大学出版会、2015年）
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掲載年 著者
2015 室伏 康志

(2022年5月11日掲載）

表題
展開講座 企業内法務の実務(第3回)日本の企業内弁護
士の現状と課題
2015 矢部 耕三
組織内弁護士研修講義録 企業内弁護士と外部弁護士
(その1)
2015 矢部 耕三/藤 企業内弁護士と継続教育 (特集 弁護士の継続研修と法
本 和也
曹リカレント教育)
2015 吉鹿 央子
作るキャリア、与えられるキャリア
2015 渡部 友一郎 若手組織内弁護士の新しい鍛錬手法－カリフォルニア州
司法試験－
2014 第一東京弁護 企業内弁護士雇用の手引き（初版）
士会総合法律
研究所組織内
法務研究部会
2014 梅田 康宏
労働者としての弁護士
2014 小林 多美子 企業法務部 増え続ける企業内弁護士 「戦略法務」の重
要性 (競争激烈! 税理士・会計士・弁護士) -- (弁護士編)
2014 佐藤 吾郎
法務部門に関する実態調査の報告－アンケート調査及び
個別ヒヤリングの報告（岡山）

出典
法学教室413号130頁（2015年）

2014 佐藤 吾郎／ 企業内弁護士が与える影響とは？
藤本 和也／
張替 勉／松
田 久／三宅
守男／吉田
2014 島岡 聖也／ 座談会 企業内弁護士の現状と弁護士会の取組み
池内 稚利／
矢部 耕三／
藤本 和也／
檜山 正樹

岡山経済同友会・岡山大学法科大学院、平成26年度第
5回企業法務・会計研修会報告書、「企業内弁護士が与
える影響とは？」組織内弁護士の研究17頁（2014年）

2014 日本弁護士連 弁護士白書2014年版
合会（日弁連）

68http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/b
ooks/data/2014/whitepaper_nendobetsu_2014.pdf

2014 山口 利昭
2014 山口 利昭
2013 秋本 裕子
2013 宇佐美 豊
2013 梅田 康宏
2013 梅田 康宏
2013 梅田 康宏
2013 片岡 詳子 ,
梅田 康宏 ,
伊東 卓 [他]
2013 片岡 詳子 ,
梅田 康宏 ,
伊東 卓 [他]
2013 久保利 英明
／国廣 正／
池永 朝昭
／竹内 朗／
齊藤 誠（司
2013 会
高中 正彦
2013 竹本 綾世

臨床法務研究15号17頁（2015年）
自由と正義66巻1号70頁（2015年）
ＪＩＬＡ創刊号18頁（2015年）
ＪＩＬＡ創刊号20頁（2015年）
第一東京弁護士会（2014年）

日本労働研究雑誌645号22頁(2014年)
エコノミスト 2014年12月2日90頁
岡山経済同友会・岡山大学法科大学院、平成26年度第
5回企業法務・会計研修会報告書、「企業内弁護士が与
える影響とは？」組織内弁護士の研究3頁（2014年）

Ichiben Bulletin493号2頁（2014年）

社外取締役・社外監査役の役割と実務－弁護士資格を持 自由と正義65巻12号49頁（2014年）
つ社外役員は本当に必要なのか
日弁連の第三者委員会ガイドラインの理念と現実
日弁連法務研究財団「法曹倫理国際シンポジウム
2013」90頁
企業法務部最前線 企業内弁護士は10年で10倍超に
エコノミスト 2013年8月6日93頁
5000人体制は実現するか (食える弁護士 食えない弁護
士) -- (第一人者が斬る! 企業法務)
企業内弁護士のあり方 : 地域金融機関の場合 (特集 新・ 銀行法務21、 57巻5号51頁（2013年）
銀行法務の学び方) -- (特別編)
インハウスローヤーへの道
レクシスネクシス・ジャパン、2013年
企業内弁護士を訴訟代理人に加える七つのメリット
法苑2013年5月号6頁
企業内弁護士の展望と課題 : これまでの10年、これから 自由と正義64巻3号81頁（2013年）
の10年
特集 座談会 企業内弁護士の展望と弁護士業界の課題 Niben Frontier120号26頁（2013年）
(前編)
特集 座談会 企業内弁護士の展望と弁護士業界の課題
(後編)

Niben Frontier121号25頁（2013年）

企業ニーズの進展と弁護士の新たな価値創出

自由と正義64巻3号38頁（2013年）

民事法研究会、2013年
法曹養成と臨床教育6号147頁（2013年）

2013 本間 正浩

法曹倫理
企業人としての企業内弁護士 (第6回年次大会) -- (分科
会 自由テーマ部会)
企業内弁護士の企業における役割と課題 (第6回年次大
会) -- (全体シンポジウム リーガル・プロフェッションの職
域拡大と法科大学院教育の使命)
営業部の信頼を得る社内コミュニケーション術

2013 吉田 健

法務部勤務弁護士の違法行為に対する措置

2013 山口 健一

取締役弁護士の違法行為に対する措置

2012 伊藤 歩

データで読み解く 企業内弁護士の実像 (特集 企業内弁
護士の活躍)

東京三会有志・弁護士倫理実務研究会編著「弁護士倫
理の理論と実務（改訂版）」201頁（日本加除出版、2013
年）
東京三会有志・弁護士倫理実務研究会編著「弁護士倫
理の理論と実務（改訂版）」195頁（日本加除出版、2013
年）
ビジネス法務12巻6号76頁（2012年）

2013 田中 努

法曹養成と臨床教育6号30頁（2013年）
ビジネス法務13巻1号39頁（2013年）

※この文献リストは日弁連弁護士業務改革委員会企業内弁護士小委員会が参考資料として作成したもので，随時更新します。
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掲載年 著者
2012 岩井 重一／
安西 愈／山
口 健一／鳥
山 半六／高
中 正彦／太
田 英也／倉
普 恒彦／松
田 豊治／加
戸 茂樹／上
妻 英一郎／
2012 梅田 康宏
2012 片岡 詳子
2012 国本 聡子

表題
出典
弁護士倫理の課題と展望－解説第2版の刊行を契機とし 自由と正義63巻10号9頁（2012年）
て（座談会）

日弁連推薦留学生報告(第2回)米国における企業内弁護 自由と正義63巻5号95頁（2012年）
士のプロボノ活動の発展と日本への応用可能性
日常業務のサポート
日本弁護士連合会弁護士業務改革委員会編「企業内
弁護士」57頁（商事法務、2009年）
企業内弁護士の立場から法科大学院での学習成果を検
証する (特集 法科大学院は必要だったのか?) -- (修了生
からみた法科大学院の成果)
ロビイストという仕事（法曹人の新しいフィールド第10回）
弁護士法概説（第4版）
新規登録弁護士の就職状況と日弁連のこれまでの取組

2012 榊原 美紀
2012 高中 正彦
2012 辻川 正人／
高橋 太郎／
藤本 和也
2012 日本弁護士連 解説弁護士職務基本規程（第３版）
合会（日弁連）
／弁護士倫理
委員会
2012 本間 正浩
弁護士業務基本規程51条の問題点
2012
2012
2012
2012
2012

本間 正浩
本間 正浩
森勇
森際 康友
湯本 克也 ,
藤本 和也
2012 米田 憲市
2012 米田 憲市
2012 米田 憲市
2011 内田 高弘 ,
別所 直哉 ,
柏木 昇 [他]
2011 片岡 詳子
2011 裁判例
2010 青山 學

2010 出井 直樹
2010 南東 聡子
2009
2009 朝日新聞
2009 飯田 隆
2009 池永 朝昭
2009 池永
片岡
前田
梅田
花田
村本
2009 会
出井

(2022年5月11日掲載）

ロースクール研究20号51頁（2012年）
自由と正義64巻4号70頁(2012年)
三省堂、2012年
自由と正義63巻5号14頁（2012年）

日本弁護士連合会、2012年

日弁連法務研究財団「法曹倫理国際シンポジウム
2012」115頁（2012年）
M&Aを成功に導く法務担当者の役割
ビジネス法務12巻1号18頁（2012年）
企業内弁護士と法律事務所の弁護士(2012)
法苑167巻11頁（2012年）
ドイツにおける弁護士の研鑽義務とその規律
比較法雑誌45巻4号141頁（2012年）
組織内弁護士の自治と倫理
自由と正義63巻10号29頁（2012年）
対談 企業内弁護士に対する法務部長の本音 (特集 企業 ビジネス法務12巻6号88頁（2012年）
内弁護士の活躍)
企業法務の発展の足跡－第10次までの実態調査をふり 経営法友会編「会社法務部－足跡と展望」15頁（商事法
返って
務、2012年）
日本における企業活動と弁護士の位置と将来－「法務部 法社会学76号14頁（2012）
門の実態調査」の歴史を手掛かりに－
企業の採用実績と法科大学院キャリア : 企業内弁護士か ロースクール研究20号26頁（2012年）
ら法務博士(専門職)までの概観 (特集 法科大学院は必要
だったのか?) -- (現場からみた法科大学院の成果)
座談会 企業内弁護士 (特集 多様な法曹--企業内弁護 自由と正義62巻8号11頁（2011年）
士)

インハウスローヤーの時代 (特集 多様な法曹--企業内弁
護士)
弁護士が会社との間で締結した当該会社の法律業務を
包括的に処理することを内容とする契約が労働契約に当
たるとされた事例
企業内弁護士促進PT--あなたも企業内弁護士に挑戦し
ませんか 企業と弁護士の意識改革を求めて 全国キャラ
バン開催 (特集 弁護士業務総合推進センター、法的サー
ビス企画推進センター4年間の総括・今後の課題、各PT
の取組みの総括)
企業内弁護士諸課題検討チーム (特集 弁護士業務総合
推進センター、法的サービス企画推進センター4年間の総
括・今後の課題、各PTの取組みの総括)
法科大学院教育・新司法試験と企業内弁護士としての業
務 (第3回年次大会) -- (分科会 臨床法学教育の方法論)
聞こえる不協和音／社会弁護士・会計士／プロはなじむ
のか
企業内弁護士急増中－割合2年で3倍
いよいよロースクール第一期生が社会進出－司法試験合
格者3000人時代目前、どうする「質」の確保
法務部の業務と弁護士業務あるいは法律業務

自由と正義62巻8号30頁（2011年）
判例タイムス1353号111頁 (2011年)
自由と正義61巻6号20頁（2010年）

自由と正義61巻6号29頁（2010年）
法曹養成と臨床教育3号105頁（2010年）
Wedge2009年2月50頁
朝日新聞2009年1月10日朝刊
The Lawyers2009年2月12頁
日本弁護士連合会弁護士業務改革委員会編「企業内
弁護士」253頁（商事法務、2009年）

朝昭／ シンポジウム若手企業内弁護士(1)～(3)
Niben Frontier45号25頁（2005年10月号）、46号12頁
詳子／
（2005年11月号）、47号34頁（2005年12月号）
則政／
康宏／
洋祐／
道夫（司
直樹
企業法務新時代(5)新たな段階に入った日本の企業内弁 JCAジャーナル 56巻6号14頁（2009年）
護士
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掲載年 著者
2009 梅田 康宏

(2022年5月11日掲載）

表題
紛争案件の処理

出典
日本弁護士連合会弁護士業務改革委員会編「企業内
弁護士」16頁（商事法務、2009年）

2009 中原 健夫

当局対応

日本弁護士連合会弁護士業務改革委員会編「企業内
弁護士」22頁（商事法務、2009年）

2009 片岡 詳子

総合電機メーカーのインハウスローヤー

日本インハウスローヤーズネットワーク編「インハウス
ローヤーの時代」36頁（日本評論社、2004年）

2009 近藤 剛

金融機関における企業内弁護士業務の概観

日本弁護士連合会弁護士業務改革委員会編「企業内
弁護士」46頁（商事法務、2009年）

2009 池永 朝昭

コンプライアンスと内部統制

日本弁護士連合会弁護士業務改革委員会編「企業内
弁護士」64頁（商事法務、2009年）

2009 谷口 好幸

法務部マネジメント（人事管理を含む）

日本弁護士連合会弁護士業務改革委員会編「企業内
弁護士」86頁（商事法務、2009年）

2009 谷口 好幸

経営陣へのアドバイス

日本弁護士連合会弁護士業務改革委員会編「企業内
弁護士」106頁（商事法務、2009年）

2009 西 和伸

外部弁護士との関係

日本弁護士連合会弁護士業務改革委員会編「企業内
弁護士」（商事法務、2009年）131頁

2009 後藤 庸淑

職務基本規程51条

日本弁護士連合会弁護士業務改革委員会編「企業内
弁護士」145頁（商事法務、2009年）

2009 佐野 晁生

企業内弁護士のキャリアパス（企業内において）

日本弁護士連合会弁護士業務改革委員会編「企業内
弁護士」171頁（商事法務、2009年）

2009 河村 明雄

企業内弁護士のキャリアパス（企業外へ）

日本弁護士連合会弁護士業務改革委員会編「企業内
弁護士」191頁（商事法務、2009年）

2009 小堀 陸郎

ヘッド・ハンターからみたインハウスローヤー

日本インハウスローヤーズネットワーク編「インハウス
ローヤーの時代」194頁（2004年、日本評論社）

2009 河村 明雄

ジェネラル・カウンセル制度について

日本弁護士連合会弁護士業務改革委員会編「企業内
弁護士」276頁（商事法務、2009年）

2009 西 和伸

法務部と弁護士

日本弁護士連合会弁護士業務改革委員会編「企業内
弁護士」310頁（商事法務、2009年）

2009 鈴木 修一

「法科大学院修了生の企業採用についてのシンポジウ
ム」についての報告書
近未来の弁護士論(第13回)リスク管理と企業法務部そし
て企業内弁護士
我が国におけるジェネラル・カウンセルの現況（調査結果
をもとに）（基調報告）

ロースクール研究 No.13 (2009年5月号）

2009 谷口 好幸
2009 中崎 隆
2009 藤本 健一

2009 本間 正浩
2009 本間 正浩

法律のひろば62巻6号68頁（2009年）
日本弁護士連合会第20回弁護士業務改革シンポジウ
ム (2017年） https://www.shojihomu-portal.jp/

企業を能力発揮の場に選んだ法曹有資格者の視点から 法律のひろば62巻8号56頁（2009年）
企業内弁護士という選択 (特集 法曹有資格者の職域拡
大)
法律のひろば62巻3号56頁、4号68頁、5号62頁（2009
組織内弁護士と弁護士の「独立性」(1)～(3)
年）
M&A
日本弁護士連合会弁護士業務改革委員会編「企業内
弁護士」113頁（商事法務、2009年）

2009 本間 正浩

企業内弁護士と法律事務所の弁護士

日本弁護士連合会弁護士業務改革委員会編「企業内
弁護士」291頁（商事法務、2009年）

2009 室伏 康志

企業内弁護士の依頼者は誰か

日本弁護士連合会弁護士業務改革委員会編「企業内
弁護士」161頁（商事法務、2009年）

2009 森 勇
2009 八掛 順子

ドイツ「裁判外のリーガル・サービスに関する法律」
企業・官公庁・地方自治体アンケートの分析結果

比較法雑誌43巻2号223頁（2009年）
日本弁護士連合会弁護士業務改革委員会編「企業内
弁護士」195頁（商事法務、2009年）

2009 八掛 順子

企業経験者アンケート分析

日本弁護士連合会弁護士業務改革委員会編「企業内
弁護士」205頁（商事法務、2009年）

2009 八掛 順子

若手弁護士への転職希望アンケートの分析結果と対策に 日本弁護士連合会弁護士業務改革委員会編「企業内
ついて
弁護士」210頁（商事法務、2009年）

2008 芦原 一郎

社内弁護士という選択－インハウスカウンセルの実際の 商事法務、2008年
仕事を描いた１５講
企業内弁護士の採用・処遇モデル (特集 弁護士・法科大 ビジネスロー・ジャーナル1巻7号48頁（2008年）
学院修了者の採用--企業内弁護士は大幅に増加するか)

2008 梅田 康宏
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掲載年 著者
2008 小田 修司／
伊藤 ゆみ子
／齋 雄太
2008 [他]
鈴木 正朝
2008 小林
鈴木
立石
2008 竹部

裕輔／
孝司／
竜資
晴美

2008 浜辺 陽一郎
2007 芦原 一郎
2007 梅田 康宏

(2022年5月11日掲載）

表題
企業内弁護士との意見交換会

出典
Ichiben Bulletin422号54頁（2008年）

法務機能強化に向けた人材獲得--法科大学院修了者の
就職問題を背景に (特集 弁護士・法科大学院修了者の
採用--企業内弁護士は大幅に増加するか)
座談会 新たな活躍のフィールドは拓けるか?司法修習生
から見た法務部への就職 (特集 弁護士・法科大学院修
了者の採用--企業内弁護士は大幅に増加するか)
判例研究 故意侵害訴訟に対して外部弁護士の意見書を
抗弁とすることは企業内弁護士のワーク・プロダクトや弁
護士-依頼人特権の放棄となるか--In re Seagate
Technology, 497 F.3d 1360, 2007 U.S. App. LEXIS 19768
(2007)
企業への道を開く実務系科目の充実--早稲田ロースクー
ルの取り組み (特集 弁護士・法科大学院修了者の採用-企業内弁護士は大幅に増加するか)
法務部とガバナンス－「定期便プロジェクト」の試み

ビジネスロー・ジャーナル1巻7号25頁（2008年）
ビジネスロー・ジャーナル1巻7号62頁（2008年）
法と政治59巻2号706頁（2008年）

ビジネスロー・ジャーナル1巻7号58頁（2008年）

奥島孝康(編)「企業の統治と社会的責任」294頁（きんざ
い、2007年）
ロー・ジャーナル 企業コンプライアンスと企業内弁護士の 法学セミナー52巻10号8頁（2007年）
役割
企業で働く弁護士の実像
自由と正義58巻5号12頁（2007年)
企業内弁護士の現状と将来(座談会）
自由と正義58巻5号24頁（2007年)

2007 梅田 康宏
2007 梅田 康宏／
片岡 詳子／
西 和伸／花
田 容佑／本
間 正浩／大
村 多聞／福
田 憲次／長
谷川 均／小
龍伸
2007 鈴木
シンポジウム組織内弁護士の座談会(1)～(3)
出 啓次／伊
藤 憲二／太
田 大三／小
島 唯史／増
田 健一／池
田 和世／幸
村 俊哉／谷
2007 須崎 将人
トップに直言できる法務部でなければ企業不祥事はとめら
れない 法務部員の大半は企業内弁護士にしてコンプライ
アンスを実行すべき--ソフトバンク株式会社 (特集 強い法
務体制を作るために)
2007 西田 章
弁護士の就職と転職－弁護士ヘッドハンターが語る25の
経験則
2007 日本経済新聞 弁護士ミスマッチ、本当に就職難なのか－就活と採用の
意識にズレ
2007 日本組織内弁 「弁護士お試し制度」の見直し要請の件
護士協会
2007 日本組織内弁 女性弁護士の社外役員候補者名簿登録要件に関する一
護士協会
部削除の要請
2007 本間 正浩
組織内弁護士について

Niben Frontier60号30頁、61号34頁、62号40頁（2007
年）

ザ・ローヤーズ4巻9号30頁（2007年）

商事法務、２００７年
http://www.nikkei.com/article/DGXNZO42142760S2A6
00C1TCJ000/?df=3&dg=1
http://jila.jp/pdf/seimei04.pdf
http://jila.jp/pdf/seimei02.pdf

2006 青山 學

日弁連弁護士業務改革委員会２１世紀の弁護士プロ
ジェクトチーム編「いま弁護士は、そして明日は？」134
頁（エディックス、2007年）
自由と正義57巻12号46頁（2006年）

2006

NBL831号62頁 (2006年)

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2005
2005
2005

任期付公務員・企業内弁護士PT--国の省庁、企業はあ
なたを求めている (特集1 検討進む・弁護士業務総合推
進センター)
芦原 一郎
法務部と現場との連携システムの構築－アフラック法務
部の「定期便｣の試み
加戸 茂樹
社外役員と弁護士倫理
加藤 新太郎 コモン・ベーシック弁護士倫理
仮屋 広郷
米国企業会計改革法と法曹倫理：アメリカにおける証券
弁護士のゲートキーパー規制と守秘義務をめぐる議論か
らの示唆
高中 正彦
弁護士法概説（第３版）
名取 勝也
Interview 企業法務部 企業の競争力を支える企業内弁護
士の役割 日本アイ・ビー・エム株式会社取締役・弁護士
名取勝也氏
中原 健夫
内部通報システムの構築－課題と対策
西 和伸
法律事務所起用の留意点－アウトサイドカウンセルポリ
シーのすすめ
日本弁護士連 [完全対訳]ABA法律家職務模範規則
合会（日弁連）
山浦 善樹
民亊手続と弁護士の行動指針－問題提起
大村 多聞
国際シンポジウム 企業内弁護士の時代 (特集 研究成果
の中間報告) -- (第3部 シンポジウム)
高中 正彦
法曹倫理講義
高柳 一男
エンロン事件とアメリカ企業法務

自由と正義65巻12号57頁（2006年）
有斐閣、2006年
一橋論叢135巻1号25頁（2006年）
三省堂、2006年
Lexis企業法務1巻6号2頁（2006年）
NBL829号 (2006年)
NBL833号43頁 (2006年)
第一法規、2006年
民商法雑誌52号57頁(2006年)
企業と法創造1巻4号326頁（2005年）
民事法研究会、2005年
中央大学出版部、2005年

※この文献リストは日弁連弁護士業務改革委員会企業内弁護士小委員会が参考資料として作成したもので，随時更新します。
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掲載年 著者
2004 梅田 康宏

(2022年5月11日掲載）

表題
「インハウスローヤーの時代」の幕開け

出典
日本インハウスローヤーズネットワーク編「インハウス
ローヤーの時代」10頁（2004年、日本評論社）

2004 梅田 康宏

テレビ局のインハウスローヤー

日本インハウスローヤーズネットワーク編「インハウス
ローヤーの時代」51頁（2004年、日本評論社）

2004 糸井 千晴

総合商社のインハウスローヤー

日本インハウスローヤーズネットワーク編「インハウス
ローヤーの時代」69頁（2004年、日本評論社）

2004 西 和伸

投資銀行のインハウスローヤー

日本インハウスローヤーズネットワーク編「インハウス
ローヤーの時代」82頁（日本評論社、2004年）

2004 牧山 嘉通

外資系IT企業のインハウスローヤー

日本インハウスローヤーズネットワーク編「インハウス
ローヤーの時代」96頁（2004年、日本評論社）

2004 本間 正浩

ゼネラルカウンセルとしてのインハウスローヤー

日本インハウスローヤーズネットワーク編「インハウス
ローヤーの時代」108頁（2004年、日本評論社）

2004 西 和伸

転職とインタビュー（面接）

日本インハウスローヤーズネットワーク編「インハウス
ローヤーの時代」119頁（日本評論社、2004年）

2004 大津 啓二

弁護士になって、元勤務した会社に戻ってみたら

日本インハウスローヤーズネットワーク編「インハウス
ローヤーの時代」124頁（2004年、日本評論社）

2004 大山 滋郎

「小規模会社」、小規模弁護士会のインハウスローヤー

日本インハウスローヤーズネットワーク編「インハウス
ローヤーの時代」131頁（2004年、日本評論社）

2004 関亦 言子

女性の職業としてのインハウスローヤー

日本インハウスローヤーズネットワーク編「インハウス
ローヤーの時代」145頁（2004年、日本評論社）

2004 大村 多聞

企業側からみたインハウスローヤー

日本インハウスローヤーズネットワーク編「インハウス
ローヤーの時代」148頁（2004年、日本評論社）

2004 宮沢 節生

法科大学院からみたインハウスローヤー

日本インハウスローヤーズネットワーク編「インハウス
ローヤーの時代」167頁（2004年、日本評論社）

2004 梅田 康宏

インハウスローヤーの募集情報を集める／弁護士会の登 日本インハウスローヤーズネットワーク編「インハウス
録変更
ローヤーの時代」207頁（2004年、日本評論社）

2004 河村
池永
天野
室伏
本間
村本
2004 会）
早野
2004 森山

明雄／ シンポジウム企業内弁護士(1)～(3)
朝昭／
正人／
康志／
正浩／
道夫（司
貴文
弁護倫理の座標－公共性と弁護士の役割
文昭
弁護士制度改革と弁護士像－新しい人権モデルの提唱

2004 諸石 光煕
2003 石川 寛俊
2003 須網 隆夫
2003 高柳 一男

法社会学61号167頁（2004年）
日本弁護士連合会／弁護士業務改革委員会／21世紀
の弁護士像プロジェクトチーム編「いま弁護士は、そして
明日は？」（エディックス、2004年）
ひと筆 企業内弁護士雑感
自由と正義55巻5号11頁（2004年）
自由と独立は弁護士の文化遺産になったか？
大阪弁護士会「企業に進出する弁護士の未来－シンポ
ジウム報告」3頁（2003年）
弁護士の独立性と企業内弁護士－弁護士法30条の改正 大阪弁護士会編「企業に進出する弁護士の未来－シン
を巡って
ポジウム報告」4頁（2003年）
企業内弁護士の役割と責任（主として国際企業法務の視 大阪弁護士会「企業に進出する弁護士の未来－シンポ
点より）
ジウム報告」13頁（2003年）
シンディックス弁護士の職業像
日本弁護士連合会第12回弁護士業務改革シンポジウ
ム運営委員会編「ドイツ弁護士事情調査報告書」101頁
(2003年）

2003 Pruting,
Hanns、
Hommerich,
Christoph、森
勇訳
2003 日本弁護士会 ドイツ弁護士事情調査報告書
第12回弁護士
業務改革シン
ポジウム運営
委員会
2003 吉川 純
企業内弁護士による弁護士法人設立 (特集1 どうなった?
弁護士法人)
2002 須網 隆夫
司法制度と法律家－弁護士法72条問題への視点
2002 須網 隆夫
2002 高木 あやか
2002 高柳 一男
2001 飯田 隆
2001 佐成 実

Niben Frontier35号27頁（2004年12月号）、36号27頁
（2005年1月号）、37号42頁（2005年2月号）

日本弁護士会第12回弁護士業務改革シンポジウム運
営委員会「ドイツ弁護士事情調査報告書」（2003年）

自由と正義54巻5号24頁（2003年）

「グローバル社会の法律家論」48頁 （現在人文者、2002
年）
企業内（社内）弁護士と弁護士倫理
「グローバル社会の法律家論」84頁（現在人文者、2002
年）
輝く米国女性エグゼクティブ(16)クリスティン・カバロ 家族 エルネオス8巻6号80頁（2002年）
の愛を支えにキャリアを築く企業内弁護士
国際企業法務
商事法務、2002年
組織内弁護士促進の現状と課題
自由と正義62巻3号（2001年）65頁
ひと筆 企業内弁護士雑感--alii alia
自由と正義52巻7号11頁（2001年）
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掲載年 著者
2001 加藤 新太郎
（司会）／村山
眞維／宮廻
美明／波多野
宜彦
1998 佐成 実 , 山
本 崇晶 , 柳
田 直樹
1988 武田 正彦
1987 畔柳 達雄
1984 飯島 澄雄
1984 家近 正直／
石川 正／山
下 孝之
1984 宮川 光治
1983 高石 義一
1983 本間 正浩
1982 大矢 息生
1982 浜崎 憲史
1981
1981
1981
1981

1981
1980
1979
1977
1976
1972

表題
弁護士の職域拡大の方向と展望

(2022年5月11日掲載）

出典
判例タイムス1046号4頁（2001年）

企業内弁護士……その役割 (特集 はじめての司法改革) Keidanren46巻11号36頁（1998年）

弁護士の会社経営参加
企業法務と弁護士－弁護士のあるべき姿を求めて
弁護士の営業許可（弁護士法30条）－その運営の実情と
考え方－
弁護士は会社法務に何を望むか

自由と正義39巻4号52頁（1988年）
自由と正義38巻4号4頁（1987年）
自由と正義35巻2号28頁（1984年）

法律事務独占の今日的課題－プラクティスの改革と非弁
問題の再検討－
企業内弁護士と法律相談 (法律相談<特集>) -- (私の事
務所では(レポ-ト))
新時代のWork Front／開拓者たち／本間正浩
社内弁護士の研究
企業と弁護士－弁護士の社会的役割と苦悩

自由と正義35巻2号7頁（1984年）

NBL296号4頁、297号24頁（1984年）

自由と正義34巻12号42頁（1983年）

Lawyer's Magazine22号15頁（1983年）
第一法規、1982年
「現代の弁護士[市民編]」法学セミナー増刊総合特集シ
リーズ20巻254頁（1982年）
小島 武史
大法務部と小法務部と（会社法務の課題(6)
NBL228号26頁（1981年）
小島 武史
法曹有資格者の配合（会社法務の課題(7))
NBL229号36頁（1981年）
多田 晶彦
法務部門の機能と弁護士の役割
NBL224号16頁（1981年）
高石 義一（司 会社法務と弁護士の相関関係（協調と相剋）を論ず(1)～ NBL224号4頁、225号12頁、226号40頁、227号18頁、
会）／奥平 哲 (6)
228号18頁、229号22頁（1981年)
彦／小沢 徹
夫／畔柳 達
雄／鈴木 光
夫／松枝 迪
藤岡 公夫
企業と弁護士との関係についての一提言
NBL224号22頁（1981年）
小島 武史
社内弁護士と開業弁護士の本質的同一性（会社法務の NBL223号42頁（1980年）
課題(5)
朝日 純一／ アメリカ法曹協会の弁護士業務模範規則
朝日・大野ほか編「弁護士倫理の比較法的研究(法政大
大野 正男／
学現代法研究所叢書７)（日本評論社、1979年）
ほか
小杉 丈夫
会社取締役の地位と弁護士業務は両立するか－我が国 判例タイムス347号90頁（1977年）
弁護士法30条3項と関連して－
中津 晴弘
企業内弁護士の詩と真実
東京布井出版（1976年)
荻野 定一郎、 企業内弁護士／シリーズ・これからの弁護士（4）
自由と正義23巻6号84頁 (1972年)
坂本 雄三、内
田 剛久、鹿野
琢見、兼藤
光、白井 正明
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