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企業内弁護士の実像
日本における企業内弁護士は、わずか十数年前まで

いただいた上で、企業内弁護士の現状と課題や今後の

は珍しい存在であったと言えるが、近年では人数が飛躍

展望などについてご説明いただいた。また、法律事務所

的に増大している。また、2001年ころまでは、企業内

勤務を経てモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社

弁護士として採用されるのは経験年数5年以上の弁護

に勤務する長﨑紀子弁護士より、法律事務所勤務の弁

士がほとんどであったが、最近では4割程度の企業内弁

護士との比較を交えながら、現役の企業内弁護士のあり

護士が、修習終了後にそのまま入社する新人採用とい

方についてご紹介いただいた。最後に、司法研修所修了

われている。もはや、企業内弁護士は、新人弁護士が就

後にそのまま企業内弁護士となられ、現在は株式会社フ

職する選択肢としても、中堅弁護士のキャリアアップと

ァーストリテイリングに勤務する皆川佳代弁護士より、

しても、定着しつつあると言えるだろう。
このように、企業内弁護士が相当数を占める現在、あ
らためてその実像に迫るべく、まず、日本組織内弁護士
協会（JILA）の室伏康志理事長より、企業内弁護士数

企業内弁護士を目指した動機や経緯、現在の働きぶりな
どについてご紹介いただいた。
企業内弁護士を知る上で極めて有益な内容であるの
で、ぜひお役立ていただきたい。

の推移、男女比、修習期等に関する最新データをご紹介
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50人にも満たなかったことを思うと、全く隔
世の感がある。日本組織内弁護士協会（JILA）
＊1が組織内弁護士に関する統計をとり始めた

2001年（39社で66人）と比較してもこの15年
間に人数で23倍以上、採用企業数で20倍以上
に増加している。

企業内弁護士の現状
はじめに
2016年4月1日現在日本の企業内弁護士の総

1 企業内弁護士数の推移

数は、所属企業831社で1,701人と同日現在の全

企業内弁護士数の推移（ 図表1 ）には、司
法改革に伴う弁護士数の増加の影響が如実に

国の弁護士37,722人の4.5％を占める。まだま

見られるだけでなく、近年は、新人弁護士の

だ欧米に比べれば微々たる人数であるが、私

みならず中堅弁護士にも増加が見られる。

が企業内弁護士になった2000年当時は全体で
＊1

http://jila.jp/index.html
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図表1 企業内弁護士の男女別人数の推移（2001年〜2015年）
（日本組織内弁護士協会調べ）

（単位：人）

2 企業内弁護士の修習期別分布
修 習 期 別 で は、60期 台 が72 ％、50期 台 が
22％、40期台が4％であり、30期台は、16名と
1％に過ぎない（ 図表2 ）。
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日本組織内弁護士協会（JILA）企業内弁
護士アンケート＊2から

弁護士経験年数は、5年未満が45％、5年か
ら10年未満が36％と、弁護士経験としては「若
手」の企業内弁護士が多い。一方、弁護士経

3 企業内弁護士の男女比

験20年以上の企業内弁護士は、5％にすぎな
い。また、法律事務所での弁護士としての執

企業内弁護士の男女比は6：4で、弁護士全

務経験がある人は、58％と半数を超えている。

体の女性比率18.3％（2016年4月1日現在）に比

所属企業の業種は、メーカーが39％で一番

べれば明らかに女性の比率が高い。

多く、その後金融（22％）、IT（11％）が続い
ている。

4 企業内弁護士の弁護士会別分布

現在の社内のポジションについては、一般
従業員が63％、管理職が32％で、役員やジェ

企業内弁護士が所属する弁護士会で見ると

ネラル・カウンセルは、5％にとどまってい

（ 図表3 ）、全国に広がっているとはいえ、東
京三会が83％、関西地区が9％、東海地区が

る。一般従業員・管理職を合わせて典型的に

3％と圧倒的に東京に集中している。

弁護士が所属するであろうと思われる法務・
知財・コンプライアンス部門以外で勤務する
者が8％に及んでいる。

5 採用企業の推移

現在の勤務先の選択理由は、
「現場に近いと
ころで仕事がしたかったから」という回答が

2001年と2015年の企業内弁護士を多く抱え

55.9％で最も多く、「ワークライフバランスを

る企業上位20社（ 図表4 ）が示すように、母
数に大きな差があるとはいえ、外資系の特に

確保したかったから」という回答も50％で次

金融機関に集中していた15年前に比べて日本

年収の分布は、若手が多いことの反映であ

の大手金融機関と商社が多くの企業内弁護士

ろうが、年収500万円以上750万円未満が30.5％

を採用している。

で最も多く、次が年収750万円以上1000万円未

に多い。

＊2 http://jila.jp/material/questionnaire.html
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図表2 企業内弁護士の修習期別分布（2015年12月）

図表3 企業内弁護士の弁護士会別分布（2015年12月）

（日本組織内弁護士協会調べ）
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2
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3
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41
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103
149
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150
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149
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34
7
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1％

人数
529
385
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91
42
27
16
14
11
9
7
7
7
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,547

その他
4％

東海支部
3％

39期以前
1％
40期台
4％

弁護士法
第5条
1％

（日本組織内弁護士協会調べ）

弁護士会名
東京
第一東京
第二東京
大阪
京都
愛知県
横浜
兵庫県
岡山
静岡県
三重
千葉県
福岡県
仙台
富山県
愛媛
広島
札幌
岐阜県
島根県
群馬
鹿児島県
沖縄
香川県
福島県
長野県
茨城県
長崎県
新潟県
埼玉
総計

関東支部
9％

東京三会
83％

50期台
22％

60期台
72％
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図表4 企業内弁護士を多く抱える企業上位20社
（日本組織内弁護士協会調べ）

2001年9月
順位
企業名
1
メリルリンチ日本証券
1
ゴールドマン・サックス証券
3
日本アイ・ビー・エム
4
モルガン・スタンレー証券
5
UBSウォーバーグ証券
5
アルプス電気
7
日本マイクロソフト
8
日興ソロモン・バーニー証券
8
アメリカンファミリー生命保険
8
オートデスク
11 関西電力
11 クインタイルズ・
トランスナショナル・ジャパン
11 クレディ・スイス・ファーストボストン証券
14 KDDI
14 GEエジソン生命保険
14 GEコンシューマークレジット
14 GEフリートサービス
18 GE横河メディカルシステムズ
18 シティバンク・エヌ・エー
18 住友海上火災保険ほか19社

人数
8
6
6
6
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2015年12月
順位
企業名
1
三菱商事
2
三井住友銀行
2
野村證券
4
三菱東京UFJ銀行
5
丸紅
5
三井物産
5
ゆうちょ銀行
8
SMBC日興証券
8
ヤフー
10 三菱UFJ信託銀行
11 みずほ証券
12 伊藤忠商事
12 KDDI
12 ゴールドマン・サックス証券
12 第一生命保険
12 豊田通商
17 双日
17 明治安田生命保険
17 モルガン・スタンレーMUFG証券
20 大塚製薬ほか６社

人数
18
17
16
15
14
14
13
11
11
11
10
10
10
9
9
9
9
8
8
8

※黄色の企業は外資系企業

満の24.1％である。一方役員やジェネラル・カ

に関する有識者懇談会」の下で「企業におけ

ウンセルのクラスであると思われる年収5000

る法曹有資格者の活動領域の拡大に関する分

万円以上も2.9％を占める。

科会」が設置されるにあたって、当協会は、

一日の平均的な勤務時間は、9時間以上10時

内閣官房、法務省、日本弁護士連合会と並ん

間未満が38.0％と最も多く、8時間以上9時間未

で当該分科会の「構成員」となっていること

満が31.8％と10時間未満が77.0％に達し、10時

である。また、国際的にも当協会のプレゼン

間以上は23.0％にとどまる。さらに、休日出勤

ス が 増 大 し て お り、LawAsia、IPBA（Inter-

が「ほとんどない」と回答した者は、約80％

Paciﬁc Bar Association）等の国際的弁護士組

である。こう見ると企業内弁護士の志望動機

織の大会等において、JILAの会員が日本の組

としての「ワークライフバランスの確保」は

織内弁護士の代表としてスピーカーを務めて

実現されているように見える。

いる。

日本組織内弁護士協会（JILA）
について
JILAは、組織内弁護士の現状について調査

1 沿革
JILAは、2001年8月1日組織内弁護士および
その経験者によって「インハウスローヤーネ

研究を行うとともに、組織内弁護士の普及促

ットワーク」として設立された。会員数は、

進のための様々な活動を行うことにより、社

私が入会した5年前でも300人ほどであったが、

会正義の実現と社会全体の利益の増進に寄与

本年3月31日現在、1,211人にのぼる ＊3。この

すること並びに会員相互の親睦を図ることを

会員数は、単位弁護士会の会員数と比較する

目的としている。さらに最近特筆すべきこと

と、東京三会、大阪、愛知、神奈川県の各弁

は、政府の「法曹有資格者の活動領域の拡大

護士会に次ぐ。

＊3

現役組織内弁護士である正会員は971人、組織内弁護士経験者である準会員は１74人、弁護士となる資格はあるが現在弁護士登録のない非登録会員が66人という内訳であ
る。なお会員には、企業内弁護士以外に官公庁等で勤務する組織内弁護士およびその経験者も含まれる。
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2 組織

3,500人の企業内弁護士が必要となる。総数が
5,000人を超えるのはそれほど遠い先ではない。

会員総会で選出された理事から構成される

しかしながら現在の日本の企業内弁護士を

理事会が意思決定機関である。理事会の下に

めぐる状況は、人数の増加だけを喜んでいれ

は、政策委員会、研修委員会、広報・渉外委

ばよいような単純な状況であるものとは思え

員会の三委員会がある。現在、関西、東海、

ない。

九州の三支部があり、それぞれの地域で活発
に活動をしている。
各会員は、所属企業の業種に応じて10部会

1 弁護士と採用企業との「ミスマッチ」

ある内の1つの部会に所属する。公務員および

「法律事務所での執務の経験がなく最初から

その経験者はその内の第4部会に所属してい

企業内弁護士になることはどうか」と聞かれ

る。

ることがよくある。私の答えは「どういう法
務部に入るか次第」というものである。若手

3 活動内容

弁護士の最初の2、3年というのは非常に大切
な時期であり、その間にどういう案件を如何

研修委員会が主催する定例会は、全会員を

に扱ったかということはその後の弁護士人生

対象に、原則月1回開催される。地方の会員や

に大きな影響を与える。あくまで一般論であ

夜間出席できない会員のため、適宜、会員向

るが、法律事務所でアソシエイトとして何年

けに動画配信を行っている。

か執務し、経験を積むことの方が最初から企

定例会では、外部講師を招聘して先端的・

業法務部に入るより「リスク」は低いだろう。

実務的なメニュー等会員に共通する業種横断

他方で、大きな法律事務所で特定の狭い分野

的なテーマを取り扱うこともあり、昨年の岡

の案件だけしか扱わず、シニアな弁護士から

口基一東京高裁判事による「本当の要件事実

きちんと指導を受けることができないことに

を私たちは知らない ! ? −組織内弁護士へのメ

比べれば、弁護士有資格者でなくとも経験豊

ッセージ」と題された研修では100名近い参加

富な法務部員を多数擁する法務部で企業法務

者があった。各部会でもそれぞれの業種に特

の基礎を習得することは極めて有意義なもの

化したテーマで多いところは毎月勉強会を開

であろう。

催している。
そのほか業種を横断したテーマで研究会が
あり、現在10の研究会が活動している。

上記のJILAの綱領に掲げるあるべき組織内
弁護士の前提である弁護士としてのプロフェ
ッションであることとよき組織人であること
を両立させるのはそれほどたやすいことでは

企業内弁護士の課題と今後の展望

ない。既に法務部として組織が確立していて
優秀な法務部員を多数抱えるところは別とし

JILA会員の田中努弁護士（北陸銀行・富山

て、そもそも企業内弁護士を採用する企業の

県弁護士会）の試算によると、このまま企業

側に採用した弁護士に何を求めるか、また、

内弁護士の増加率が続くという前提で2020年

採用後当該弁護士を如何に育てていくかにつ

には企業内弁護士の総数は、3,897人になると

いて明確な考え方や体制があるのか疑問がな

いう＊4。今後司法試験合格者数が減少するこ

いわけではない。また、企業に入社しようと

との影響は、企業内弁護士の増加にも多少の

する弁護士の側でもその企業に対する理解や

影響はあるだろうが、大筋この予測は変わら

企業法務の知識・経験が豊かであるとは考え

ないのではないかと私は思う。むしろ、日本

にくい。かかる「素人」どうしの組み合わせ

の上場企業がそれぞれ1名採用しただけで約

が必ずしも幸せな関係をもたらさないことは

＊4 『第１９回弁護士業務改革シンポジウム基調報告書』
５５頁。

NIBEN Frontier●2016年6月号

D12389̲26-41.indd 31

31

16/05/10 14:02

明らかである。企業内弁護士の採用企業の裾

と考えられるアクションプランを検討するこ

野が広がり、応募者が増えれば必然的に「ミ

とが喫緊の課題である。

スマッチ」が起こることになる。とりわけ問
題なのは、新人弁護士が一人で法務部を構成
する場合は極端な例とはいえ、少人数の法務

3 弁護士会に求めること

部に新人弁護士が入り、最初から大きな案件

弁護士会の企業内弁護士に対する姿勢にも

を任される場合である。新人弁護士が企業に

大きな変化が見られる。第二東京弁護士会で

入った場合の定着率については未だ調査がで

はJILAでの研修を継続教育義務の履行として

きていないが、最近は、数年で異動する傾向

認定していただいている。さらには今後JILA

が高まっているような気がする。企業内弁護

の理事などの活動を弁護士会の公益活動の1つ

士を採用する側の企業に対する働きかけも今

として認定していただくべくお願いをしたい

後の大きなテーマであろう。

と思う。
弁護士会費の負担に関しては、先のJILAの

2 ジェネラル・カウンセルの不在

アンケートによると、84.2％の所属企業が弁護
士会費を負担しているが、仮に自己負担であ

この数年漸く日本企業でもジェネラル・カ

った場合でも登録を維持することに前向きな

ウ ン セ ル や チ ー フ・ リ ー ガ ル・ オ フ ィ サ ー

者だけではないであろう。残念ながら弁護士

（Chief Legal Oﬃcer）と呼ばれるポジション

会費の高さの問題だけではなく、弁護士に課

に弁護士がつくようになってきた。それでも

される研修義務や公益活動義務に対して必ず

その人数は、日本の上場企業において未だ片

しも皆が積極的であるとはいえない。

手で数えられるほどである。法務部門の重要

企業内弁護士に関して、人員増による就職

性が日本企業に広く認識されるようになった

難の新人弁護士の「受け皿」という議論を公

のはそれほど遠い昔のことではない。日本企

然とする弁護士がいるが決して承服できない。

業においては未だにシニアなポジションに外

採用企業の立場を考えてみていただきたい。

部からの人材を就けることには抵抗感の強い

勿論その人の特別な事情はあるだろうが、法

ところが多いが、法務部門のトップが法律的

律事務所の弁護士として採用されない弁護士

な専門性と経験を十分に備えないまま部下の

をどの企業が喜んで受け容れるであろうか？

弁護士である法務部員を採用・監督すること
は容易ではない。さらには外部弁護士に完全
には依拠することはできない重要案件での交

最後に

渉に弁護士ではない法務部門のトップが参加
することは本来あるべき姿ではない。とりわ

今後は、企業内弁護士の役割をさらに広く

け国際的な案件においてはかかるジェネラル・

深く推し進めるべく、政府、産業界、弁護士

カウンセルの不在ということ自体が交渉上ハ

会、ロースクールなどの企業内弁護士にかか

ンディキャップとなることもある。近時益々

わりのある関係者の方々との積極的な対話を

増大する法務リスクの管理やガバナンス、コ

深め、適切な提言を行うことで、企業内弁護

ンプライアンスの強化の要請からすれば、今

士に対する社会の理解が深まり、企業内弁護

後新人企業内弁護士が役員クラスになるまで

士の評価が向上するよう微力ながらも尽力し

20年近く待っていることはできない。日本企

ていきたいと思う。

業において企業内弁護士が取締役・執行役員
クラスの役職に就任し、強い権限と責任をも
って、企業法務機能に関する主体的な役割を
担う新たな時代の到来を加速させる上で必要
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特集：企業内弁護士の実像

企業内弁護士の実際（ケース1）
長﨑 紀子（49期）
●Noriko Nagasaki
当会会員
〈略歴〉
1997年4月
弁護士登録（第二東京弁護士会）、三井安
田法律事務所入所。その後、
ニューヨーク、
ロンドンおよび国内にて複数の法律事務所
に勤務。
2007年2月
モルガン・スタンレー証券株式会社（現モル
ガン・スタンレーMUFG証券株式会社）法
務・コンプライアンス本部（〜現在）

名）がいます。
モルガン・スタンレーの日本における業務
は、（1）株式・債券・デリバティブ取引など
を仲介する市場業務、（2）金融機関や事業法
人による資金調達やM&Aによる組織再編など
に関する投資銀行業務、（3）顧客資産の運用
にかかる業務（伝統的な資産運用である投信
および投資一任・助言業務と不動産、プライ
ベート・エクイティ等のいわゆるオールター
ナティブ投資にかかるファンド・ビジネスの

はじめに

双方を含み、「インベストメント・マネジメン
ト業務」と総称しています。）の3つに分けら

私は、現在、米系投資銀行モルガン・スタ

れます。（1）から（3）の業務に従事するビジ

ンレーの日本法人であるモルガン・スタンレ

ネス部門はそれぞれ別法人に所属しています

ー MUFG証券株式会社の法務・コンプライア

が、法務・コンプライアンスの機能は、当社

ンス本部に所属しています。留学・海外研修

の法務・コンプライアンス本部が統括する体

の前後を合わせて5年間の法律事務所での実務

制が採られています。

経験を経た後、2007年2月に当社に入社しまし

具体的には、法務・コンプライアンス本部

た。来年で企業内弁護士10年目になりますの

の中に、（1）から（3）のビジネス部門を担当

で、いわゆる中堅にあたります。

するチームが3つあり、各チームに所属する

企業内弁護士の業務内容や役割は、百社百

法務担当者およびコンプライアンス担当者は、

様だと思います。私には今の会社でしか企業

法務・コンプライアンス本部のメンバーとし

内弁護士としての経験がありませんので、私

て、その担当するビジネス部門からの独立性

の業務内容等は、ほかの企業内弁護士の方に

を保ちつつ、担当ビジネス部門の業務をサポ

も広くあてはまるようなものではないのかも

ートしています。執務場所についても、法務・

しれません。ただ、私の日々の業務内容等を

コンプライアンス本部のフロアは、各ビジネ

紹介させていただくことで、企業内弁護士に

ス部門のフロアとは別になっています。

ついてより多くの方により具体的なイメージ

私は、現在、（3）のインベストメント・マ

を持っていただければと思い、今回筆を執ら

ネジメント業務に従事するビジネス部門を担

せていただきました。

当するチームのヘッドを務めています。
法務担当者としての日常業務には、比較的
単純な契約書のレビューも含まれますが、契

業務内容、勤務時間等の紹介

約書のレビューは、私が費やす時間の全体の
1割か多くて2割程度にすぎないように思いま

当社の法務・コンプライアンス本部は、法

す。潜在的案件の検討の段階では、ストラク

務部門とコンプライアンス部門を合わせて総

チャーについて法務面での検証を行い、ビジ

勢約50名で構成されています。うち、法務部

ネス部門の担当者と協議します。実際に案件

門に12名、コンプライアンス部門に1名の弁護

が動き始めますと、取引の規模が大きいもの

士資格保有者（うち日本の弁護士資格者は8

については、外部法律事務所のサポートを得
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るケースが多いので、個々の取引にかかる膨

私の場合、インベストメント・マネジメント

大な契約書の作成、相手方作成の契約書ドラ

部門の業務に関しては、法務だけでなく、コ

フトのレビューといった部分は、外部の法律

ンプライアンスについても責任を負う立場に

事務所の先生方が主として担当することにな

あります。コンプライアンス部門の日常業務

ります。外部弁護士から適切なアドバイスを

（マテリアル・レビュー、トレード・モニタリ

受けることができるよう、ビジネスの実態や

ング等）については、チームのコンプライア

社内手続、当社グループの最終親会社が米国

ンス担当者に任せていますが、コンプライア

法人であるが故にかかってくる米国の業規制

ンス担当者が判断に迷った場合には、相談を

上の要請等について説明することは、私たち

受け、協議の上、方向性を決めていきます。

企業内弁護士の仕事です。外部弁護士から受

加えて、チームのマネージャーとしての業

けるサービスのレベル、コストについて検証

務があります。各メンバーに対する仕事の配

することも企業内弁護士の役割の1つです。外

分状況、各メンバーの仕事の進捗状況等を把

部弁護士からある事項について複数の選択肢

握し、担当ビジネス部門に対するチームの対

が提示された場合には、各選択肢について指

応に漏れや滞り等がないようにすることは、

摘されているリスクと利点について検討し、

チームのヘッドとしての私の役割です。また、

会社としてどの選択肢をとることが適切と考

チーム・メンバーにそれぞれ自身のキャリア・

えられるかを担当ビジネス部門にアドバイス

アップについて考えてもらい、その実現に向

します。企業法務は予防法務が重要な使命で

けてサポートすることも、マネージャーとし

すから、担当ビジネス部門が日常業務の中で

ての私の仕事になります。

外部に対して行うコミュニケーションについ

また、担当ビジネス部門は日本でビジネス

てリスク開示文言を入れるよう指導したり、

を行っていますが、日本の顧客資産の運用を

相手方との紛争に発展する懸念がある場合に

海外チームに委託しているケースが多いこと

は、ビジネス上のレター等であっても、その

もあり、海外チームとの密な連携が不可欠で

記載についてコメントしたりすることもあり

す。海外のインベストメント・マネジメント

ます。実際に訴訟となった場合には、グルー

部門担当の企業内弁護士とは日々メールや電

プ内の訴訟担当部門の企業内弁護士と連携し

話でやりとりを行っていますし、海外チーム

て対応にあたります。

との電話会議も頻繁に入ります。

自分が主担当の法務にかかる業務に加えて、

コアな勤務時間は9時から17時半までで、退

私は、チーム・リーダーとして、同僚弁護士

社時間は、通常19時から19時半の間くらいで

主担当分についても責任を負う立場にありま

す。海外との電話会議は、時差により夜遅い

す。部下にあたる同僚弁護士とは、密にコミ

時間になることが多いので、内容によっては

ュニケーションをとり、必要に応じて適宜カ

自宅で会議に出る場合もあります。私の場合、

バーに入りますし、懸念事項については、協

子どもがまだ小さいので、自宅での電話会議

議して方向性を決定します。潜在的に大きな

はなかなか思うようにうまくいかないことが

問題となり得る事項については、法務・コン

多いです。対策として、週に1日か2日は、夜

プライアンス本部の最終責任者であるジェネ

遅くまで会社に残る日を決めて、その日に電

ラル・カウンセル（当社の場合は、外国法資

話会議を集中して入れて、夕方から夜の電話

格の弁護士）に報告し、対応方針等について

会議が始まるまでの時間を、積み残しの仕事

相談します。自分の弁護士としての判断の是

を消化するための時間にあてています。週末

非を検証したいときは、担当の枠を超えて、

に出社することは滅多にありません。会社の

広く、法務・コンプライアンス本部に所属す

コンピューターにリモートでアクセスして仕

る同僚の企業内弁護士（日本法資格者である

事をすることは可能ですが、週末はメールの

と否とは問いません。）の意見を聞きます。

チェック程度にとどめ、自宅でパソコンを開
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特集：企業内弁護士の実像
くことは極力避けています。
定時に帰ることは難しいのですが、担当ビ

日々の業務を通じて自然に身についたように
思います。

ジネス部門に迷惑をかけなければ、ある程度

企業内弁護士のメリットは、企業の当事者

柔軟な対応は可能です。例えば、子どもが急

としての意思決定により直接的にかかわり得

な病気になったような場合、入っているミー

る点だと思います。自分の提供する法務サー

ティングをリスケしてもらって自宅での勤務

ビスが会社のビジネスに直接かかわり、企業

とすることはできます。有給をとることは会

の意思決定により直接的に影響を与え得るこ

社としても部としても奨励されていますので、

とは、責任の重さであると同時に、やりがい

午後半休をとって子どもの保護者会に出席す

の大きさでもあると思います。また、「クライ

るといったことについても、自分のスケジュ

アント」にあたる担当ビジネス部門との距離

ール管理さえしっかりできていれば、特に後

が近いので、日々の業務を通じて「クライア

ろめたい思いをする必要はありません。

ント」との信頼関係が積みあがっていくこと
を実感できるのも、企業内弁護士の仕事の魅

一般の法律事務所の
弁護士業務との差異

力だと思います。
企業内弁護士のデメリットは、日常業務に
必ずしも直接関連性のない純粋な法的な問題

私にとって担当のビジネス部門は「クライ

について、網羅的に文献にあたりつつ時間を

アント」にあたりますので、「クライアント」

とって考えたり、法律論について議論したり

に対して法務にかかるサービスを提供すると

する機会が減ることでしょうか。また、私の

いう点では、企業内弁護士も外部弁護士と同

ような中堅の企業内弁護士は、いわゆる中間

じだと思います。ただ、弁護士に求められる

管理職にあたりますので、部下にあたるチー

役割は、一般の法律事務所の弁護士と企業内

ム・メンバーのケアや日本と海外に存在する

弁護士とではやはり違いがあります。

複数の上司への報告等、法務以外の事項に多

外部弁護士は、法律問題について「第三者」

くの時間を割かれがちです。

の立場から詳細な分析を行うことが期待され
ます。これに対し、企業内弁護士は、外部弁
護士の分析結果を「当事者」としての立場で

企業内弁護士の資質

検討した上で、会社として取り得る選択肢に
ついてアドバイスを行うことが求められます。
外部弁護士が関与しない事項についても、

企業内弁護士にとって最も重要なことは、
「きれいな判断」ができることではないかと思

内容によりレベルは異なりますが、日々判断

います。企業内弁護士は、実務を意識した上

することが求められます。担当ビジネス部門

での会社としてのリスク・テイクにかかる判

とのミーティングでも、部内のミーティング

断を行います。実務的判断というと、法的に

でも、常に自分の見解が問われます。もちろ

「緩い」判断と思われるかもしれませんが、必

ん、即時に最終回答を求められるわけではあ

ずしもそうではありません。当社の場合、業

りませんが、与えられた情報をもとに、その

態が金融ですので、監督官庁による検査を常

場で考えて自分の意見を述べることが求めら

に意識することが求められます。法的議論、

れます。入社当初、最も戸惑ったのはこの点

法解釈を追っていくと技巧的には可能であっ

です。外部弁護士事務所での実務経験はあり

たとしても、法律の専門家ではない人が聞い

ましたが、当時アソシエイトだったこともあ

て「腑に落ちない」と思うような結論は、会

り、その場で考えて意見を述べることは不得

社としてとるべきではないものであることが

手でした。ただ、この10年間のうちに、常に

多いように思います。

判断すること、自分の意見を述べることは、

「きれいな判断」の前提として、前提事実を
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正確に把握する能力、不明な点があれば、確

雑な法的議論であっても、簡潔に的を絞って

認するための行動を自らとることが求められ

分かり易く説明すること。そういった意味で

ます。「仮定」での議論や結論には価値が認め

のコミュニケーション能力の高さが求められ

られません。

ると思います。

加えて、コミュニケーション能力の高さも

どんな人が企業内弁護士に向いているかは、

問われると思います。これは、自説を滔々と

その企業内弁護士のポジションについて当該

論じることができるとか、相手方を論破でき

企業から求められている役割によりますので、

るとか、語学が堪能とか、そういった意味で

一概には言えませんが、先に私が企業内弁護

はありません。人の話をよく聞いて状況を的

士のメリットとして申し上げた点に共感でき

確に理解すること。関係者から疑問がでそう

る方は向いているのではないかと思います。

な事項を先回りして考えて対処すること。複

企業内弁護士の実際（ケース2）
皆川 佳代（新64期）
●Kayo Minagawa
当会会員
〈略歴〉
2011年12月 弁護士登録（新64期）
2012年1月
興和株式会社
知的財産統括室
契約渉外部 入社
2015年7月
株式会社
ファーストリテイリング 法務部
入社（〜現在）

る日本製品は、アメリカで日本の知名度を上
げている。そのような製品を提供している企
業は日本の外交官だ」と感銘を受けました。
その時から私は、メーカーで働きたいと思う
ようになりました。
そこで、大学2年時に、メーカーの方々によ
る授業を履修したところ、ある日本企業とア
メリカの企業の訴訟案件を学びました。日本

新人から企業内弁護士を志望した動機。
就職活動や企業選定について
1 新人から企業内弁護士を志望した動機
私は、高校時代にアメリカに留学しました。

企業が、アメリカ企業から提供されたある技
術を結果的に用いず、自社技術のみで製品を
製造したにもかかわらず、アメリカの企業か
ら、提供された技術を目的外利用して製造し
たと言われ、アメリカで訴えられてしまい、
6000億円の大損害を負って倒産したという事

経済大国であるアメリカを直に体験したいと

案でした。私は、どんなに日本の技術力が高

思い留学したのですが、そこで私が見たもの

くても、訴訟敗訴のために全てを失ってしま

は、日本製品の技術力の高さでした。ローコ

うことがあることを学び、同時に激しい憤り

ストで性能の高い日本車、電化製品、ゲーム

を感じました。この講義の締めくくりとして、

など、お年寄りから子どもに至るまで、日本

メーカーの講師の方がこう話してくれました。

製品が幅広い層に重宝されていました。17歳

「英語力があり、海外の文化や人々の気質を

だった私は純粋に、
「人々の暮らしを豊かにす

理解している人が弁護士になり、かつ企業内

36 NIBEN Frontier●2016年6月号

D12389̲26-41.indd 36

16/05/10 14:02

特集：企業内弁護士の実像
にいて、あらかじめ紛争を予防することがで

ず、また、決定を下す裁量や権限もないから

きれば、国際的な局面でも、会社の技術や従

で、これは仕方のないことだ。他方、インハ

業員の努力を守り、損害を防止できるだろう」

ウスは、常に経営者に近いところで刻々と進

と。

化する会社の状況を把握することができる。

その時、私の視界がぱっと開けました。「こ
れだ！

私はこれになりたい！

日本の技術

そこで、会社内にいる弁護士に、法のテリト
リーとビジネステリトリーの両方を汲んで、

躍進に貢献できるような企業内弁護士になり

会社としての交渉をしてほしい。皆川さんに

たい ! ! 」

は、 法 的 知 識 を 背 景 に 持 ち つ つ、 主 と し て

このような経緯で、日本メーカーに、訴訟
大国アメリカやその他の国々からの訴訟圧力
や、外部からの法的圧力に邪魔をされずに、
品質の高い製品を作り続けてほしいという思

Business Decision をする人になってほしい。
決して、逆になってはいけない。」
私はそれ以来、常に、以下を自己目標にし
て業務に邁進しました。

いから、私は、予防法務・渉外法務としての

①日本の高い技術で世界中の人々の生活を

企業内弁護士への道を志し、大学3年時から法

豊かにすること、これに社内弁護士として貢

律学科のゼミへ転進し、司法試験勉強を始め

献すること。

ました。

②Business Decisionのできる法務人材にな
ること。

2 就職活動、企業選定

と こ ろ で、 私 は 幼 少 時 か ら 肌 が 弱 く、 直
接肌に着用できる下着は、綿 100％やシルク

司法試験合格後、三会合同説明会にてリク

100％素材のものしかありませんでした。しか

ルートのブースに参加していた、
（最初の就職

し、それらは汗をよく吸い取らないため、夏

先となる）興和株式会社（製薬会社・総合商

場は汗で肌がかぶれてしまい、強い薬を塗ら

社）の法務役員に出会いました。彼は、「企業

なければならないこともよくありました。と

法務に必要な人は、法的バックグラウンドが

ころが、汗を快適に吸い取ってくれるユニク

しっかりしており、かつ語学を駆使して主た

ロのエアリズムに出会ってから、その長年の

るビジネスをサポートできる人材だ。特に、

悩みが解消し、薬いらずになり、私の生活が

海外との交渉ではインハウスローヤーが出て

明るく豊かになりました。それ以来私は、顧

くる。その時に、こちらもインハウスローヤ

客としてユニクロの大ファンになり、低価格

ーで対峙すれば、出だしから見くびられず対

でありながら良質・高性能のユニクロ製品を、

等なスタートを切れる。また、法的バックグ

日本人として誇りに思うようになりました。

ラウンドがしっかりしているということで、

そして、この製品を世界中の人々に着てもら

議論の土台も、議論もスムーズに進む。よっ

い、それにより生活を豊かにしてほしいと思

て、その企業の交渉が有利に進む。グローバ

うようになりました。

ル化の中躍進するため、海外交渉をする際に

また、慶應丸の内シティキャンパスで経営

は特に弁護士が必要になる」ということを話

学の講座を受けた際、いろいろな講師がファー

し、私を採用してくれました。

ストリテイリング（FR）の柳井正社長の経営

さらに、その法務役員が、私がインハウス

力を分析し、称賛していました。自らも柳井

ローヤーとしてどのような人材に育つべき

社長の本を読むようになり、日本でトップク

か、このように話してくれました。「会社外の

ラスの経営者である柳井社長の下で働き、イ

弁護士だと、交渉の現場で決定打を打てない

ンスパイアーされつつ、Business Decision力

こともある。なぜなら、外部からでは、経営

をつけたいと思うようになりました。このよ

者の日々進化する方針や会社の方向性を把握

うな経緯で、一顧客として存在するだけでは

しにくいため、依頼者がどう考えるか分から

満足しきれなくなり、社員になることを志願
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し、ファーストリテイリングへ移籍しました。

一体として動き、法務と他部門も壁がなく綿
密な連携をとり、私も他部署の役員たちと交
渉に参加したり、役員たちからフレームワー
ク作りの段階から相談を受けたり、法務部員
としてdecision makingをする機会がたくさん
あります。また、ユニクロは、ディズニーや
LEMAIRE（エルメスの元デザイナー）とのコ
ラボレーション商品も大々的に製作しており、
さらに、世界トップクラスのプロテニスプレ
イヤーであるノバク・ジョコビッチ選手や錦
織圭選手のスポンサー契約に法務部が初期か
らかかわり最後はサインの場に立ち会うなど、

会社、自身の業務内容、
勤務時間・待遇等の紹介

法務部としてワクワクする契約交渉が目白押
しです。店舗から法務部への相談も毎日のよ
うにきて、法務も店舗と一体になり、日々お
客様の満足へ向けて努めています。

1 会社・法務部紹介

「新しい産業を創り、世界で闘うためには、

柳 井 社 長 の 率 い るFRは、 ユ ニ ク ロ、GU、

強い法務部が必要である」という弁護士冥利

Theory等の100％持株会社で、売上は1兆6817

に 尽 き る 柳 井 社 長 の 信 念 の 下、 法 務 部 も グ

億8100万円（2015年8月連結）です。国内ユニ

ローバルに強化しています。中国、香港、台

クロ店舗数は844店舗、海外ユニクロ店舗数は

湾、韓国、シンガポール、アメリカ、イギリ

890店舗。連結従業員数は4万人強、女性従業

ス、ロシア、フランス、オーストラリア等の

員比率は約6割で、産休後の女性にフレキシブ

世界各地の子会社に法務部があり、多くの現

ルで働きやすい環境を与えるなど、女性の職

地人弁護士がインハウスとして働いていま

場環境がとても整っています。さらに、全商

す。日本の法務部員と合わせたグローバル法

品リサイクル活動を通じ、1000万着を難民・

務部員数は約50人で、年に2回、Global Legal

避難民へ届ける支援活動や、障がい者雇用の

Conferenceを開催し、そこで世界の法務メン

推進等を積極的に行っています。大きな独立

バーで勉強会をしています。日常的にも連携

した部署としてCSR部もあり、グローバルに

し合い、グローバルな法務サポートを提供し

連携する工場での児童労働その他の事項につ

ています。日本の法務部員数は、約20人（う

いて日々厳しい監査を実施していることも特

ち半分以上が弁護士）で、このうち私が所属

徴的です。

する海外チームは、全員弁護士です（日本資

FRの目標は、東京オリンピックのある2020

格2人、アメリカ資格3人、コロンビア資格1

年に5兆円の売り上げを達成すること、かつ、

人、インドネシア資格1人、フィリピン資格1

になるのではな

人）。チーム会や日常会話も英語が多く、国籍

く、世界に類のない全く新しい産業を創りだ

や文化の異なるチームメンバーと、日々各国

すことです。柳井社長の指揮の下、この目標

の法律知識をシェアし合いながら、切磋琢磨

に向かって、グローバルで全部署・全社員が

しています。

単なる大きなアパレル企業

一丸となり、お客様に最高の経験をしていた
だけるような、バーチャルとリアルを融合し
た創造的な店舗・物流開発に向けて、日々全

2 私の業務内容

力で突き進んでいます。そのため、開発・企

私は、世界の駐在員事務所に関連する諸々

画・生産・マーケティング・店舗部門も日々

の新案件・課題改善・相談対応、生産工場に
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関 連 す る 企 業 倫 理 対 策 を 担 当 し、 世 界 の 生

イベント）に向けて練習しています。

産拠点と日々連携をとっています。また、契

FRの東京本部所在地は六本木ミッドタウン

約交渉・紛争解決、コンプライアンス教育、

で、私は西麻布に住み、徒歩通勤しています。

M&A、関係店舗からの相談対応、キャンペー

弁護士会費は会社が全額負担してくれています。

ン対応、FR子会社の取締役会事務局をしてい
ます。このFR子会社は、アクセンチュアとFR
の合弁会社（会社名：Wearex）で、前述の、
バーチャルとリアルが融合した創造的店舗
の担い手の1つです。この取締役会では、柳
井社長を含む経営者の方々の喧々諤々の討論
が目の前で展開されるので、事務局業務はイ
ンハウスの醍醐味と言えます。このような場
で、経営者から発される情報をインプットし、
個々の案件で、経営方針を満たす交渉になる

FR

社員食堂にて

ように努力しています。
どのような案件にも共通することは、法的
観点から、ビジネス側のスピードの必要性vs
リスク発生の可能性の大小、リスク発生時の
損害の大小・違法性の大小・社会的評価の上
下・消費者がもつ印象の良悪、リスク回避の

自己研鑽の方法や、企業内弁護士
間のネットワークについて
1 FR

図書室にて

ためのコストバランス等を考察しつつ、ビジ

・柳井社長の信念である「全員経営」（正社員

ネスが迅速に遂行されるように最大限サポー

のみならず、アルバイトまで含めて全員経営

トする一方で、必要な場合には躊躇せず進言

者としての考え方をもつ必要がある）を実現

をすることです。また、認識した課題は、原

するため、教育プログラムとして提供されて

因を分析し、原因を改善するために連携が必

いる、外部の講師を招いての講義／勉強会へ

要な他部署を巻き込み、総力をあげて迅速か

の参加（外部講師：池上彰さん、一ツ橋大学

つ効果的に改善できるよう尽力しています。

ビジネススクール教授等）
・会社の図書室にて、推薦図書読書

3 勤務時間、働き方、待遇
勤務時間は、原則、7時から16時 まで（ラ

・慶應丸の内シティキャンパスの講座受講
・「カンブリア宮殿」
、「ガイアの夜明け」は録
画して他の会社から学ぶ

ンチ1時間）の8時間ですが、海外との会議も

・JILA知的財産研究会への参加（毎月、特許

頻繁にあるためフレックス制で、時差に合わ

庁の方や知財関連の弁護士を講義に招いて勉

せて個人で出勤時間を調整することができま

強会開催）

す。会議時間は原則30分で、無駄な時間は作

・楽天、三菱商事、伊藤忠商事、丸紅、日本

らず、階段や廊下を走って移動している人が

HPその他のインハウスが集まる会への参加

多いです。その代わり終業時間がくると、さ

・弁護士会主催の夜6時以降の研修参加

っと帰って、家でリラックスします。
会社でのリラックス場所は、広々としてい
て、朝昼は富士山、夜は夕焼けや夜景を堪能

今後のキャリアプランについて

できる社員食堂です。
また、会社のコーラス部に所属し、毎週、
ファミリーデー（従業員の家族を会社に招く

前述したGlobal Legal Conferenceに、柳井
社長が参加され、法務部への期待を語ってく
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て、ものを考えて、その上で法律家として精
進されると、強力な人物になると思います」
柳井社長が、目の前で、法務チームの必要
性を語ってくれていることに感謝をしつつ、
柳井社長の描く法務人材が私の目標とする人
物像と一致していることに感激し、自分の目
標に確信を持つことができました。世界中に
進出して新しいことを成功させるには、各国
の異なる法的リスクがつきものです。ビジネ
れました。

FR

図書室にて

「強い法務部がいなければ、世界で闘うこと
はできません。法務部の方たちは経営に最も

スを推し進めつつ、リスク、コンプライアン
ス管理をつかさどる法の門番としても、力を
発揮してゆこうと思います。

近いところにいます。ですから、みなさんで

最後に、FRで働きその目標を達成すること

経営的観点をもって、経営者になって、考え

は、私個人の夢でもあります。顧客目線を保

てください。うちの法務部はみなさん多くの

ち続け、自社製品を厳しく観察しつつ、かつ、

方が弁護士さんですね。将来どのような弁護

FR社員として、ユニクロ製品が世界中の人々

士になるとしても、経営者の視点からものを

の人生を豊かにできる日がくるよう、尽力し

見るのが大事です。みなさん、経営者になっ

てゆきたいです！

40 NIBEN Frontier●2016年6月号

D12389̲26-41.indd 40

16/05/10 14:02

