
前号からの続きです
松村　今後どのように仕事をしていきたいか。今

の事務所にいる、独立する、あるいは、こうい
う案件に今後自分は注力していきたいなど、そ
ういうことをひっくるめてざっくばらんに伺い
たいなと思います。一般Aさん、まずどうぞ。
一般A　1つは、事務所の近代化です。デジタル

に一番強いのは相対的には僕になるので、僕が
勉強して何か導入していければいいなと思って
います。

　　ホームページを作るなど、広告をしていきた
いなと考えています。

　　ただ、それが事務所のほかの先生からどのよ
うに映るのかは、ちょっと気になるところでは
あるので、相談しながら進めていこうかなと考
えています。

あと1つ、自分が何か専門化したいなという
思いが非常に強く、せっかく不動産事件をたく
さん取り扱っているので、いつかは本を出すな
ど、形にできることがあったらいいなというよ
うにはぼんやりと考えています。
松村　厳しいことを言えば、自分は不動産事件を

いっぱいやりますよと言ったところでライバル
はいっぱいいます。その中でどう戦っていこう
と考えていますか。
一般A　それを本当に、今、悩んでいるところで

はあるのですが、不動産に関する案件が非常に
多いので、今勉強しているのは、マンションの
管理組合関係です。

それもライバルはたくさんいるのですが、法
律だけではなくて建築の知識も当然必要になっ
てくるので、専門家と話して、ちゃんと理解で
きるレベルにまず自分を押し上げたいなという

ように思っています。
松村　事務所からはアソシエイトとして何年間雇

うよなどという話は特にないのでしょうか。
一般A　ないですね。今、個人の売上げについて

は、全部持っていっていいよという話になって
いるのですが、それが給料を超える段階で経費
を入れて、パートナーのような形になるのかな
と。それが何年以内というのは、ちょっと何と
も言えません。

ただ、事務所から今お金をもらっていて、個
人での売上げも全部自分の収入になり、これ以
上ないなという感覚があるのですが、これがパー
トナーになると事務所からもらえるお金がなく
なって自分だけのお金になるんですね。そうす
るとパートナーになるメリットって何だろうと
悩んでいて、それを皆さんはどうお考えなのか
なというのをお伺いしたいです。
一般P　もっと自分で仕事を取れば、いい仕事を

選べるじゃないですか。そうしたら今の収入と
かを超えられますよ。
松村　では、一般Pさん、今後についていかがで

すか。
一般P　私は、当面は今の事務所で仕事しながら

営業をどんどん行って、事務所から仕事を振っ
てもらわなくても仕事していけるようになりた
いなというのが目標です。

おいおいは独立するというイメージを持って
いて、ただ自分の副業もあるので、例えば法人
化して会社を立ち上げるというのも、やってみ
たら面白いかなと思っています。

後編若手弁護士はどのようなことを考えている
のでしょうか。NIBEN若手フォーラム委員長
の松村英樹弁護士（64期）が登録1年を経た
72期の若手弁護士4名に、顔や名前を出し
ては言えないことも含め（？）ざっくばらんに
お話を伺いました。

32  NIBEN Frontier  2021年6月号



松村　どういう分野をやっていこうというのは。
一般P　今は全国の自治体を顧客にした仕事です

が、まだ下請けなので、直接契約を受けられる
ようになれば、というところですね。
松村　インハウスさん、今後についてはどうですか。
インハウス　会社としましては、オンライン化を

進めていかなければいけないということで、最
近だと電子契約の導入と、株主総会を全部バー
チャルにするという動きになっています。
松村　ご自身のキャリアプランについては。 
インハウス　私は今の会社が気に入っていて、定

年までいたいなと思っているのですけれども、
顧問弁護士先に出向させてもらえるというよう
な話もあるので、もし機会があったらそちらに
1年ぐらい行って、弁護士としての事務所での
経験を積みつつ、またインハウスとして働いて
いけたらなという希望はあります。
松村　大規模さん、今後についてはどうですか。
大規模　色々やりたいことは多いのですが、社会

貢献というか、SDGsやESGなど、そこら辺
を専門としてやれたら面白いねという話はして
います。

社会的にいいことって別にお金にならないか
ら、そんなにお金を掛けようとしていないとい
うところがある一方で、それをもう少し弁護士
業としてもできないかなと今後考えていこうと
しているところです。最近の社会の流れを考え
ると不可能ではないのかなと思っています。

それ以外に、ルールメーキングをやりたく
て弁護士になっているところもあるので、最近

でいうとデジタル庁が創設されたときは出向に
行ってみたいなと思います。

官庁の中で法令改正に携わりつつ、出向から
帰ってきた後も委員会などに入ってやっていき
たいなと。既に社会起業家向けの無料法律相談
を行っているのですが、僕はビジネスとリーガ
ルの両輪で社会を変えていくという観点で、修
習生や、大学生の頃から関心を持つ人が増える
のが願いです。
松村　現在はアソシエイトですが、ずばりパート

ナーになりたいと思っていますか。
大規模　僕は正直パートナーになるつもりもない

ですし、特に若手のパートナーの先生方が大変
そうにされているのを見ると、あまり魅力的に
感じない部分も多いです。そもそも、5～6年
後どうなるかも分からない状況で、そのときど
きで自分にとってベストな選択をしていくしか
ないなと思っています。
松村　同期を見渡したときにパートナーになるぞ

という形で入ってきた人はいるのでしょうか。
大規模　今はパートナーになるというような感じ

で入ってきている人はあまり見受けられないで
すね。今後どうなるか分からないという中で、
イメージも持てていない人も多いのかなと思い
ます。
松村　四大だと留学があるという話を聞いていま

すけれども、留学まではいようという感じですか。
大規模　そういう人は多いですね。ただ、僕の事

務所ではないですが、忙しくてもうこの働き方
は嫌だという声は聞きます。しかし、やはり留
学まで行った方がお得なので頑張ろうという人
は多いですね。
一般A　同期の何割ぐらいがパートナーになると

いう感覚なんですか。
大規模　同期が今50人近くいますが、毎年パー

トナーが新しく10人から20人ぐらい増えます
ので、5人に1人ぐらいだと思います。
インハウス　そのうち女性はどのぐらいですか。
大規模　2割ぐらいでしょうか。
松村　ちなみにそのアソシエイトは上限何名とい

うのはあるのですか。

後編
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大規模　そこはあまりないようですが、最近はパー
トナーに準ずる立場みたいなものを、設け始め
ていて、パートナーになれなそうだから辞める
という先生は結構いらっしゃるようですね。
松村　弁護士会に求めることはありますか。
一般P　コロナ禍で弁護士会は動いていないのに

普通に会費を払うのってどうかなと一瞬思った
ぐらいで。動いていないのに何で全額なんだと
思って。減額はないんですかね。それはコロナ
のときは思いましたね。
インハウス　会社では、弁護士会で開かれる会議

に法務部員も参加したいとよく言われます。弁
護士資格がなくても、その弁護士の紹介で1人、
2人ぐらいであれば会議に参加できるみたいな
システムを作っていただけると会社の人は喜び
ます。例えば会社法改正、民法の改正に関する
ものに出たいなと言われました。
大規模　僕は委員会活動をやろうと思っていて、

委員会のメーリングリストには入っているの
ですが、どの委員会がどういう立ち位置なの
かもよく分からないまま、参加する機会を完
全に逸していて、そういう人への救済措置が
なかったように感じます。
一般A　今年は特に、新入会員歓迎みたいなこと

ができなかったことが、すごく大きかったの
ではないかなと思います。新入会員はちょっ
と蚊帳の外に感じました。
松村　ちなみに会派の活動というものがあるの

ですが、皆さんそういうものにはあまり参加
されませんか。

一般A　面白そうだなとは思っているのですが、
やはり今イベントがどんどんなくなっている
ので、コミットする場がないというのはあり
ますね。この1年目を逃してしまうと、次はま
た新入会員が入るので。そうすると72期が空
白になってしまうのかなという恐れはちょっ
と感じています。
大規模　そうそう。そうですね。
一般P　同じ意見です。
松村　インハウスだとなかなか会派活動は難し

いですか。
インハウス　会派活動というものがあるのを初

めて知りました。
大規模　会派や派閥といった呼び名の印象が悪

いですよね。派閥や委員会を含めてですけれ
ど、弁護士会自体もよく分からない部分が多
いというか、何をしているかもよく分からな
いですしね。昨年の日弁連の選挙があり、法テ
ラスの拡大やコロナ禍での弁護士の役割などが
SNSで話題になり、悪目立ちしているような
場面もあったように見えました。それならば若
手育成みたいなものをもっとやればいいので
はないかなというのはすごく思います。
一般A　二弁の研修は充実している方ですよね。

他会の話を聞いても、研修面ではありがたい
なと思っています。
松村　覆面だからこそ、新人だからこそ言える

失敗談みたいなものがもしあれば教えてくだ
さい。
大規模　失敗といえば、最初自分で色々スケ

ジューリングをしていたら、結構すっぽかして
いるのがあったりして。最近は秘書さんに入れ
てもらうようにしています。

あと細かい作業がすごく嫌いなんですよね。
自分の起案は、誤字、脱字や、フォーマットが
ちゃんとしていなくて怒られたりします。パー
トナーの先生を謝罪させてしまったこともあり
ます。結論としては、無事に終わったのですが、
ちょっとあのときは死にそうになりましたね。
松村　ほかの先生方も失敗はないとは言わせな

いですよ、一般Pさん。
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そこに関しては研修所や弁護士会の新人研
修で教え方を少し変えた方がいいのかもしれ
ないなと個人的には思いましたね。
一般A　そうですね。
松村　だから二弁における研修の在り方につい

ても、もう少し視野を広く持ってやっていた
だけたらというところでしょうか。
一般A　相談役の先生と連絡を取り合いましたか。
大規模　いや、そのときは取り合わなかったです。

同期に相談していたので。
松村　相談役の仕組みがこうだったらもっと使

いやすかったかなという案は何かありますか。
一般A　必ず定期報告を入れるという形であれば、

もうちょっと連絡が取りやすかったのかなと
思いました。刑事弁護委員会の先生なので、
おそらく積極的に聞いてくれるとは思うので
すが、普段の業務もあるでしょうから、あま
り迷惑になってはいけないかなという気持ち
はあって。そんなに細かいことを聞いていい
のかなという不安は常にありました。なので、
定時報告をするという決まりがあれば、その
ときに何か聞けるのかなとは思いました。
松村　ありがとうございます。最近はいい事務

所、いい会社が増えているのかなという印象
で、64期の私として驚きを禁じ得ないという
気持ちがあります。他方で今後のキャリアプ
ランについて、皆さんが色々考えていらっしゃ
ることが聞けて非常によかったなと思うとこ
ろです。

最後に1つだけ宣伝をさせていただきます
ね。二弁には NIBEN 若手フォーラムという
委員会がありまして、委員・幹事を随時募集
しております。若手弁護士相互のつながりが
できて、期の近い先生や同期に色々相談でき
るという機能もありますので、是非若手の先
生方は NIBEN 若手フォーラムへの参加を検
討していただければと思います。ありがとう
ございました。
一同　ありがとうございました。　　　　　　

一般P　そこまでひやひやすることはそんなにな
かったのですが、例えばメールの書き方で、
こっちの伝えたいことと、お客さんが読み取っ
た内容にずれが生じて、「あれっ」ということ
はあります。
一般A　民事訴訟規則って全然勉強してこなかっ

たんですよ。別に失敗談ではないのですが、
書面の直送って何だろうと思ったらファック
スでいいとか、そういうことすら全然分かっ
てなかった。手続面のところは正直、事務員
さんの方が圧倒的に詳しいですし、そういう
人たちに育てられてきた1年だったなという感
じですね。
松村　インハウスさん、どうですか。
インハウス　初めて国選事件を受けたときに、

修習地が東京ではなかったので東京地裁で迷
子になりました。刑事14部ってどこだろうか
ら始まって。

事務員さんなんていないので、私が全部手
続もやらなくてはならないというのと、あと
被疑者に初回接見で会いに行って黙秘権など
の説明をしたんです。そうしたら5回目の逮捕
の人だったので、「俺は先生より黙秘権につい
て詳しいから」と言われました。
大規模　特に修習時代だと「黙秘が基本だ」と

いうように教えられるじゃないですか。僕も
国選弁護をするにあたってずっと黙秘をさせ
ていたんですよね。そうしたら途中で、罰金
刑や略式起訴もあり得ることに気付いて、黙
秘を止めようと話をしました。このまま黙秘
をさせていたら、勾留期間も延びて被疑者に
不利益なことを負わせてしまう可能性もあっ
たので、本当に運よく途中で気付けた例だっ
たのですが。
松村　客観証拠だけで起訴できるケースはいく

らでもあるので、それだったら、「言っちゃい
なよ」という判断もあるでしょうし。
大規模　そうですね。完全黙秘だったら話も違

うのでしょうけれど、事実自体に争いがほぼ
ないケースだと黙秘が悪い印象しか与えない
場合もあるというのは思いました。

後編
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