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Who am I ?

1989年： 弁護士登録（41期）

1993 – 1996年: 英国およびインドにて留学および海外法律事務所勤務

- 法律事務所にて勤務

1999年： GEエジソン生命保険（株）
- 執行役員･ゼネラル・カウンセル

2004年 オリックス（株）（リーガル・カウンセル）、
デル（株）（チーフ・リーガルカウンセル（北アジア））、
GEコンシューマーファイナンス

（シニア・リーガル・カウンセル→チーフ・リーガル・オフィサー）、

（株）新生銀行（法務部長）等を経て－

2013年： 日清食品ホールディングス（現職）

～2013年:

- 執行役員･CLO／ジェネラル・カウンセル

• 日弁連弁護士業務改革委員会・企業内弁護士小委員会座長＊公職等：

• Member, the Association of Corporate Counsel
• Member, International Association of Legal Ethics



アジェンダ

＊企業内弁護士のあり方・機能

＊プロローグ

＊キャリアとしての企業内弁護士

＊企業内弁護士のジレンマ

＊エピローグ



プロローグとして：アーサー・ヘイリー「最後の診断」

米国の病院。その病理学部門は旧弊を引きずった老部長に支配されていた。それを刷新するた
めに、病院は新進気鋭の医師を部長補佐として雇う。

やがて、ある患者の足にできた腫瘍をめぐって、部長と補佐の意見が対立する。部長は悪性の骨
肉腫だと診断するが、補佐は良性だと考える。しかし、決め手がない。決定的な診断ができないま
ま、時間が過ぎていく・・・（242頁）

*  永井淳訳、新潮文庫、1975年

[部長]は吐き出すように言った「こういうケースほどいやなものはない！決断を
くださなければならないが、それが間違っているかもしれないのだからな」（中略）

「われわれにも時にはまったく確信が持てない時があるなんて、[世間の人]は、
全然知らないんだよ」（中略）

「わたしが悪性だと言えば、[主治医]は足を切断するだろう。

「そこでだ、もしわたしが間違っていたら、19歳の娘がなんの意味もなく片脚を失
うことになるのだよ。

ところがもしもこれが悪性で、しかも切断の手術が行われなかったとしたら、娘
はおそらく2年以内に死ぬだろう」



プロローグとして：アーサー・ヘイリー「最後の診断」 *  永井淳訳、新潮文庫、1975年

しびれを切らした主治医が、二人の元を訪ね、最終の診断を求める。

その場で、部長は補佐の意見を求めず、主治医に対して骨肉腫だと伝える。「みじんの疑いもためらい
もない」口調で。 主治医が去った後で、部長は補佐に語り掛ける（341頁）－

[部長補佐]はうなずいた。[部長]が切断を決定したことに異論はなかった。[部
長]がいまいったように、誰かが決定をくださなければならないのだ。

それでもなお、彼は明日おこなわれる切断手術が本当に必要なのかどうか疑問
だった。（中略）悪性の診断が正しかったかどうかは解剖で明らかにされるだろう。
ただ不幸なことに、そのときになって誤診であったことがわかっても、患者にとっ
てはもう手遅れなのだ。

「だれかが決定をくださなければならなかった。

私がきみの意見を訊かなかったのは、疑いがあることを万に一つでも知られて
は困るからだ。（中略）疑いがあることを知れば、[家族]は手術を先にのばしたが
るに決まっている。それが人情と言うものだ。彼らを非難することはできんよ」



*  永井淳訳、新潮文庫、1975年

その後、病理学部長は決定的なミスを犯し、一人の患者の死を招く。部長は辞職を余儀なくされる。部
長補佐は、部長への昇進を打診される－（476頁）

やがて[部長補佐]は空恐ろしさを感じた。ふいに自分が背負い込むことにな
る責任の重さに気づいて愕然とした。

もはや彼にかわって決断をくだす上司は存在せず、最終的な選択－最後の
診断－は彼一人の肩にふりかかってくるのだ。それだけの勇気が彼にある
だろうか？

プロローグとして：アーサー・ヘイリー「最後の診断」



企業内弁護士のあり方

「企業」とはなにか：

－「一定の事業を行うことを目的として、組織され、自己完結
的な経営・管理機能を有する団体」

企業に対する「貢献」

企業への「貢献」：

－目的に照らして有益であるかという「結果」で判断される

＊「正しい法解釈」をしたこと自体が評価されるわけで
はない



－「リスクがあります」「Aは広きに失し、Cは狭きに失し」では企業は動

「結果」とは何か（その１）

企業内弁護士の結論は「客観的な分析」ではなく、「判断(Judgment)」である

• 「客観的な分析」では足りない。企業の行動に結びつけなければならない

• 常に「正しい解答」が出せるとは限らない。

－判例、学説等、解釈が一義的に決まっていない場合が多い

• Disclaimerも、留保も、仮定をつけることも許されない

－分析に必要な情報／資料が全て揃うとは限らない

－時間の制約が常につけまとう

• 企業として考慮しなければならないリスクは法的リスクだけではない

－「法的に結論を出すのが難しい」というまさにその理由で、非専門家

－社内で法的問題だけを考えればよいというわけにはいかない

• 「リスクを取る」という判断が必要になる

－ビジネス判断の要素から逃れられない

－リスク(risk) vs 機会(opportunity)のバランス感覚

けない

それでも結論が必要である

（むしろ、出せない場合の方

が多い）。

であるビジネスに判断を委ねるのは背理である

企業内弁護士のあり方



企業内弁護士は判断を「実行（execute）」するところまで責任を負う

• 「答えは出しました。あとは知りません」は許されない

• そこで要求されるのは、法的知識だけではない

－関係各機関との調整、広い意味での「政治」が不可欠になる

－他機関を動かすために「リーダーシップ」が必要

企業内弁護士への信頼は、企業の目的を正しい方法で実現するため、

－そうなって初めて、「NO」を聞いてくれる
責任を分かち合い、ともに努力することで初めて獲得できる

企業内弁護士は「結果」で評価される
－企業が法的に問題なくその事業目的のために行動できたか

これに寄与しえたこと

信頼の獲得！

人が言うことを聞いてくれる

－その言葉によって人（＝企業）が実際に動く

企業内弁護士のあり方 「結果」とは何か（その２）

ことを「実現」する上での最大の基盤：企業内弁護士への「信頼」



＊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」報告書（2018年4月）より企業を取り巻く環境と法務機能

＊人口減少を背景とした国内の需要
減少

＊海外における多様なルールへの対応
の必要
- 競争法、GDPR、腐敗防止法等の
執行強化

グローバル化の進展 イノベーションの加速

＊「第4次産業革命」
- 産業構造の劇的な変化の可能性

＊既成の法制度の枠組みで捉えきれな
いビジネスモデルの出現の可能性

「コンプライアンス」
＊「法令遵守」から「企業倫理」への拡大、さらに「企業の社

会的責任」へ

- 投資行動への影響

- ESG、CSR etc.
＊ 制裁の拡大・深刻度の増大

- 当局による執行の強化
- 社会の目（NGO等）監視（レピュテーションリスク）

企業が直面するリーガルリスクが複雑化・多様化

法務機能の強化の必要性



企業内弁護士の機能

パートナー： ビジネスと一体のチームのメンバーとして、企業
の積極的な発展に貢献する

「パートナー」vs「ガーディアン」

ガーディアン： 企業に法令等を遵守させ、リスクを開始し、企
業を守る

「パートナー」機能と「ガーディアン」機能との関係

+企業が利益を最大限に志向しようとする方向性

+企業活動を法令・倫理の枠組みの中に取り込む必要性

＊緊張関係

＊循環関係
⇒「結果を出す」という、そのあり方の本質から導かれる問題



「パートナー」vs「ガーディアン」

＊循環関係
⇒「結果を出す」という、そのあり方の本質から導かれる問題

「パートナー」に関し：

⇒利益追求のあまり、違法行為に走ったあげくに制裁を受けるよう
では企業を発展させたとは言えない

－むしろ、ビジネス目的を達するために「ぎりぎり」を狙えば狙うほ
ど、一線を踏み越えないためにより的確な判断とコントロール
が求められる

「ガーディアン」に関し：

⇒企業が企業内弁護士の言に従って動いて初めてガーディアンとし
て機能したと言える

－「正しいことを言った」というだけでは意味がない

強力な「ガーディアン」であることは「パートナー」足りうる前提

実効性のある「ガーディアン」足るためには、信頼される「パ－
トナー」でなければならない

「企業内弁護士は、法的かつ倫理的に妥協する事業サイドのイエスマン、重要な議論や
意思決定その他主要なる企業活動から排除されたノーマンの二者択一ではない」
＊ハイネマン「企業法務革命」66頁

企業内弁護士の機能



「企業内弁護士の役割は、法律家によって営まれる役割のうち、最
も複雑で、かつ、難しいものの一つである」

“[T]he role of corporate counsel is 
among the most complex and difficult 
of those performed by lawyers”

＊Geoffrey C. Hazard, Jr “Ethical Dilemmas of  Corporate Counsel”, 
46 Emloy L.J. 1011, 1011 (1997)



組織内弁護士のポジションキャリアとしての企業内弁護士

キャリア形成の上での
イン・ハウスとプライベート・プラクティスの本質的相違

＊プライベート・プラクティス：

－キャリアの全過程を通して、その業務のあり方に
本質的な変化はない

＊イン・ハウス：

－比較的短期間、かつ定期的にその業務のあり方
に大きな変化が訪れる



GC/CLO
→経営陣の一員として、枢機な意

思決定に参加

→まったくの一般社員
法務部以外への配属／異動も

組織内弁護士のポジション

法務部門長

中堅管理職

→法務部門の長として、法務組織・
法務機能を管理する

司法修習修了！

＊これらは説明の便宜上の「図式」あるいは「ものの例え」で
あって、明確な区分があるわけではないことに注意

キャリアとしての企業内弁護士

一般社員初級法務専門職
→法務専門職として育てるため、ジ

ュニアな弁護士を採用する

法律事務所

中堅法務専門職
→法務機能の要たる専門職として、

第一線において法務案件対応の
責任者となる

→法務部門における中堅ライン長
法務部長を補佐し、法務部内の
一部の組織・機能を管理する

ビジネス



キャリアとしての企業内弁護士

→若手弁護士が本格的に採用されるようになって、10年にすぎない

中堅以上は、いまだに法律事務所が主要な給源になっている
＊これはあたりまえのこと

企業内弁護士の意義、キャリアについての考え方は固まっていない
＊企業側も試行錯誤

キャリア・パスは－
これから企業内弁護士自身で作り上げていくもの

「企業内弁護士」のキャリアに一つの「正解」はない

＊ジェネラル・カウンセル

＊特定分野の専門家

＊「普通の」法務部員

＊法律に素養のある「ビジネスマン」

＊弁護士側にも特定の「登山道」はない

＊「社長を目指す！」 etc...

パイオニアたれ！！



キャリア形成－イン・ハウス vs プライベート・プラクティス

プライベート・プラクティス イン・ハウス

〇業務の「密度」の濃さ
－対応する案件は、その困難さあるいは複雑に

おいて全てが一定の水準を持つ

△
－業務の相当部分がルーチン・ワーク

◎「多面的」なものの見方の強制
－立場は依頼者が決める
－さまざまな依頼者・状況がある

×
－立場は一面的

〇指導に当たるのは弁護士 ？
－指導環境は企業による

〇業務は（理論的には）個人責任
ジュニアな段階から「専門家」として

「一人前」に扱われる
－専門家たる「個人」としての自覚

△
－直接的に個人が責任を問われるとは限らない

◎業務に対するフィードバックが、直接的
に、時には極めて露骨な形で与えられる

－依頼者には依頼を続けなければならない義務
はない

－「タイム・シート」や請求書による管理

△
－業務と個人の責任との関係は必ずしも直接的

ではない



イン・ハウス vs プライベート・プラクティス

プライベート・プラクティス イン・ハウス

× ◎業務の「密度」の濃さ
－当該企業特有の問題に対応する濃度は濃い

× ◎当該企業のビジネスに対する深い理解

×
－組織内の人々の動きを経験していない

◎「組織の動かし方」の経験
－企業内人々の動きを目の当たりにする
－「結果を出す」ことの意味の理解

キャリア形成の視点から
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企業内弁護士のジレンマ

－「専門家としての判断（Professional judgment）」

• 「内なる衝突」⇔「外部の圧力」

＊企業内弁護士は「正解のない世界」で結論を出すことを求められる

－職務に誠実であるため、諸要素を誠実に検討したあげくに、バランスを

→どこに「崖」があるのか、それを「客観的」に認識する方法はない

vs 「マネジメントの役割（Management Role)」etc.

失する。知らず知らずのうちに崖に近づき、やがて転落する

→雇傭契約の下、「組織に従属」していることが問題の本質ではない

＊企業内弁護士が「信頼され」、企業の中で影響力を持てば持つほど、
むしろ問題は深刻になる

”二足のわらじ (Double (or Multiple) Hatting)”

→「その通りになってしまう」ことの恐ろしさ

「[企業内弁護士にとっての]秘訣であり、また、真の課題は、信頼を毀損する
ことなく、独立性を維持することである」

per Alan Braverman, Veasey & Di Guglielmo (2012), E. Norman Veasey & Christine T. Di Guglielmo, 
“Indispensable Counsel - The Chief Legal Officer in the New Reality”, at 130 (OUP, 1012) 101



* BBC, 1968年

新たに首相に就任した主人公が軍司令部に案内され、一つの装置を見せられる。

そこでの主人公と案内役の将軍との会話

「これは何だね」
「核ミサイルの引き金です。これでミサイルが発射されます」

（うろたえて）「そんな単純なことなのかね」
「はい」

「私がそう言えばそうなるのかね」
「はい」

「誰か、私に異論を唱えるものはいないのかね」
「まさか、軍人は異論なく命令に従います」

「もし、私が酔っていたらどうなるのだ」
「安全のために、そうされないことをお勧めしますね」

（すがるように）「もし、引き金を引いて、そのあと私が考えを変えたら？」

エピローグとして：「Yes, Prime Minister」 （英国の政治風刺コメディドラマ ）



* BBC, 1968年

「ご心配なく。そのことを知るであろう人はおよそいないでしょうから
（No one ever would know, would they?) は、は、は」

（同席していた官房長官が口をはさむ）
「首相、これがあなたが就きたがっていた仕事ですよ」

エピローグとして：「Yes, Prime Minister」 （英国の政治風刺コメディドラマ ）



Thank you very much!!

“Control Your Destiny,
or Someone Else Will”

「自分の人生は自分で切り開け、
さもなければ誰か他人に決められてしまう」

＊Jack Welch, former-Ｃｈｉａｒｍａｎ and CEO, General Electric
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