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１．はじめに

大阪弁護士会、そして一水会を離れて14年になりま
す。今般、「一水」編集委員のみなさまからお誘いい
ただき、京都大学iPS細胞研究所教授・高須直子先生、
そして、大野総合法律事務所弁理士・松任谷優子先生
のインタビューに立ち会わせていただきました。

おかげさまで、懐かしい「一水」の編集に関わり、ま
た、日本のバイオ・医療分野の最先端を知財で牽引す
るお二人のお話を伺う機会を得ることができました。

ご縁に深く感謝しつつ、私の限られた知識の範囲で、
インタビュー記事に関連する特許法のトピックと、イ
ンタビュー後の雑感を書き留めたいと思います。

２．バイオテクノロジーと特許法

バイオテクノロジーと特許法は、いずれも「古くて
新しい」ことで共通します。

例えば、農作物や家畜の品種改良は有史以前から行
われてきた生物工学です。パンを焼くのも酒を醸造す
るのも発酵過程で生物を利用しますし、十大発明家に
列せられる御木本幸吉の真珠養殖は、日本の特許制
度の揺籃期における生物工学特許の代表例です（最初
の半円形真珠の養殖方法の特許は1896年、真円真珠は
1916年）。

真珠養殖のように、生物を利用した生産技術には昔
から大らかに特許が与えられてきました。他方、現代
のバイオテクノロジーは、遺伝子を始めとする生命の
仕組みを直接取り扱う技術へと変容しました。ここに
様々な論点が生じます。

バイオ・医療特許の論点

遺伝子の存在が仮説であった時代、種や個体はその
外形的特徴から識別するしかなく、また生命活動も現
象面でしか把握できませんでした。

しかし、DNAの二重螺旋構造の発見とその後の研
究の進展は、種や個体の持つ遺伝的特性を定量的に把
握し、人為的にデザインすることを可能にしました。
特定の遺伝子を用いた蛋白質合成など、根源的な生命
活動を精密かつ容易に産業利用できるようにもなって
います。

方法論の進歩でも、例えば、従来の遺伝子組換えに
は気の遠くなるような試行錯誤が必要だったのに対
し、最近では、ワープロで文章を編集するように標的
遺伝子を書き換える「ゲノム編集」が現実化するなど、
日進月歩が続いています。

加えて、バイオインフォマティックスなどのITも
欠かせない要素技術となるなど、学際的技術としての
性格も強くなっています。

他方の特許法は、しばしば先端法律分野といわれま
すが、「先端」なのは取り扱っている技術であって、制
度の歴史は古く、近代的意味での特許が最初に付与さ
れたのは15世紀のヴェネツィア共和国とされていま
す。1624年には、英国で、新規性を基礎に有期の独占
権を付与する制度が生まれ、1790年、米国において、
特許を、恩恵的なものでなく、発明者の権利とした制
度が誕生したことで、現代に通じるシステムが形成さ
れました。

日本では、江戸末期、福沢諭吉の「西洋事情」で米国
の特許制度が紹介され、明治4年（1871年）には、「新規
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御法度」に代わって、最初の特許法である「専売略規則」
が制定されました。1871年といえば、戊辰戦争終結後
わずか2年、藩政が残り、内乱が続く動乱の時代で、
佐賀の乱（1874年）や西南戦争（1877年）よりも前のこと
です。

当時整備が急がれたのは、治安維持のための刑法や
刑事訴訟法（治罪法）でしたが、それらすら専売略規則
に遅れること9年、1880年の制定ですから、原始特許
法の制定時期の早さを感じていただけると思います。

専売略規則は、審査官確保などのインフラ整備が追
いつかず、翌年施行が中止されましたが、1885年、高
橋是清らの尽力により、実質的に日本最初の特許法と
なる「専売特許条例」が整備されました。「明治18年太
政官布告第7号」、つまり律令制のもとでの法律です。

この年には内閣制度が発足していますが、帝国議会
設置と大日本帝国憲法公布が1889年、旧民法、商法、
民事訴訟法の制定が1890年を待つことを考えると、近
代法制の中でも特許法がとりわけ古いこと、そして、
明治政府が産業の近代化を非常に重視していたことが
分かります。

このように、制度としては古い特許法ですが、取扱
対象は各時代の先端技術であるため、技術的フロン
ティアの拡大に伴い、制度や運用も変容が求められ続
けます。

また、産業革命以来のグローバリゼーションと不即
不離の特許制度は、その改革の過程で各国各様の考え
方が生まれ、また、国際調和も図られます。バイオテ
クノロジーは、今まさにそのさなかにあると思います。

３．遺伝子の特許性

遺伝子に特許性はあるか、という問題は、現代のバ
イオテクノロジーと特許に関する代表的論点です。

遺伝子の実体は、特定の塩基配列によって遺伝情報
が表現されたDNA片ですが、DNAは核酸の一種です
から、遺伝子が特許を受けるためには、核酸のような
物質が特許の対象となることが必要です。

この点、かつて多くの国で物質に特許性はないと考
えられていました。自然界にあるものは人類共通の財
産だ、あるいは、それを見出すことは単なる発見で発
明ではない、といった原理的理由のほか、自国産業保
護のような政策的理由もあります。日本でも、昭和50
年の法改正まで、欧米に後れを取っていた医薬や化学
物質が不特許とされていました。

しかし、現在では、先進国の多くが物質に特許性を
認めています。物質発明の最たるものは医薬化合物で

すが、その研究開発には莫大な資金を要する一方、模
倣に要するコストは相対的に低いため、特許で保護し
なければ投資できなくなるからです。

特許法の条文を見ると、もはや物質が不特許事由と
はされておらず、また、「発明」の定義として「創作」は
要求されるものの、文理的に発見の特許性を否定する
理由はありません。米国特許法に至っては、「発明と
は発明と発見をいう」という（やや循環論法的な）定義
規定を置いています。

実質的にも、発明の本質は技術的課題の解決手段を
創作することにあるので、ある物質が課題解決におい
て具体的有用性を有することを見出せば、発明と考え
ることが可能です。

遺伝子も、基本的に物質発明に関する上記の考え方
に沿って、1998年の米国特許を皮切りに、日米欧各局
の協議を経て特許化が進められてきました。

しかし、米国は、2013年を境に、日欧と考え方を異
にすることとなりました。

もともと米国は、ゲノム解析等の遺伝子工学で他国
をリードし、特許付与にも積極的でしたが、他方で、
多様な議論がなされるお国柄ゆえ、特許化による遺伝
子の独占に懐疑的な意見も強い国でした。

そのような議論の中、米連邦最高裁は、2013年の
Myriad事件判決（Association for Molecular Pathology 
v. Myriad Genetics, Inc. , 569 U.S.___. 133 S.Ct.2107 
(2013)）において、自然に存在するDNA断片は自然の
産物であって、単離しただけでは特許適格性はない、
という見解を示します。要するに、有益な遺伝子であっ
ても、自然のDNAから切り出しただけでは特許にな
らない、との見解です。土中から鉱物を掘り出したの
と同じだ、といったところでしょうか。

他方、判決は、蛋白質合成時に生まれるmRNAか
ら複製されたcDNA（相補的DNA）については、遺伝
情報のない領域（イントロン）が除外された人工物だと
いう理由で特許性を認めました。

要するに、遺伝子という物質に特許性を認めるにあ
たって、単に有用であるだけでなく、人間の手になる
創作物であることを求めたのです。

その背景には、有名なChakrabarty事件連邦最高裁
判決（Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 （1980））
があります。

この事件では、遺伝子操作で原油の成分を分解でき
るようにしたバクテリアの特許性が争われたのです
が、当時は、「生物に特許性はない」というのが世界の
常識でした。倫理的問題のほか、生物の形質は世代に
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よって変化するため、産業的利用の基礎となる反復可
能性がないと考えられていたのです。

これに対し、米連邦最高裁は、生物かどうかは問題
ではなく、「自然物か人間の創作物か」で判断されるべ
きであるとして、くだんのバクテリアに特許性を認め
ました。遺伝子レベルでデザインすれば、生物も人間
の創作物となり、また、反復可能性も生まれるわけで
す。

この判決は、特許法がバイオテクノロジーを後押し
する契機となり、その後、広狭はあるものの、各国で
生物、そして、遺伝子に特許が認められることとなり
ました。

他方、この「自然物か人間の創作物か」という基準
は、単離DNAの特許性を否定する根拠ともなりまし
た。DNAの連鎖から特定の遺伝情報を持つ部分を切
り取っただけでは「人間の創作物」とはいえない、とい
うわけです。

日本や欧州では、具体的な有用性が認められる限り、
DNAも物質発明として特許性が認められているため、
米国と日欧の発明観の相違が顕在化した事例といえる
でしょう。

４．発明と倫理

欧州が独自の考え方を採用している問題としては、
倫理があります。クローンに代表されるように、生命
を扱うバイオテクノロジーは、常に倫理問題との緊張
関係を生みますが、その例として、ヒトES細胞があ
ります。

ヒトES細胞は、生体外で様々な組織に分化できる
多能性と高い増殖能力を持つため、広い臨床応用の可
能性があります。

他方、作製に際し、受精後一定日数を経たヒトの胚
（胚盤胞）を破壊して内部細胞塊を得るため、倫理的な
問題がつきまといます。

iPS細胞も、出来上がった細胞はES細胞と同じ多能
性幹細胞なのですが、ヒト胚を壊さずに作製できるた
め、倫理的問題を回避できるという優位性があります。

実際には、ES細胞の作製に使うのは、不妊治療で
余った余剰胚なのですが、たとえ廃棄される運命で
あっても、人間の萌芽の破壊を必然的に伴う技術に特
許を付与することが適切か、が議論になるわけです。

この点、欧州は、1998年のバイオ指令（Directive 
98/44/EC of the European Parliament and of the 
Council of 6 July 1998 on the Legal Protection of 
biotechnological inventions）第6条（2）（c）で、産業また

は商業的目的のヒト胚の使用を不特許事由とし、ま
た、2011年の欧州連合司法裁判所の判決（Brüstle v. 
Greenpeace eV, Opinion of Advocate General. Case 
C-34/10 （CJEU Mar. 10, 2011））で、バイオ指令の解
釈として、「受精後のいかなる人間の卵子、成熟した
ヒト細胞から細胞核を移植したいかなる非受精の人間
の卵子および分裂とさらなる成長が単為生殖により促
進されたいかなる非受精の人間の卵子」も「ヒト胚」に
該当し、また、研究目的の使用も「産業または商業的
目的の使用」に含まれるとの厳格な考え方を示しまし
た。

そ の 後 の2014年 の 判 決（Int'l Stem Cell Corp. v. 
Comptroller Gen. of Patents.  Case C-364/13 （CJEU 
Dec. 18, 2014））では、非受精卵がバイオ指令の「ヒト
胚」に該当するにはヒトとなる潜在的能力を有するこ
とを要し、単為生殖による成長を開始しただけでは足
りない、として、若干の軌道修正を加えていますが、
厳格な対応であることには変わりありません。

他方、日米両国では、ヒトES細胞の特許性を特に
否定していません。我が国で倫理的観点から出願が拒
絶されたのは、特許請求の範囲にヒト胚の滅失過程を
含むヒトES細胞の作製方法などに限られます。

要するに、「正面からヒト杯の破壊を書かれてしま
うと特許にできないものの、できたES細胞について
は特許性を否定しない」というのが特許庁のスタンス
です。

日米と欧州の相違が何に起因するかは分かりません
が、我が国が倫理の問題に謙抑的な背景には、「特許
法は規制法ではない」ということも関係するかも知れ
ません。

本来、特許権は、技術を他人に「使わせない」禁止権
なので、不特許としても禁止権が生じないだけで、む
しろ誰でも自由に利用できてしまいます。つまり、特
許法は、構造的に、倫理的に好ましくない技術の規制
には適していないのです。

生物の取り扱いの変遷にも見られる通り、特許性の
判断はその時代の技術水準や産業政策を色濃く反映し
ます。何を特許の目的とし、何を不特許とするかは、
どのような技術にお墨付きを与え、後押しをするか、
という国家の意思表示の問題であり、ときどきの産業
政策的観点から決定すべきことなのでしょう。

このほか、インタビューでは、特許と倫理の問題に
関し、いわゆる医薬品アクセスの問題も話題となりま
した。特許の存在により薬価が高くなり、経済力の
ない発展途上国の医薬品へのアクセスが阻害される、
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という問題で、現在の国際的な知財秩序を規定する
TRIPS協定の策定協議においても焦点となりました。
その背景には、新規の医薬化合物を生み出す資金力が
あるのは先進国だけだ、という事情があります。

他方、現在認識されている疾病の98%が特許切れの
薬品によって治療可能になっているため、医薬品アク
セスの問題は、あるとしても限定的であり、むしろ残
された疾病の治療薬開発のため、特許による投資保護
がなされるべきだ、という意見もあります。

さらに、倫理そのものの問題ではありませんが、イ
ンタビューでは、医療方法の特許性の問題にも触れら
れました。

例えば、iPS細胞で組織を再生するに際し、外科的
な措置などの医療行為が必要になることも想定されま
すが、そのような医療行為を含めて開発投資を促すた
めには、医療方法を特許化することが望ましいといえ
ます。

他方、これを認めると、医師の行為が特許権侵害と
なる可能性が生じるため、迅速・柔軟な治療活動に支
障を生じかねません。

医療行為の取り扱いについては2つのアプローチが
あり、米国は、医療行為の特許性を認める一方、医師
の行為に免責を与えているのに対し、欧州は、特許化
そのものを禁じています。

我が国の特許庁は欧州と同様の運用をしており、東
京高裁も、米国のような免責が立法的に措置されない
限り特許性は認められない、との判断を示しています

（東京高判平成14年4月11日判時1828号99頁）。その後、
判決に指摘されたような立法措置がなされていない背
景には、日本固有の政治的事情もあるのですが、それ
も含めてお国柄が現れる問題といえるでしょう。

５．プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

日本が他国と異なる対応をした問題としては、プロ
ダクト・バイ・プロセス（PBP）・クレームの解釈があ
ります。

特許法は、保護対象たる発明を「物」「方法」「物を生
産する方法」（製法）の3つに分けてそれぞれの権利範囲
を定めており、ある発明がいずれのカテゴリーに属す
るかは、クレーム、つまり特許発明の記載で判断する
ものと解されています。

これらのカテゴリーのうち、物の発明は、通常、「文
字盤と、時を表す短針と、分を表す長針からなる時計」
のように、物の構造や特性で特定されます。化合物な

ら構造式、蛋白質ならアミノ酸配列も用いられますが、
物としての構造を静的に定義するという意味では同じ
です。

他方、製法の発明は、通常、「物質Aを触媒Bの存在
下で物質Cと反応させる物質Dの製造方法」のように経
時的要素を持つ工程で表現され、物と区別されます。

ところが、製法の例を少し変えて、「物質Aを触媒B
の存在下で物質Cと反応させて得られる物質D」と書け
ば、「物質D」という「物」になります。

つまり、同じ技術でも書き方で製法が物に化ける
わけですが、このように、物（Product）が製法で（by 
Process）特定されるクレームは「プロダクト・バイ・
プロセス・クレーム」と呼ばれ、物と製法のいずれを
基準に侵害品や先行技術との同一性を判断するかが争
われてきました。

一般に、物を基準とすると（物同一性説）、製法が異
なっても物として同じなら同一性が認められるため、
発明の新規性が認められにくくなりますが、侵害品も
広く捕捉できるため、特許が成立した場合には、権利
範囲が広くなります。上の例では、どんな製法で製造
されたものであれ、物質Dが出願時に公知だと特許は
取れないものの、いったん特許になれば、あらゆる製
法のDに権利が及ぶこととなります。

他方、製法を基準とすると（製法限定説）、製法さえ
異なれば物質Dが公知でも特許は取れるものの、特許
と同一製法のDにしか権利が及ばなくなります。

バイオの例だと、ES細胞とiPS細胞は、多能性幹細
胞という物の特性を基準にすれば同一物となりえます
が、製法に着目すれば別物、ということになります。

実務は、出願審査は多くの国が物同一性説に立って
おり、山中教授のiPS細胞の基本特許も、先行技術と
してES細胞があるためか、物ではなく製法でクレー
ムされているようです。

他方、権利行使及び無効判断の段階における解釈を
めぐっては、史上初めて知財高裁の大合議判決を覆し
た平成27年のプラバスタチンナトリウム事件最高裁判
決があります（最二判平成27年6月5日民集69巻4号700
頁）。

原審である知財高裁判決（知財高判平成24年1月27
日）は、通常の人が「製法Aで製造した物B」という記載
を見るとA以外の製法のBが含まれるとは考えないた
め、製法限定説を原則とし、PBPで書くしかない場合、
つまり、物を構造や特性で特定することが不可能・困
難な場合には物同一性説による、という考え方を採用
しました。
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これに対し、最高裁は、法改正（平成16年改正特許
法104条の3）によって権利の技術的範囲と特許の有効
性がともに侵害訴訟で審理されるようになったことな
どから統一的解釈が望ましいとして、原判決を破棄し、
物同一性説を一元的に採用しました。

賛否は分かれるものの、ここまでなら「実務指針
が定まって良かった」という話なのですが、最高裁
は、上記に加えて、構造や特性で物を特定することが

「不可能又はおよそ非実際的」である場合でなければ、
PBPクレームは明確性要件を欠く、との判断も示しま
した。

さらっと書きましたが、この判断のインパクトは重
大です。明確性要件とは、発明を明確に記載すべし、
という特許の記載要件（特許法36条6項2号）で、これを
欠くと特許は無効になります。最高裁は、無効を回避
するために、構造や特性での特定が「不可能・およそ
非実際的」であるという、ハードルの高い立証を求め
ているので、判決の実際的意味は、「多くのPBP特許
は無効だ。その代わり、生き延びれば広い権利を与え
る。」ということになってしまうのです。

確かにPBPクレームは物を直接特定しないため不明
確になることもあり、その点は問題なのですが、プロ
セスの記載によって発明の内容が明確になることも多
く、一概に悪いものと考えられているわけではありま
せん。

例えば、「加熱した玉子」だと、目玉焼きなのか、ス
クランブルエッグなのか、ゆで玉子なのか分かりませ
んが、「ゆで玉子」なら（「ゆで」は製法なので、「ゆで玉
子」はPBPです。）、ゆで玉子の構造を言語化するより
分かりやすくなります。

もう少し特許らしい例を挙げると、「文字盤と、短
針と、長針からなる時計」を、「文字盤中央の軸上に、
短針を下に、長針を上に、順次配設した時計」とする
と構造がより明確になりますが、軸上に針を順次配
設するのは製法なので、最判の文理では、この特許は
PBPであるが故に「不明確」とされ、無効になりかねま
せん。

現状PBPクレームをカテゴリカルに否定している国
はなく、長年の実務で多数のPBP特許が存在し、かつ、
その上で経済活動が営まれています。そのような状況
で、PBP特許を原則無効とするかのような判決は、個
人的には、観念論に走り過ぎた感を拭えず、不明確か
どうかは個別判断に任せるべきだったのではないかと
思うところです。

判決では、経済産業省出身で、かつて特許庁の法改
正担当部署（制度改正審議室）に在籍したこともある裁

判官が、「意見」として、「（この判決は）特許法の解釈
及び特許実務の運用を根底から覆す結果となる。それ
が正しい方向であるとすれば特に異論はないが、私に
は決してそうとは思えない。」と書き、その根拠として、
バイオテクノロジーのような先端技術における萎縮的
効果も指摘しています。

なお、特許庁は、カテゴリーをまたぐ特許の訂正を
認めるなど、一連の措置を講じて実務の混乱の収拾に
努め、また、知財高裁も、最近になって、最高裁判決
の射程を限定的に解する判決をしています（知財高判
平成28年11月8日）。

６．均等論と物質発明

特許権の保護範囲は、特許請求の範囲の記載（クレー
ム）で決まります。特許権侵害訴訟の実務では、刑法
における構成要件該当性の判断と同様に、クレームの
文言を切り分け、個々の構成要件ごとに充否を検討し、
すべての構成要件を充足したときに初めて権利侵害
が認められます。この考え方を「権利一体の原則」（All 
Elements Rule）といいます。

その背景には、特許権が法的サンクションを伴う対
世的禁止権であることから、クレームが権利範囲の公
示として機能することが重要だという事情がありま
す。このように、クレームの記載が特許権の外縁を画
すべきだという考え方は、周辺限定主義（Peripheral 
Claiming System）と呼ばれ、現在の主流となってい
ます。

他方、クレームは、多かれ少なかれ抽象性を有する
技術的思想を言語で表現したものですので、あらゆる
侵害態様に対応できるように記載するのは容易ではあ
りません。

また、特許は早い者勝ちなので、出願時にじっくり
と記載内容を検討することができるわけでもありませ
ん。

そのため、クレームの文言解釈が厳格すぎると、ク
レームドラフティングの巧拙によって権利範囲が大き
く左右されたり、例えば、発明を構成する部材の一部
を出願時に想定されていなかった同効材に置き換える
などの方法で容易に特許を回避できてしまったりしま
す。

これでは特許取得のインセンティブが阻害されるの
で、クレーム解釈においては、厳格な文言解釈だけで
なく、何らかの規範的な拡張解釈が必要であることが
認識され、その具体的アプローチのひとつとして、構
成要件の一部に相違があっても実質的に均等の場合に
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は要件充足を認める均等論（Doctrine of Equivalence）
が生まれました。

この論点に関して我が国に強い影響を与えた米国で
は、1980年代以降のプロパテント政策のもと、均等論
に関する裁判例が蓄積されたといわれます。

我が国では、現行特許法制定時の工業所有権制度改
正審議会答申説明書に「杓子定規な文言解釈に徹して
ゆこうとするものではなく・・・通常の専門家がその
発明の内容として認めることができる程度の事項は、
特許権の範囲内に属するものとして考えてゆく」との
記載があり、裁判例にも、事実認定において「実質的
同一」などのロジックで均等論と同様の結論を導くも
のがあったといわれています。

しかし、一般に、かつての裁判例は均等論の適用に
消極的であったといわれており、その背景のひとつと
して、化学物質について無理な均等主張がなされた
ことが指摘されています（中山信弘『特許法』第3版468-
469頁）。

化学は「実験の科学」といわれるように、実験によら
ずに、分子構造などの静的な構造から物の持つ作用効
果を予測することが困難です。

そのため、機械などと比較して、構造に相違がある
場合の作用効果の違いを予測しにくく、例えば、支点
からのテコの長さを2倍にすると半分の力で運動が可
能になることは物理法則から予測可能ですが、CO2と
COとで生体に対する毒性が異なることは、構造式か
ら自明とはいえません。

つまり、化学物質については、機械などと比較して、
「多少構造が異なっても均等だ」ということがいいにく
いのです。

そのような中、我が国で初めて正面から均等論によ
る特許権侵害を認めたのが、高須教授が関与された大
阪高判平成8年3月29日知的裁集28巻1号77頁（「プラス
ミノーゲン活性化因子（t-PA）」事件判決）でした。こ
の事件は、527のアミノ酸配列を構成要件に含む蛋白
質の特許につき、1つのアミノ酸が異なっている場合
において、両者の特性や作用効果が同一であるとして
均等を認めました。

蛋白質のような高分子では、低分子化合物と比較し
て、一部の分子構造の変化が物質の特性に影響しにく
いということはいえるかと思いますが、均等論の最初
の事例が物質発明となったこともあり、議論を呼んだ

判決です。

なお、その2年後の平成10年2月24日には、最高裁判
所が均等論の適用を認め、均等侵害の成立要件を定
立しました（最判平成10年2月24日民集52巻1号113頁

「ボールスプライン」事件判決）。個々の要件の解釈を
めぐっては、今もなお重要な判決が現れ続けています。

７．インタビューを終えて

特許の仕事をしていると、産学間の調整に関わるこ
とが少なくありませんが、一般に、事業化において主
導的立場に立つのは企業です。

他方、バイオテクノロジーは、医療関連技術の中で
も、実用化までの過程において大学などの研究機関が
主導的役割を担うことの多い「サイエンス・ドリブン」
な領域といわれます。

そのような中、秀でた研究者でありながら知財にも
高い意識を有する山中教授と、製薬会社から転身し、
大学内で権利保護に努めてきた高須教授、さらには、
外部専門家として研究開発活動の成果を守る松任谷弁
理士の、それぞれのエピソードを聞くことができたの
は、本当に貴重な機会でした。

内容的にも、バイオ・医療の最先端におられる高須、
松任谷両先生のお話は非常に興味深く、また、そのお
人柄もあって、とても楽しいインタビューとなりまし
た。僭越ながら、お話の端々から、与えられた仕事に
真摯に向き合い、究めてゆく姿勢を感じることができ
たのも、お二人に共通することです。

また、インタビューやその後の雑談を通じて、お二
人が、女性として、仕事と家庭の両立に努めてこられ
たことを垣間見ることができたのも、（元イクメン弁
護士の端くれとして）興味深く感じたところです。

個々のインタビュー内容については、私のような門
前の小僧がコメントできるものではありません。ぜひ
記事をお読みいただければと思います。

最後に、古巣である一水会の皆様、大阪弁護士会の
皆様に拙文を読んでいただいたことにお礼を申し上
げ、筆を擱きたいと思います。ありがとうございまし
た。


