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NTTデータのご紹介

法務室長　松下 健

当社は IT 業界におけるトップ SIer として、社会のイ
ンフラとなる情報システムの開発等を行っていますが、
我々法務室のメンバーは、事業部門や経営幹部に対
して、取引契約、M&A、株主総会、訴訟等に関する
法的なサポートを行っており、困難も多いですが、非
常にやりがいのある仕事に取り組んでいます。

NTTデータ 法務室長からのメッセージ

会社概要

売上高ポートフォリオ
（単位：億円）

海外における各地域及び地
域を跨いだグローバルでの
高付加価値な IT サービスを
提供する事業
例：金融機関、官公庁、大
手自動車メーカーの IT アウ
トソーシング、運用保守サー
ビスを数カ国で提供

製造業、流通業、サービス
業等の事業活動を支える高
付加価値な IT サービス、及
び各分野の IT サービスと連
携するクレジットカード等の
ペイメントサービスやプラッ
トフォームソリューションを
提供する事業
例：CAFIS（クレジットカー
ドオンラインシステム）、ソー
シャルシステム（Twitter 活
用）

行政、医療、通信、電力等
の社会インフラや地域の活
性化を担う、高付加価値な
ITサービスを提供する事業
例：官公庁、医療・ヘルス
ケア、デジタルアーカイブ（バ
チカン市立図書館、スペイ
ン王室等）、RPA

金融機関の業務効率化や
サービスに対して、高付加
価値な IT サービスを提供す
る事業
例：日銀ネット、ANSER（金
融業務共同利用システム）、
銀行（ゆうちょ銀行、りそ
な銀行等）、しんきん共同シ
ステム

6,033

グローバル

4,554

公共・社会基盤

金融

4,256

法人・ソリューション

5,180

セグメント別売上高は内部取引を含む
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NTTデータ 法務室マネージャーからのメッセージ

総括チーム 課長　野中 健吾
AI や IoT 等テクノロジーの急速な進展により世の中がかつて
ないスピードで変革しており、その中で法務室は新しいこと
に挑戦していける職場です。バイタリティに溢れ一緒に世の
中を変革していく仲間を待っています。

公共チーム 課長　鷲山 弘典
社会基盤となる大規模プロジェクトや先進的テクノロジーで
未来のしくみを創る現場にとって、我々法務は重要なパート
ナーです。二児の父親として、自ら仕事と育児を両立し、皆
が働きやすい職場つくりをしています。

グローバルチーム 課長　長田 恵
ボーダレス化が進む世の中にあって、「事業」と「リスク」
のバランスの要となる私たち法務の役割が重要になっていま
す。チャレンジングな環境下で国境を越えた仲間と一緒に仕
事をしてみたい方、ぜひお待ちしています！

金融チーム 課長　丹治 広大
伝統的で大規模な金融 IT サービスから、Fintech やブロッ
クチェーンといった最新技術活用のビジネスまで、幅広くサ
ポートします。「金融 ×IT× 法務」の知的好奇心あふれる世
界で、一緒にチャレンジしましょう！

法人チーム 課長　金子 貴之
事業運営にとって適切な法的ソリューションを提供するため
には、法はもちろん、IT をはじめお客様ビジネス等幅広く関
心をもつことが重要です。そのような点で興味や関心をもっ
た方とお会いできるのを楽しみにしています。
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NTTデータ 法務室のご紹介

業界トップクラスの経験豊富なスタッフが多数在籍しています。
業務内容も伝統的なものから、高度・最先端なものまで幅広く、様々な企業法務経験を積むことができます。

NTT データ法務室 主な業務

NTT データ法務室 体制

取引法務

●お客様や取引先との契約書のチェック
●新規ビジネスに係る規制対応、
　スキーム策定等の法的助言全般

経営法務

●株主総会の適法、適切な運営
●取締役会や経営会議等会社の経営に
　大きな影響を及ぼすような案件の法的審査

組織法務

●国内外M&Aや企業再編に係る法的対処
　（契約交渉、デューディリジェンス、届出等）
●会社法やコーポレートガバナンス等に係る法的助言

グローバル法務

●海外子会社法務部門との連携
●複数地域に跨るビジネスへの法的支援
●グローバルコンプライアンスの構築

紛争解決

●ビジネス上生じる法的トラブルの解決
●訴訟事案のコントロール

リーガルリサーチ

●各種最先端ビジネスに関連する法令調査
●AIや IoT、ビッグデータ等の先端 IT分野に係る
　法的問題についての調査研究

法務室長

総 括 公 共 金 融 法 人 グローバル

課長
＋

メンバー3名

総勢 32 名（2019.1 時点）

課長
＋

メンバー5名

課長
＋

メンバー5名

課長
＋

メンバー8名

課長
＋

メンバー5名
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数字で見るNTTデータ 法務室

男女比

フレックス勤務導入率

（参考）NTTデータ法務室：総勢 32 名（2019.1 時点）
　　　  なお、フレックス勤務導入率は、人事制度上活用できない新入社員等を除く

年齢構成

法科大学院修了者

男性
65.6％

40代
18.7％

30代
34.3％

20代
43.8％

50代
3.1％

女性
34.4％

15.6％

100％
テレワーク実施率

100％
育休職場復帰率

100％

中途採用者

18.7％

4



法務室 先輩社員が答える　みんなが知りたいQ&A

坂口 有紀
（2016 年入社・法科大学院卒）

先輩からのメッセージ

先輩からのメッセージ

当社では若手のうちから様々な法務業務を、特定の業務
に絞られることなく経験することができます。
例えば、契約書のチェックだけではなく、新規ビジネス
支援、M＆A、トラブル対応、株主総会対応、法改正対応、
グループ会社支援など、リーガル関連であればなんでも
法務の出番です！
難しい仕事に思われるかもしれないですが、先輩方に毎
日ご指導いただけるので心配いりません！

A.ある１日の私のスケジュールは以下のとおりです。

その他にも、法律事務所で弁護士と打ち合わせをしたり、
お客さんとの契約交渉に同行したりすることもあります。
また、6 月の株主総会の直前の時期には、株主総会の準
備対応も行っています。

1Day Schedule

主な仕事内容

 9 : 00  出社・メールチェック
10 : 00  他部署のトラブルに関する打ち合わせ
11: 00  契約書案（M＆A）の作成
12 : 00   ランチ
13 : 00  契約書案（M&A）の先輩からのレビュー
14 : 00  部内の打ち合わせ
15 : 00  契約書案（M&A）の修正
16 : 00  契約書案（業務委託契約）の修正
17: 30   業務終了

Q.１日の仕事の流れを教えて。

柴田 茉佑
（2012 年入社・法学部卒）

同じチームの先輩で、海外のロースクールに留学したり、
海外グループ会社でインターンを経験したりしている先輩
もいますよ！
もちろん、短期の出張もありますし、海外の法務担当者
と日本で交流することもあります。
英語での業務が多いため、最初は心配かもしれませんが、
先輩も助けてくれますし、慣れれば何とかなります！

※わかりやすい例として、日本で実績のあるシステムを海
外に提案していくケース等が挙げられます。当社採用パ
ンフレットに載っている、ベトナム税関案件やバチカン図
書館の案件等の大きな海外案件、実は法務が裏で支えて
います！もっと詳しく知りたい場合は、ぜひ OBOG 訪問
やキャリ生等で質問してください。当社の海外案件の魅
力を直接お伝えできればと思います！

①海外でのシステム開発案件※に
　関する契約書作成及び
　スキーム相談対応
②海外M&Aの交渉支援
③海外の法令改正対応

海外
グループ会社
との連携

Q.グローバルな仕事に携わる
　 チャンスってあるの？

A. 沢山あります！私はいま国際案件を担当するチームに所
属しており、日々先輩方にアドバイスをいただきながら、
案件対応をしています。
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先輩からのメッセージ

先輩からのメッセージ

須江 佑輔
（2015 年入社・法科大学院卒）

学びたい、という気持ちさえあれば、本当に色々なことを
学べる機会が用意されています。是非積極的に利用して
ほしいと思います！

A.これでもかというくらい充実しています！

システム開発とビジネスの基礎については２カ月ある新入
社員研修でじっくり学べますので、安心してください。こ
こで同期の友達もたくさんできます。
システム関連以外にも、ビジネススキルやライフデザイン、
ヘルスケア、グローバル（海外での研修も！）等様々な
研修が用意されています。
自由に選べる研修の数、なんとおよそ3500！
研修以外にも、TOEIC 等の試験を無料で受けられると
いった制度もあります。
法務関連の研修は外部の研修に参加することが多く、他
社法務の方と友達にもなれますよ！

Q.会社の研修制度は
　 充実しているの？

Q. 法務室を志望するうえで
　 学んでおくべきことは？

松井　駿介
（2016 年入社・法学部卒）

私が目指しているのは、法律の専門家というよりは、会社
のために法律知識を生かしていくビジネスパーソンです。
専門知識はもちろん大事ですが、それを活かしてどのよう
に付加価値をつけ、ビジネスをサポートできるかが勝負
だと思っています！

学生時代に磨いたコミュニケーション能力は仕事でも役
に立つので、まずはいろんな人と出会い触れ合って、学
生時代を存分に謳歌してください。それは将来にわたり
皆さんの力になっていくと思います。
また、もし知識面に不安があっても先輩がサポートしてく
れるので、心配しなくて大丈夫ですよ！

法務のチカラ

専門知識・論理 コミュニケーション能力

A.「法務」というと専門知識が最重要で、それがないと
仕事ができないイメージを持つ人もいると思います。もち
ろん、知識があるに越したことはないのですが、最も大
事なのは、相談者の悩みを的確に捉え、解決策を解り易
くご提案できる「コミュニケーション能力」だと思います。
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NTTデータ 法務室　先輩社員座談会

ＮＴＴデータ HPのご案内

会社のこと、仕事のこと、社員のこと、
もっとNTTデータを知りたい方はこちら
https://nttdata-recruit.com/

泉田　竹原さんは、法務コース採用だよね？
 NTTデータの法務って、イメージしにくいように思うけど、
 どうしてNTTデータにしようと思ったの？

竹原　大学の先輩から、最先端技術に取り組んでいたり、特定製品に
 縛られないNTTデータの魅力を聞いて、この会社の法務なら、
 他社とは違った経験ができそう、ということで決めました。

泉田　確かに、それはそうかも。最近は、AIとかの相談もあるしね。
　　　浅野君は、一般採用から、法務室に配属になったんだよね。
　　　法律の知識とか不安にならなかった？

浅野　正直、最初は不安はありましたが、先輩が丁寧に教えてくれるので。
　　　知識やその使い方を、まだまだ勉強中ですけど。

泉田　入社するまで名前を聞いたこともない法律も結構あるし、
　　　入社してから勉強することも多いよね。
　　　竹原さんは、入社前に何か不安ってあった？

竹原　IT系の知識が不安でしたけど、新入社員研修で学べました。
 あと、実際の仕事の中で、事業部の方からいろいろ教えてもらってます。

泉田　新入社員研修以外の研修もたくさんあるし、
 学ぶ機会は本当に充実してるよね。
 最後だけど、入社前の想像とのギャップって何かあった？

竹原　年が近い先輩が思ってたより多いことですかね。
 なので、色々悩みも相談できますし、雑談とかもしやすいです。

浅野　確かに、それは思った！
 年が近い先輩が多いから、自分のキャリアとかも考えやすいよね。

泉田 健太
2013 年入社・法学部卒

竹原 彩美
2017年入社・法学部卒

浅野 達哉
2017年入社・法学部卒
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