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　当事務所では、本年１月、新たなメンバーとして遠山雄大弁護士を迎え、弁護士９名体制

となりました。また、本年６月、小金井ひまわり法律事務所を武蔵小金井駅前に新築された
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令和2年1月30日日　時

八王子ひまわり法律事務所

会議室
場　所

代表取締役　杉　本　和　久
寿木本株式会社

　昭和59年12月に西八王子店

をオープンしたのが最初です。

　現在、杉本さんが社長をして

おられる寿木本株式会社は、

サーティーワンのフランチャイズ

で、現在12店舗を経営されて

いますが、1号店を出したのは

いつですか。

　サーティーワン以外のフラン

チャイズの店舗を出したことも

あったのですか。

杉本真野

真野
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　私の前職は、建築資材専門商

社に勤めており、退職時は関連

会社の社長でした。独立するに際して、前の仕事と

バッティングしないように、全く畑違いの仕事をしよ

うと思いました。

　私は小売りの経験が全くなかったので、それならど

こかフランチャイズに入って、指導してもらいながら

経験を積もうと思いました。

　また、サーティーワンは当時１店舗を開くのに

2000万円程度の資金があればよく、投資額が比

較的安かったので、私の資金でも数店舗を持てる

かなと思ったのです。

人手不足の解決法！～ ユースエール認定企業　寿木本株式会社　杉本社長　へのインタビュー ～

　お好み焼き屋さんやシャトレー

ゼのフランチャイズをやったことが

あります。

　現在、正社員が20名、パート・

アルバイ ト等の社員が 100名

ちょっとで、合計120名ちょっとくらいです。

　従業員の数はどのくらいですか。

　私がサーティーワンを始めたこ

ろは、なかなか人材が集まらずに

苦労しました。特に店舗の立地は人の集まりに大き

く影響します。駅ビルの店舗には人が集まりやすい

　人材の確保は難しいと思い

ますが、貴社では人材の確保

のためにどのような工夫をして

いますか。

　まず、アルバイトは基本的に大

学生に募集を出し、アルバイト希

望者の面接のときに、どの店舗でも働くという約束

や、お盆、ゴールデンウィーク、年末年始には必ず

店舗に出るという約束をしてもらいます。

　このように、採用のときに、一番採用しにくい条件を

全部並べて、それを了解した人だけを採用します。こ

れにノーという人は採用しません。

　どのような工夫をして人材を

確保したのですか。

　なぜフランチャイズで店舗を

出そうと思ったのですか。

　そうです。

　現在はサーティーワンのみ

ですか。

　それではなかなか人材が集ま

らないのではないですか。

杉本

杉本

杉本

杉本

杉本

杉本

真野

真野

が、ロードサイド店舗や郊外のショッピングセンター

の店舗はなかなか人材を確保することができませ

ん。また、採用した以上なるべく長く働いてほしいの

ですが、途中で辞めてしまう人も多かったです。

　次のような点で、従業員にとって快

適な職場になるよう心を配っています。

　まず、シフトです。

　シフトは、各店舗ごとに作成することが多いと思い

ますが、当社は、12 店舗全員の従業員のシフトを

幹部社員一人が作ります。

　1店舗ずつやるより、全体のシ

フトを作成したほうがかえってやり

やすいですよ。

　シフトを組む時に、全員の希望を募りますが、たく

さん稼ぎたい人もいれば短時間だけ働きたい人もい

ますので、本人の要望に配慮します。また、仲の良

い人同士を一緒のシフトにいれ、仲が悪い人同士

は別々の店舗に配置する等します。

　また、他の店舗に出張させるときの対応も工夫し

ています。

　出張させる先の店舗が、駅から5分～10分以内の

杉本

杉本

　従業員全員のシフトを組むと

すると、大変ではないですか。

真野

真野

真野

真野

真野
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人手不足の解決法！～ ユースエール認定企業　寿木本株式会社　杉本社長　へのインタビュー ～

　私、専務、息子 2人の4人で分

担して送迎しています。

　自宅から店舗、店舗から自宅

と両方送り迎えするのでは、大

変ではないですか。

杉本

杉本
　1988 年から、原則として 2 年以

上勤務で 2000 時間以上勤務し

てくれた従業員にはハワイ旅行をプ

レゼントしています。

　従業員の中には、2 回、3 回とハワイ旅行に行った

人もいます。

　ハワイ旅行をプレゼントする場合でも、「旅行に行か

せてやっている。」という意識ではうまくいきません。

　当社が困っているときに助けてくれた従業員に感謝

　そのほかの工夫はありますか。

店舗であれば自分で電車等に乗って行ってもらい

ますが、それより遠い店舗の場合は、従業員を車で

送り迎えします。

　出張手当がもらえるうえに送迎付きなので、出張

をいやだという従業員はあまりいません。

　また、その親御さんも自宅の近所まで車で送って

くれるので、安心します。

の気持ちを込めてハワイ旅行をプレゼントするのです。

　ですから、仲の良い従業員同士を組ませて旅行

に行ってもらい、当社はお金だけ払います。社長や

その家族が一緒に行ったりはしません。

　社長やその家族が一緒に行くと、飛行機も食事も

社長やその家族と一緒になってしまい、従業員はつ

まらなくなってしまいます。

　そのほかにも、当社では、残業はほとんどなく、有

給休暇は100％消化できていますので、従業員に

とって働きやすい職場だと思います。

　うちでは、正社員の募集はして

いません。

　というのは、アルバイトで働いていた人が大学を卒

業するときに就活をせずにそのまま当社の正社員

になってくれるのです。

　また、一旦別の会社に就職した後、当社に戻って

きてくれるケースもあります。

　さらに、当社では、長く働いてくれる従業員が多い

のです。例えば、正社員で働いていた従業員が結

婚、出産、子育て、介護と生活が変化したときに、

限定社員やパートという形で働き方の形態を変え、

従業員が働きやすいように対応しています。

　正社員を募集するときはどう

ですか。

杉本

真野

真野

真野
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　そうです。平成 30 年にユース

エールの認定を取得しました。

　ユースエール認定制度とは、

若者雇用促進法に基づき、若者の雇用・育成に積

極的で、若者の雇用管理の状況が優良な中小企

業をユースエール企業と認定し、企業が求める人

材の円滑な採用等を支援していく制度です。

　ところで、最近、貴社がユー

スエールの認定を取得しユー

スエール認定企業になったと

お聞きしましたが。

杉本

杉本

真野

　ユースエール企業に認定され

ると、ハローワーク等で認定企業

を積極的にＰＲしてくれたり、日本政策金融公庫か

ら低利融資を受けられたりというメリットがあります。

　ただ、当社は、アルバイトから正社員になる従業

員ばかりなので、ハローワークに求人を出したことは

ありませんし、融資もそれほど必要ないのです。

　私がユースエールの認定を取ろうと思ったのは、

大学生のときにアルバイトで働きそのまま正社員と

して当社に入社してくれた従業員が、当社のように

小さい会社に入ったことで知り合いや友達に引け目

なく当社の従業員だと言えるようにという意味合い

からです。

　ユースエール企業に認定さ

れると、どんなメリットがあるの

ですか。

真野

　若い従業員も、自分が将来ここで働けるかどうか

を見ています。先輩が生活の変化に応じて働き方

を変えながら勤務を続けているのを見ているので、

若い従業員も長い間働いてくれるようになるのです。

真野 　ユースエールを取得するた

めの基準はどういうものがあり

ますか。

　ユースエールの認定を取得

するのは大変でしたか。

真野

　ユースエールの認定を取得する

ための認定基準は、以下のものが

あります。

正社員の所定外労働時間月平均が20時間以下

かつ

月平均の法定時間外労働60時間以上の正社員ゼロ

杉本

直近 3事業年度の正社員の新規学卒等採用者の

離職率が 20%以下

※ 但し、採用者数が 3人又は4人の場合は、離職

者が 1人以下

　非常に大変でした。

　ユースエールの認定の手続をす

るのが東京労働局なのですが、まず認定基準にあた

るかどうかの認定をする以前に、実態と帳簿が合って

杉本

直近事業年度の

( 2 )新規学卒等採用者の離職率

直近事業年度の正社員の有給休暇の

( 3 )有給休暇

( 1 )労働時間   

年平均取得率が 70％以上

年平均取得日数が10日以上

又は



06

人手不足の解決法！～ ユースエール認定企業　寿木本株式会社　杉本社長　へのインタビュー ～

いるかどうかを調査する必要があるとのことでした。

　まず、シフトチェック表、タイムカード、給与明細等

の原簿を1年分、段ボールで送ったところ、東京労

働局がすべて厳しくチェックして当社に未払残業代

があることを指摘してきました。今までもちゃんと

やってきたつもりだったのですが、法律に照らすと未

払残業代があることがわかり、結局、未払残業代を

支払うことになりました。

　また、就業規則を実態に合わせるため、何回も訂

正しました。

　東京労働局から厳しく指摘されて、つくづく思った

のですが、法律を守って就業規則を作り、就業規

則を守って雇用契約書を作り、雇用契約書を守っ

てシフトを作れば、従業員の利益になります。

　だから従業員は辞めません。従業員が辞めなけ

れば、結果的に会社にとってプラスになるのです。

杉本

真野

　現時点で東京都内のユースエール

の認定を取得した企業は43社です。

　但し、その年に認定されても、翌年に基準を満たさ

なければユースエールの認定を取得することはできな

いので、43社のうち数社は、すでに認定から外されて

います。　

　ユースエールの認定を取得

した企業はどのくらいあるので

すか。

古川 　皆さん、従業員を大切にしよ

うということは分かっているので

すが、なかなか杉本さんのよう

にうまくいかないですよね。ご

自分で考えてみて、どこに違

いがあると思いますか。

古川 　杉本さんが成功しているの

を見て、杉本さんのやり方が

わかっていても、誰もがまねで

きるわけではない、ということ

ですかね。

　杉本さんが正しいと思われ

ていることを、手を抜かずに、

社長自ら夜中まで働いてらっ

しゃるから成功しているのかな

と、お話を伺って感じました。

　そのほかに、杉本さんが工

夫していることはありますか。

杉本
　私は、毎日夜12時くらいまでは会

社にいて、翌日の段取りをします。

　また、クレームは夜入ってくるケースが多いです。

店で買って帰ったら商品が違ったとか、いろいろなク

レームが夜にきますね。

　当社では、クレームが来たらすべて役員4人に連絡

が来るようになっていて、すべて役員がクレームの対

応をします。アルバイトの人が自分でクレームを処理し

なければならないとすると、どうしても、「自分じゃな

い」とか「分からない」などと逃げるような対応にな

る。そうすると、お客様の怒りがますます増殖されて

しまう。

　クレームが入ったと連絡を受けると、役員がすぐに

携帯電話でお客様に連絡をとります。すぐに連絡す

ると、お客様も怒りのトーンが下がり、納得してくれる

ことが多いです。役員が「今から伺います」というと

「いや、今でなくても、明日でいい」と言ってくれたり

します。

　このように、クレーム対応は役員がすべて処理す

ると徹底することにより、従業員は安心して働けるの

で、会社を辞めたりしないで済むのです。
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人手不足の解決法！～ ユースエール認定企業　寿木本株式会社　杉本社長　へのインタビュー ～

　当社では、商品の電話予約は

一切お断りしています。なぜかと

いいますと、電話の予約だと間違いの心配がある。

従業員が接客しながら電話を取ることになりますか

ら、目の前のお客様が並んでいるところで電話を取る

ことになります。電話では、ケーキやアイスはたくさん

種類がありますから、電話が長くなってしまい、目の

前のお客様は不満に思います。だからといって、忙し

いときには電話を取らずに暇なときには電話を取ると

なると、なぜ今日は電話に出なかったかというクレー

ムになります。そこで、一切電話での予約はお断りす

ることにしたのです。

　但し、電話での予約はお断りしますが、店舗に来て

いただけたら必ず商品はありますから、安心してくださ

いと言っています。

　そのためには、絶対に在庫を切らさないようにしま

す。役員が在庫管理を徹底し、足りない店舗には、

役員が車で商品を届けます。従業員は、役員が商

品を届けてくれると思えば、あれが足りない、これが

足りないと電話をしてきてくれます。

　立てません。長い目で見ると、売

り上げ目標を立てると、どんなに大

企業でも架空売り上げ等の不正をしたりして従業員に

無理をさせることになります。

　お客様の欲しい商品を購入して頂けばいいのです

が、売り上げ目標を決めると、従業員がお客様により

利益率の高い商品をお勧めすることになります。お

客様の中には言われて嫌なお客様もいるし、従業員

の中には言いたくない人もいます。結局、お客様や

従業員に無理をさせてしまうことになるのです。

　各店舗の売り上げ目標は立

てていますか。

古川
　ノルマを与えても、あまりいい結

果にはならないということですね。

 本日はありがとうございました。

了

代表取締役　杉本　和久

寿木本株式会社

会社概要 

■東京都八王子市山田町１８８９‐３１

 Tel：042 - 666 - 6950

■店　　　舗 東京１２店 
■八王子市 めじろ台ロードサイド

 セレオ八王子

 イーアス高尾 
■羽 村 市 羽村ロードサイド 
■東大和市 イトーヨーカドー東大和
■調 布 市 イトーヨーカドー国領  
■武蔵村山市 イオンモールむさし村山
■日 野 市 イオンモール多摩平の森
■江 東 区 アリオ北砂・ 南砂町  
■立 川 市 ららぽーと立川立飛

 立川南口サザン
■他

■会社設立 １９８５年１月２６日 
■資 本 金 １０００万円 
■役　　　員 代表取締役　杉本和久

 役員４名
■従 業 員 社員１５名契約社員５名

 パート・アルバイト１２０名 
■事業内容 サーティワンアイスクリー

 ムのフランチャイズ加盟

 店を経営 

杉本杉本

杉本杉本

真野

古川

古川
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定型約款

約款とは

　不特定多数の利用者と取

引する企業は、予め定型的

な条項を定めておき、それを

契約の内容とすることがありま

す。このような場合、大量の

同種取引を迅速･効率的に行

うために作成された定型的な

内容の取引条項は「普通取

引約款」とか単に「約款」と呼ばれています。例えば、

鉄道やバスの運送約款、電気・ガスの供給約款、保

険約款、インターネットサイトの利用規約など、約款

は多様な取引で広範に活用されています。

　現代社会においては、大量の取引を迅速に行うた

め、詳細で画一的な取引条件等を定めた約款を用

いることが必要不可欠ですが、実はこれまで民法に

は約款に関する規定がありませんでした。そのため、

約款については、これまで解釈によって対応されてき

ましたが、いまだ確立した解釈がなく、法的に不安定

な状態でした。

　そこで、2020年4月から施行された改正法におい

ては、「定型約款」（ていけいやっかん）という制度が

規定されました。

定型約款とは

　定型約款とは、改正法が規定する一定の要件を満

たすものであって、約款のすべてが定型約款に当て

はまるとは限りません。

定型約款の定義

　例えば、鉄道・バスの運送約款、電気･ガスの供給

約款、保険約款、インターネットサイトの利用規約等は

定型約款の定義に該当します。他方、一般的な事業

者間取引で用いられる一方当事者の準備した契約書

のひな形、労働契約のひな形等は、

民法改正
～定型約款～

● 弁護士　古川　健太郎 ●

3 変更要件の2 不当条項、１ 組入要件、

ルール  を定めました。

Ａ

B

C

　ある特定の者が不特定多数の者を相手方とする

取引で、

　定型取引（内容の全部又は一部が画一的である

ことが当事者双方にとって合理的なもの）において、

　契約の内容とすることを目的として、その特定の

者により準備された条項の総体

１ その取引が相手方の個性に着目して行われ

ること、

2 その内容が画一的であることの理由が単な

　そもそも、民法の原則によれば、契約の当事者は契

約の内容を認識しなければ契約に拘束されません

が、約款を用いた取引をする多くの顧客は約款に記載

された個別の条項を認識していないのが通常です。

　また、民法の原則によれば、契約の内容を事後的に

変更するには、個別に相手方の承諾を得ることが必要

ですが、承諾を得られないこともあり得ます。

  そこで、改正法においては、以下の要件を満たす約

款を定型約款として、

る契約当事者間の交渉力の格差によるもの

であること、

相手方において契約条項の内容を十分に吟味

し、契約当事者間において交渉がなされるのが通

常であることにより定型約款に該当しません。

3
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定型約款

　定型約款については、細部まで読んでいなくても、そ

の内容を契約内容とする旨の合意があるのであれば、

顧客を契約に拘束しても不都合は少ないといえます。

　また、明示の合意がない場合であっても、定型約

款を契約内容とする旨が顧客に「表示」された状態

で取引行為が行われているのであれば、同様に不都

合は少ないです。

　そこで、改正法においては、次の場合は、定型約款

の条項の内容を相手方が認識していなくても合意した

ものとみなし、契約内容となることを明確化しました。

　ただし、定型取引を行う合意の前に相手方から定型

約款の内容を示すよう請求があった場合に、定型約

款を準備した者が正当な事由なくその請求を拒んだ

場合には、定型約款の条項の内容は契約内容となり

ません。

契約の内容とすることが不適当な
内容の契約条項（不当条項）の取扱い

　定型約款においても、顧客の利益を一方的に害す

るような条項は契約内容とならないようにする余地を

認めることが必要です。

　そこで、改正法においては、定型取引の特質に照

らして、相手方の利益を一方的に害する契約条項で

あって信義則（民法１条２項）に反する内容の条項に

ついては、合意したとはみなさない（契約内容となら

ない）ことが明確化されました。例えば、売買契約に

おいて、本来の目的となっていた商品に加えて、想定

定型約款の変更要件

　長期にわたって継続する取引では、法令の変更や

経済情勢・経営環境の変化に対応して、定型約款

の内容を事後的に変更する必要が生じます。例え

ば、電気料金値上げによる電気供給約款の変更、ク

レジットカードのポイント制度改定に関する約款の変

更などの場合です。

　民法の原則によれば、契約内容を事後的に変更

するには、個別に相手方の承諾を得る必要がありま

すが、多数の顧客と個別に変更についての合意をす

ることは困難です。

　そこで、改正法においては、次の場合には、定型約

款を準備した者が一方的に定型約款を変更すること

により、契約の内容を変更することが可能であることを

明確化しました。

Ａ

B

　定型約款を契約の内容とする旨の合意があっ

た場合

　取引に際して定型約款を契約の内容とする旨

をあらかじめ相手方に「表示」していた場合

かつ

外の別の商品の購入を義務付ける不当な（不意打ち

的）抱合せ販売条項などがこれに当たります。

まとめ

　今後は、事業者・消費者間の取引については定型

約款を活用すべきであり、その際には以下の点に注

意が必要です。

Ａ

B

　変更が相手方の一般の利益に適合する場合

　変更が契約の目的に反せず、かつ、変更の必要

性、変更後の内容の相当性、定型約款の変更を

することがある旨の定めの有無及びその内容その

他の変更に係る事情（相手方に与える不利益の

内容・程度、不利益の軽減措置の内容など）に照

らして合理的な場合

又は

定型約款を契約の内容とすることを取引にお

いて表示すること

定型約款の消費者への表示方法を決めること

消費者の利益を一方的に害する条項が含ま

れていないこと

利用規約の変更に関するルールを明記すること

定型約款が契約の内容
となるための要件　（組入要件）

「利用規約」 に同意します
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商標権侵害

　今日は、商標権侵害の通

知を受けた場合について考

えてみましょう。

　ある日突然こんな通知書

が届いたら？

はじめに１

令和２年７月１日

株式会社八王子ひまわり

代表取締役　向日葵　太郎　殿

株式会社　あやめ　　　

代表取締役　菖蒲　花子

通知書

　貴社は、令和元年３月頃から「ひまわりたろう」と称する商品（以下「本件商品」と

いいます。）の販売を開始されましたが、当社は後記の商標権を有しており、当社の

登録商標「ヒマワリ一郎」と貴社が販売する本件商品は称呼において類似すると考

えられ、かつ、本件商品は後記商標権の指定商品に該当するため、本件商標権を侵

害しています。

　つきましては、貴社におかれましては、直ちに本件商品の販売を中止されますよ

う請求いたします。また、令和元年３月から現在までの商標権侵害に対し、金２００

万円の損害賠償を請求いたします。

　本書到達から７日以内に販売の中止及び賠償金の支払がなされなかった場合

は、法的手続への移行も検討いたしますので、くれぐれも慎重にご検討ください。

記

【商標権の表示】

商標登録番号第○○号

商標名　　　ヒマワリ一郎

指定商品　　第３０類「菓子」

（以下略）

商標権侵害
～通知書はある日突然に～

● 弁護士　中島　麻子 ●
姫路城と中島弁護士
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商標権侵害

　突然このような通知書が届いたら、「販売の中止」

「200万円の賠償」という請求に驚くとともに、「そも

そも商標権ってなんだ？」と戸惑われるかもしれま

せん。

 　商標とは、事業者が、自己の商品やサービス（以

下「商品等」といいます。）と他人の商品やサービス

を区別するために使用するマークです。

　例えば、宅配便というサービスに、黒い猫のマーク

を使っているのがヤマトホールディングス株式会社

（ヤマト運輸株式会社の親会社）、飛脚のマークを

使っているのがSGホールディングス株式会社（佐

川急便株式会社の親会社）です。

　あなたの会社が商売において自社を表すものと

して何かマークを使っている場合、このマークを、

商売の内容とともに特許庁に出願し、審査を経て

登録されると、それが「商標権」という権利になりま

す。ヤマトホールディングスもSGホールディングス

も、宅配便を含む幅広い商品等について、それぞ

れ黒い猫のマーク、飛脚のマークを商標登録して

います。

　なお、日本の特許庁に登録した商標権は、日

本国内のみで有効です。外国でも事業を営む場

合には、当該外国で商標権を取得する必要があ

ります。

商標権とはなんでしょう？2

商標権を取得すると、こんなメリットが

　商標権を取得するメリットは大きく２つあります。

　　事業者は、特許庁に登録した商品等に登録した

マークを使い続けることができます。あなたの会社

１

　　もう1つのメリットは、第三者に対して、「自己の

商標と同一のマーク又は類似のマークを、同一の

商品等又は類似の商品等に使うな」と差し止めると

ができることです。第三者が勝手に使用していた場

合には、損害賠

償請求をすること

もできます。「この

範囲での使用を

認めます」とライ

センス契約をする

こともできます。

2

において、商品等にマークを付ける場合、その名

称やデザイン等を考えに考え抜いて作り出してお

られるのではないでしょうか（一瞬のひらめきで決

まる場合もあるかもしれません）。あなたの会社が

そのマークを商売において使い続けると、お客様

はそのマークを覚えてくださり、どこかでそのマーク

を見かけただけで「あ、あの会社のマークだ」とあ

なたの会社を連想するようになります。さらに、買

い物の際、「このマークがついているなら、あの会

社の商品だから安心だな」という信頼の目印にし

てくださいます。

商標権を取得しないと、こんな悲劇が

　　ある日突然、第三者から「このマークをこの商品

等に使わないでください」という差止請求、「あなた

がこのマークをこの商品に使用していたことによっ

て、私に損害が生じたので賠償してください」という

１

　商標権取得のメリットの裏返しで、商標権を取得

しない場合には大きく2つのリスクがあります。
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商標権侵害

　　もう1つのリスクは、第三者による模倣品を排除

することが困難となることです。ヒット商品には、類

似の粗悪品に類似のマークをつけて安く販売する

第三者が出現しがちです。類似のマークがついてい

る類似の商品であれば、お客様は、あなたの会社

の商品等であると誤解して購入してしまう恐れがあ

ります。購入した商品等の品質が粗悪であれば、あ

なたの商品等であると誤解したままの顧客は、あな

たの会社が粗悪品を扱っていると勘違いしてしまい

ます。結果として、あなたの会社のブランド価値が

大きく損なわれてしまいます。

2

　商標権の登録状況は、特許庁から登録原簿を取

り寄せることによって確認することができます。独立

行政法人工業所有権情報・研修館の「J-PlatPat
特許情報プラットフォーム」という検索サイトで調べ

ることもできますが、特許庁における登録原簿の更

新から３～４週間のタイムラグがあること、権利者の

住所が掲載されていない場合があることから、登録

原簿での確認が必要です。

　以下の３つの観点で判断します。

　　そもそも通知書を送ってきた相手方が本当に商標

権を有しているのか。

1

　そもそも通知書に対して回答するか否か、マーク

の使用を継続するか否か、賠償金を支払うか否

か、仮に支払うとしてもいくら支払うかは、諸般の事

情を考慮して決定すべきです。

通知書への対応は？3

商標権侵害になるか否か4

損害賠償請求をされる場合があります。冒頭に示

した「通知書」がその典型です。

　仮に、長年自己の商品等に使い続けていたマー

クであっても、第三者が先に商標出願し、登録を受

けた場合、当該第三者が商標権者として独占的な

使用権を取得します。商標権は、先に特許庁へ出

願した事業者に認められるのです。しかも、商標権

者は、完全に同一のマークでない類似するマークに

ついても「使うな」と言えます。商標権者からの差止

請求や損害賠償請求を退けてマークの使用を続け

るためには、交渉によりライセンス契約を締結する

とか、第三者の登録商標は無効であるとして審判

や訴訟などで戦うとか、いずれにしても大変な時間

と費用がかかる恐れがあります。

　ともあれ、まずは、自己の商標が本当に相手の商

標権を侵害しているといえるのか検討しましょう。そ

の際は、弁理士または商標に強い弁護士に相談す

ることを強くお勧めします。弁理士は、商標権や特

許権等、知的財産権の専門家です。

　マークが類似しているか否かは、あなたの会社の

マークと相手方のマークとが同一または類似の商

品等に使用された場合に、その商品等があなたの

会社のものなのか相手方のものなのか誤認混同を

生じる恐れがあるか否かによって判断されます。

　そのような商品等に使用されたマークがその外観

（見た目）、観念（意味合い）、称呼（呼び方）等に

よって取引先や顧客に与える印象、記憶、連想等

を総合して全体的に考察すべきものとされています。

　　自社のマークが、相手のマークと同一又は類似し

ているか。

2
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商標権侵害

まとめ5　類似しているか否かは、日本国内の商標権に関し

ては「類似群コード」というコードを確認するところか

ら始めます。「類似群コード」とは、特許庁が指定す

るコードです。生産、販売、原材料、品質等におい

て共通性を有する商品、又は、提供手段、目的若

しくは提供場所等において共通性を有するサービス

をグループ化し、そのグループに１つまたは複数の

コードが指定されます。同じ類似群コードがついてい

る商品等は、原則として類似していると推定されま

す。例えば、お菓子であれば、洋菓子も和菓子も

「30A01」という類似群コードが付くので類似してい

ると推定されます。また、サンドイッチや中華まん、

　上記３つの観点から、あなたの会社におけるマー

クの使用が、第三者の商標権を侵害しているかも

…と懸念される場合でも、交渉の余地はあります。

その商標登録は無効とされるべきだとか、あなたの

商標権は使用されていないから私は使えるはずだと

か、そんなに損害は発生していないはずだとか、反

論はさまざま考えられます。

　ある日突然、商標権侵害の通知書が届いてもあ

わてずに。

　　自己のマークを付している商品等が、相手が商標

権を取得している商品等と同一又は類似しているか。

3

ピザなどにも「30A01」の類似群コードがつくので、

これらもお菓子に類似すると推定されます。

　もっとも、類似群コードが同一であっても、あくまで

類似と「推定」されるにとどまります。最終的には、

取引の実情を考慮して、あなたの商品等が、相手

方の製造販売又は提供する商品等であると誤解さ

れる恐れがあるか否かで判断されます。

その際、その商品等の取引の実情も参考に、その

具体的な取引状況に基づいて判断するものとされ

ています。弁理士、または商標に詳しい弁護士の

意見を求めたいところです。
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ご挨拶

　はじめまして。弁護士の遠

山雄大と申します。「雄大」と

書いて「たけひろ」と読みま

す。名字だけでも覚えていた

だけますと幸いです。私は本

年１月、当事務所に入所いた

しました。本紙面を通して、皆

様に私の人となりを少しでも

知っていただければ幸いに存じます。今後、弁護士と

して多摩地域に貢献していけるよう、精進してまいりま

す。どうぞよろしくお願い申し上げます。

　私は昭和63年に大阪府茨木市で生まれました。父

親の転勤により、３歳の時に東京都狛江市に引っ越

し、８歳の時に大阪府池田市に引っ越しました。

　そして、人生の大きな転機となったのが、13歳でマ

レーシアのペナン島に引っ越したことでした。まずは日

本人学校に入り、中学3年生になる時にインターナショ

ナルスクールに編入しました。しかし、最初は全く英語

ができない状態であったため、教師やクラスメートが話

していること

を一言も理

解できませ

んでした。そ

のような状

態から、周

囲のサポー

プロフィール

　その後、両親をマレーシアに残して日本に戻り、大学

に進学しました。都心の大学も受験しましたが、縁が

あって中央大学に入学することとなりました。大学4年
間は八王子市内に住み、住み心地の良さを実感しま

した。大学卒業後、府中市の会社で2年間勤めました

が、その間も引っ越すことなく、合計6年間を八王子で

過ごしました。

　会社を辞め、中央大学のロースクールへの進学に

際して23区内に引っ越しましたが、昨年、6年ぶりに八

王子に戻ってきました。こうして戻ってこられたのは、

多摩地域への愛着が心のどこかに残っていたからだと

思います。かつて過ごした地の懐かしさを感じつつも、

6年前とは異なる、新たな八王子の魅力を少しずつ楽

しんでおります。

八王子との出会い

ご 挨 拶

● 弁護士　遠山　雄大 ●

トによって少しずつ英語力を培い、高校時代は多くの

友人にも恵まれ、貴重な青春時代を送ることができま

した。マレーシアという日本とは異なる文化の中で生活

できたことが、今となっては人生の財産であると感じて

います。昨年の12月には、10月に結婚した妻とマレー

シアに新婚旅行に行き、青春の思い出の地を巡って

きました。

　私は、大学を卒業してから2年間、府中市内のメー

カーで海外営業部員として勤務しておりました。最初

は韓国への貿易業務から覚え、徐々にヨーロッパへの

営業業務へとシフトしていきました。毎日イタリアの代

理店の社長や技術担当と連絡を取り合い、社内の技

メーカー勤務時の経験

〔マレーシア ｌ マラカ〕

〔マレーシア ｌ ペナン〕
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術担当や生産担当と協力して仕事をしていました。そ

の中で法的トラブルに巻き込まれることもあり、上司に

同行して弁護士事務所に足を運ぶこともありました。会

社では英語力を活かしながら働けることにやり甲斐を感

じながらも、自分の無力さを感じることも多く、もっと勉

強して社会の役に立ちたいと思うようになりました。そし

て、大学時代から馴染みのあった法律の勉強を再開

し、ロースクールに進

学しました。当時の上

司とは現在も連絡を取

り合い、司法試験に合

格した報告もしました。

勤務時には上司や同

僚に恵まれました。未

熟な私を優しく、時に

は厳しく指導していた

だいたことに、今でも感

謝が尽きません。

　私は、企業の経営者や従業員の方々をはじめ、懸

命に努力している人々が報われる社会になるよう、弁

護士として少しでも貢献したいと考えております。その

ためには、日々精進し、多くの新しいことを吸収していく

必要があると痛感しています。

　専門分野はまだありませんが、マレーシアでの居住

経験やメーカーでの海外営業経験を活かし、国際的

な業務に取り組みたいと考えています。また、企業法

務に限らず、困っている人の一助となれるように、日々

の研鑽を重ねる所存です。自分の信念を持ちながら

も、依頼者の気持ちに寄り添える弁護士になりたいと

考えております。

目指す弁護士像

　当事務所で働き始め、数か月が過ぎました。まだま

だ分からないことばかりですが、依頼者の皆様からも

多くのことをご教授いただき、弁護士として少しずつ

成長させていただいております。また、仕事をする中

で、弁護士が多くの人の運命を左右する、極めて重

要な職であることを改めて痛感しております。そのた

め、いつも緊張感と責任感を持って、なおかつ明るく

前向きに、依頼者の皆様と向き合ってまいりたいと考

えています。　

　今後とも、ご

指導ご鞭撻の

ほど、どうぞよ

ろしくお願い申

し上げます。

最後に

　最後に、私の趣味を紹介させていただきます。

　子どものころから体を動かすことが好きで、特に野

球はずっと続けてきました。家の中でバットを素振りし

ていると、妻に白い目で見られます。マレーシアに居

たころには、バスケットボール・バレーボール・テニス・

趣味

スキューバダイビングなど、様々なスポーツを嗜み

ました。

　また、旅行も趣味の一つです。マレーシアに住んでい

たころには、家族と一緒にインドネシアのバリ島やオー

ストラリアに旅行に行きました。2年前には友人とスリラ

ンカを旅行しました。ただ、アメリカやヨーロッパにはま

だ行ったことがないため、今後の楽しみにしたいと思っ

ています。

　最近はYouTubeでの動画視聴に嵌っています。将

来的に家を建てたいと思い、建築についてYouTube
で勉強しています。仕事に活かせれば良いのですが、

今のところ趣味の範疇にとどまっています。

〔マレーシア ｌ ペナン〕

〔沖縄 ｌ 石垣島〕

〔沖縄 ｌ 石垣島〕
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