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はしがき

は し が き

小学校低学年のときに読んだウォルト・ディズニーの伝記に、こんなエピ

ソードが挿絵と共に記載されていました。

「白雪姫のアニメーションの声優選びオーディションの際、すばらしい声

の持ち主を当人の顔を見ることなく決めたかったウォルトは、オーディショ

ン参加者の『声だけ』を別の場所で聞いていた」

純粋に「声がどう聞こえるか」だけが重要であり、きれいな声を選ぶため

に、きれいな顔は必要ない（かえって判断を誤らせる可能性もある）というシ

ンプルな事実は、子供心に強く印象に残りました。

このエピソードを大人になってから思い出したのは、弁護士になり、「文

章だけでどう伝えるか」、「クライアントに有利な文章になっているか」、「第

三者（究極的には裁判所）の目から見てもよい文章か」等について、日々格

闘するようになったときです。

文章は残り、そして独り歩きします。うまく扱えればよい形で広がってい

き、失敗すれば取返しがつかない災いを招くこともあります。Words have 

wings, and cannot be called.

ビジネス現場では多くの文書がやりとりされます。電子化の影響もあり、

文書は、まさしく翼をもって瞬時に世界中に広がります。

本書が、ビジネス文書を日々作成する皆様にとって、いろいろな場面で、

「よい声」（ビジネス法務で役立つ声）を響かせる一助となれば幸いです。

2021年 4 月 6 日

花　野　信　子

user
テキストボックス
花野信子編著『ビジネス法文書の基礎知識と実務』民事法研究会発行
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第3章　警告書　　I　基礎知識

第 3章　警告書

I　基礎知識

1 　実務における警告書の扱い

権利侵害や妨害等の加害行為を受けたとき、被害者側は加害者に加害行為

の停止を求め、停止しない場合の措置を書面にて通告することがある。

これが一般的に「警告書」と呼ばれる書面である。ビジネス法務の実務で

は、単なるクレームやトラブル処理においては「警告」という文言は使わ

ず、自社の法的地位や法的権利が侵害を受けていることを確認できた場合

に、それを相手方が是正しなければ訴訟も辞さないというスタンスを示すべ

く「警告書」というタイトルを選択することが多い。

もっとも、「警告書」の意義が特に法定されているものでもないため、時

折、「強いトーンでものを言う」といった程度の認識で警告書を作成し、自

己の主張と相手方への批判を一方的に羅列して通告するだけの内容になって

いるものも見受けられる。

しかしながら、警告書はその意義を理解したうえで利用すべきである。む

やみやたらに警告書を出してしまうと、かえって差出人の主張が弱まるリス

クもある。警告書とは何か、どのような場合に出すのかといった警告書の意

義を検討したうえで、利用することが望ましい。

2 　警告書の意義

「警告」とは、辞書によると「戒め告げることや注意を促すこと」を意味

し、一般的には、「悪い事態の発生可能性を予告して、それを防ぎ、逃れ、

又はその損害を軽減する行動を促すこと」と考えられている。たとえば街で
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2　警告書の意義

目にする「無断駐車お断り、（さもなくば）罰金 5 万円もらい受けます」など

の表示は警告書のようにも見えるが、 5 万円という金額を支払うことに法的

拘束力が生じるとは解釈しがたい（近隣の駐車場料金と比して合理的な金額で

あれば認められる場合もある）。このような「お断り」は、ビジネス法文書と

しての警告書というよりは、注意書に近いものと解釈できる。

官民間の関係となるが、「警告」という用語の使用例として、「監督官庁に

よる警告」があげられる。この警告は、違法行為の是正を求める行政指導

（行政手続法 2 条 6 号参照）であり、法的強制力のある行政処分の前段階の措

置として行われる。行政指導に従わず違法行為が改められない場合、次の段

階では法的な不利益処分（たとえば、命令や処分など）が待ち受けることとな

るため、警告の受け手は、「守らないと大変なことになる」「強く要求され

た」という認識を持つことが多い26。このように、行政の場面では、何らか

の強い法的処分の前段階の措置として、事前に注意を促す文書を警告書とい

う。

また、実際に「警告」という文言が含まれる条文の一つに、特許法65条 1

項がある。特許法65条 1 項は「特許出願人は、出願公開があつた後に特許出

願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告

後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明

が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の

補償金の支払を請求することができる」と定めている（下線筆者）。つま

り、①法的に保護される地位にある者が、②保護される内容を示して警告し

た場合、③その警告後に警告内容に従わなかった者に対し、④補償金を請求

できる、とする内容である。ここでの警告書とは、事前に侵害行為に該当す

ることを示して相手方に是正を求める文書であり、違反の場合に補償金を課

すための要件となっている。

ここまでの検討を踏まえ、本書では、ビジネス法文書における警告書を、

26　この点が警告書の注意点でもある。官民間ならいざ知らず、民－民間の場合、安易に
警告という言葉を用いると、「脅し」と捉えられる場合もある。
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「法的に保護される地位にある者または法的権利を有する者が、相手方の加

害行為を指摘し、行為が是正されない場合、法的に不利益が生じることを予

告し（制裁予告）、強く是正を求める文書」と定義することとする。以下で

は、この定義による警告書の作成について、実務上の留意点を解説する。
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1　「警告書」というタイトルの適否

Ⅱ　警告書作成時の六つのポイント

警告書を効果的に活用するためのチェックポイントとして、以下の点があ

げられる。

【警告書のチェックポイント】

1　「警告書」というタイトルの適否

2　加害行為に関する事実の提示と証拠の確保

3　法的根拠の記載

4　是正要求と制裁予告

5　回答期限の設定

6　関係者への送付の可否

1 　「警告書」というタイトルの適否

書面のタイトルを「警告書」として送付するのか、「通知書」、「請求書」

または「催告書」として送付するのかについて、明確な判断基準や実務的な

ルールがあるわけではない。内容は全く同じものを、通知書、請求書または

催告書として送付することもできる。前述した「警告書」の意義、企業にお

いて警告書を出す一般的な利用場面、警告書を受け取った相手方が通常感じ

る威圧感等からすると、以下の条件を満たす場合に、警告書というタイトル

を選択すべきであろう。
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【警告書作成の条件】

（条件①）   相手方による加害行為が明らかであると認定できること

（条件②）  警告書により加害行為が是正されなければ、差出人は、次の

アクションを起こす準備がある旨の意向を示すこと（原則と

して差出人が何らの譲歩をする交渉が予定されていないこと）

（条件③）  断定的・強意的に表現しても社会通念上許容されるケースで

あること

侵害行為や損害の発生が書面上示されていても、その認定根拠・判断根拠

が曖昧に書かれていると、受け手に行為の是正を促せず、実効性を欠くほ

か、場合によっては差出人側が不当な要求や誹謗中傷をしているとの評価と

なりうる（条件①）。

また、警告書の意義は、それに続く制裁を予告することで行為の是正を促

すものであるから、制裁の意向も準備もないのに、警告書を出す判断は拙速

である。また、制裁で応報するに足る侵害行為なのであるから、警告書の差

出人側としては当該侵害行為を許す、受け入れるといった形の譲歩は原則と

しては予定されていないことになる（条件②）。

条件①と条件②を表現する文書であるため、警告書の表現は、通常の通知

等に比べて、断定的で緊張感のある文章になじむ27（条件③）。逆に言えば、

そのような比較的強いトーンで通告することも首肯できる事案が、警告書に

はふさわしい。なお、強い文面とは、乱暴・非礼を意味するものではないの

で注意されたい。

27　たとえば、「～ではないでしょうか。」との問いを投げかけるような表現だと、行為の
是正を促す根拠ともならず、制裁を予告する文書ともならない。
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3　法的根拠の記載

2 　加害行為に関する事実の提示と証拠の確保

警告書で主張する事実関係は、証拠の裏付けにより固めておくことを要す

る。その事実に基づく警告に従わなければ、制裁措置をとることを予定して

いるわけであるから、前提となる事実関係を確定しておく必要性は高い。警

告書に証拠書類を添付するような対応も検討すべきだろう。

証拠の確保を含め事実確認が不確かな状況で警告書を送付すると、法的な

リスクのみならず、相手方より事実上のクレームを受け、企業としての信用

を失う場合もある。

この点、何ら事実および法的根拠を具体的に指摘することなしに、「貴社

の行為は契約違反であり、本書をもって警告いたします。また貴社の行為は

当社への挑発行為・冒涜行為と受け取らざるを得ません」とする書面も見受

けられる。しかし、この文書がビジネス法文書であれば、警告書の成功例と

はいえない。内容が抽象的に過ぎて、受取人に具体的な是正行為を促すもの

とはなっていないためである。

なお、「警告書」の送付前のやりとりにおいて、相手方より（合理的な）

反論がなされている場合は、あらかじめ当該反論に対する再反論も踏まえて

主張を組み立てる必要がある。事実関係を十分に検討することがないまま警

告書を発しても、かえって警告内容の脆弱性が露呈することになる。他の書

面の場合も同じではあるが、完成度の高い、差出人にとって有利な証拠とな

るような警告書を作成する必要がある。

3 　法的根拠の記載

警告書をはじめとする法文書における法的根拠の一般的な記載方法につい

ては、第 2 章を参照されたい。また、加害の対象となった物、権利または地

位等について具体的に記載し、いかなる法的利益が侵害され、それが法的に

どのように評価されるのかを明確にする必要がある。

たとえば、契約上の権利が侵害されたと主張する場合、該当する契約書の
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条文を示すのは当然のことながら、解釈の余地のある条文（ex　「競業」「重

要事実」）の場合は、問題となる事実関係がその条文に該当する理由につい

て、条文の解釈も踏まえて記載することで、「競業」「重要事実」に該当する

との主張の説得性が高まる。契約書に限らず、たとえば不正競争防止法など

の法律を根拠とするものについては、個々の不正競争の類型（同法 2 条参照）

において、その要件に該当する具体的事実を示し、それらに対する不正競争

防止法上の評価を記載する。

【不正競争防止法上の信用毀損行為について警告書を送る場合の例】

①　競争関係にある

②　他人の営業上の信用を害する

③　虚偽の事実を

④　告知し、または流布する行為

①から④について、これに該当する具体的事実を提示し、不正競争防止法

が保護する「信用」が毀損されているという評価を明示または黙示的に示す

ことが有益である。

4 　是正要求と制裁予告

⑴　法的措置

受け手が仮に警告書に記載した要求事項に従わない場合には、その制裁と

して実施する事項を記載する。

具体的には、契約の条文または法律の規定に基づいて、債務の履行請求、

金銭的な賠償請求（契約上の代金支払請求、債務不履行もしくは不法行為を理由
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4　是正要求と制裁予告

とする損害賠償請求、その他法律によって認められた損害賠償請求）、物の引渡

請求（契約上の引渡請求または自己が有する権利に基づく引渡請求）を記載する

ことのほかに（詳細は、第 2 章を参照）、個々の法律において認められている

侵害の停止に関する請求、予防に関する請求および侵害行為を組成する物の

廃棄に関する請求等を記載する（ex　特許法100条 1 項および 2 項）。

【特許法100条（差止請求権）】

1　特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵

害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予

防を請求することができる。

2　特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際

し、侵害の行為を組成した物（物を生産する方法の特許発明にあつて

は、侵害の行為により生じた物を含む。第102条第 1項において同じ。）

の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な

行為を請求することができる。

⑵　事実的措置

自社の権利（著作権、商標権、意匠権や特許権など）の侵害行為に関して、

個別に警告書を送るのみならず、自社が正当な権利者であることを対外的に

第三者に示すために、二次的に前記⑴以外の措置を求めることも考えられ

る。たとえば、侵害者のホームページにおいて、謝罪文を掲載させることを

要求することが二次的（事実的）措置に該当する。
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【謝罪文掲載例】

弊社ホームページの販売コンテンツ、「○○」において、権利者の許

可なく利用された画像が含まれており、著作権を侵害しているとのご指

摘をいただきました。

その後、社内で事実関係の調査を実施致しましたところ、ご指摘のと

おり、著作権侵害の事実を確認し、直ちに、ホームページ上で使用して

いた画像の削除、及び成果物の販売を停止いたしました。

弊社の認識不足によりこのような事態に至ってしまったことを深く反

省するとともに、著作権者である○○○○様並びに関係者の皆様に対

し、心よりお詫び申し上げます。

今後、このような事のないよう、再度管理体制を強化し再発防止に努

めてまいりますので、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げま

す。

また、侵害者が上記の謝罪文の掲載要求に従わない場合には、自社のホー

ムページにおいて、被侵害者自らが公表を行うことがある。警告書に必ずし

も従うことが期待できない事案においては、自社の行為が正当なものである

ことを世間にアピールをすることで、「偽物は買わないように」との注意喚

起を実施して、経済的な損害の拡大を防ぐこともある（世間的に認知度が高

いものに関する事案では有効性が高いと考えられる）。

ただし、個別の業者名を特定して公表する場合には、信用毀損行為との反

論を受ける可能性があるため、事案の進捗状況に応じて、公表内容を慎重に

検討すべきである（個々の事案ごとに専門家の意見を踏まえて判断することにな

るが、たとえば、侵害者が、被侵害者の権利者性や、侵害行為該当性を正面から

争っている場合には、侵害者の企業名を公表することを避け、一般的な注意喚起

文書として作成する場合もある）。
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6　関係者への送付の可否

【公表に関する記載例】

～重要なお知らせ　弊社の知的財産権とブランド保護への取組み～

（……中略）また国内外の主要ショッピングサイトにおいては、模倣

品を販売するサイトを常時的にモニタリングし、定期的にこのようなサ

イトの削除要請を行っており、悪質な業者には警告文の送付、行政に対

する摘発請求を実際に行い、損害賠償、模倣品在庫の破棄、模倣品製造

を永久廃止する旨の保証書の入手などの実績もございます。

将来的には民事訴訟、刑事告訴も視野に入れ、模倣業者の実名での公

表も検討しております。

5 　回答期限の設定

警告書を送付する事案においては、相手方の対応を検討したうえで、裁判

をはじめとする法的措置の実施へと移行することが通常であることから、回

答期限を設定することが多い。回答期限の設定は事案ごとに判断するほかな

いが、警告書を受けた会社の回答期限を設定するほか、警告書の差出人が求

めた個々の行為の対応期限（ex　商品の回収やホームページ上での謝罪文・お

詫びの掲載）を設定すると、事件の全体スケジュールを念頭に対応を進める

ことができる。

6 　関係者への送付の可否

侵害行為が主として会社や個人事業主の事業活動によって行われている場

合、侵害行為による経済的損害を回避するために、当該侵害者のみならず、

当該侵害者の取引先に対しても警告書を送付する場合がある。侵害行為を伴

う物の製造や販売の中止を求めるためには、関係する第三者への警告が有効

な手段となりうる。
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しかしながら、当該侵害者の取引先に対して、自社の権利が侵害されたこ

とを前提とする警告書を送付することは、その態様によっては、加害者とさ

れた者に対する不正競争防止法上の信用毀損行為28に該当し、法的責任追及

を受けるリスクがある。警告書を取引先に送付する場合には、侵害行為者の

行う反論の内容を吟味したうえで、慎重に実施の有無を決定するほかない。

この点、株式会社 B が、書簡によって、株式会社 A の取引先である株式

会社 C に対し、株式会社 A の製造・販売する製品が株式会社 B の有する特

許を侵害すると「考える旨」を（警告書ではないものの）書簡により告知し

たことが、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知

し、または流布する行為（不正競争防止法 2 条 1 項13号（当時。現同項21

号））、不法行為（民法709条）にあたるとして、株式会社 A により訴訟が提

訴された例がある。裁判所は、競業者の取引先に対する警告書の送付行為

が、特許権の権利行使の一環としてされたものか、それとも特許権者の権利

行使の一環としての外形をとりながらも、社会通念上認められる範囲を超え

た内容、態様になっていないかというメルクマールを設定し、その考慮要素

を判示した（東京高判平14・ 8 ・29判時1807号128頁）。結論として、株式会社

A の請求は棄却され、どのような事案において法的責任を負うかは個別的

な判断となるものの、自社の警告書の不適切な送付によって、かえって自社

が訴訟提起を受ける危険性があることには留意すべきである。

28　不正競争防止法上の信用毀損行為とは、「競争関係にある他人の営業上の信用を害す
る虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」（同法 2 条 1 項21号）である。
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Ⅲ　各種警告書の記載例と留意すべき事項

最後に、上記で解説した事項を踏まえ、実務上警告書を送付する場合が比

較的多い事案別に、記載例を示してそのポイントを解説する。

1 　商標権侵害への警告

⑴　記載例

　飲食店に関する商標として「ABCD」を商標登録し、全国各地に同
商標を店名とした店舗を展開して営業を行う X 社が存在した。X 社
は、主としてホテル業を営業するY社が、そのホテル内においてX社
の商標「ABCD」と同一の店舗名を有するレストラン「ABCDレスト
ラン」を営業していたことを発見した。そこで、X社は、「ABCD」の
商標権に基づいてY社に「ABCD」の商標の無断使用をやめさせるた
めに、警告書を送付した事例。

商標権侵害に関する警告書

1 　当社は全国各地に「ABCD」という店舗名を有する飲食店を経営し

ておりますところ、この「ABCD」については、当社が下記のとお

り、商標登録を行っております。

記

　　　商　　標　　「ABCD」

想定事例�
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　　　登録番号　　第○○○○号

　　　指定役務　　飲食物の提供

2　この度、当社は貴社が運営する「銀座○○ホテル」内において、

「ABCD レストラン」を営業していることを○年○月○日に貴社の

ホームページ及びパンフレットより確認しました。貴社による

「ABCD」の使用については、当社の上記の商標と【同一又は類似の】

の標章を用いて、その指定役務に該当する「飲食物の提供」を行って

おり、これは当社の上記商標権の侵害に該当します。

3　そこで、当社は、貴社に対して、商標法第36条第 1項に基づき、

「ABCD」の商標の使用を即刻中止し、上記商標が使用されている商

品、看板、食器等の付帯物、パンフレット、ホームページ上の記載等

の宣伝媒体その他すべてにおける「ABCD」の商標の抹消を求めます。

4　本書到達から10日以内に当社に対して貴社の方針をご回答下さい。

なお、本件について、仮に上記要求に任意に応じていただけない場合

には、裁判により「ABCD」の使用の差止めや不法行為に基づく損害

賠償請求などの法的措置をとる予定であることを申し添えます。

⑵　商標権侵害の基礎知識

商標権とは、指定商品または指定役務について登録商標の使用をする権利

を専有する独占的な権利である（商標法25条本文。権利者に排他独占的に登録

商標の使用が認められるという点で、「専用権」といわれるものである）。商標権

者には、この「専用権」の行使を実効あるものにするために、登録商標の類

似範囲に属する商標を他人が使用する行為を排除する権利として、「禁止権」

も認められている（同法37条 1 号）。

以上のような専用権と禁止権の内容から、商標権侵害を構成する場合と
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は、①侵害者の「標章」が登録商標と同一または類似であること（標章と登

録商標の同一性・類似性）、②侵害者の標章が使用されている「商品・役務」

が登録商標の指定商品または指定役務と同一または類似していること（商品

役務と指定商品・役務の同一類似性）、③侵害者の行為が商標の「使用」に該

当すること（「使用」に関しては商標法 2 条 3 項参照）である。

商標の類似性については、対比される両商標が、同一・類似の商品に使用

される場合に、出所の混同を生じるおそれがあるかどうかによって判断さ

れ、商品の外観、観念、呼称の判断要素を取引の事情を加えて総合的に観察

して判断される。また、商品・役務の類似性については、同一・類似の商標

が使用される場合に出所混同を生じるおそれがあるか否かによって判断され

るが、商標登録出願の際の商品および役務の区分は、商品または役務の類似

の範囲を定めるものではないこと（商標法 6 条 3 項）には留意されたい。

もっとも、同一区分に属する商品・役務は、通常相互に類似することが多い

であろう。

商標権侵害が成立する場合には、損害賠償請求（民法709条。なお、商標法

38条および39条（特許法103条準用）により損害額および過失の推定規定があ

る）、不当利得返還請求（民法703条）、差止請求（商標法36条 1 項）、信用回復

措置請求（同法39条（特許法106条準用））などの民事上の責任の追及が可能と

なる。

⑶　記載上の注意点

自社の製品やサービスのブランドマーク、一種の「顔」や「看板」として

の機能を持つ商標権については、無断使用が比較的容易であり、悪用事例は

後を絶たない。たとえば、商標権者に無断でブランドロゴマークを商品に印

字して販売するといった事例は日常的に確認される。具体的には、東京五

輪・パラリンピックの文字商標「TOKYO　2020」を無断で使用してピン

バッジを販売目的で所持したとして、警視庁生活経済課によって商標法違反

の疑いで夫婦が逮捕されるといったニュース等が確認されている。このよう
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