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市場価値3000万円超のギター再現

ギタートレーダーズ、 1950 年代当時と同じ製法で
ギター専門店「ギタートレーダーズ」を運営するノース・ウエスト・ミュージック・
トレー

ディング
（厚木市旭町、☎046・220・0377）は、現在の市場価値が3000万円以上

とされる1950年代のヴィンテージエレキギター（1959年製のギブソン・レスポール・
スタンダード）
を、最新技術や職人技術を使ってリアルに近く再現した「SUNBURST

（サンバースト）59」を開発した。１３０万円で限定販売したが、すでに完売した。

エレキギターは、
ボディーに使用される
木材の種類や年代、
産地によって音の違

いが出るため、現在の部材で生産しても
同じ音は再現できないという。
こうした中、
同社は当時のエレキギター
に使用されていた木材に近い30～40年

前の木材「ホンジュラスマホガニー」を入
手。「昔の木材、製法に準じて作ったギ

ターなら、近い音が出るのでは」
（鷲田直
樹代表）
と、
当時と同じやり方に徹して生
産。専門企業も巻き込み、
構成部品も三
次元スキャニングして再現したほか、
寸法

のバラツキまでオリジナルと同じにするな
ど、
かなりのこだわりを見せた。
材料調達の関係で今回は9本限定で
店頭販売したが、
わずか1週間で売れた。

「まさか、
こんなに早く完売するとは思っ
ていませんでした」
（同）
としており、現在
は追加生産をしている。
■有名アーティストも
ギタリストとしての活動経験もある鷲
田代表が20年以上前に立ち上げたギ
ター専門店。厚木本店のほか、渋谷区
代官山にも店舗を構える。2店舗で常時

手持ちのスマホがビジネスフォンに
Ringing、 中小向けにクラウド PBX サービス

スタートアップ企業、Ringing（横浜市中区本町、☎050・5526・4164）は、中

小・小規模企業向けにクラウドPBX（構内電話交換機）の導入支援サービスを始めた。

コロナ禍でテレワーク環境が定着しつつある中、スマートフォンによる専用アプリを利

用し、クラウドPBX経由で、どこにいてもオフィス勤務時と同様に、外線や内線電話を

受信・転送することができる。初期費用ゼロで、月額1万円から導入できるようにした。

広く普及するビジネスフォンが電話回
線を使うのに対し、
クラウドPBXはインタ
ーネット回線を使用する。そのため、
ネット

環境さえあれば、
回線工事などの初期費
用が不要で、
手持ちのスマートフォンがビ
ジネスフォン代わりになる。

同社によると、
企業間で在宅勤務が広
がるにつれて「メール対応のみ」
「コール
センター機能縮小」といった事例が起き
るようになったという。そうなるとビジネス
自体にも悪影響を及ぼしかねないため、
今後はクラウドPBXを普及させていきた
いとしている。
「はまふぉん」と名付けた同サービス
は、
専用のアプリで“クラウド上のビジネス

弱酸性の次亜塩素酸除菌液、
じわり普及
ワンウィル、 発売２年で累計２万本以上
ワンウィル
（横浜市中区日本大通、☎
045・664・5211）が製造販売する弱酸
性次亜塩素酸消毒・除菌液「ジアミスト」
がじわりと普及している。
新型コロナウイルス感染拡大が始ま

り、
アルコールなどの除菌液が市場で不

足していた2020年2月に商品化。以降、
現在までに国内で累計2万2000本を販
売した。
消臭と除菌効果を併せ持つという。食
品添加物であり、
水道水や食品工場など

で殺菌剤として使われている「次亜塩素

「社長さん、
そのお悩み解決します!」
〜高瀬総合法律事務所編〜

共同研究開発時の「制限」
とは
今回は、
以前にこのコラムで挙げた、
共
同研究開発契約のチェックポイントのうち、
第三者との共同研究開発について、
どの
ような制限がされているか把握していま
すか？ についてできるだけ分かりやすく
説明します。第三者との共同研究開発の
制限とはどういうことでしょうか？ 以下に
条項例を挙げます。
「XとYは、本共同研究開発期間中、相
手方の書面による事前承諾を得ることな

く、
本共同研究開発と同一、
または類似す
る研究、
または開発を第三者と共同で行っ
てはならない」
この条項例を読んでピンとこられた方も
多いと思います。せっかく多額の開発費用
をかけて共同研究をしているのに、
共同研
究の相手方が他の第三者と同じような研
究開発を行っていたら、共同研究成果が
バッティングする可能性が高まり、共同研
究の成果が大きく損なわれてしまいます。

酸ナトリウム」に対し、
「酢酸」を配合。
同社によると、
通常の除菌液は時間の
経過とともに次亜塩素酸の濃度が減って
いくものの、同商品は酢酸を配合したこ
となどで、除菌に有効とされる塩素濃度
pH5～5・5がある程度持続するという。

そこで、多くの共同研究開発契約では
上に述べた第三者との共同研究開発を制
限する規定が盛り込まれているはずです。
一度自社の共同研究開発契約を確認
していただければと思います。盛り込まれ
ていなければ、
すぐにでも対策を考えた方
がよいでしょう。
次に、
ここまで読まれた方なら、
さらにピン
ときた人もいるかもしれません。
「どうせ制限するなら、
とことん制限した
方がよいのではないか」
たとえば、
上の制限はいくつかの点で調
整が可能です。
▽制限する時期について
「開発契約期間中に限る」か「開発
契約期間後にも及ぶ」か
▽制限する研究開発テーマについて
「同一」か「極めて密接」か、
はたま

600本のギターをそろえており、
中でもヴ

社からヴィンテージギターを購入する業

いる。何人もの有名アーティストたちが同

の変化も感じているという。

ィンテージギターは半数以上を占める。
界の有名店だ。
鷲田代表が本場・米国で買い付けし、
コロナ禍でも業績は堅調。ここ数年は
必要に応じて、所属する熟練職人たちが 「高い価格帯の商品が売れるようになっ
音に影響しないよう補修、店頭に並べて
ています」
（同）
としており、消費者の志向
こ の 記 事 の ポ イ ント

▽昔と同じ材料、製法にこだわったことで再現性を高めた
▽1本130万円と高価だが愛好家の心をつかみ早くも完売

フォン”を使用する。
テレワーク中でもオ
フィス勤務と同じよう
に電話が使えるとい

う。現 在は「045」の
発信番号も準備して
いる。
中小企業でも導入
しやすいような価格帯を設定。基本は月
額1万円
（1～10内線）
で、11端末以降は
１端末当たり1000円で増設可能。オフィ
ス事情に合わせてカスタマイズできるほ
か、
小規模コールセンターも開設できるよ

うになるという。
小川貴之社長は「パッケージ化された
サービスと違い、
企業の規模や事情に応
じたカスタマイズも相談してもらえたら」
と話している。

価格が1800円
（税別、
500㍉㍑）
、48
00円
（同、
4㍑）
と手軽なことから、
リピート
しやすいとして、大手飲料メーカーやホ
テル、空港、食品工場などに納入。現在
は横浜市内の産業支援
機関などでも採用されて

世代に対するワクチン接種促進キャンペ
ーン「ワクチンplusキャンペーン」にも賛
同。同商品を提供した。
山本倍章社長は「
（コロナ禍で）
たくさ
んの除菌商品が出回
っていますが、
その中で

いる。
また、
今年3月まで横浜
市や、
横浜商工会議所な
どが共同実施した若い

た「それ以外も含む」か
▽制限する研究態様について
「第三者との研究開発」か「自社内
の研究開発」か
いずれも左から右にかけて、
相手への制
限の度合いが強まっていることがお分かり
でしょうか。
上記の全てを最も制限の強い内容にす
ると、
先ほど挙げた条項は以下のようにな
ります。
「XとYは、
本共同研究開発期間中だけ
でなく、
開発終了後においても、相手方の
書面による事前承諾を得ることなく、
本共
同研究開発と同一、
または類似する研究
だけでなくその他のいかなる研究、
または
開発も自ら行ってはならず第三者と共同で
行ってもならない」
非常に極端な例ですが、
このような条項
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も、この商品の良さが
分かり、使ってくれる人
が増えていったら」と語
っている。

も許されると思われるでしょうか。さすが
に、
これは許されないだろうとお考えになる
人が多いと思います。法的にはこのような
場合、
不公正な取引方法
（拘束条件付取
引など）
として独占禁止法上違法とされま
す。
上に述べた極端な例に至らない場合で
も、
上記３つの制限の組み合わせによって
は独禁法違反になる可能性があるため、
ご留意ください。
とはいえ、
せっかくの社運をかけた共同
研究開発の場合、
できるだけ相手方には
自社との共同研究開発にのみ専念してほ
しい、成果を他社に奪われたくないという
のは当然です。どのような制限まで許され
るか不安な場合は、
弁護士にご相談してみ
てください。

（代表弁護士／経営士・髙瀬芳明）

