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1．はじめに
　世の中にはさまざまなトレーニング、エ
クササイズが存在していますが、現在で
も、新しいものが次々と生み出されていま
す。本誌をご覧の皆様のなかにも、独自の
トレーニング方法・理論やエクササイズを
提案されている方は少なくないものと思い
ます。
　しかしながら、これらのトレーニング等
に関して考案者が何らかの権利を持ってい
るのか、どうすれば持つことができるのか
については、これまであまり議論がされて
きませんでした。
　たとえば、自分の考案したものと酷似し
たトレーニングを発見した場合に抗議する
ことができるのか、テレビで観たエクササ
イズに感銘を受け、自分の経営するスタジ
オのプログラムにこれを導入することがで
きるのか、といった問題です。
　お金や目に見える物に関する権利と異な
り、理論、ノウハウのような目に見えない
物に関する権利は、「知的財産権」と呼ば
れ、その分野に属する法律としては、特許
法、著作権法、商標法、不正競争防止法等
が挙げられます。
　本稿では、これらの法律の基本的な解説
をしつつ、トレーニング等が「知的財産権」
の法的な保護の対象となるか、また、トレー
ニング等を展開するにあたって他者の「知
的財産権」を侵害しないためにどのような
点に注意する必要があるかについて検討し
たいと思います（ただし、ここでは国内法
のみを取りあげることとし、また各法の説
明についてもわかりやすさを優先して一部

省略している部分があることをあらかじめ
お断りしておきます）。

2．特許法
（1）「発明」とは
　特許法は、「発明」のうち、一定の要件
をみたすものについて、特許として登録す
ることができる旨定めています。
　そして、ここに言う「発明」とは、「特
許法上、自然法則を利用した技術的思想の
創作のうち、高度のもの」と定義されてい
ます（特許法第 2 条 1 項）。非常に抽象的
で難解な表現ですが、トレーニング等との
関係で最も問題となるのは「技術的思想の
創作」であるか、という点です。
　「技術」であるためには、ある目的達成の
手段として用いられ、それに実施可能性、反
復可能性があることが必要であるとされて
います。もちろん、トレーニング等は健康の
増進や筋力増強等を目的としますが、多く
のトレーニング・エクササイズはそれを実
施すれば誰もが同様の効果を得られるもの
ではなく、また、毎回同様の効果が得られ
るものではないのではないかと思います。
そのため、トレーニング等において「技術」
であると認められるには、器具を用いる等
して誰もが常時同じ効果を得られることが
必要になると考えられます。そうすると、
この時点で、トレーニング等について「発
明」として特許を受けられるものは非常に
限定されてくることになります。実際にも、
トレーニング・エクササイズの方法に関し
て特許登録がされているケースはごくわず
かです。

　その他、特許を受けることのできる発明
は、産業上利用することができる発明 i ）で
あること（同法第 29 条 1 項本文）、未だ
公開されていないこと（新規性）、すでに
公開されている発明から当該業界の通常の
知識を有する者が容易に発想することがで
きないものであること（進歩性）、公の秩
序、善良の風俗または公衆の衛生を害する
おそれのある発明でないこと等、多くの要
件が規定されています。
　これらをすべて満たすことが、特許権を
取得するために必要となります。

（2）特許権取得のための手続
　「発明」は自分のもとに留めておくだけ
では、特許権として保護されることにはな
りません。特許権を取得するには、特許庁

（長官）に対して、「発明」の出願を行う必
要があります。その際には、どのような「発
明」であるのかを図面や文章により詳細に
説明することが求められます。
　その後、この出願は公開され、さらに、出
願人が 3 年以内に審査請求を行い、特許庁
審査官による特許すべきとの査定がなされ
れば、特許料の納付を経て、ようやく特許
権設定登録がなされることになります ii）。
　特許権の存続期間は出願から原則として
20 年であり（特許法第 67 条 1 項）、その
間は、この「発明」を独占的に実施する等
の権利が与えられます（個人的な実施は除
かれます）。
　つまり、特許登録されているトレーニン
グ等を自己の業務において取り入れようと
する場合には、特許権者の許諾が必要であ
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る、ということになりますが、これを個人
が家庭内で実施することは何ら妨げられま
せん。
　なお、上記の期間を経過した「発明」は
誰でも自由に利用することができます。

（3）注意点
　特許登録されているトレーニング・エク
ササイズは決して多くないと思われます
が、「特許を取っている」という触れ込み
のトレーニング等やこれに類似するものを
業務上導入しようと考える場合には、調査
や権利者への事前連絡を検討する必要があ
るでしょう。

3．著作権法
（1）「著作物」とは
　著作権法は、「著作物」を保護すること
を目的とした法律です。
　ここに言う「著作物」とは、「思想又は
感情を創作的に表現したものであって、文
芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するも
の」と定義されています（著作権法第 2 条
1 項 1 号）。
　「発明」と同様、抽象的でわかりにくい
表現ですが、プロとしての作品であるとか、
独創性があるといったことまでが要求され
ているわけではなく、作者の個性が表現と
して表れていれば、「著作物」として認め
られると考えられています。
　ですから、トレーニングやエクササイズ
を紹介した記事、書籍、ＤＶＤ、インター
ネット配信映像等は、「著作物」に該当す
ると言え、これらを無断で転載したり、イ
ンターネット上にアップロードしたりする
行為は著作権侵害として、差し止めや損害
賠償請求の対象になります iii）。

（2）エクササイズは「著作物」か
　上記のとおり、トレーニング等を紹介し
た記事等は「著作物」として保護されます
が、これらの動きそのもの、たとえば、エ
クササイズの姿勢、動き、これらを組み合
わせたプログラムは保護の対象となるので

しょうか。また、自分で考案したエクササ
イズをインターネットで紹介したところ、
これを他人がスタジオのプログラムに取り
入れたことが発覚した場合に、その中止を
求めたり、自分の名前を表示するように求
めたりすることができるのでしょうか。
　この点に関してこれまで正面から判断し
た裁判例は見当たりませんが、社交ダンス
の振り付けが「舞踊又は無言劇の著作物」

（著作権法第 10 条 1 項 3 号）に該当するか
が争われた近時の事案として、『「Shall we 
ダンス？」事件』（東京地裁平成 24 年 2 月
28 日判決最高裁判所 HP 知的財産裁判例
集）があります。
　この事案において、裁判所は「既存のス
テップの組み合わせを基本とする社交ダン
スの振り付けが著作物に該当するというた
めには、それが単なる既存のステップの組
合せにとどまらない顕著な特徴を有すると
いった独創性を備えることが必要であるiv）」

「このことは、既存のステップの組合せに
加えて、アレンジを加えたステップや、既
存のステップにはない新たなステップや体
の動きを組み合わせた場合であっても同様
である」と判示しました。
　社交ダンスとエクササイズを必ずしも同
様に論じることはできませんが、さまざま
な姿勢・動きの組合せにより一つのプログ
ラムを構成するという点で共通性はあるも
のと思います。
　この裁判例の趣旨に基づけば、エクササ
イズが既存の姿勢・動きの組合せにとどま
らない顕著な特徴を有するような独創性を
備えている場合には、著作物として保護さ
れる可能性があり、これを他人が無断で使
用していれば、中止等を求め得るというこ
とになります。

（3）著作権取得のための手続
　著作権は著作物の創作によって直ちに成
立するものとされており（著作権法第 17 条
2 項、第 51 条 1 項：無方式主義）、特許の
ような出願制度、審査手続はありません。
　そして、著作権は、著作者が個人の場合

には著作物の創作時から著作者の生存中お
よび死後 50 年まで（同法第 50 条）、団体
名義の著作物については公表後 50 年まで
保護されます（同法第 53 条）。

4．商標法
（1）「商標」とは
　商標法は、商標を保護することを目的と
した法律であり、「商標」とは、事業者が、
自己の取り扱う商品・サービスを他人のも
のと区別するための標識（マーク）を言い
ます。商標は、文字、図形、記号等、さま
ざまなタイプがあり、商標から読み取れる
その商品・サービスのネーミングもあわせ
て保護されることになります。
　商標権の内容としては、指定された商品・
サービスに関して登録商標の使用を独占で
きる「専用権」（商標法第 25 条）、第三者
の類似商標を排除できる「禁止権」（同法
第 37 条 1 号）があります。
　この点、あくまでも保護されるのは「マー
ク」「ネーミング」ですので、その商品・サー
ビスの内容までが対象になるわけではな
い、という点には注意が必要です。つまり、
トレーニングに関する「○○トレ」という
登録商標を持っていた場合、まったく同一
の「○○トレ」という商標の使用を独占し、
これに類似する「△△トレ」という商標の
使用を排除することはできても、内容にお
いて同一のトレーニングの実施を商標法に
基づいて禁止することはできません。これ
は、本稿で紹介している他の法律の領域、
ということになります。

（2）商標権取得のための手続
　商標権を取得するには、特許と同様、特
許庁（長官）に対して、商標登録出願を行
う必要があります。その際には、登録を受
けようとする商標とともに、その商標を使
用する商品・サービスを指定する必要があ
りますv）。商標権が及ぶのはここで指定し
た範囲内に限られ、指定されたものとまっ
たく別個の商品・サービスで同一の商標が
使用されていても、原則として商標権侵害



40 Sportsmedicine 2012 NO.140

基礎から学ぶ「スポーツと法」

〔参考文献〕
高林龍『標準特許法』有斐閣
文化庁『著作権法入門』公益社団法人著作権情報
センター
中山信弘『著作権法』有斐閣
小野昌延＝三山峻司『新・商標法概説』青林書院
経済産業省知的財産政策室『逐条解説不正競争防
止法』有斐閣

 i ）ここに言う「産業」は、農業、工業等に限定
されず、サービス業等も広く含まれると考えられ
ています。他方、特許庁の出願審査基準において
は、人間を手術、治療または診断する方法には産
業上の利用可能性が認められないとされ、同趣旨
の裁判例も存在しています（東京高裁平成 14 年
4 月 11 日判決判例時報 1828 号 99 頁）。これは、
医療の現場で、特許の存在によって治療行為が妨
げられたり、医師が権利侵害を恐れて萎縮したり
することがあってはならないという人道上の政策
的考慮に基づくと考えられています。この点、ト
レーニング等も人体にかかわるものではあります
が、上記のような政策的考慮は必ずしも必要では
ないと言えますので、医療行為とは区別し、産業
上の利用可能性を肯定することは裁判例の趣旨に
反するものではないと考えます。
 ii）ある「発明」が特許として出願されているか、
登録されているか、どのような内容であるかにつ
いては特許電子図書館（http://www.ipdl.inpit.go.jp/

Tokujitu/tokujitu.htm）で確認できます。
 iii）ただし、著作権法上、公正な慣行に合致し、
かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正
当な範囲であれば、引用して利用することができ
るとされています（著作権法 32 条）。
 iv）裁判例は、そのように考える理由として、「社
交ダンスは、そもそも既存のステップを適宜自由
に組み合わせて踊られることが前提とされている
ものであり、競技者のみならず一般の愛好家にも
広く踊られていることにかんがみると、振り付け
についての独創性を緩和し、組合せに何らかの特
徴があれば著作物性が認められるとすると、わず
かな差異を有するにすぎない無数の振り付けにつ
いて著作権が成立し、特定の者の独占が許される
ことになる結果、振り付けの自由度が過度に制約
されることになりかねない」という点を挙げてい
ます。
 v）商品・サービスの指定にあたっては、これら
を一定のカテゴリーに分けた「区分」も示す必要
があります。詳細は、「類似商品・役務審査基準」

（http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/ruijiekimu_10han_

kekka/10han_taiou.pdf）、特許電子図書館の「商品・
役務名リスト」（http://www1.ipdl.inpit.go.jp/SH1/

sh1j_search.cgi?TYPE=000&sTime=1334061207450）
で確認できます。
vi）あるネーミングが商標登録出願されている
か、登録されているかについては、特許電子図書
館（http://www.ipdl.inpit.go.jp/Syouhyou/syouhyou.

htm）で確認できます。

にはなりません。
　その後、特許庁において審査が行われ、
登録料の納付を経て、商標の設定登録がな
されることになりますvi）。出願からは早く
ても数カ月かかります。
　商標権の存続期間は出願から原則として
10 年ですが（特許法第 67 条 1 項）、必要
な場合には、更新登録申請料を納付して、
存続期間を更新することができます。

5．不正競争防止法
　不正競争防止法は、その名のとおり、「不
正競争」を防止することを目的とした法律
です。
　法律上、さまざまな類型の「不正競争」
が定められていますが、トレーニング等と
の関係で問題になり得るのは、自己の商品・
営業を他人の商品・営業であると混同させ
る行為（不正競争防止法第 2 条 1 項 1 号）、
他人の著名な商品等表示の冒用行為（同法
第 2 条 1 項 2 号）です。
　具体的には、他者（他社）を示すものと
して周知されている、または著名な商品等
の表示（氏名、商号、商標等）を用いた（た

とえば、世界的に有名なスポーツ用品メー
カーの商号）トレーニング等を展開するこ
とは、「不正競争」として差し止め、損害
賠償請求の対象となるおそれがありますの
で、注意が必要です。

6．おわりに
　ここまで、トレーニング等に関する考案
者の権利という観点から、特許法、著作権
法、商標法、不正競争防止法という「知的
財産法」を概観してきました。それぞれの
法律が異なった観点から、目に見えない情
報等を保護していることがおわかりいただ
けたのではないかと思います。もっとも、
冒頭にお断りをしましたとおり、本稿は紙
面の都合で、それぞれの法律の要件・手続
について十分に説明できているわけではあ
りません。
　「知的財産法」に興味をもたれた方はもち
ろん、トレーニング等について特許や商標
を取ろうとお考えの方をはじめ、本稿で取
り上げた問題について関心のある方は、特
許庁および文化庁のホームページや概説書
をご覧いただくことをお勧めいたします。

■『詳解　スポーツ基本法』
　2011（平成 23）年 6月、「スポーツ基本法」
が制定された。それに合わせ、「スポーツ基本法」
に関する最初の解説書が、日本スポーツ法学会
の編集・執筆によって出版された。
　スポーツ基本法が制定されたことは知ってい
ても、具体的にどのように関わってくるのかま
で、まだ理解できていないという方も多いので
はないだろうか。
　本書は、単に逐条解説を掲載しているのでは
なく、制定までの経緯や基本理念を述べたうえ
で、スポーツ分野とスポーツに関わる主体ごと
に章立てがなされている。したがって、スポー
ツ関係団体や関係者が、このスポーツ基本法と
どのように向き合い、そして活用していけばい
いのかなど、具体的かつわかりやすく解説され
ている。スポーツ関係者には必読の一冊。
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