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はじめに
　スポーツセンターには、筋トレの用具や
ランニングマシンなどさまざまな器具が置
いてあり、健康維持や、さまざまなスポー
ツのパフォーマンスの向上のために利用さ
れています。
　安全に設計されているはずですが、万一
これらの機器に欠陥がある場合には、重大
な事故につながりかねません。機械を使っ
ての体力測定中に機械の欠陥のために大腿
骨頸部内側骨折を負った事例、腹筋のため
にゴムの反発力を利用したトレーニング器
具のシャフトのパッド取り付け部の根元部
分が破損し、シャフトによりみぞ落ち部に
傷害を負った事例、トレーニング器具の滑
車部分が破損し、利用者に額にあたって傷
害を負った事例、鉄棒の金属製の支柱が折
れて倒れたため鉄棒から落下し傷害を負っ
た事例、アダクション（太ももの筋肉を鍛
えるトレーニングマシン）のクッションか
ら出ていたホチキスの針によって利用者が
履いていたスパッツに穴があいた事例等、
トレーニング機器の欠陥のために起こった
事故は、軽微なものも含めれば、かなりの
数になります。
　このようなトレーニングの施設には、安
全と指導のためにインストラクターがいま
す。しかし、残念ながらときどき事故が起
こっています。使用方法に誤りがあった場
合や自分の能力に合わせて使用しなかった
場合にも事故は起こり得ますが、今回は、
トレーニングの機器に欠陥があり、そのた
めに利用者が怪我をした場合に、利用者は
誰にどのような責任を追求することができ

るのかについて検討してみます。

メーカーの責任
　怪我をした利用者は、まず当該欠陥のあ
るトレーニング機器を製造したメーカーに
損害賠償を請求することが考えられます。
　製造物責任法上の「欠陥」とは、「当該
製造物が通常有すべき安全性を欠いている
こと」と定義されています（製造物責任法
第 2 条第 2 項）。
　この欠陥の種類には、

①製品の設計自体が安全性を欠いている場
合

②設計や予定された仕様と異なって製造さ
れた場合

③製品に付属して提供すべき適切な指示・
警告

を書いている場合があります。
　③の例として、手押しローラーのような
フィットネス器具につき、商品の取扱説明
書に「本件器具を安全に使用させるための
適切な指示・警告の記載がない」として、
欠陥を認めた裁判例があります（東京地判
平成 15 年 2 月 4 日）。
　当該欠陥のあったトレーニング機器のメ
ーカーは、製造物責任法により、賠償責任
を負います。この責任は無過失責任、すな
わちたとえメーカーが欠陥がないように注
意義務を尽くしていたとしても、メーカー
は損害賠償をする必要があることになりま
す。
　製造物責任を負う責任の主体は、

①実際にそのトレーニング機器を製造した
会社

②加工業者
③輸入業者
④「製造元」「輸入元」等製造業者として

氏名、商号、商標その他の表示をした者
⑤当該製造物にその製造業者と誤認させる

ような氏名などの表示をした者
⑥当該製造物の製造、加工、輸入または販

売に係る形態その他の事情からみて、当
該製造物にその実質的な製造業者と認め
ることができる氏名などの表示をした者
も含まれるので注意が必要です。

　つまり、怪我をした利用者は、いわゆる
①のメーカーだけでなく、上記②〜⑥に対
しても損害賠償を請求できることになりま
す。
　上記製造物責任に加え、民法上の不法行
為責任（民法 709 条）および契約違反が
あったとして債務不履行責任（民法415条）
を根拠に、損害賠償請求をすることも検討
できます。メーカーにこれらの責任が発生
するのは、当該欠陥について、メーカーに
故意または過失があったことが必要になり
ます。
　なお、最初にトレーニング機器を引き渡
したときには欠陥がなかったとしても、経
年劣化等を原因にして後で欠陥が生じた場
合も考えられます。メーカーが定期点検を
しているにも関わらず当該欠陥を見落とし
ていれば、メーカーは、当該定期点検に不
備があったとして、不法行為責任や債務不
履行責任として、損害賠償責任を負う場合
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があります。

インストラクター、スポーツクラブ、
施設管理者の責任
　トレーニング機器の欠陥により、利用者
が怪我をした場合、インストラクター、ス
ポーツクラブおよび施設管理者が負う可能
性のある責任について、場合を分けて検討
してみます。

（1） インストラクターが民間のスポーツ
クラブに所属しており、利用者はそ
のスポーツクラブに入ってトレーニ
ング機器を利用していた場合

①インストラクターは、不法行為責任を負

う可能性があります。

　事故を起こしたトレーニング機器の欠陥
が、インストラクターが確認すれば発見
し、事故が発生することが予想でき・回避
できるものであれば、当該インストラクタ
ーに民法の不法行為の要件である「注意義
務違反」があったとして、個人として怪我
をした利用者に不法行為責任（民法709条）
があるとして損害賠償を支払う責任を負う
可能性があります。
　逆に一般的なインストラクターが発見で
きないような欠陥であれば、当該損害賠
償責任が発生するために必要な要件であ
る「過失」がないため、責任は負いません。
なお、インストラクターとしての専門的知
見をもっていれば発見できた欠陥について
は、当該事故を起こした欠陥を発見できな
かったことについて「過失」があったとさ
れ、損害賠償責任を負担しなければならな
くなることもあります。

②スポーツクラブは、債務不履行責任およ

び不法行為責任を負う可能性がありま

す。

　加害者と被害者の間に契約関係があれ
ば、契約に付随して当事者の一方または双
方が相手方に対して信義則上「安全配慮義
務」を負うことになります。この安全配慮

義務違反があれば、民法上の債務不履行（民
法 415 条）として、相手方に対して、損
害賠償責任を負います。
　利用者がスポーツクラブに入っている場
合、利用者とスポーツクラブは、一般的に
契約関係にあるため、スポーツクラブは、
利用者の安全を配慮する義務があることに
なります。したがって、もし、スポーツク
ラブまたはインストラクターが発見でき、
事故の発生を予見でき、防ぐことのできた
トレーニング機器の欠陥を見逃してそれを
使用して事故が起きた場合、スポーツクラ
ブは、安全配慮義務違反を理由に債務不履
行（民法第 415 条）になり、損害賠償責
任を負います。
　インストラクターに上記①の不法行為責
任（民法 709 条）がある場合は、スポー
ツクラブは、インストラクターの選任およ
びその監督について相当の注意をしたと
き、または相当の注意をしても損害が生ず
べきだった場合を除き、当該インストラク
ターの使用者として、不法行為上の損害賠
償責任も負います（民法第 715 条 1 項）。
不法行為責任は、契約関係がある当事者だ
からといって否定されるものではありませ
ん。また、チーフインストラクター等イン
ストラクターを監督する者がいれば、その
者は、インストラクターの代理監督者とし
て、不法行為責任を負う可能性があります

（民法第 715 条 2 項）。
　なお、スポーツクラブおよびインストラ
クターを監督する者は、当該事故がインス
トラクターの故意または過失による場合
は、上記不法行為責任のために支払った金
額を当該インストラクターに請求すること
ができます。

③当該トレーニング施設の管理者は、当該

欠陥のある器具を放置したことについ

て、債務不履行責任または不法行為責任

を負うことがあります。

　当該欠陥のある器具が、民法上の土地の
工作物（たとえば鉄棒を「土地の工作物」
とした判例があります。）である場合、そ

の管理者は、その設置または保存に瑕疵が
あることによって他人に損害を生じさせた
ものとして、工作物責任（民法第 717 条 1
項）として、当該損害を賠償する義務を負
う可能性があります。
　当該トレーニング機器が、「公の営造物」
であった場合、利用者は、国家賠償法 2 条
1 項に基づいて責任を追求することもでき
ます。
　中学校体育館内のバレーボール用支柱に
設置されたステンレス製ネット巻き器を使
用してバレーボールネットを張る作業をし
ていた際、当該ネット巻き器が急激に跳ね
上がって顔面を直撃し、傷害を負った事案
では、当該中学校を設置する地方公共団体
に対し、公の営造物である上記支柱および
ネット巻き器の設置または管理に瑕疵があ
った、あるいは安全配慮義務を怠ったとし
て、債務不履行による損害賠償を認めた裁
判があります。

（2） インストラクターが公的団体に所属
している公務員であり、その公的団
体の業務として、トレーニング機器
を利用していた場合

①インストラクター個人が債務不履行責任

や不法行為責任を負うことはありませ

ん。

　しかしながら、下記②記載の国家賠償法
に従い国や地方公共団体が損害賠償を支払
った場合には、当該国や地方公共団体がイ
ンストラクターに支払った金額を支払うよ
う請求することはできます（国家賠償法第
1 条 2 項）。

②国家賠償法 1条には、「国又は公共団体

の公権力の行使にあたる公務員が、その

職務を行うについて、故意または過失に

よって他人に損害を与えたときは、国ま

たは公共団体が、これを賠償する責に任

ずる」と規定されています。

　公的団体に所属するインストラクター
が、インストラクターが確認すれば発見・



40 Sportsmedicine 2018 NO.197

回避できるものトレーニング器具の欠陥を
見逃して事故が発生したのであれば、「過
失」があると言えるため、利用者は、国や
地方公共団体に対して、国家賠償法 1 条
に基づいて、損害賠償を請求することがで
きます。また、安全配慮義務違反を理由に、
債務不履行責任（民法 415 条）を追求す
ることもできます。

（3） インストラクターが利用者に個人的
に近くのトレーニングの施設で指導

していた場合
　通常、インストラクターは、利用者と契
約関係があると判断され、安全配慮義務違
反があるとして債務不履行責任（民法 415
条）を負う可能性があります。また、注意
義務違反があるとして、不法行為責任（民
法 709 条）を負うこともあります。
　ボランティアであっても、無償だからと
いって、上記安全配慮義務や注意義務が軽
減されるわけではありません。
　施設管理者は、上記（1）の③同様、債
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