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第 4版　はしがき

『Ｑ＆Ａ　スポーツの法律問題〔第 ４版〕』ができあがりました。本書は、ス
ポーツ選手（アスリート）・指導者・観客・支援者（サポーター）、つまり、スポ
ーツが好きなすべての人を対象にしています。
私たちスポーツ問題研究会は、今から２7年前の１９９１年に発足しました。当時
の思いは以下の設立趣旨に述べられています。

スポーツ問題研究会・スポーツ１１９番
設立趣旨

Ⅰ　スポーツの必要性
⑴　健康とスポーツ
人間の財産は、肉体とそれに宿る精神である。より速く、より高く、
より遠く、より巧く、これまでできなかったことができるようになった
時の喜びは、何人も経験するところである。肉体を鍛え、精神を磨き、
心身の健康を維持・増進する。
スポーツは、人生の楽しみである。
⑵　余暇の利用とスポーツ
スポーツは、人間の活力の源泉である。各個人が切磋琢磨し、競い合
うことにより、コミュニケーションを育てる社交の場である。人間の寿
命の伸長と労働時間短縮による余暇の増大は、人生の実質を増大させる。
余生は決して余った時間ではなく、余暇は決して余った時間ではない。
健康に老いることの重要性は、これからますます強調される。
スポーツは、人生の最良の栄養である。
⑶　世界平和とスポーツ
ところで、人間にとって闘争本能は本質的属性であることは否定でき
ない。そして、人間の歴史は、この闘争本能のもっとも赤裸々な現象形
態である戦争によって幾多の生命・身体を犠牲にしてきたのである。も
とより、闘争本能だけから戦争が発生したわけではないが、今後予想さ
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れる戦争の最悪のシナリオは、核戦争による人間の破滅であり、このよ
うな事態は何としても避けねばならない。幸いスポーツは世界共通のル
ール化により、人間の闘争本能を満足させる側面を有する。私たちは、
武器をスポーツ用具に持ち替えねばならない。
互いに競い合うことにより生み出される友情と連帯の絆は、人生の大
きな糧である。スポーツは、国籍・民族・人種・言語・主義・思想・宗
教等の相違を払拭し、平和を象徴する。
すなわち、スポーツは人間社会の生存・平和の礎である。

Ⅱ　スポーツ界における現代的問題点
このように、スポーツを愛することは、人間を、そして平和を愛する
ことであり、スポーツは、個人的にはもちろん、社会的にもますます有
用なものになりつつある。これを反映して、現代の日本におけるスポー
ツの振興には著しいものがある。
アマチュアスポーツは、レジャーの時代を象徴して種々に展開され、
プロスポーツも、マスコミ媒体の定量を占有し、話題に尽きない。
しかし、スポーツについては、教育・指導の過程から、競技実践の場、
さらに安心してスポーツに親しむための社会制度の構築に至るまで、さ
まざまな問題を抱えている。個別的なルールの問題、義務教育課程での
体育授業、高等教育機関での推薦制度、身体的負傷に伴う紛争処理、ア
マチュアとプロの垣根の問題、といった一般的問題のほか、例えば、ス
ポーツを利用した詐欺商法、ゴルフ場における農薬散布といった個別的
問題等、いくつもの大きな問題を残している。
要するに、現代の日本においては、スポーツにまつわる病める領域、
これから検討を要する領域が厳然として存するのである。
さらに、これらのスポーツに関する問題を扱う国家機関が文部省の一
部でよいのか、スポーツ省を創設すべきではないのか、という国家施策
上の問題も存する。
これらの問題点を踏まえて、各方面から将来を展望し、総合的・世界
的視点から、スポーツを語り合うことが必要と考える。
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Ⅲ　私たちの当面の課題─スポーツ１１９番
⑴　昨年秋、私たちは、あるプロスポーツ選手の現実に直面し、その法
的問題を考える機会に巡り合った。
　　熟練したスポーツマンが、その技能を活かし、プロ選手として活躍
するのは自然な発想であり、それは職業選択の自由でもある。そして、
これを観る者にとって、プロフェッショナル同士の最高技能の激突は、
ときには自分がプレーする以上の感激・興奮を伴う。しかし、それら
選手の話を聞き、現在のプロスポーツ選手が置かれている地位が法的
に極めて不安定であり、人権擁護の観点から問題ではないかと思った
のである。
　　そこで、私たちは、このような実態をより正確に把握し、まずプロ
スポーツ選手の不安定な法的地位を改善し、彼らが安心して競技に打
ち込める条件の整備に努める必要性を痛感した。同時に、その研究の
過程で判明してくる社会的問題についても焦点をあて、憧れの職業と
呼ぶに相応しい実質にする必要があると考える。また、同様な事態は
アマチュアスポーツ界にも存在している。
⑵　こうして私たちは、「スポーツ１１９番」という考えを提唱すべきだと
思うに至った。それは、華やかなスポーツ界の、ともすれば見落とさ
れがちな影の部分に光を当てることを意味する。
　　スタープレーヤーの影で理不尽に泣く選手はいないのか、あるいは、
スタープレーヤーと言われたその人が、スポーツマンであったことを
後悔する日々を送っていないかということである。国威発揚のための
スポーツの利用、企業による使い捨て、怪我・疾病への無保障、身体
酷使による選手生命の断絶、等々の問題である。
　　そして、このような形で流される涙が、一所懸命に闘って敗れた時
のスポーツマンの熱い涙と異質であることは言うまでもない。これら
は、人が生まれながらに有する権利、基本的人権に深く関わる事柄で
ある。
　　生命の喜びであり、讃歌たるべきスポーツが、人権を軽視する結果
に導かれてよいはずがない。
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⑶　そこで、私たちは、スポーツにまつわる人権侵害の諸問題について、
スポーツを愛する多くの人たちからの問題提起を受けるとともに、当
面スポーツ選手の法的地位の実態を把握するための研究を行うものと
する。
　　私たちは、全人類にとってのスポーツの価値が、いっそう高まるこ
とを念願するものである。
　　スポーツを愛する方々のご指導とご理解・ご協力・ご支援を切にお
願いする次第である。
１９９１年　スポーツの秋
� スポーツ問題研究会

以来四半世紀以上の月日が流れました。上記設立の趣旨には、足りないとこ
ろもありますが、今も色あせずに輝いていると自負しています。
その間、日本のスポーツ界ではＪリーグが誕生し、サッカーワールドカップ
が日韓共催で開催され、ＶリーグやＢリーグもでき、さらに近い将来２０１９年に
はラグビー・ワールドカップ、２０２０年には東京オリンピック・パラリンピック、
２０２１年にはワールドマスターズとビッグイベントも目白押しです。
そして、このスポーツの楽しみをより強固なものとするため、２０１１年に「ス
ポーツ基本法」が制定され、スポーツ庁もできました。
スポーツ基本法は、その年の ３月１１日、悲惨な東日本大震災・福島原発事故
があった、まさにその年に成立したものですが、直後に開催された春の高校選
抜野球大会、プロ野球の開催にあたっての嶋基宏選手の野球の底力を見せまし
ょうとの力強いメッセージ、サッカーなでしこジャパンの女子ワールドカップ
優勝など、いずれもスポーツには、人を感動させ勇気づける普遍的な力がある
ことを、私たちに教えてくれました。
この法律は、前文の「スポーツは、世界共通の人類の文化である」ではじま
り、「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利で
あり」と、高らかにスポーツが基本的人権であることを宣言しています。
いうまでもないことですが、平和でなければスポーツはできません。そのこ
とは過去の世界大戦時に、オリンピックや国内のスポーツ競技大会が中止され
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たことでも明らかです。� ただ、もう一つ、平和でなければスポーツができな
いだけでなく、スポーツには「平和を創る力」（平和創造機能）があることです。
その意味で、東京オリンピック・パラリンピックのレガシー（遺産）として

何を残すべきかといえば、未来に続く「平和の礎」だと思います。
これまで私たちは、スポーツの法律問題として、主として個別の事件に実務
家として法的対処をしながら研鑽を重ねてきました。
そして今では、若手メンバーを中心に、スポーツだけでなくエンターテイン
メント部門も含めた研究会として、大阪弁護士会スポーツ・エンターテインメ
ント法実務研究会があり、毎月例会で活発な研究発表などを行っています。
私たちは、今後とも、個別事件の法的処理はもちろん、スポーツ基本法やス
ポーツ庁を、より具体的に活用し、スポーツを通じて豊かな生活を営むため、
さまざまな活動や提案をしていきます。
引き続き、みなさまのご指導とご支援を、よろしくお願いします。
２０１8（平成３０）年　早春

スポーツ問題研究会　　　　

代表　辻　口　信　良
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スポーツ問題研究会が誕生したのは、1991年の秋でした。その後、ヤクルト
スワローズ古田敦也選手と球団との代理人交渉問題、JBC（日本ボクシングコ
ミッション）によるボクシングジム経営制約の問題、ゴルフ場開場遅延の民事
責任追及とその責任者の範囲の問題などで、スポーツ界における不明朗な点や
不条理につき問いかけてきました。
会員がスポーツをめぐる問題を持ち寄り、研究し、発表し、議論する月 1回
の例会のほか、「スポーツ119番」という電話相談も ２回試みる中で、スポーツ
についての様々な「悩み」や「問題点」を知りました。有名なプロスポーツ選
手をはじめ、社会人として半ば職業的にスポーツを行う人からの相談、また、
中学・高校・大学などで部活を行う学生やその親御さんからの相談など、相談
の内容は様々で、客観的にもきわめて深刻といえる相談から、第三者からみる
とそれほど悩まなくてもというものまで、いろいろありました。
私たちは、直面した 1つひとつの問題に対し、ときには訴訟の提起、公正取

引委員会への申告等による解決も選択しつつ、問題の所在を明らかにしようと
努めてきました。こうした活動を進める中で、スポーツ界の悩みに対し、法的
観点からスポットを当てて論じている書物が意外に少ないことに気づくととも
に、スポーツ界の中で、法律がもっともっと場所を占めさせてもらえるはずだ
と感じるようになりました。
ところが、スポーツ界では、スポーツと法律は無縁でありたいのか、自分た
ちの悩みを弁護士や税理士などの専門家に相談することをためらい疎んじる風
潮が強いようです。私たちが一番おもしろくも悲しいと思ったのは、「スポー
ツ選手がお金のことであれこれ言うのは、スポーツ選手らしくない」という奇
妙な批判を耳にしたときでした。冷静に考えれば、こんな非常識な言葉はない
のですが、日本では、それが意外ともっともらしく響くようです。
もちろん、スポーツの世界にルールがあるごとく、スポーツをめぐる悩みや
トラブルの解決にもルールがあるのは当然です。相談者の中には、ルールを無
視して、わがままな結果の獲得だけを求めるものもありました。本書の中でも
一部触れましたが、このような理のないわがままに対しては、これをきっちり
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とルールの中に収める必要があります。いずれにしても、一方で、スポーツに
ついての様々なことがらを、もっと気軽に相談してもらえたらと思うとともに、
他方、私たちにそのような受け入れ体制がきちんとできているのだろうかとの
反省もさせられました。
そして、これらのことを合わせたうえで、なお、私たちは「スポーツ万歳」
と叫び、すばらしいプレーには大いなる拍手を惜しみません。また、楽しむス
ポーツには幸福追求への大いなるのびやかさを期待します。
ところで、スポーツ問題研究会のメンバーの中には、スポーツをめぐる実社
会での法律上・税務上の諸問題の解決、学問的な研究教育活動にとどまらず、
次のような実践活動を行ってきた者もいます。
たとえば、サッカーで JFL だった京都パープルサンガをＪリーグに昇格さ
せるため、桂を「京都にＪリーグを　市民の会」代表とし、これを冨島らが支
援し、２5万人もの署名を集め、燃えないと言われた京都に、1995年、見事にＪ
リーグを招致、地域社会におけるスポーツのあり方に旋風を起こしました。ま
た、辻口・森谷・新矢らで、２008年、大阪にオリンピックを招致しようと、応
援団を組織、現在も奮闘中です。これらは、いずれも、この研究会の発足の趣
旨にの沿うものであり、理論と実践の両輪で活動を続けてきました。
そんな折、これらの研究内容や紛争解決の実態をまとめて本にしないかとお
話があり、検討に入りました。しかし、スポーツと法律・税金・保険などの問
題については、これまであまり正面から論じられておらず、先にも述べたとお
り類書も乏しかったこと、また、執筆陣各自が個別の仕事を持っていることな
どから、なかなか作業が進まず、発刊が大幅に遅れてしまいました。
ただ、内容については、実際に相談のあった事例、スポーツ界で表面化して
いる事件などを基礎としており、かなりユニークかつ実践的なものになったの
ではないかと思います。もとより、私たちの未熟さや誤解により、不十分、不
正確を内容もあると思いますが、皆様の叱正を得て、改めていきたいと思って
います。
本書の出版については、民事法研究会の田口信義・田中敦司両氏の熱心かつ
我慢強い励ましがありました。ここに感謝の気持をこめ、ありがとうございま
したと言わせていただきます。
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スポーツ問題研究会　　
編集責任者　　　　　　
桂　充弘　新矢　等
辻口信良　冨島智雄
森谷昌久　山田文男
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スポーツと法律の関係
スポーツと法律はどのような関係があるのでしょうか。

　スポーツと法律
スポーツと法律というと、まず「それ、どのような関係があるので
すか」と聞かれます。2011年にスポーツ基本法ができるまでは、必ず

といってよいほど、そう聞かれました。
わが国では、人々の生活を法律関係としてとらえるのが苦手です。そして、
いまだに自主的に考えて行動せず安易に応諾したり、長いものには巻かれる式
の近代的行動様式が残っています。その結果、法の規定に従い合理的に行動す
る「法の支配」について考えるのが淡泊でもあります。
そのような国民性とも関連し、スポーツと法律は関係ないのではないかと、
長い間多くの人に思われてきました。
しかし、本書の目次をみればスポーツと法律が大いに関係しているとわかり
ますし、現在、全国の約60の大学で「スポーツ法」の講座が開講されています。
「スポーツ法とは何ですか」との質問に対して、私は「ある法がスポーツに関
係すれば、その関係する限度でその法はスポーツ法です」と答えています。
実際には、スポーツ事故での、主として不法行為の分野を切り口として1970
年頃から、アメリカを中心に発達してきたのがスポーツ法です。
日本でも、同じくスポーツ事故の責任や損害賠償請求を扱う不法行為を出発
点として、プロ選手の契約問題、そして近時は無体財産法を含む種々の産業法
などを絡めながら、広い分野でスポーツ法が浸透しつつあります。

　憲法上の「新しい人権」としての「スポーツ権」
スポーツに関する具体的な法律については、Ｑ 4で説明するとして、ここで
は、より基本的な、憲法とスポーツの関係について考えてみます。
スポーツについて、憲法に明文規定はありませんが、スポーツ権は、憲法上
の「新しい人権」です。このことについて、私などは、スポーツ基本法制定以
来、特に強く主張しています。

Q1
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そもそも「新しい人権」については、表現の自由（憲法21条）のように憲法
制定時に明文として掲げられていなくても、その後の社会の進展、状況の変化
などにより保障が要請される「新しい人権」があると説明され、多くの憲法学
者が肯定しています。
「新しい人権」について実際には、その権利の歴史性、普遍性、他の権利と
の関係など種々の要素を考慮して慎重に決定すべきだといわれています。そし
て具体的には、人格権、プライバシー権、環境権、知る権利、日照権、眺望権、
嫌煙権、平和的生存権などが、「新しい人権」だと主張されています。

　スポーツの現代的意義と法 
──個人的意義・国家的意義・国際的意義

憲法上の新しい人権として認められるかどうかは次の基準によるべきです。
すなわち、抽象的でなく、具体的・実質的・現実的に現代社会そして現代社会
に生きる人間にとって必要不可欠なものとして意義づけられるか否か、より理
念的にいえば個人を大切にする現代社会を前提に、憲法13条の根源的価値（個
人の尊重・個人の尊厳）に適合するか否かを基準に考えるべきだと思います。
その観点からスポーツを考えてみると、現代社会においてスポーツには、次
のとおり「個人的」、「国家的」、「国際的」な三つの不可欠で重要な意義があり、
「スポーツ権」は「新しい人権」としてふさわしいと思います。
①　個人的意義としては、スポーツが、その語源としてのデポルターレ（de-
portare）の言葉どおり、楽しい、おもしろい、元気が出る点で人格的生
存に不可欠である点です。逆説的ですが、個人が健康に老いて元気に死ん
でゆくための大切な権利としてのスポーツです。
②　国家的意義としては、統計もありますが、適度なスポーツが国民の健康
維持に役立ち、国家の医療費削減につながる点です。そして、元気な高齢
者によるボランティア活動が行われ、また家族・地域社会で知識・知恵な
どの承継も可能となることで、社会の活力源にもなり宥和的社会に奉仕し
ます。
③　国際的意義としては、平和な社会をめざしこれから徐々に武器を放棄し
てゆく（べき）国際社会の中において、特に若者を通じてのスポーツでの
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スポーツ事故が起こった場合の責任
スポーツ事故が起こった場合、誰にどのような責任を追及できるのでし
ょうか。不法行為や損害賠償など難しい言葉がたくさんでてきてよくわか
りません。

　指導者（顧問、監督など）への請求
指導者は、受講者や生徒に対してスポーツの指導をする義務を負っ
ており、その義務には、安全な環境でスポーツを指導する義務、つま

りスポーツ事故を防止する義務が含まれると考えられています。こうした義務
に違反したことによってスポーツ事故が起きた場合には、事故によって生じた
損害を賠償する義務を負わなければなりません（債務不履行責任。民法415条）。
また、スポーツ事故を防止する義務に違反したことは違法なことであるとし
て、これを不法行為（民法709条）と評価することもできます。不法行為である
とされた場合も、やはり事故によって生じた損害を賠償する義務を負います。
ここで重要なのは、指導者が損害賠償責任を負うのは、スポーツ事故を防止
する義務を怠ったといえる場合のみであるということです。スポーツ事故を防
止するための適切な指導や適切な防止策を講じていた場合には、スポーツ事故
が発生してしまったとしても、損害賠償責任を負いません。

　指導者の雇い主（学校や会社など）への請求
指導者に責任が認められる場合には、その雇い主である学校や会社にも損害
賠償を請求することができる場合があります（使用者責任。民法715条 1 項）。
指導者が属しているのが公立学校の場合には、国家賠償法 1条 1項に基づき、
公立学校を設置する都道府県や市町村に損害賠償を請求することができます。
ただし、公立学校の場合には、指導者本人への請求はできないと解されていま
す。

　大会等の主催者への請求
大会等の主催者は、参加者や参加チーム等との間で、大会に参加する契約を
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締結しており、その契約上、大会を安全に運営する義務を負っています。その
ため、そうした義務を怠ったことでスポーツ事故が起こった場合には、契約上
の義務を怠ったとして損害賠償義務を負うことがあります。

　施設管理者等への請求
スポーツ中の事故が、施設の不備や安全性の不足によって生じたと判断でき
る場合には、その施設の管理者や所有者に対しても損害賠償請求をする余地が
あります。施設の設置者・所有者は、施設の安全を確保する必要がありますか
ら、施設が安全性を欠いていたということになれば責任を負う余地があるので
す（民法717条 1 項本文、国家賠償法 2条 1項）。

　プレー中の事故と加害者本人への請求
スポーツのプレー中に、選手の行為によって事故が起きることもあります。
この場合、加害者となった選手本人が損害賠償責任を負う余地もないわけでは
ありません。
しかし、スポーツは、本来的に多少の危険を含んでいます。そのスポーツの
ルールに照らして社会的に容認される行動であれば、加害者である選手自身は
損害賠償責任を負わないと理解するべきです。たとえば、野球の試合中にラン
ナーが野手に体当たりして靱帯損傷のケガをさせた事例（東京地裁平成元年 8
月31日判決・判時1350号87頁）では、ランナーへの損害賠償請求は認められませ
んでした。
ただし、報道によると、2016年12月、東京地方裁判所において、サッカーの
試合中に相手選手に足を蹴られて骨折したという事案で、相手選手への損害賠
償請求を認める判決がなされており、議論を呼びました（その後、控訴審で和
解が成立しました）。

　損害賠償の範囲
スポーツ事故によって損害賠償責任を負う場合には、次の費用等について賠
償しなければなりません。
①　治療に関係する費用（治療費、入通院付添費等）
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ドーピング規制は誰に適用されるか
ドーピング規制はオリンピック代表選手などの一流選手だけに適用され
るのですか。また、未成年者にも適用されるのですか。

　ドーピングが禁止・規制される理由
ドーピングとは薬物等によって人体内部から運動能力を高めること
をいいます。ドーピングは、自分の走るトラックだけを100ｍから90

ｍに短縮するに等しく、フェアプレーの精神に違反するだけでなく、ファンを
落胆させ競技人気を低下させるという悪影響があることに加え、薬物使用の副
作用としてアスリートの健康が害され、死亡または重い後遺症を負うことも少
なくありません。
そのため、現在、世界的規模でアンチ・ドーピングといわれるドーピング防
止活動が実施され、ドーピングの防止・摘発体制の盤石さはオリンピックやそ
の他の国際スポーツイベントの招致・開催条件ともなっています。

　ドーピングに関する規制の概要
⑴�　世界アンチ・ドーピング機構（WADA）と世界アンチ・ドーピング規
程（WADC）
従前は各競技団体間に統一したアンチ・ドーピング規程はなく、各競技団体
が独自にアンチ・ドーピング活動を行っていましたが、国際レベルのあらゆる
スポーツにおけるアンチ・ドーピング活動を推進・調整するため、1999年に国
際オリンピック委員会（IOC）の主導により世界アンチ・ドーピング機構
（WADA）が設立されました。
WADAは、アンチ・ドーピング活動に関する重要な事項について定める世
界的なルールである世界アンチ・ドーピング規程（WADC）と禁止表（Ｑ69参
照）など 5つの付属ルールを策定し、各国のアンチ・ドーピング機関や国際競
技連盟にモデルルールを提供しています。
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⑵�　日本アンチ・ドーピング機構（JADA）と日本アンチ・ドーピング規程
（JADC）
2001年、日本国内のアンチ・ドーピング活動を推進することを目的として、
日本アンチ・ドーピング機構（JADA）が設立されました。
JADA が策定する日本アンチ・ドーピング規程（JADC）は、日本のアン

チ・ドーピングのためのルールで、WADC と根幹部分を同じくし、日本にお
ける検査機関や不服申立期間、手続を明示しています。
⑶　WADCと JADCには法的拘束力、強制力があるのか
WADAはスイス法に準拠した民間組織ですが、日本も批准しているユネス
コの「スポーツにおけるドーピングの防止に関する国際規約」を通じて、
WADAを中心としたアンチ・ドーピング活動を支援し、教育・啓発を行うこ
とが各国に義務づけられています。
また、スポーツ基本法では、アンチ・ドーピング活動の推進が基本理念とさ
れ（ 2 条）、国が JADA と連携しアンチ・ドーピング活動を支援することが明
記されています（29条）。
WADC は、国際競技連盟のWADC に服する旨の受諾により、JADC は、
国内競技連盟の JADC に服する旨の受諾により、競技者、サポートスタッフ、
競技連盟を法的に拘束します。こうして、アンチ・ドーピング規程は、スポー
ツ界に広く適用され、違反に対する制裁を伴う強制力をもった、いわばスポー
ツ固有の法として機能しています。

　JADA非加盟の国内競技団体のアンチ・ドーピング活動
スポーツ競技団体の多くは、JADA に加盟し、JADC に準拠したドーピン
グ防止規程を定めるなど、JADCをアンチ・ドーピング活動の正式なルールと
して採用しています。
一方で、プロ野球を統括する一般社団法人日本野球機構（NPB）や男子プロ

ゴルフツアートーナメントを統括する一般社団法人日本ゴルフツアー機構
（JGTO）、プロボクシングを統括する一般財団法人日本ボクシングコミッショ
ン（JBC）は、JADAに加盟せず、独自にアンチ・ドーピング活動を行ってい
ます。また、大相撲を統括する公益財団法人日本相撲協会は、JADA に加盟
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