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1．はじめに
　スポーツの分野での海外進出は、今では
珍しいものではなくなりました。メジャー
リーグはもとより、サッカーではセリエＡ
やブンデスリーガで活躍する日本人選手が
登場しています。また、決してメジャーで
はない国で活躍している選手も多数存在し
ています。
　日本国内のアマチュア選手にとっても、
海外進出のハードルが低くなっていること
は間違いありません。
　スポーツ選手である以上、より高いレベ
ルでスキルを磨きたい、厳しい環境に身を
置いて自分が通用するか試したいという気
持ちは自然なことでしょう。そのため、留
学という形で海外に出るスポーツ選手も多
く存在し、これからも増加するでしょう。
景気の影響からか、日本から海外に出る留
学生全体の数は減少傾向にあると言われて
いますが、スポーツ留学は、むしろ増加傾
向にあると考えられます。
　留学をするには、直接現地のスクールな
どとやりとりをして契約に至る方法と、日
本国内のあっせん業者を通じて契約に至る
方法が考えられます。
　インターネットで「スポーツ留学」と検
索してみれば、さまざまなサイトがヒット
します。これらの多くは、日本国内の留学
希望者と現地のスクールを結ぶあっせん業
者です。
　このあっせん業者の増加により、言葉の
壁や手続きの煩雑さから、これまで留学に

踏み切れなかった希望者の多くが、海外で
トレーニングができるようになりました。
一方で外務省や消費者庁によれば、留学の
トラブルは増加しているとのことです。
　留学の受入先が具体的に決まっていない
場合や、事前に留学先の学校への入学テス
トが必要となる場合もあります。また、渡
航手続が煩雑な場合もあります。
　利用者が申し込みをすると、留学費用、
渡航費、教材費、あっせん手数料などの費
用を支払うことになりますが、これらは通
常前払いとされます。
　それにもかかわらず、事前の説明が不十
分であったり、途中解約時の返金の処理に
ついての定めが明確でないことが原因とな
り、トラブルになることが多数見受けられ
ます。スポーツ留学でも、実践形式でのト
レーニングが行われるという話だったのに
実際は走り込みばかりであった、設備やグ
ラウンド環境が違う、コーチ陣の内容が違
うなど、当初聞いていた話と違うといった
ケースは考えられます。
　また、現地で怪我をしたため、プログラ
ムの途中で留学を断念せざるを得なくなっ
た場合も考えられます。
　そこで、今回は、今後さらに増加すると
思われる、スポーツ留学にまつわる法律問
題について考えてみたいと思います。

2．留学における実際の裁判例
　スポーツ留学において上記のようなトラ
ブルが生じた場合、利用者はどのような請

求ができ、主催側はどのような責任を負担
するのでしょうか 1）。実際の裁判例を紹介
しながら考えていきたいと思います2）。

1）当初の話と違う場合
　留学のプログラムがスタートしたもの
の、当初聞いている話とは違うという場合
が考えられます。
　利用者としては、当初の約束の内容どお
りの履行を請求することや、損害賠償の請
求を行うことが考えられます。
　この場合、当事者間の契約として、どの
ようなプログラムを提供すべき義務が生じ
ていたのかが問題となり、実際のプログラ
ムがその内容に沿ったものかが判断されま
す。

東京地方裁判所
平成14年12月25日判決
ア　原告が被告との間において、米国内で
被告が主催する5年間の演劇研修を受ける
ことを内容とする契約を締結しました。
　原告は参加費用として500万円を支払
い、留学が始まりましたが、契約内容どお
りのプログラムの提供を受けられなかった
として、11カ月間で寮を退去し、契約を
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1） 海外の法人がスクールを経営している場合、当
然には、日本の法律が適用されず、異なる検討
が必要となりますが、専門的になるため、本稿
では割愛します。

2） 調査の結果、スポーツ留学を直接取り扱った裁
判例は見当たりませんでした。他の分野での裁
判例を参考に検討をします。
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解除しました。そして、被告に対して、債
務不履行や不法行為を理由に損害賠償を請
求した事案です。
　原告の主張は、呼吸法のトレーニングや
ストレッチおよび英書の和訳が行われたの
みで、演劇のレッスンは行われなかったこ
とから、契約違反であるというもので、原
被告間における契約の内容に沿ったプログ
ラムが実施されていたかが問題となりまし
た。
イ　裁判所は、これまでに被告が行った説
明などから、原告が受けたプログラムは、
4年制の正規コースへの準備期間と位置づ
けられるものであると認め、その内容とし
ての呼吸法、ストレッチ、英書の和訳は、
被告の事前の説明と矛盾するものではな
く、また、語学の能力を身につけ西洋文化
に対する理解を深める準備期間が必要であ
ることは原告も理解しているとして、債務
不履行と評価されるような事由は何ら存在
しないと判断し、原告の請求は棄却されま
した。
　この判決では、5年という長期の研修で
あること、研修の内容が、米国で演劇を学
ぶという厳しいものであり、正規のトレー
ニングに入る前に、準備的な研修を行うこ
とも不合理とは認められず、そのため、被
告が行ったプログラムも契約内容に沿った
ものだと判断されました。
ウ　スポーツ留学の場合でも、はじめに
あっせん業者やスクールから説明された内
容と異なるプログラム内容であったという
ことは当然考えられます。
　この判例のように、契約に至る過程や留
学の目的などから当事者間の契約内容を認
定し、スクール側が提供すべきプログラム
の内容が認定され、実施されたプログラム
の内容がそれに沿ったものであったかが判
断されます。
　なお、この裁判例で、裁判所は、留学が
中止に至った理由について、原告が渡米中
の生活に適合できなかったために、自らの
意思で本件研修を中止したとも述べていま
す。異国での生活になじむことができない

ことが、留学中止の理由になることは大い
に予想されることです。
　そのため、留学後の生活に自分が馴染め
るかについても、十分な調査をして慎重に
判断をすることが大切です。

2）途中で中断した場合 3）

　続いて、途中で留学をやめた場合、支払っ
た留学費用の返還を請求できるのか考えて
みましょう。
　すでに実施されたプログラムの費用を返
還してもらうは困難ですが、まだ開始され
る前の研修やトレーニングの費用について
はどうでしょう。

東京地方裁判所
平成21年12月11日判決
ア　ニュージーランドの航空学校に入学手
続きをして、現地で英語研修を受けていた
原告が、その後退学をしたとして、日本に
おいて航空学校の入学・渡航手続きの代行
等をした被告に対し、納入した入学金等諸
費用の全額の返還を請求したという事案で
す。
　原告は被告を通じて航空学校への入学手
続を行い、被告が管理する航空学校名義の
口座に入学金等651万6,000円の振込を行
いました。
　提携する語学学校での2カ月間の英語研
修よって訓練に必要な英語力を習得した後
に、航空学校に正式に就学する予定で渡航
し、実際に2カ月の英語研修が終了しまし
た。
　原告は、英語の実力が不十分であるとし
て英語研修の延長を申し入れましたが、そ
の後、学校に縛られずに勉強したり働いた
りしたいなどとして、航空学校への入学辞
退を申し入れました。
　そこで、すでに納めた入学金等の返還を
求めることができるかが問題となりまし
た。
イ　裁判所は、原告が、航空学校に入校し

て訓練課程に進むことを自ら断念したと認
定しつつ、航空学校に入校して訓練してい
ないのであるから、入校後にかかる費用相
当分については費用を実際に受領した被告
にとって法律上の原因がない受益と認めら
れるとして、返還を認めました。
　被告は、航空学校とは別法人であり、代
行をしたにすぎないので、原告に対して返
還する義務を負担するのは航空学校である
と主張しましたが、被告と航空学校との間
で提携契約が存在すること、航空学校と被
告との関係や航空学校が受けた利益の詳細
について原告に主張立証を求めるのは困難
であるとして、原告の請求を認めました。
なお、今回の契約には、中途で訓練を中止
しても納入金返還請求をしないとの誓約が
定められていました。
　裁判所は、このような合意も無効ではな
いとしつつ、学生の自覚を促し、あらかじ
め学校側にも相当な経費がかかることか
ら、納入金全額の返還まではできないこと
を確認するものであると判断し、未使用の
経費相当額 4）については、返還を認める
ことができるとして、原告の請求を認めま
した。
ウ　スポーツ留学であっても、途中でプロ
グラムを中断せざるを得ない場合は考えら
れます。
　この裁判例のように、使用されなかった
費用については、返還を求めることが可能
ですが、支払った費用のうち、どの部分が
未使用の費用か、あっせん業者に返還を求
めるのか現地のスクールに返還を求めるの
かなど、争いが生じることが予想されます。
したがって、返金の内容など明確に契約書
に定めておくことが大切です。

3）留学プログラム運営者側の事情により
留学ができない場合
　留学サービス提供者側のミスで留学がで
きなかった場合について、利用者はどのよ
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3） 支払済学費の返還については、最判平成 18年
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4） 原告が支払った金額のうち、航空学校入学後の
費用相当分であり、かつ、実際に被告が受領し
た部分に限って返還が認められました。
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うな請求できるでしょうか。

東京地方裁判所
平成17年4月12日判決
ア　海外留学プログラムを運営している被
告との間で、ビジネスインターン 5）およ
びこれに伴うサービスの提供を受ける契約
を締結した原告が、被告の調査や指導が不
十分であったため留学ができなかったとし
て損害賠償を求めた事案です。
　原告は、被告との間で契約を締結し、研
修先としてアイルランド国内の会社が決定
されたため、被告に対して参加費用を支払
いました。
　英国経由でアイルランドに入国すること
となっていましたが、被告は、英国での入
国審査に際し「インターンシップ」などの
言葉を使わないことや、「アイルランドに
行くためにここで乗り換える」と答えるよ
う指示し、原告が「観光」と答えるべきか
と尋ねたところ、相づちを打ったと認定さ
れています。
　原告は、英国での入国審査に際し、「ア
イルランドに行くために乗り換える」と回
答し、さらにアイルランドへの入国目的に
ついて「観光」と答えたところ、入国を拒
否され、留学できませんでした。そこで、
入国に関する被告の指導に誤りがあるかと
いう点が問題となりました。
イ　裁判所は、海外留学プログラムを行い、
しかもインターンシップとの言葉を使用し
ないように案内していた以上、被告は、利
用者に対して、具体的な回答内容の指導を
する義務があり、この義務に違反したと認
定されました。
　そして、実際に発生した金銭的損害のみ
ならず、精神的損害についても賠償が認め
られました。
ウ　スポーツ留学でも、業者側のミスで留
学ができないという事態が生じることは考
えられます。この裁判例のように、業者側
の責任を問うことができますが、留学がで
きなかったという不利益を被るのは自分自
身です。したがって、入国の手続など、業

者に任せっきりにしてしまうのではなく、
自分でも調査することが非常に大切です。

３．消費者契約法との関係
　続いて、消費者契約法の適用についてご
説明いたします。留学についての契約にも
消費者契約法の適用が認められ、利用者の
救済が図られています。

1）	業者が、契約を締結するに際し、重要な
事項について事実と異なることを告げ、
これにより利用者が誤認をした場合や、
業者が利用者の利益となることを伝え
ながら、不利益となる事実を故意に伝
えなかったことにより、利用者が不利
益な事実が存在しないと誤認したとき
は、利用者は契約を取り消すことがで
きます（消費者契約法４条）。
　　そのため、たとえばあっせん業者の説
明の内容が、強豪チームでの練習や試
合が可能であるとか、某コーチの指導
を受けられるとの説明を受けたが、実
際には、留学生同士での練習しか行わ
れなかったり、同コーチの指導がない
場合には、本条により、契約を取り消
すことができます。
2）	業者の不法行為や債務不履行の場合で
あっても損害賠償の責任を免除する条
項が規定されている場合がありますが、
そのような特約は無効とされます（消
費者契約法８条）。
　　たとえば、契約書のなかで、「留学中
に生じた損害の一切については、当社
はその賠償の責任を負いません。」と
いった文言があっても、そのような特
約の効力は否定されます。
　　したがって、損害について、業者の責
任が認められれば、損害賠償が認めら
れます。
3）	契約の解除に伴い、利用者が負担する損

害賠償の額や違約金の額を定める条項
であって、その金額が事業者に生じる
平均的な損害額をこえる場合は、その
超過部分についての合意は無効となり
ます（消費者契約法９条）。
　　たとえば、「途中解約の場合には一切
の返金に応じません」とか、「解約手数
料として○％を頂いた上で、納入され
た金額の残額を返金します」といった
合意がなされる場合があります。この
返金されない部分は、事業者の損害を
賠償するための規定であると考えられ
ています。
　　この合意自体が無効となるわけではあ
りませんが、同種の事案で類型的に考
えられる平均的な損害額を上回る部分
については、無効とされ、返金が認め
られることになります。

4．最後に
　以上、みてきたとおり、当初の話と違う
場合や、留学を中断する場合に、業者や主
催者側に何らかの金銭の請求をすることは
可能です。また、消費者契約法に基づく一
定の救済も可能ではあります。
　しかしながら、契約書に明確な定めがな
い場合には、契約にいたる事情や留学の目
的から、契約の内容すなわち業者側が負担
すべき義務の内容が認定されることになり
ます。しかもその内容を裁判上主張するの
は、賠償等を求める利用者側の責任となる
ため、その負担は決して小さいものではあ
りません。
　そのため、利用者としては、トラブルを
事前に防止するために、合意の内容が明確
か（たとえばプログラムの内容、途中で終
了した場合の返金方法、留学のための手続
など）、また、その内容が書面化されてい
るかといった点に気をつけて業者や留学先
などを選択しなければなりません。
　また、業者に任せきりにするのではなく、
自分でもさまざまな情報源を利用して調査
し、知識や判断力を身につけることが非常
に大切となります。

5） ビジネスインターンは、海外のさまざまな企業・
団体で現地のスタッフと共に実務に携わり、実
用的な語学力と国際感覚を養成するプログラム
です。


