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第 144号では、ロンドンオリンピックの街の

様子や競技会場などを紹介。今回は引き続き、

高松先生にご専門の法律の立場からロンドン

オリンピック大会期間中に実施されたプロボ

ノ・リーガルサービスについて紹介していた

だく。

はじめに
　ロンドン滞在中、イギリスのスポーツ仲
裁機関である SPORT RESOLUTIONS

（スポーツ・レゾリューションズ）を訪問
した。目的は、ロンドンオリンピックおよ
びパラリンピック期間中に実施されたプロ
ボノ・リーガルサービスについて調査・研
究するためであった。
　このロンドンの取り組みについて紹介す
ることは、東京都が 2020 年のオリンピッ
ク・パラリンピック開催都市に立候補して
いるわが国にとっては大変有意義なことで
あると考える。
　そこで、本稿では、大会期間中に実施さ
れたプロボノ・リーガルサービスについて
の認識を広めるべく、その内容を簡潔に紹
介する。

SPORT RESOLUTIONS
　SPORT RESOLUTIONS は、正式名称
を Sports Dispute Resolution Panel Lim-
ited と言い、おもにイギリス国内でのス
ポーツに関する紛争についてスポーツ仲裁
や調停等を実施する機関である。ロンドン
のシティーの西側、セントポール大聖堂の
そばにオフィスがある。
　金融の中心地シティーのそばに位置し

ていることもあり、周囲は近代的なガラ
ス張りのビルや歴史を感じさせる石造
りの重厚な建物が多いなかで、SPORT 
RESOLUTIONS のオフィスはレンガ造
りのコンパクトな建物だが、どことなく趣
を感じさせる雰囲気のある外観であった。
この建物は、地下室を含め全 5 階で、City 
Council からの一棟借りとのことである。
　内部は、決して広いとは言えないが、清
潔感漂う雰囲気で、階段や部屋の壁には、
有名なスポーツ選手やスポーツの名シーン
の写真が飾られていて、スポーツ好きが集
まれば、それらの写真の前で一日中語り合
えるのではないかと思えるような空間で
あった。
　オフィス内には、スポーツ仲裁や調停で
利用される専用の聴聞室がある。聴聞室
は、防音設備が完備されており、SPORT 
RESOLUTIONS による仲裁および調停
手続が行われていないときには、他の機関
等に有償でレンタルされている。

London 2012 Pro Bono Service

の概要
　London 2012 Pro Bono Service（以下、

「プロボノサービス」と言う）とは、ロン
ドンオリンピック・パラリンピック開催期
間中（その前後の一定期間も含む）、オリ
ンピック・パラリンピック参加者のために
提供された無償の法的サービスのことであ
る。
　このプロジェクトは、ロンドンオリンピッ
ク・パラリンピック委員会（LOCOG）の
呼びかけにより、イギリスの弁護士会や

全英スポーツ法協会（BASL）等が組織委
員会を構成し、SPORT RESOLUTIONS
が事務局を担当する形で実現した。
　プロボノサービスの内容を簡単に説明す
ると、2012 年 7 月 9 日～ 9 月 12 日まで
の間、オリンピックまたはパラリンピック
に出場する選手・コーチ・チームスタッ
フ・各国のオリンピック委員会およびパラ
リンピック委員会等より法律相談があった
場合、SPORT RESOLUTIONS が弁護
士事務所や弁護士個人を紹介し、弁護士に
よる無償の法的アドバイスや代理業務を提
供する、というものである。
　SPORT RESOLUTIONS は、何と24時
間体制で相談を受け付けており、オリンピッ
クやパラリンピックに参加するためにロン
ドン滞在中に法的トラブルに巻き込まれた
選手等から連絡があれば、予めプロボノ
サービスに協力するものとして登録されて
いる法律事務所や弁護士個人に連絡をと
る。プロボノサービスの登録メンバーとし
て、全英の 150 人以上の弁護士から応募
があり、そのなかから、17 の法律事務所
と 18 名の弁護士が同サービスの組織委員
会により選ばれたとのことである。
　法律相談の対象となる分野は何もスポー
ツ法の分野だけではない。プロボノサービ
スでは、「General Section」と「Sports 
Advocacy Section」とに分類され、前者
は一般相談部門と言うべき分野、後者はス
ポーツ仲裁や審問手続の代理業務を対象と
する分野である。
　前者の General Section が対象とする
のは、スポーツ法、刑事法、名誉毀損お
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よびプライバシー侵害に関する法、移民
法、差別に関する法、人身傷害に関する法
の 6 分野と幅広いが、一定の例外が設け
てられており、知的財産権や税法等が問
題となるケース、商事上の紛争、イギリ
ス国外で発生した紛争等については対象
外とされている。この分野では、合計 17
の法律事務所が名簿に登録され、SPORT 
RESOLUTIONS からの連絡により常時
相談に応じられる体制がとられていた。
　後者の Sports Advocacy Section が対
象とするのは、CAS（スポーツ仲裁裁判所）
が主催する仲裁や IOC（国際オリンピッ
ク委員会）および IPC（国際パラリンピッ
ク委員会）が主催する審問手続での代理業
務である。こちらの分野では、スポーツ仲
裁等に詳しい 18 名の弁護士が名簿に搭載
され、対応にあたっていた。
　プロボノサービスの存在や内容は、選手た
ちが滞在する選手村等で告知され、申込書
等の必要書類もSPORT RESOLUTIONS
のホームページからダウンロードできるほ
か、選手村のインフォメーションセンター
でも入手できるようになっていた。

London 2012 Pro Bono Service

の実施結果
　このようにプロボノサービスは、対象
期間中、週 7 日・24 時間体制で実施され
た。対象期間は、オリンピック参加者を対
象としたサービスが 2012 年 7 月 9 日～ 8
月 15 日まで、パラリンピック参加者を対
象としたサービスが 2012 年 8 月 20 日～

9 月 12 日までである。
　SPORT RESOLUTIONS が同サービ
ス終了後に発表した結果報告書によれば、
オリンピック期間中の同サービスに対する
問い合わせ件数が 9 件、申込件数が 6 件、
同サービスの実施件数が 6 件であり、他方、
パラリンピック期間中の同サービスに対す
る問い合わせ件数が 2 件、申込件数が 1 件、
同サービスの実施件数が 0 件とのことであ
る。
　以下、実際にどのようなケースがあった
のか、いくつか例を紹介したい。

（1）CASでの仲裁手続の代理業務とし
てプロボノサービスが利用されたケース
【代表選考に関する争い①】
　南アフリカ共和国の馬術競技の選手であ
る A 選手が、南アフリカ馬術連盟（SAEF）
と同国オリンピック委員会（SASCOC）
によるオリンピック代表選考の結果、自己
が代表に選出されなかったことを不服とし
て、CAS に対して仲裁申立を行ったとい
う事案である。
　もともと代表に選出されていた B 選手
より SPORT RESOLUTIONS に対して
相談があり、B 選手はプロボノサービスを
利用して代理人を付け、利害関係人として
CAS の仲裁手続に参加した。
　CAS のパネルは、A 選手が選考基準を
満たすと判断し、結果として、南アフリカ
馬術連盟や同国オリンピック委員会の選考
結果は覆り、B 選手ではなく A 選手が代
表としてオリンピックに出場した。

【代表選考に関する争い②】
　アイルランド共和国のボクシング競技
の選手である C 選手が、国際ボクシング
協会（AIBA）、国際オリンピック委員会

（IOC）および国内オリンピック委員会連
合（ANOC）により組織された 3 者間委
員会によるオリンピック代表選考（C 選手
ではなくモンテネグロ共和国の D 選手を
代表とした）を不服として、CAS に対し
て仲裁申立を行ったという事案である。
　国際ボクシング協会（AIBA）とモンテ
ネグロオリンピック委員会（MOC）より、
SPORT RESOLUTIONS に対して相談
があり、AIBA と MOC はそれぞれプロ
ボノサービスを利用して個別に代理人を付
け、CAS の仲裁手続に参加した。
　CAS のパネルは、管轄権の欠如という
形式的な理由により C 選手の申立てを排
斥したが、加えて、仮に管轄権が存在した
としても C 選手は選考基準を満たさない
とも判断した。

【写真判定をめぐる争い】
　女子トライアスロン競技に参加したス
ウェーデン王国の選手が、ゴール地点の写
真判定の結果 2 位と判定されたことに対
し、撮影された写真が不明確であるとして、
CAS に対し、仲裁申立を行ったという事
案である。
　国際トライアスロン連合より、SPORT 
RESOLUTIONS に対して相談があり、
国際トライアスロン連合はプロボノサービ
スを利用して代理人を付け、CAS の仲裁

SPORT RESOLUTIONSのオフィスビル／赤レンガ造りの瀟洒な建物
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聴聞室内部の様子

聴聞室入口ドアに掲げられた表示板

手続に参加した。
　CAS のパネルは、写真判定については
基本的に現場の審判が判断することであ
り、本件もその裁量の範囲内であるとして、
選手の申立ては認められなかった。

（2）一般的な法律相談に関するケース
【チケットの不正勧誘行為】
　ある国内オリンピック委員会に所属す
る個人が、そのチームに割り当てられた 2
枚のチケットを換金したところ、警察がそ
の個人が不正行為を行ったものと判断し、
その換金して得たお金のほか、チケット 2
枚も没収したという刑事事件に関する事案
である。
　不正な換金行為を行ったとされる個人
が所属する国内オリンピック委員会より
SPORT RESOLUTIONS に対して相談
があり、SPORT RESOLUTIONS から
指名を受けた弁護士がこの個人のために活
動を行った。
　この弁護士が、警察署に行き、事情を説
明したところ、疑いは晴れ、単に友人に対
して正式な価格でチケットを譲り渡しただ
けであるということであった。この個人は、
ロンドンオリンピック組織委員会からも謝
罪を受け、代替チケット 2 枚の交付を受け
たとのことである。

【亡命の申請に関する問い合わせ】
　ある国内オリンピック委員会所属のメン
バーが失踪し、メディアにより英国で亡命
申請を行うのではないかと報じられていた
件に関し、事務弁護士（Solicitor）から、
その申請方法について問い合わせを受け
た。しかし、結果として、プロボノサービ
スに対する申込自体がなされなかったよう
である。

（3）パラリンピックに関するケース
【代表選考についての不服申立】
　ある選手が、国内パラリンピック委員
会によるその選手を代表に選出しない
という選考結果を不服として、SPORT 

RESOLUTIONS に対し、プロボノサー
ビスの利用を求めたところ、その申込自体
が 3 つの理由によって不適合であると判断
された事案である。　
　その理由とは、①代表選考が大会期間前
に既になされていること、②その選手が既
に関連競技についての不服申立手続を経て
いること、③その選手がプロノボサービス
の利用の要件である IPC から認証を受け
た個人ではないこと、が挙げられている。

【クラス分けについての争い】
　パラリンピックの水泳競技の選手が試合
に出場する資格がないと裁定された事案で
ある。
　国内パラリンピック委員会は、選手とそ
の両親に対し、彼らがとるべき選択肢につ
いて説明したものの、両親がプロボノサー
ビスの利用を熱望した。
　その選手はプロボノサービスの利用の
要件である IPC から認証を受けた個人で
あったことから、同サービスの利用が可能
であることおよび申込方法を説明したとこ
ろ、結果的にその選手と両親とは、同サー
ビスを利用しなかった。

おわりに
　SPORT RESOLUTIONS が公表した
プロボノサービスについての報告書には、
同サービスの目的について、「大会参加者
が英国において最大限の力を発揮できるよ
う支援することにより、大会の円滑的運営
及び大会の精神を保護すること」と明記さ
れている。
　そのため、同サービスの運用規則上も

「大会の円滑的運営および大会の精神の保

護」という観点が重視されている。たとえ
ば、法的支援の対象外とする事件として、

「大会の円滑的運営又は大会の価値の維持
にとって有益ではない事件」という例を挙
げている。
　ロンドンオリンピック・パラリンピック
委員会（LOCOG）の呼びかけにより実施
された同サービスの目的が、大会参加者の
人権保護というよりも、「大会の円滑的運
営および大会の精神の保護」にあることは
理解できる。むしろ、参加者の人権救済を
行うことで究極的には大会の円滑的運営お
よび大会の精神を保護することが目的であ
ると言える。
　ただ、実際の運用の場面においては、両
者を明確に峻別することは困難であると思
える。つまり、「大会の円滑的運営および
大会の精神の保護」という目的のもとに、
参加者個人の人権保護の理念が後退するよ
うなことがないように、制度運用上の工夫
が必要であろう。
　本稿では、ロンドンオリンピックおよび
パラリンピック期間中に実施されたプロボ
ノ・リーガルサービスについての認識を広
めるべく、概括的な説明を心懸けたつもり
である。オリンピックおよびパラリンピッ
クを開催するためには何が必要なのか、法
的支援という側面から考える契機になれば
幸いである。
　なお、本稿で挙げた事例を含むプロボノ
サービスの結果報告については、SPORT 
RESOLUTIONS のホームページ（http://
www.sportresolutions.co.uk）にも掲載
されているので、ご興味のある方は是非ご
覧いただきたい。


