
38 Sportsmedicine 2012 NO.142

1．はじめに
　ロンドンオリンピックの開幕が間近に
迫っておりますが、その放送権は高額で取
引されています。ロンドンオリンピックに
ついては、2010年のバンクーバー冬季オ
リンピックとセットで、ジャパンコンソー
シアムi）が325億円で購入したと報道され
ています。また、次期開催予定のソチオリ
ンピック（冬季）とリオデジャネイロオリ
ンピックの放送権については、ジャパンコ
ンソーシアムが360億円で購入したと報
道されています。
　オリンピック以外のスポーツイベントで
は、サッカーのワールドカップの放送権な
ども高額で取引されています。
　今回は、スポーツの放送権について、触
れてみたいと思います。

2．スポーツの放送権とは
（1）知的財産権か？
　かつての著作権法 ii）には「放送権」（著
作物を放送する権利）という権利が規定さ
れていました。現在、この放送権は、公衆
送信権（著作権法23条）の一態様として
形を変えて規定されています。また、現行
の著作権法92条に、実演家の著作隣接権
の一つに「放送権」（実演を放送する権利）
が規定されています。
　とすると、スポーツの放送権というのは、
著作権法が根拠になるのではないかと考え
てしまいますが、これは誤りです。
①スポーツと著作権
　まず、スポーツが著作物と言えるかが問
題です。「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2条1項1号）。
スポーツは、身体活動であって、思想や感
情を創作的に表現するものではありません
ので、著作物とは言えません。それゆえ、
著作物を放送するという放送権（公衆送信
権）はあてはまりません。
②スポーツと実演家の著作隣接権
　次に、スポーツ選手が実演家にあたると
言えるかです。「実演」とは、「著作物を、
演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演
し、朗詠し、又はその他方法により演ずる
こと（これらに類する行為で、著作物を演
じないが芸能的な性質を有するものを含
む）」と定義されています（著作権法2条
1項 3号）。おおよそ、ほとんどのスポー
ツは、著作物を演じるものではなく、それ
に類する行為で芸能的な性質を有するもの
とは言えないと思います。微妙になってく
るのが、振付や芸術点も加味されるフィ
ギュアスケートやシンクロナイズドスイミ
ングでしょうか。この点、ショーなどで披
露する場合は、芸能的性質を帯びてきます
が、オリンピックなど競技大会で行う演技
は競技そのものであり、芸能的性質を有し
ないと考えます。そうすると、オリンピッ
クなどの競技大会において、スポーツ選手
は、実演を行うものではなく、実演家にあ
たらないため、実演家の著作隣接権を有す
るものではありません。
　以上からすれば、スポーツやスポーツ選
手が純粋にスポーツを行う場面では、著作
権法の保護が及ばないことがわかります。
　他の知的財産法を見渡しても、スポーツ
の放送権の根拠となる権利は見あたりませ
ん。
　知的財産法に根拠があるのとないのとで

は、権利侵害の場面で、雲泥の差がありま
す。すなわち、知的財産法に規定された権
利であれば、第三者に無断で利用された場
合、裁判所に侵害行為の差止めや損害賠償
請求を求めることができます。これに対し
て、知的財産法に根拠がなければ、原則と
してこのような強い侵害排除は認められま
せん。

（2）スポーツの放送権の根拠
　スポーツの放送権が、知的財産法を根拠
としないとすると、どのように保護される
のでしょうか。
　この点、施設管理権を根拠とする見解が
多数説のようです。その理由としては、ス
ポーツを放送するためには、スタジアムな
ど競技場の中に機材を持ち込む必要があ
り、その可否を決める根拠が施設の管理権
であるというもの。究極的にはそこに辿り
着くのだろうと思いますが、たとえば、東
京ドームの所有者が、東京ドームで行われ
るスポーツを放送する権利を主張できるか
と言えば、そうではないはずです。
　スポーツの放送権の実質的な根拠として
は、それぞれのスポーツ団体が定める規約
が根拠となるものと考えます。オリンピッ
クにおいては、オリンピック憲章の1章
7条で放送権が国際オリンピック委員会
（IOC）に帰属することが定められていま
す。FIFAワールドカップにおいては、国
際サッカー連盟の定款74条に放送権の帰
属が定められています。日本において、プ
ロ野球では野球協約44条で、球団がホー
ムゲームの放送権を有すること、Jリーグ
ではJリーグ規約127条で Jリーグが放
送権を有することが規定されています。
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　このような定款や規約といったものは、
その組織に属するメンバーにのみ効力を有
するものです。これらメンバーは、定款や
規約を遵守すること約束して、その競技団
体のメンバーになっていることからすれ
ば、スポーツの放送権の根拠は、当事者間
（競技団体内部）の合意にあるのだろうと
思います。

（3）当事者間の合意による権利
　当事者間（競技団体内部）の合意による
権利、要するに債権（契約当事者の一方が
相手方に対して、契約で決めた行為を要求
する権利）にすぎません。法的に言えば、
債権でしかないスポーツの放送権は、当事
者ではない競技団体外の放送事業者に主張
することはできません。
　しかしながら、スポーツの競技団体は、
その傘下で行われるスポーツを管理し、ス
タジアムの施設管理権を押さえることで、
事実上、排他的な状況（第三者が勝手に放
送し難い状況）をつくり出すことで、スポー
ツを放送するという事実行為をあたかも権
利として、当事者ではない放送事業者に販
売しているのです。
　このように実体法上根拠のない債権的な
権利は、スポーツの放送権に特有なことで
はありません。スポーツ興行権、スポンサー
シップ権なども、同じような仕組みで成り
立っているのです。
　競技団体内部で定められた放送権者から
放送事業者がスポーツの放送権を購入する
ことも契約でしかなく、放送事業者が購入
した放送権というのは、当該放送権者が放
送事業者に対し、スポーツを放送させると
いう債権になります。このような債権は、
契約当事者間で生ずる権利に過ぎず、第三
者にその権利の存在はわかりません。この
ため、第三者が債権を侵害する場合は限定
的に解されています。
　たとえば、スタジアム外から高性能のカ
メラで、スポーツを中継する行為は放送権
を侵害するのでしょうか。このような行為
は、スタジアムの施設管理権も侵害してお

らず、放送権を獲得した放送事業者の放送
を直接邪魔するものでもありません。この
ような行為が債権侵害の不法行為が成立す
る場合として、第三者が放送権（債権）の
存在を知っていて、これを害する意思が必
要で、侵害の程度が著しい（違法性が高い）
ことが必要と解されています。そして、不
法行為が成立したとしても差止は認められ
ず、損害賠償のみが認められます。

3．スポーツを見る権利
（1）スポーツ基本法とスポーツ権
　少し話の視点を変えましょう。スポー
ツの放送権がこのまま高騰を続ければ、
NHKはともかく、無料の民間放送（地上
波）では見られなくなるおそれがあります。
ご承知のとおり、地上波の民間放送事業者
は、視聴料から成り立っているのではなく、
CM放送枠の販売、要するにスポンサー収
入で成り立っています。昨今の不況のあお
りを受けて、民間放送事業者のスポンサー
収入が減っているなか、高額の放送権料を
捻出し続けるのは難しいであろうことは察
しがつきます。
　そうなるとどのようなことが起きるかと
言えば、無料の地上波放送から有料放送へ
と移行することになります。なぜなら、有
料の放送事業者は、高額な放送権料を視聴
料に転嫁して、視聴者から回収することが
可能だからです。
　1992年に創設されたイギリスのプレミ
アリーグは、同年、メディア王と言われた
ルパート・マードック氏のBスカイB（衛
星放送）が独占放送権を約72億円で購入
する形で始まり、その後もBスカイBが
高額な放送権料を支払い、独占放送権を維
持した例があります。
　このような形で、有料放送にスポーツが
独占されるようになると、その放送事業者
にお金を支払わなければ、オリンピックや
サッカーのワールドカップなど世界規模の
スポーツイベントを見ることができなくな
ります。有り体に言えば、お金のない人は、
スポーツをテレビで観戦することができな

くなってしまいます。
　2011年 8月に施行されたスポーツ基本
法は、その前文で、「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」であるとスポーツ権がすべての
人々に認められることを確認しました。こ
のスポーツ権は、する人のみならず、見る
人・支える人にも実現されるべきものであ
ることが、同じく前文で確認されています。
もっとも、スポーツ基本法は具体的な権利
を定めたものではありませんので、この前
文の規定を根拠としてスポーツ権を主張で
きるものではありません。
　しかし、法律にも明記されるようになっ
たことから、見る人のスポーツ権という観
点から、世界的なスポーツイベントを容易
に観戦できないようになってしまうことは
果たして歓迎されるべきことでしょうか。

（2）見る人のスポーツ権とは？
　ところで、スポーツを見る人のスポーツ
権とは、どのようなものでしょうか。単な
る娯楽ではないかと考える方もいらっしゃ
ると思います。
　しかしながら、3.11直後のなでしこジャ
パンのワールドカップ優勝は、単に娯楽を
もたらしただけではないことは明らかで
す。スポーツは、幸福な生活を営むために
不可欠な多様な価値（勇気、感動など）が
あり、それは見ることを通じても得られる
ものです。
　こうしたことを考えると、見る人のス
ポーツ権というのもあながち無視できるも
のではないように思います。
　イギリスの例ですが、ユニバーサル・ア
クセス権という国民的なスポーツイベント
を無料視聴する権利が認められています。
上記のBスカイBが、プレミアリーグを
はじめ、テニスやクリケットなどスポーツ
の独占放送権を次々と獲得し、お金を払わ
なければ、国民的に人気のあるスポーツを
見ることができないという事態が生じつつ
あったため、放送法が改正され、オリンピッ
クやサッカーワールドカップなど社会的に
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 i）NHKと一般社団法人日本民間放送連盟に
加盟する民放各社で構成される組織で、オリン
ピックやサッカーワールドカップの日本におけ
る放送権を一括購入し、番組を共同制作し、放
送する団体。
 i i）平成 10年 1月 1日施行の著作権法により改
正

影響が大きく、公共性の高いスポーツイベ
ントの無料視聴を可能としたものです。
　また、欧州連合（EU）においては、
1997年に「国境のないテレビ放送に関す
る指令」を改正し、加盟国各国の国民に
とって重要なイベントが、有料放送事業者
によって独占されることのないように規制
することを義務づけられました。
　これらは、まさに見る人のスポーツ権を
保護する例と言っていいように思います。
　ただ、こうした規制は、スポーツ団体や
民間放送事業者の経済活動を抑制するもの
であり、バランスのとれた規制を考える必
要もあるでしょう。

3．おわりに
　日本では、オリンピックやサッカーワー
ルドカップはともかく、それ以外のスポー
ツを地上波で見かけることが少なくなりま
した。とくに毎日のように放送していたプ
ロ野球中継がほとんど地上波から姿を消し
ています。他のスポーツ（Jリーグやラグ
ビー等）も同じような状況です。これらの
放送は、現在、地上波からBS・CS放送

に移行していると言ってよいと思います。
放送権料の高騰が原因ではありませんが、
日本でも、お金を払わないと、スポーツが
視聴できない時代に入ってきています。
　現在、テレビの多チャンネル化が進み、
スポーツ以外にも多様なコンテンツがあふ
れています。また、スポーツのなかでも、
MLBやプレミアリーグなど海外の一流ス
ポーツを容易に視聴できる状況にありま
す。日本のスポーツも海外のスポーツに負
けないよう継続して努力すべきことは言う
までもありませんが、スポーツを見ること
のできる環境を整えることも、スポーツの
発展には重要だと考えます。将来、スポー
ツの担い手を育てるという観点から重要な
ことだと思います。
　1960年代、「巨人・大鵬・卵焼き」とい
う流行語が生まれた頃、人々は皆、テレビ
のなかの「巨人」や「大鵬」に胸を熱く
し、自分たちが生活していくうえで勇気を
もらっていたと聞きます。筆者の子どもの
頃は、王選手の活躍に勇気をもらいました。
あれから数十年が経過しましたが、現在の
スポーツにも、あの頃に負けない魅力があ

■『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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るはずです。
　スポーツを見ることは単なる娯楽ではあ
りません。スポーツには幸福で豊かな生活
を送るための多様な価値があり、スポーツ
を見ることを通じても、これらを得ること
ができるのです。
　スポーツ基本法の制定を契機に、見る人
のスポーツ権という観点も踏まえて、ス
ポーツ放送のあり方を考えるべき岐路にさ
しかかっているように思います。
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