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1．はじめに
　2012 年 1 月 17 日、Ｊリーグは、Ｊリー
グ クラブライセンス制度の 2013 年からの
導入を正式発表しました。
　クラブライセンス制度とは、Ｊリーグが
定めた 5 分野の審査項目に関し、全 56 項
目に及ぶ基準を設け、同基準を満たすクラ
ブに限り、Ｊリーグに所属できるための資
格を付与するものです。J1 に所属するた
めには、J1 ライセンスを、J2 に所属する
ためには、J2 ライセンスをそれぞれ取得
する必要があります。
　このようなクラブライセンス制度は、
そもそも、ドイツを発祥とし、その後、
UEFA（欧州サッカー連盟）がこれを採
用し、その後、FIFA（国際サッカー連盟）
が採用するに至たっため、現在では、クラ
ブを組織・運営するうえでの国際的な基準
となっています。
　当該制度は、クラブ経営の透明化と健全
化を促すことでリーグ全体の発展を目的と
しています。また、組織運営を世界のグロー
バルスタンダードに合わせることで、海外
のクラブに対する競争力をつけることも、
その目的であると言えます。
　Ｊリーグは、2013 年からの導入に先立
ち、はじめてのライセンス申請の提出期限
を 2012 年 6 月 30 日に設定しました。そ
して、7 月 3 日、Ｊリーグ全 40 クラブ、
および、Ｊリーグ準加盟の「JFL カマター
レ讃岐」、「Ｖ・ファーレン長崎」が、提出

期限までにライセンス申請を終えたことが
発表されました。
　本稿では、運用が開始されたばかりのＪ
リーグ クラブライセンス制度に関し、同ラ
イセンス制度が、Ｊリーグへの新規参入の
条件となっている観点も踏まえ、Ｊリーグ
の既存クラブにとってのガバナンス基準と
なる審査基準の分析を試みました。

2．Ｊリーグ クラブライセンス制度
　Ｊリーグクラブライセンス制度は、全部
で 56 項目の審査基準を持ち、この各項目
に適合しているか否かが審査の対象となり
ます。
　対象となるＪ全 40 クラブとＪリーグへ
の新規参入を目指す準加盟クラブは、毎年
1 回、ライセンス事務局にライセンス申請
を行います。
　申請した後、まず、FIB という第一審
機関が審査を行います。個別に審問を行う
ことも予定しています。FIB のライセン
ス決定により、ライセンス交付拒絶とされ
たクラブは、AB という上訴機関に対し、
異議申し立てする機会が与えられますが、
かかる上訴審でもライセンス交付を拒絶さ
れた場合、そのクラブは、Ｊリーグから除
外され、または、Ｊリーグへの新規参入を
拒否されることとなります。
　審査の対象となる全 56 項目は、Ａ、Ｂ、
Ｃの 3 つの等級に分類され、その重要性に
段階が設けられています。

　まず、Ａ等級基準は、ライセンス申請者
による達成が必須の基準であり、未充足の
場合、制裁は科されないものの、Ｊライセ
ンスの交付拒絶事由を構成するため、厳格
に遵守することが求められます。
　次に、Ｂ等級基準は、ライセンス申請者
による達成が必須の基準であるものの、未
充足の場合、Ｊライセンスの交付拒絶事由
を構成しないものの、制裁が科され得る
ものを言います。制裁としては、1 億円以
下の罰金、15 点を上限とする勝点の減点、
下位ディビジョンへの降格、無観客試合、
Ｊライセンスの取消し等があり、大変厳し
い内容となっています。
　また、Ｃ等級基準は、ライセンス申請者
による達成が推奨されるものであり、将来
において達成が必須のものと改められる可
能性があるものです。未充足の場合でも、
Ｊライセンスの交付拒絶事由にもあたら
ず、制裁も科されないものを言います。
　Ｊリーグ クラブライセンスでは、競技基
準、施設基準、人事体制・組織運営基準、
法務基準、財務基準という、5 つの審査分
野を設け、多方向からクラブの適性を判断
します。以下、各審査基準ごとに、法的な
観点から、具体的な基準とそこで求められ
るクラブの姿を検討します。

3．競技基準
（交付規則第 8条、同運用細則 2-1）
　競技基準のなかでは、クラブに対し、質

No. 37 Ｊリーグ  クラブライセンスに
関する法的分析
──新規参入条件とガバナンスの視点から
西浦善彦  スポーツ法政策研究会、佐藤・西浦法律事務所、弁護士

連載　基礎から学ぶ「スポーツと法」



39Sportsmedicine 2012 NO.143

の高いアカデミープログラムを構築し、選
手のプレーの質を向上させるのみならず、
選手の人格的な成長を支援することを求め
られています。
　具体的には、「育成・普及の理念及び方
針」、「アカデミー選手のための医療面での
サポートに関する説明」等を明記したアカ
デミー申請書を提出するとともに、下部組
織に当たるアカデミーチームの保有に加
え、トップチームでプレーするすべての選
手に対して、Ｊリーグの定めるメディカル
チェックを年に 1 回受診させることがＡ
等級基準として求められています。これら
の基準は、クラブがプレーの質のみならず、
プロ選手からアカデミー選手に至るまです
べての選手のフィジカルコンディションを
把握し、体調管理の責任を果たすことを求
めています。
　また、Ａ等級基準として、プロ選手全員
との間で書面による契約を交わさなければ
ならないと定められております。かかる契
約には、報酬契約も含まれており、事後的
な紛争防止の観点からも有用と考えます。
当然この基準で書面での契約を求めている
以上、書面での契約の他に口約束で交わし
たような契約はなかったものと扱われるで
しょう。そのため、選手もクラブも、合意
事項はすべて契約に盛り込んでおくことが
今まで以上に要求されます。とくに、契約
期間満了前に選手が他のＪクラブに移籍
し、または海外に移籍し、実質的に他のク
ラブの会見や練習に参加するような場合、
どちらのクラブがその選手に対し法的リス
クを負うかといった点は、簡潔なものでも
かまいませんので、クラブ間の合意書面を
作成しておくべきです。
　その他、Ｃ等級基準ではありますが、女子
チームの保有が奨励されています。昨今の
なでしこブームを後押し、女子サッカーを
定着させるという観点から大変好ましいこ
とであり、Ｃ等級として「将来において達成
が必須のものと改められる可能性がある」
以上、クラブにおいてはより積極的に女子
チームを保有することが求められています。

4．施設基準
（交付規則第 9、同運用細則 2-2）
　施設基準においては、安全で快適なスタ
ジアムを保有すること、および、選手に適
切なトレーニング環境を提供することが求
められております。
　具体的には、まず、Ａ等級基準として、
Ｊリーグ公認スタジアムを保有している
か、または、スタジアム所有者との間で、
Ｊリーグ公式戦ホームゲームの 80％にあ
たる試合で当該スタジアムを使用すること
が書面にて合意されていることが求められ
ております。この点は、Ｊリーグへの新規
参入を目指すクラブにとっては、高いハー
ドルとなります。
　2011 年に J2 に昇格したガイナーレ鳥取
を例に挙げると、今年 11 月に米子市に完成
予定の「YAJIN スタジアム」はクラブ所有
のスタジアムであるものの、Ｊリーグ公認
スタジアムではありません。そのため、鳥取
市にある「とりぎんバードスタジアム」な
どのＪリーグ公認スタジアムの所有者との
間で、Ｊリーグ公式試合のホームゲームの
80％にあたる試合を行う旨の施設使用許諾
契約を交わし、かかる書面をライセンス事
務局に提出することが求められています。
　また、同じくＡ等級基準として、スタジ
アムには医務室、救護室を置くことが求め
られています。平成 23 年 8 月 2 日、当時
JFL の松本山雅 FC の選手であった松田
直樹さんが急性心筋梗塞で亡くなった際、
AED の必要性が問われました。本基準で
は、AED の設置までは明文で定められて
いませんが、選手との間の安全配慮義務の
観点からは、医務室、救護室には当然に
AED を設置したうえで、試合中のみなら
ず練習中の選手の突発的な心筋梗塞の状況
に備えることが求められています。そのた
め、これを怠り、選手が死亡しまたは障害
を負ったような場合、クラブに損害賠償責
任が生じることが十分考えられます。
　また、スタジアムおよびスタンドのすべ
ての部分はＪリーグ規約が定める安全基準
に準拠していること、避雷針が設置されて

いること、観客の導線の流れを妨げる障害
物が置かれていないこと等、スタジアムの
安全性の確保が、Ａ等級基準として求めら
れております。これは、近年議論されてい
ますスポーツを見る観客の安全確保の観点
からも極めて重要な基準です。
　仙台地裁平成 23 年 2 月 24 日判決は、
プロ野球観戦中にファウルボールが観客に
直撃し負傷したという事案で、試合の主催
者は「観客に対し、試合中、ファールボー
ル等の危険から観客を守るべき契約上の安
全配慮義務を負っている」と判示しました。
サッカーにおいても観客の身体的安全の確
保は不可欠です。Ｊリーグ規約の定める基
準に則った施設であっても、現場のスタジ
アム管理次第で、クラブは事故の法的責任
を問われる可能性はあります。多くのスタ
ジアムは、ホームタウンの地方公共団体が
所有しています。そのため、スタジアム整
備というハード面は、ホームタウンである
地方公共団体のバックアップが必要不可欠
です。Ｊクラブとホームタウンが肩を組ん
で、スタジアムの安全管理を徹底させ、観
客が安全にサッカーを楽しめる環境を作っ
ていく必要があります。

5．人事体制・組織運営基準
（交付規則第 10章、同運用細則 2-3）
　人事体制・組織運営基準では、まず、Ａ
等級基準として、代表取締役は、会社法の
定めに従い選任されるものとされ、会社法
上の規律に基づくクラブ運営を求めていま
す。また、財務担当、運営担当、セキュリ
ティ担当、広報担当、マーケティング担当
という各担当者は、専門家（財務担当であ
れば公認会計士又は税理士、セキュリティ
担当であれば警察官または警備員としての
証明を有する者）か、またはＪリーグが特
定する課程に参加し、その課程を修了した
者である必要があり、各分野の専門家を配
置して機能的に運営させることが求められ
ています。
　次に、Ａ等級基準として医師（メディカ
ルドクター）および理学療法士を設置する
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ことが求められており、メディカルスタッ
フには、財団法人日本体育連盟公認アスレ
チックトレーナー等の国家資格を保有して
いることが求められています。
　さらにＡ等級基準として、監督、アシス
タントコーチには、JFA の定める有効な
指導者ライセンスを取得した者しか就任で
きないとされ、適切な指導の下、プレーの
みならず、選手の事故の防止まで配慮した
専門知識を有する人員を配置することが求
められています。
　このような人事体制に関し、Ａ等級基準
として上記の職務の者は、すべてその権利
義務を書面により定義させなければならな
いと定められています。とくに、海外クラ
ブにおいて顕著な例として、クラブ側（代
表取締役や強化担当者等）と監督・コーチ
との間で選手選考、基本方針の決定等につ
き問題が顕在化する可能性が比較的高いた
め、指揮、監督権の範囲、すなわち、両者
の責任の所在を明確にしておく必要があり
ます。

6．法務基準
（交付規則第 11章、同運用細則 2-4）
　法務基準においては、Ａ等級基準として、
クラブ間の経営の独立性を確保すべく、他
のクラブの株主の議決権の過半数を有する
ことを禁じ、親子会社化を防止するととも
に、クラブ内の懲戒手続きや行動規則を定
め、これを開示するよう求められています。
　また、Ｃ等級基準ではあるものの、常勤、
非常勤を問わず、法務事項について責任を
有する顧問弁護士を置くことが推奨されて
います。
　このような要請は、クラブの独立性を確
保しつつ、クラブ内のコンプライアンスを
徹底させる目的を有しています。東欧のク
ラブでは、クラブ内での選手に対する暴行
事件が存在するという事例が紹介されてい
ます。今後、Ｊリーグのクラブが、世界で
重要な地位を占めるようになるためには、
コンプライアンスをもっとも重要な視点と
捉える必要があります。

7．財務基準
（交付規則第 12章、同運用細則 2-5）
　財務基準は、Ｊライセンス制度の審査基
準のなかで、もっともシビアな内容となっ
ています。Ａ等級基準として、年次財務諸
表や中間財務諸表の監査を受けることが義
務付けられていますが、3 期連続で当期純
損失を計上した場合や、事業年度末日時
点で債務超過であった場合は、基準を満た
さず、ライセンスの交付が拒絶され、JFL
へ降格することとなります。
　その他、クラブの経済的、財務的能力の
向上とクラブの透明性、信頼性を高め、さ
らには債権者保護を目的としており、選手
や従業員に対する期限経過未払金がないこ
とといった点がＡ等級基準で求められてい
ます。また、予算および予算実績、財務状
況の見通しについて厳格に開示が求められ
ています。

8．最後に
　ヨーロッパでは、1995 年のボスマン判
決以降、人件費が高騰し続け、放送権収入
を大幅に上回る状況となり、FC バルセロ
ナやマンチェスター・ユナイテッドでさえ
も単年度赤字を出していました。この状況
を改善すべく、UEFA は、2011 年、日本
に先立ち、収支赤字のクラブに制裁を課す
という厳しい内容の『ファイナンシャル・
フェアプレー（FFP）』を導入し、大改革
を実行しました。
　J リーグ クラブライセンス制度は、その
UEFA の FFP をさらに上回る厳格な内容
となっています。それだけJリーグの『ファ
イナンシャル・フェアプレー』への決意は
強いのです。
　Ｊリーグ ライセンス交付規則第 4 条は、
ライセンス制度の第一の目的として、日本
サッカーのさらなる水準の向上を掲げてい
ます。すなわち、このライセンス基準は、
クラブの発展、日本サッカーの水準の向上
に資するための、指針となっていることは
確かです。しかし、各クラブは、このライ
センス基準を満たすことをゴールとすべき

ではありません。この基準は、各クラブが
Ｊリーグに新規参入したり、参入後にとど
まるための最低限の基準にすぎないからで
す。Ｊリーグの現場には、サッカーで地域
に笑顔と興奮を届けたいという情熱をもっ
た方たちがいます。
　この指針を一つの参考とし、さらに独自
の運営方針でその先をいくアグレッシブな
試みを、私も胸を熱くし期待しています。
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