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はじめに
　昨年は、スポーツ選手が指導者からセク
シャルハラスメントを受けたり、体罰を受
けたりするという問題が多く発覚し報道さ
れました。
　本誌、第 150 号（2013 年 5 月号）では、

「スポーツ指導と体罰」（P.45）として、ス
ポーツ指導中の体罰の法的問題を取り上げ
ましたが、今回は、体罰やセクハラが発生
した場合に、競技連盟にどのような対応が
求められるのかという観点から検討をして
みたいと思います。

セクハラ・体罰の法的責任
　まずは、セクハラや体罰が法的にどのよ
うに評価されるのかという点を確認したい
と思います。セクハラは、強要罪や強制わ
いせつ罪、強姦罪等に、体罰は暴行罪や傷
害罪等といった犯罪行為に該当し、セクハ
ラや体罰を行った指導者は被告人として刑
事訴追される可能性があります。
　また、いずれも被害者が民事訴訟を提起
することによって、慰謝料や治療費などの
損害賠償の支払を請求される可能性があり
ます。しかし、こういった法的責任追及は、
競技連盟とは関係なく進められるもので、
セクハラや体罰を行っている指導者であっ
ても、競技連盟の会員としての地位、指導
者としての地位、審判としての地位などは
競技連盟が動かなければ、何の影響も受け
ないことになります。

競技連盟の取るべき対応
　それでは、セクハラや体罰が発生し、そ

のことを競技連盟が把握した場合には、競
技連盟としてどのような対応をするべきな
のでしょうか。
　すでに述べたように、指導者によるセク
ハラや体罰は、犯罪行為に該当する重大な
人権侵害行為です。しかし、指導者資格を
管轄する競技連盟がそういった行為をした
指導者に何の処罰も科さないのであれば、
その指導者は、指導を続けていくことがで
きますし、そうであれば、指導中の体罰や
セクハラも減っていくことは期待できませ
ん。また、セクハラや体罰をしても、指導
者としての地位には何ら影響がなく、指導
を続けていけるのであれば、被害者である
選手は被害を受けないようにするために選
手生活を諦めるか、泣き寝入りをして被害
を受け続けながら選手生活を続けていくの
かという選択を迫られることとなってしま
います。そういったことは絶対に許される
べきことではなく、競技連盟には、選手が
安全・安心な環境のなかでスポーツを続け
ていけるよう、対処する責務があり、セク
ハラや体罰など指導者としての適性を欠く
行動をする指導者に、指導や処分を科すこ
とが期待されます。

そのための準備
　では、競技連盟がセクハラや体罰に毅然
とした態度で挑むためには、どのような準
備が必要なのでしょうか。
　まず、必要なのは、「倫理規定の整備」
です。もし、競技連盟が指導者のセクハラ
や体罰を認識したとしても、それを処罰す
ることができるという競技連盟の手続規定

がなければ、指導者を処罰することはでき
ません。手続規定もないのに処罰をすると、
それぞれのケースによって、処罰の軽重や
手続きが異なってしまう可能性があり、公
平性の点でも問題があるからです。した
がって、どういう行為をしたら、どういう
手続きを経てどういう処罰が科されるかと
いう規定は、あらかじめ、明確に定めてお
く必要があります。
　日本スポーツ仲裁機構（以下、「JSAA」
と言います）の仲裁判断（JSAA-AP- 
2009-001）でも、会議での不規則発言や議
事途中での帰宅を理由に競技連盟が会員を
処罰した事案に対し、「処分対象者の一連
の行為が規約のいかなる条項に違反してい
るか明確に特定しておらず、しかも規約中
にはこれらの行為を明示的に禁ずる条項も
存在しないため、処分対象者の一連の行為
が事実であったとしても、これをもって同
規約に違反すると認めることはできない。」
と判断して競技連盟の処分を取り消してい
ます。ただ、指導者としてふさわしくない
行為をすべて個別具体的に定めておくこと
は不可能なので、たとえば、「指導者とし
ての品位を失うべき行為をしてはならな
い」、「会員は、常に品位を高め連盟の信頼
を維持するように努めなくてはならない」
というような包括的な規定を定め、これに
違反した場合には処分をすることができる
と定めておくことになります。
　また、処罰手続きを進めるに際して、競
技連盟がどの処罰規定に該当するかを処罰
対象者に明示することも必要です。そう
いった根拠規定の明示がなく処分手続きが
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進められた事案（JSAA-AP-2003-001）で、
JSAA は「競技連盟が処分を行う場合に、
最低限、処分の根拠となる規定を示すこと
は不可欠と解すべきであり、（中略）根拠
規定が明確に示されずになされた本件処分
はきわめて不適切と言わなければならな
い。」と指摘しています。
　さらに、処分決定に至るまでの具体的手
続きも明確に倫理規定に定めておく必要が
あります。手続きを決めるに際しては、必
ず処分を決める前に、処分対象者の言い分
を聞く機会を設けることが必要です。これ
を「弁明の機会」と言います。処分対象者
には、処罰対象行為の有無やそれに至る経
緯など、処分対象者なりの言い分がある場
合もあり、処分対象者からそういった経緯
を直接聞く機会をもち、それを検証したう
えで、どの程度の処分を科すのかを決める
ことは手続き上不可欠です。それがなけれ
ば、いわゆる「欠席裁判」となってしまい、
処分対象者にとっては、不意打ちで処分が
決定されることになってしまうからです。
　JSAA においても、「処罰対象行為の事
実の有無を調査するために本人からの事情
聴取を行うなど何らかの弁明の機会を与え
ることは不可欠の手続きである」（JSAA-
AP-2003-001）と指摘しています。この弁
明の機会は、極めて重要なもので、弁明の
機会を与えることなく下された決定は、た
とえ処罰対象行為があったとしても、処分
を決める手続きに重大な欠陥があるとして
取り消される可能性があります。
　また、仮に、処分対象行為が認定された
としても、関係者全員を一括除名するとい
うような大雑把な処分は許されません。処
分を受ける側にとっては、競技連盟から処
分を受けるということは極めて重大な意味
を持つ以上、処罰対象者の処罰対象行為に
対する関与の度合いや立場をひとりひとり
詳細に検証し、その責任や役割の重さに応
じて、個別に処分の軽重を決めるべきだか
らです。責任や関与の度合いに応じて処罰
の内容に軽重をつけることを「比例原則」
と言います。

　JSAA においても、大学のウエイトリ
フティング部の男子部員が大麻取締法違反
で逮捕された際に、男子部の指導者のみな
らず男子部員に対しては直接指導をしてい
なかった女子部の指導者も登録除名という
処分を受けた事案（JSAA-AP-2003-001）
において、「実質的に指導していた者と、
実質的には指導に関与する余地がないのに
形式的に部のコーチと位置づけられている
者に対して、全く同一の処分を行うことは、
比例原則違反の誹りを免れないというべき
である。このような処分の軽重は、処分対
象者の責任、すなわち本件の場合には監督
不行届きの有無・程度を認定した上で判断
されるべきであって、それは処分対象者に
ついての聴取等の手続を通じてはじめて可
能になるのである。」と指摘し、女子部の
指導者に対する競技連盟の処分を取り消し
ています。
　
処分決定に対する不服申立
　競技連盟が指導者等の構成員に対して、
資格停止や剥奪などの処分を科したが、処
分対象者がその処分に対して不服を持って
いる場合、どのような不服申し立て手段が
あり得るのでしょうか。
　まず一つは、不当な処分を行った競技連
盟に対して、慰謝料の支払いなどを求める
民事裁判を起こすことが考えられます。し
かし、処分自体の有効性については、裁判
所に判断してもらうことはできません。過
去に、競技連盟からの処分の有効性を争っ
て民事裁判が提訴された事案で、裁判所は
競技連盟の処分等の無効確認請求について
は団体内部の問題であるとして審理せずに
訴えを却下しています（東京地裁平成 22
年 12 月 1 日）。
　しかし、JSAA では、競技連盟によっ
て下された処分の有効性を審理することが
できます。ここまで、JSAA の仲裁判断
を複数引用してきましたが、JSAA のス
ポーツ仲裁について改めて整理しますと、
スポーツ仲裁は、スポーツに関する法およ
びルールの透明性を高め、健全なスポーツ

の発展に寄与するため、公正中立の地位を
有する仲裁人をもって構成されるスポーツ
仲裁パネルの仲裁により、スポーツ競技ま
たはその運営をめぐる紛争を、迅速に解決
することを目的とした紛争解決手続です。
　審理の対象は、スポーツ競技またはその
運営に関して競技団体またはその機関が
行った決定（競技中になされる審判の判定
は除く）であり、競技者等が申立人として、
競技団体を被申立人としてする仲裁申立て
を対象としています。
　申立料金は 54,000 円です。申し立てが
できる「競技者等」には、スポーツ競技に
おける監督、コーチも含まれるため、セク
ハラや体罰を理由に競技連盟から処罰され
た指導者は、JSAA に不服を申し立てる
ことができます。競技連盟の処分決定に対
して JSAA に不服申立をすることができ
るという規則（これを「自動応諾条項」と
言います）がある競技連盟は、処分対象者
が JSAA に仲裁申し立てをすると、自動
的に JSAA で審理されることが認められ
ます。
　一方、自動応諾条項がない競技連盟で
あっても、訴えがなされた後に、JSAA
での審理を受け入れる旨を明らかにすれ
ば、その事案は JSAA で審理されること
になります。どの競技連盟が自動受諾条項
を定めているかは、競技連盟の規定や
JSAA の ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.
jsaa.jp/）で確認することができます。
　競技連盟が行った決定に対して、JSAA
が取り消すかどうかを決める基準は、以下
のように確立されています。
　「日本においてスポーツ競技を統括する
国内スポーツ連盟については、その運営に
一定の自律性が認められ、その限度におい
て仲裁機関は、国内スポーツ連盟の決定を
尊重しなければならない。
　仲裁機関としては、1）国内スポーツ連
盟の決定がその制定した規則に違反してい
る場合、2）規則には違反していないが著
しく合理性を欠く場合、3）決定に至る手
続に瑕疵がある場合、または 4）国内スポー
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ツ連盟の制定した規則自体が法秩序に違反
し、もしくは著しく合理性を欠く場合にお
いて、それを取り消すことができると解す
べきである」。
　ここに示されているように、JSAA の
判断基準では、基本的には競技連盟の決定
は、尊重されるものとされており、競技連
盟の行った決定が取り消されるのは、競技
連盟自身の規定に反している場合や著しく
合理性を欠いている場合など限定的な場合
であると言えます。

参考事例等
　以上、述べてきたように、セクハラや体
罰は重大な違法行為であり、指導者資格を
管轄する競技連盟がそういった事実を把握
した場合には、問題解決に乗り出すことが

期待されます。しかし、その競技連盟に過
去にそういった処分事案がない場合には、
具体的にどのような処分が適切なのか迷う
こともあるかもしれません。そのような場
合に、参考になる資料としては、JSAA
の仲裁判断事例（JSAA ホームページ

（http://www.jsaa.jp/）で公開）や、国
際連盟の司法委員会などの処分事例も公開
されている場合には、それを参考にするこ
とができます。
　また、『スポーツ権と不祥事処分をめぐ
る実務』（第一東京弁護士会総合法律研究
所　スポーツ法研究部会編著、清文社）」に、
日本の競技連盟で実際に行われた処分事案
が一覧表にまとめてあるので、競技連盟が
セクハラ・体罰を含む不祥事の処分を具体
的に決定するに際して参考になります。
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ただきます。
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で、電話、FAX、E-mailにて申し込み、事務局
から送付する所定の申込書に必要事項を明記し
返送する。

●事務局
〒105-0012　東京都渋谷区広尾一丁目 11番 2
号 アイオス広尾ビル301号室「西脇法律事務所」
事務局長／西脇威夫
TEL：03-6450-2953　　
FAX：03-6450-2954
E-mail：takeo.nishiwaki@nishiwakilaw.com
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レスからご利用いただけます。
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