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はじめに
　今回は、“商品価値がある”、と言うと身
も蓋もないというか嫌らしいですが、その
ようなスポーツ選手を想定するところから
始めましょう。
　この「商品価値がある」選手は、近年、
数が増えているとともに、裾野が広がって
いる実感があります。つまり、かつては、
プロ野球選手やJリーグ選手、一部のプロ
ゴルファーくらいだったでしょうが、近年
は、それ以外のスポーツ、また、プロ選手
にとどまらず、アマチュア選手にまで広
がっている状況にあると思われます。
　これは、スポーツ選手には、その肖像、
名前、ひいては存在自体に大きな価値があ
る、ということが広く認識されつつあると
いう証左であり、一般論としては喜ばしい
ことと思われます。スポーツ全体の裾野が
広がり、ファンが増えたことの現れとも言
えるでしょう。
　もっとも、メディアや広告代理店との連
絡、交渉、権利関係の処理、契約締結など
非常に煩雑な作業が必要になってきます
が、このような業務を、スポーツ選手が、
個人で、スポーツ選手としての本業とを両
立することは困難でしょう。本番近くに
なって、権利関係のトラブル処理に巻き込
まれるなど、想像もしたくない状況です。
　とはいえ、契約にはいろいろ検討事項が
あり、本業を優先するあまりに、安易に人
任せにしようとして契約を締結してしまう
と、思わぬトラップに陥ってしまうことも

あります。そのひとつが、今回問題にする、
競業避止義務や、他社製品等の使用禁止義
務です。
　今回は、スポーツ選手のかかる義務にス
ポットを当てて、注意すべき事項、問題点
などについて、検討したいと思います。

本稿で問題とする義務について
（1）競業避止義務
　まず、競業避止義務なるものについてご
説明します。
　競業避止義務とは、一般的には、会社・
企業と一定の関係にある者が、その企業と
同種の企業に就業したり、同種の企業を営
むなどの協業関係に立たないようにする義
務を言います。法律で定められている例と
しては、取締役（会社法356条）、支配人（商
法23条）があります。
　この競業避止義務の趣旨は、会社・企業
と一定の関係に立つ者は、会社・企業から
利益、報酬、給与などを得る立場にあるか
ら、その一方で会社・企業の利益を奪った
り、損害を与えたりするのは許されない、
ということにあります。当然のことですね。
スポーツ選手が個人で活動している場合は
あまり問題となりませんが、プロダクショ
ンに所属したり、自身で会社をつくって役
員に就任しているような場合に多く問題と
なります。

（2）当該メーカー以外の製品の使用禁止
義務

　また、スポーツ選手がメーカーと契約し
たときによく見られる、当該メーカー以外
の製品の使用禁止義務（とはあまり言いま
せんが、意味がわかりやすいので、本稿で
はそのようにネーミングしております）も、
メーカー等が選手に対価を支払ったり製品
の供給をしたりするという利益を与える反
面、特定の製品を使用させることを義務付
けるというもので、競業避止義務と同様の
利害関係から導かれるものです。
　それでは、以下で、具体的な場面を考え
てみましょう。

競業・引き抜き等について
（1）具体的なケース
　競業避止義務違反について検討してみま
しょう。よくあるケースとして、移籍や引
き抜き行為について検討してみたいと思い
ます。
　自身の「商品価値」の増大とともに、そ
れを具現化する仕事が増えてきた場合、個
人ですべて対応することはなかなか困難に
なってきますし、税務・経理上の簡便さも
あったりして、既存のプロダクションに所
属したり、会社を立ち上げて役員として就
任するような方法をとることが増えてきま
す。
　これは、一面はプロに任せるという点で
便利なのですが、他方で、報酬の取り分だっ
たりマネジメントのやり方だったりで、会
社と選手との間で争いが生じることもまま
あります。退職したい、移籍したい、在職
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しつつこっそり自身で個人プロダクション
をつくりたい……。
　このような場合、感情に任せて行動する
と、大変なことになりかねません。

（2）取締役の場合
　スポーツ選手自身が会社の取締役になっ
ていた場合を想定しましょう。
　取締役というのは、単なる役職ではなく、
会社に対していろいろな義務を負担してい
ます。忠実義務、善管注意義務、そして、
競業避止義務。いずれも、法律に定められ
ており、競業避止義務を定める会社法356
条は、「自己または第三者のために株式会
社の事業の部類に属する取引をしようとす
るとき」には、株主総会の承認が必要であ
る、として、一定の手続きを経る必要があ
ると制限をかけています。
　つまり、取締役が、自己の会社を設立し
て、同じような業務を行うことは、法律上
の制限があるわけで、これに違反した場合、
契約の効力が問題となるだけでなく、会社
に対して損害賠償責任を負うことがありま
す。

（3）従業員・所属選手の場合
　次に、選手が従業員であったり、会社に
所属するという関係にあったような場合で
すが、選手と会社との契約で、競業避止義
務を定めてあることが多いはずです。契約
条項をよく点検・チェックすることが必要
です。
　また、従業員が退職したら全く自由とい
うわけではありません。多くは、退職後は
他社への移籍を禁じたりする条項が入って
いることがあり、損害賠償責任を負うこと
があります。この点、在職中に他社設立を
企画し、退職後に設立して、従業員を引き
抜いて、顧客名簿や契約内容を利用したよ
うな場合、「もはや自由競争の範囲を逸脱
したと言わざるを得ず、違法の評価を免れ
ない」と、損害賠償責任を認めた裁判例が
あります（東京地裁平成13年 9月 18日
判例）。

広告の競業について
（1）スポーツ選手個人による広告に関す
る契約
　私たちが会場やテレビで観戦している
と、スポーツ選手のユニフォーム、シュー
ズ等の用具に、企業のロゴが入っているこ
とに気づきます（主催者やスタジアムが、
例えば野球場のフェンス等に広告を出して
いるのとは違い、選手個人の話です）。も
ちろん、これは、勝手に付しているのでは
なく、選手個人（もしくは所属プロダクショ
ン）が当該企業と広告・協賛の契約を締結
し、その契約に基づいてロゴを付している
わけです。

（2）広告の競業
　それでは、広告の競業について考えてみ
ましょう。広告契約には、同業他社の広告
に出演したり、広告行為を行うことを禁止
する条項が定められていることが多いで
す。
　ここで問題なのが、性質上、どうしても
禁止行為の内容が曖昧になっていることが
多いことです。例えば、「同業他社の広告
への出演をしてはならない」とアバウトに
定めている場合も多いわけです。さて、こ
れに違反する場合とは、なんぞや。
　ある不動産賃貸の会社の広告に出演した
とします。
　不動産販売や不動産ファンドの会社に出
演するのはどうか。また、テレビや新聞で
はなく、インターネットへの出演はどうか。
出演であっても、広告ではなく、例えば不
動産賃貸業界紙のインタビュアーとなるこ
とはどうか。
　最終的には弁護士に相談して、というこ
とになりますが、事

こと

程
ほど

左
さ よ う

様に曖昧なことが
多いのも事実。事前に、できるだけ契約内
容、特に、禁止の範囲を詰めておくべきで
しょう。例をあげると、同業の範囲、出演
媒体の範囲、期間、絶対にダメか同意を得
れば出演可能か、などなどです。

用具供給契約について
　次に、用具供給契約を考えてみます。広
告契約とほぼ同趣旨なのですが、スポーツ
選手がメーカー等からスポーツ用具の提供
を受け、スポーツ選手がこれを大会等で使
用することを内容とする、用具供給契約が
締結されることあります。多くの場合、契
約期間中は当該企業の商品を用い、他社商
品を用いないことが契約内容となっている
はずで、テレビで放映されるようなメ
ジャースポーツであったり、その選手が上
位にまで食い込み、複数回試合を行うよう
であれば、広告効果は覿

てきめん

面ということにな
ります。
　例えば、ある陸上選手が、あるメーカー

（A社）のシューズを利用する契約を締結
していたとします。ところが、他のメーカー

（N社）から、うちのシューズを使ってく
れという誘いがきた。選手としても、N
社のシューズの性能には興味を抱いてい
た。次の大会はテレビも入らない小さな大
会だし、一度くらいはと、誘いに乗ってし
まう……。といったことも考えられます。
　しかし、前述のとおり、用具供給契約に
は、「他社の製品を用いてはいけない」と
いう趣旨の条項が入っていることが通常で
あり、ときには違約金条項がある場合もあ
ります。
　したがって、かかる選手の行為は、契約
の義務に違反した債務不履行であり、違約
金条項がなくても、損害賠償責任を負うこ
とになり、企業が被った損害を賠償する義
務があります。そして、スポンサー企業と
しては、当該企業は、スポーツ選手に利用
されるということでブランドバリューを得
ることが前提となっており、その機会を潰
されたことになりますので、少なくとも、
N社から得た収益と、それに加えて、上記
ブランドバリューの損失については賠償し
なくてはいけなくなる可能性があります。
これに加えて、気づきにくいのですが、契
約解除ということになれば、当該選手が
フィーチャーされたポップや広告なども破
棄しなければならず、この破棄費用も結構
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な損害額になることがあります。　　

契約にあたっての注意
　契約を締結するにあたっての注意点も考
えてみましょう。
　多くの場合、所属プロダクションまかせ
になってしまうこともあるでしょうが、契
約を締結するにあたっては細心の注意を払
う必要があります。どの商品も性能に大差
がなければ問題ないのでしょうが、他社の
製品の性能が飛躍的に伸びた場合など、ど
うしても別の商品を使用した場合が出てく
ると思います。
　そこで、競業避止義務の程度や違約金額、
契約の期間、契約の更新の有無、他社製品
を利用することの可否（承諾を得れば用い
ることができる場合もあります）、万が一
他社の商品を使用した場合のペナルティ等
について、よく契約内容を確認し、交渉す
るべきでしょう。

最後に
　スポンサーと契約内容について協議した
り、場合によっては交渉したりするのは、
それ自体重荷なことかもしれません。しか
し、安易に契約締結してしまい、後で「話
が違う」となった場合は、何倍もタフな作
業が待っていますし、そちらに労力や時間
を取られてしまい、本業にも影響しかねま
せん。
　ということで、契約の精査・交渉は、“商
品価値がある”選手の必須科目であります。
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第27回日本スポーツ歯科医学
会総会・学術大会
日程／ 6月11日（土）・12日（日）
＊懇親会：11日午後 7時より 
会場／愛知県歯科医師会館（愛知県名
古屋市中区丸の内 3-5-18）
懇親会：名古屋銀行協会内　ホテルオー
クラレストラン（5階）
大会長／後藤滋巳（愛知学院大学歯学
部歯科矯正学講座教授）
テーマ／スポーツ歯学から健康への
メッセージ
内容／特別講演Ⅰ「トップアスリートか
ら学ぶ健康法（仮）」
湯浅景元（中京大学スポーツ科学部教
授）
特別講演Ⅱ「女性アスリートへのヘル
スサポート（仮）」
伊藤加奈子（医療法人アライフサポー
ト・ココカラウィメンズクリニック　院
長）
教育講演「（一社）愛知県歯科医師会の
スポーツ歯科医学への取り組み（仮）」
平岡道郎（（一社）愛知県歯科医師会　
地域保健部Ⅰ（学校歯科保健・スポー
ツ歯科）部員）
シンポジウム、一般口演・ポスター、
認定研修会、認定医アドバンスセミ
ナー、SDHセミナー、DTセミナー、

ランチョンセミナー・その他
参加費事前登録／ 5月6日（金）午後
5時まで
参加費／事前参加登録：会員歯科医師
8,000円、非会員歯科医師 10,000、歯
科衛生士・歯科技工士・その他 4,000円、
学部学生 2,000円
5/6以降参加登録：会員歯科医師
10,000円、非会員歯科医師 12,000、
歯科衛生士・歯科技工士・その他 5,000
円、学部学生 3,000円
懇親会は別途
＊振り込み方法はHP参照
問い合わせ／第 27回日本スポーツ歯
科医学会総会・学術大会 運営事務局
（一財）口腔保健協会コンベンション事
業部内（担当：根津、荒井）
TEL：03-3947-8761　
FAX：03-3947-8873
http://www.kokuhoken.jp/jasd27/

第41回日本運動療法学会
――ロコモティブシンドローム　その
重要性と対策
日程／ 6月18日（土）
会場／国立障害者リハビリテーション
センター
会長／飛松好子（国立障害者リハビリ
テーションセンター病院総長）

内容／特別講演「ロコモティブシンド
ローム――今、必要な理由と対策」中
村耕三（国立障害者リハビリテーショ
ンセンター 総長）
教育講演「ロコモティブシンドローム
の障害化プロセス」岩谷　力（長野保
健医療大学 学長）
「ロコモティブシンドローム対策として
の運動介入の効果と普及啓発の実際」
石橋英明（医療法人一心会 伊奈病院 
整形外科部長）
「ロコモティブシンドロームと障害者」
緒方　徹（国立障害者リハビリテーショ
ンセンター 障害者健康増進・運動医科
学支援センター長）
ランチオンセミナー「大規模地域住民
コホート研究（ROADスタディ）によ
る運動器とロコモティブシンドローム
の疫学エビデンス」
阿久根徹（国立障害者リハビリテーショ
ンセンター病院 副院長）
＊詳細はHP参照
問い合わせ／大会事務局：国立障害者
リハビリテーションセンター
（担当：飛松）
TEL：04-2995-3100（内線 7100） 
FAX：04-2995-0355
運営事務局：株式会社レイ メディカル
プロジェクト内

TEL：03-5767-9100
FAX：03-3766-1351
http://www.jate41.jp/index.html

第2回コア・コントロールセミ
ナー
日程／ 6月27日（金）
時間／午後 6時～ 8時
会場／すみだ産業会館　会議室 5（東
京都墨田区江東橋 3-9-10）
主催／ドリームチーム
内容／今夏、リオ・オリンピックを間
近に控え、陸上界で話題の暑熱対策・
熱中症対策として高速熱交換システム
「コア・コントロール」が注目されてい
る。この「コア・コントロール」につ
いて紹介
定員／ 30名（定員になり次第締切）
受講料／無料
申し込み方法／下記宛に、氏名、所属
団体、連絡先電話番号、メールアドレス、
参加人数を明記し、下記メール宛に申
し込む
問い合わせ／ドリームチーム（代表：
佐藤信幸） 
TEL：080-4002-7373
E-mail：info@dreamteam.jp
http://www.dreamteam.jp/

EventEvent 2

スポーツ法政策研究会
代表幹事／菅原哲朗・キーストーン法律事務所
●入会方法
参加資格／幹事の承認を得たうえで参加してい
ただきます。
年会費／ 5,000円
入会申し込み／会入会希望の旨を下記事務局ま
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
〒 150-0012　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
事務局長／弁護士　西脇威夫（西脇法律事務所）
TEL：03-6450-2953　　FAX：03-6450-2954
E-mail：takeo.nishiwaki@nishiwakilaw.com

※会の詳細はもちろん、入
会申し込みも下記アドレス
からご利用いただけます。

http://sports-law-seisaku.jp/contact.html


