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　今回は最近のスポーツに関するいくつか
の記事について、法的な観点から、検討し
てみます。
　
1．2016年 8月、全国高校サッカー選手権の

予選にあたる大阪大会に、シード校として出

場する予定であった私立O高校のサッカー部

顧問が開会式の日程を間違え、開会式を欠席

した。高体連は、開会式に 7人以上の出席が

なければ棄権とする「開会式要項」に基づき、

大会参加を認めなかった。保護者会が救済を

求める嘆願書を高体連に出していたが、受け

入れらなかった。「開会式要項」には、「7人

以上の出席がなければ棄権扱いとする」と明

記されており、6月に行われた大会の抽選会

でも、その旨の説明があったという。日程を

間違えたのは、顧問であって、「選手たちに罪

はない」というのが、保護者会が救済を求め

た理由である。（2016年 9月 10日朝日新聞）

　7 人以上の出席を必要とする「開会式要
項」は、儀式優先の前時代的な規定ではな
いかという考える人もいるかもしれません
が、参加校全部が一堂に会するという開会
式の重要さ、試合を優先して、開会式に欠
席する行為を防ぐ趣旨等から、この規定自
体は意味があると解すべきです。
　この記事を読んでの疑問は、選手たちは、
大会の要項や開会式の日程を知らなかった
のか、ということです。
 　現行の学習指導要領は、「生徒の自主的、
自発的な参加により行われる部活動につい
ては，スポーツや文化及び科学等に親しま
せ、学習意欲の向上や責任感，連帯感の涵
養等に資するものであり、学校教育の一環
として、教育課程との関連が図られるよう
留意すること」と定めています。すなわち、

部活動は「生徒の自主的、自発的な参加」
により、行うものとしているのです。
　多くの運動部は、全国大会への出場をめ
ざして、地域予選を勝ち抜くために、日々
の練習を行っています。その目標のために、
コンディションを整え、練習方法を工夫し、
戦略・戦術を考えているのです。運動部活
動が「生徒の自主的、自発的な参加」によ
り行うには、選手たちが、自主的に大会日
程を把握し、コンディションを整えていくこ
とは当然のことですし、ルールや大会要項
にも関心をもち、知っていてしかるべきでは
ないでしょうか。なにごとも、顧問任せで
あったとすれば、そこには、自主的・自発
的な部活動はなく、そのことこそ、問題と言
わざるを得ないのです。

2．2016年 11月、公益財団法人日本高校野

球連盟（高野連）は、春夏の甲子園大会前に

ある甲子園練習への女子部員の参加について、

ヘルメット着用を義務づけるなどの安全対策

をとった上で、球場内の人工芝部分に限って

活動を認めるとした。

 （2016年 11月 26日朝日新聞）

　この問題は、同年 8 月、夏の甲子園のノッ
クの練習補助をしていた大分高校の女子マ
ネージャーが大会役員からに練習への参加
を制止されたことについて、日ごろ部員とし
て練習に参加している女子を排除するもの
であるとの批判があり、事の是非が議論さ
れていました。
　公益財団法人日本学生野球協会は、大学
野球および高等学校野球の組織、活動およ
び運用の基準として日本学生野球憲章を定
めています。学生野球憲章は、女子選手の
参加を排除しておらず、東京六大学の試合

に、女子選手が登板したことがあります。
　これに対し、高野連は、学生野球憲章の
特則として、高校野球の参加選手は、「その
学校に在学する男子生徒」として、女子選
手を認めていません。今回、活動を認める
とした甲子園の人工芝部分は、一塁と三塁
のベンチ前から外野付近で、ボールが行き
交う本塁付近やフェアグランドは従来どお
り危険防止のため、女子部員は練習に参加
できないとしています。
　同新聞は、学校事故等の調査等を行って
いる日本スポーツ振興センターによれば、
2017 年度までの 5 年間に、高校の野球部

（軟式を含む）で、ケガによる災害共済給付
があったのは計 83 件、そのうち女子が 7 件
と報道しています。そして、その女子の大
半がマネージャーであったとしています。
事故の態様としては、「トス打撃の練習で打
ち返した球が眼球に当たった」「マシンに球
入れをしていた際、安全ネットのすき間か
ら打球が飛び込んだ」などとしています。
　甲子園ではなく、日頃の練習や練習試合
に、女子部員が参加していることはあるよ
うですが、高野連は、女子部員が公式戦に
出場することを認めていませんでした。そ
して、女子マネージャーの存在は、男女の
役割分担を固定化するとの批判があります。
　高野連は、1966 年、女子部員が記録員と
して、ベンチ入りを認めています。高井昌
史は、この決定の背景として、サッカー人
気の隆盛と高校野球の人気の低落に対する
危機感があり、女子を高校野球に取り組む

「男の論理」が貫徹されていると指摘してい
ます（『女子マネージャーの誕生とメディア』
ミネルヴァ書房）。
　「部員が少ないチームにとっては女子部員
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も貴重な戦力」「チームを支えてきたマネー
ジャーもグラウンドに立たせてあげたい」な
どとする意見を尊重し、女子部員の安全策
を講じて、参加を認めたとする今回の決定
もまた、「男の論理」を貫徹しているとみる
ことができます。
　上記の事故例 83 件のうち、女子が 7 件
というのが、女子に事故を多いのかはさら
なる検証が必要です。練習等に参加してい
る女子の割合、女子がボールの捕球等、練
習の補助作業に従事しているということは、
男子より、ノック等ボールが多数行き交う
場面にいるということが多かったのではな
いか、などです。また、安全ネットのすき間
から打球が飛び込む事故などは、男子にとっ
ても危険な事案です。
　ことさら、女子部員の安全を強調するの
ではなく、危険なのであれば、男子にも同
様の安全策を配慮すべきことと思われます。  
                                       
3．2016年 9月、千葉ロッテマリーンズの

本拠地の命名権（ネーミングライツ）を取得

していたテレビ通販会社「QVCジャパン」が、

千葉市との間で締結していた 2020年 11月末

までの 10年間、毎年、2億 7500万円を支払

う契約の解除を申し入れていた問題で、QVC

が市と球団に合計金 3億 3000万円の違約金

を支払うことで、合意した。

 （2016年 9月 28日　東京新聞）

　QVC は、「社の知名度を上げ、地域との
つながりを強化するという当初の目的を思い
のほか早く達成することができた」と解除
の理由を説明しているのに対し、千葉市は
中途解約を想定していなかったとしている
ことからすると、この命名権契約には中途
解約条項の定めがなかったようです。
　命名権契約は、スポーツ大会の冠スポン
サーや、特定のスポーツ施設などの公共施
設の名称に付する権利を対価をもって取得
する契約です。スポーツの試合がメディア
で報道される都度、命名権をもつ企業名も
露出するので、極めて費用対効果が高く、
広く利用されているビジネスの形態です。
　命名権が付与された施設の名称が頻繁に

変更されることは、ファンの愛着、施設利
用者の便益に欠けることになるので、長期
であることが望ましい反面、命名権を取得
した企業が不祥事を起こした場合には、施
設にとって、イメージダウンとなることもあ
ります。
　西武ドームの命名権を取得したグッド
ウィルは、2007 年、違法派遣で業務停止と
なり、それに伴い、契約が解除されたこと
があります。その後、グッドウィルは倒産し
ました。
　契約を円滑に解除するためには、不祥事
を起こした場合の解除事由を定めておく必
要があります。解除にともない、違約金を
支払わなければならないとする定めも必要
です。ただ、違約金の定めは、違約金を支
払うことにより、契約から離脱できることに
なりかねないので、どのような定め方をする
のかも難しいところです。違約金の定め以
外に、損害賠償の規定を定めることがあり
ますが、損害額について具体的な定めをし
ていないと、損害額に関する紛争が長期化
する可能性もあります。
　QVC の場合は、千葉市側が、解除の無
効を主張し、残存期間（4 年間）、合計 11
億円の使用料の請求をしていくという選択
肢もあったかもしれません。ただ、その場
合、QVC の名称の使用を続ける必要があ
り、イメージダウンとなるし、新たな命名権
者との契約もできないことになります。また、
解除された場合には、スタジアムの名称が
付された看板・案内板等やパンフレット・
チラシ類から命名権者の表示を撤去・削除
する必要があり、その費用も生じます。
　千葉市側は、QVCとの違約金の支払い
の合意に至る間に、新たな命名権取得の公
募を行い、11月、通販サイト「ZOZOTOWN

（ゾゾタウン）」の運営会社と、2016 年 12
月から10 年間、毎年 3 億 1000 万円を支払
うという契約を締結しました。結果として、
いい方向で事態を解決できたと思われます
が、命名権ビジネスの難しい側面とも言え
ます。スポンサーとなるのは営利企業です。
投資価値のある魅力的な球団・施設運営が

なされていることが重要となります。
　なお、オリンピックのような国際大会にお
いて、企業名を施設の表示に使用できない
場合があります。その場合、施設側が表示
を見えないようにする必要がありますので、
当該企業の了解をとる必要も生じます。国
際大会を開催することができる施設は、あ
らかじめ契約書にその旨を定めておきます。

4．2016年 6月、Jリーグは、グループリー

グの終了しているナビスコ杯の大会名称を決

勝トーナメントから「JリーグYBCルヴァン

カップ」（ルヴァンカップ）に変更すると、発

表した。

 （2016年 6月 21日　サッカーキング）

　ナビスコカップは、Jリーグが開幕した前
年の 1992 年より、ヤマザキ・ナビスコが
カップ戦の冠スポンサーになり、以来、なじ
みの深い名称となっていました。2013 年に
は同一スポンサーとしては世界最長のカッ
プ戦として、ギネス記録にも認定されてい
ました。
　2016 年 8 月、山崎製パンの子会社、ヤマ
ザキ・ナビスコと米モンデリーズ・インター
ナショナルとの技術や商標に関するライセ
ンス契約が終了し、9 月からヤマザキ・ナビ
スコの商号が「ヤマザキビスケット」に変
更しています。
　これに伴い、ナビスコの商標も使用でき
なくなったため、ヤマザキナビスコの新ブ
ランド名となる「YBC」（YAMAZAKI 
BISCUITS COMPANY の頭文字）と、
基幹商品の「ルヴァン」の名前を冠した大
会名称に変更したのです。
　また、Jリーグは、ヤマザキビスケットと、
2017 シーズンから 2019 シーズンまでの 3
年間、リーグカップスポンサー契約を締結
しました。
　スポンサー企業の変更ではなく、基幹商
品の変更、しかもカップ戦途中の名称変更
という珍しい例ですが、今後、「ルヴァン杯」
の名称が浸透していくのか、興味深いとこ
ろです。


