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はじめに
　大学体育会・運動部（以下、「大学体育
会」と言う）は、学生スポーツの最高峰で
あり、水泳、柔道等各競技のインカレ（全
日本学生選手権）は勿論のこと、箱根駅伝
や六大学野球等メディアで大きく取り上げ
られるものもあり、一般市民からの注目
度・人気も高いです。
　他方で、学生スポーツ・運動部活動にお
いてはスポーツマンシップやフェアプレー
が尊ばれながらも、大学体育会部員による
不祥事の報道もしばしば目にします。「体
育会」という清廉で快活なイメージとは対
照的な陰湿・残忍な事件であったり、著名
校・強豪校ゆえに悪い意味でも目立つため
報道に取り上げられやすいのかもしれませ
ん。
　大学体育会部員による不祥事は、一般の
不祥事事案で科せられる刑事責任（刑事
罰）や民事責任（損害賠償等）に加えて、
当該部員（学生）の退学・停学処分といっ
た社会的責任が科されることが多く、さら
には社会的責任は当該部員のみならず、当
該部の指導者である部長や監督の解任や辞
任、部活動停止や試合出場停止（自粛・辞
退）、廃部解散といった部活動全体にまで
影響を及ぼす場合があります。
　大学の部活動は学生の自主性が重視され
るため、不祥事が起こった場合に大学の負
う民事（安全配慮義務、使用者責任等）・
刑事の責任は小学校・中学校・高校の場合
とは異なるとはいえ、大学生は未だ社会経

験もなく多数派意見に流されやすい傾向も
あるため、大学は学生に対して一定の範囲
で適切に指導・監督を行う義務を負ってい
ます。所属学生が不祥事を起こした場合、
大学が民事・刑事の責任を問われる場合が
あるし、大学自体のイメージダウンにもつ
ながります。大学側としては教員・職員や
各部 OB 会への指導監督を通じる等して、
大学体育会部員の不祥事を防止すべく、大
学体育会部員のコンプライアンス（法令遵
守）に意を用いなければなりません。
 　 なお、スポーツ庁は、大学スポーツの環
境整備等に積極的に取り組むべく、平成 
30 年度中の「日本版 NCAA（全米大学体
育協会）」創設を目指しています。
 　 スポーツ庁の協議会では、運動部学生の
安全確保と学業の充実が優先的に協議さ
れ、具体的には、練習時間のルールや最低
限の保険、統一的な成績要件等が検討され
ています。

不祥事事案の例
　大学スポーツにおける不祥事事案につい
ては、本誌 2010 年第 125 号（「大学スポ
ーツにおける不祥事を法的に分析する」山
﨑健介氏著）に大変詳しく掲載されている
ので、具体的事案の詳細や分析はそちらを
ご参照いただきたいが、運動部活動におけ
る主な不祥事事案は、

（1） 殴る・蹴る・平手打ち等の暴力事案
（2） 無視や仲間はずれ、悪口、使いっ走り

や性的に辱める行為の強要等のいじめ

事案
（3） 痴漢・強制わいせつ・強姦等のわいせ

つ事案
（4） 窃盗（万引き）・恐喝・強盗等の金銭

事案
（5） 大麻等の薬物事案
（6） 飲酒がらみの事案（未成年飲酒・喫

煙、飲酒強要、飲酒運転等）
（7） パワハラ・セクハラ・体罰等
（8） 事故事案
に大別されます。
　血気盛んな若者が集う体育会では、先
輩・後輩間の上下の命令服従関係やレギュ
ラー選手へのねたみ・嫉妬心から暴力事件
やいじめが生ずることがあります。指導の
名の下に監督やコーチによるパワハラ・セ
クハラ・暴力事件が生ずることもあり、指
導者の言動についても注意が必要です。暴
力・いじめ、パワハラ、セクハラは人権侵
害の最たる行為であって、被害者はそれが
トラウマとなって長期間に亘って精神を病
んだり、いじめを苦にして自殺に至ってし
まう例もあります。他人への配慮を常に念
頭に置き、相手の立場に立って物事を考え
て対処することが大事です。
　学生が集団になることによって各人の遵
法意識が鈍磨し、周囲に流されその場の勢
いで集団で暴行をはたらいたり、器物損壊
行為に及んだり、痴漢・強制わいせつ・強
姦といったわいせつ罪（飲酒の場がとくに
危険）に及ぶ場合があるので、注意が必要
です。
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コンプライアンス（法令遵守）
　「コンプライアンス」とは「法令遵守」
です。法律を守ることが文字どおりの意味
ですが、法律は道徳の最低ラインであり、
法律のみならず、社会規範、倫理・道徳、
部の規則や競技規則も含めた、これらすべ
ての規範を守ることが大学体育会における
コンプライアンスです。規範を守ることが
学生の安全確保・事故防止にもつながりま
す。
　また、大学体育会や所属する体育会部員
は厳しい社会の目にさらされていると意識
すべきです。学校周辺や公共交通機関等に
おいて、学校名やチーム名の書かれたバッ
グを持ち、揃いのスーツやユニフォームを
着用している団体は周囲から注目される存
在です。部員一人一人が学校の代表であ
り、自らの言動は学校の言動と見なされる
ことを意識し、常に緊張感をもって自らを
厳しく律するべきです。また、トップ選手
を抱える部においては週刊誌等メディアに
取り上げられることもあります。
　コンプライアンスを競技団体・学内・部
内に根付かせるためには、トップが自ら率
先してコンプライアンス精神の姿勢を示し
て周囲をリードすることが大事です。各競
技団体の長や、学長、各部の部長、監督、
OB 会長らが誇りや使命感を本気で呼びか
けることです。そのうえで、コンプライア
ンス担当役員やコンプライアンス・ライン

（内部通報制度）等の体制を構築するとと
もに、学生への指導方法を各部の実態ごと
に検討すべきです。
　指導者および学生に対しては定期的およ
び不定期に（問題発生の都度）コンプライ
アンス研修を実施します。不祥事や事故や
ヒヤリハット事案が発生した場合は、事案
内容や発生原因、再発防止策等をレポート
させ、自校・自部のみならず、他校・他部
においても情報共有し、それを反面教師と
して自校・自部の状況を見直すことが有用
です。

大学体育会における
コンプライアンスのポイント
1. 安全確保・事故防止
　学生の安全確保と事故防止は第一命題で
す。各部においては当該スポーツの特性、
特有の危険性を認識・理解のうえ、ルール
遵守を徹底し、安全指導を行う必要があり
ます。
　とくに競技特性ゆえに重大事故の危険の
ある競技（登山、航空、水泳等）や激しい
身体接触を伴う競技（ボクシング、ラグビ
ー、アメフト、柔道、相撲等）の部におい
ては、日頃の活動から指導者が関与し、安
全最優先・競技規則の遵守を学生に周知徹
底するとともに、可能な限り指導者が練
習・競技に立会って監視や適宜指導を行
い、事故を防止することが望ましいです。

2. 犯罪行為の絶対禁止
　犯罪行為を絶対にしてはいけないのは人
として当然ですが、時として魔が差して悪
ふざけをし、それがやがてエスカレートし
て犯罪行為に至ってしまう場合がありま
す。暴力行為やわいせつ行為、薬物犯罪、
窃盗や恐喝、器物損壊行為、飲酒運転等は
犯罪行為です。指導者においては、学生に
もわかりやすい身近な具体例を挙げ、それ
らの行為が犯罪行為であること、軽い気持
ちでうっかりやってしまったことでも犯罪
を犯した場合には逮捕、起訴され、裁判に
なって懲役刑に処せられることもあるこ
と、人生において取り返しのつかない大事
になってしまう場合があり得ること等を説
明し、犯罪行為の絶対禁止を徹底しなけれ
ばなりません。

3. 飲酒にまつわる不祥事
　学生には飲酒にまつわる不祥事も大変多
いです。そもそも未成年飲酒や飲酒運転は
法に反する行為であって絶対禁止です。ま
た、飲み過ぎやその日の体調によっては急
性アルコール中毒を起こし、死に至る例も
あるため、飲めない者や嫌がる者に対して
は絶対に飲酒を強要してはいけません。

　集団での飲酒によって判断力が低下した
り気が大きくなって、周囲の客らとケンカ
をしたり（暴行）、店内の設備を破壊した
り（器物損壊）、わいせつな行為に及ぶこ
とのないよう、飲酒の場では注意が必要で
す。

4. OBから襟を正す
　時代は変化しており、精神論や根性論が
まかり通っていた古きよき体育会が今もよ
いとは限りません。むしろ以前は大目に見
られていた行為も現在は許されないことを
OB は理解し、自らを律して学生と接触し
なければなりません。以前は当然のように
横行していたしごきや体罰、水を飲ませな
い、制裁あるいは喝を入れるビンタ（平手
打ち）等の行為は今はパワハラであり違法
な暴行行為です。「昔からやっていた」、

「昔はもっと酷かった」、「このくらいはう
ちの部では普通のこと」といった言い訳は
通用しないことを肝に銘ずべきです。
　酒席での OB の言動にも注意が必要で
す。即ち、現役部員の前で「我々の現役時
代は、下級生は吐いても飲むのが当たり前
だった」等と飲酒の武勇伝（？！）を自慢げ
に語るなど言語道断ですし、未成年部員に
飲酒を強要したり、未成年部員でなくとも
一気飲み等無茶な飲み方を強要してはいけ
ません。女子部員にお酌を強要したり、身
体を触ったりする行為はセクハラで完全に
アウトです。

5. 文武両道（学業の充実）
　学生の本分は学業であり、授業は当然受
講すべきです。学業を修めて必要な知識や
教養を身に付けることはもちろん大事です
し、競技生活後の自身の進路、人生設計に
も大いに関わることです。練習時間につい
ても適切か検討すべきです。

6. 各部員に部内での役割を与える
　かつての体育会の「下級生がすべての雑
用・下働きを担う」という封建的なやり方
は今や古い考え方であり、今は 1 年生か
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ら 4 年生までの全部員が学年関係なしに
持ち回りで雑務を行う部や、未だ部に慣れ
ない 1 年生を雑務の負担から解放して練
習やトレーニングに専念させて、他方で上
級生が部室清掃等雑用を行うといった部も
散見されるようになりました。
　レギュラー選手から漏れた部員には、選
手としてではなくても部に貢献できる何ら
かの仕事や勉強（研究）を担当させ、部員
各人がそれぞれの役割・持ち場で部でのや
り甲斐をもつことは、チームの一体感・団
結力を高めるとともに、やる気を失ってく
さる部員やドロップアウトする部員が出な
いようにする工夫です。

取り組み事例
　最後に、筆者が聴取したいくつかの部活
における取り組み事例を挙げます。ご参考
となれば幸いです。
1. 大学における取り組み
・大学入学時と卒業時に体育会全部員を集

合参加させ、全体指導を行う。
・倫理規程（コンプライアンス憲章やアス

リート宣言等）を作成し、体育会全部員
に周知する。

・各部の監督・コーチ陣に対して、指導や
研修を行う。

2. OB会での取り組み
・OB 会にコンプライアンス担当 OB を置

き、学生へのコンプライアンス指導と
OB 会におけるコンプライアンス（金銭
管理の適正（部費の流用・不正使用の防
止等））を監督する。

・部員全員を集合参加させ、社会人 OB
によるコンプライアンス研修を行う

（OB 会長が私学の創立理念を説明。ど
のような人間になるべきか。高い倫理規
範の保持。監督からコンプライアンスの
説明）。

・事故防止の観点から、練習に際しては指
導者や社会人 OB 等の大人が必ず立ち
会う。

3. 部での取り組み
・部の規則や行動規範の制定。
・入部時には、部の規則に違反した場合は

退部措置がある旨明記した誓約書に署名
させ、同誓約書を全部員に提出させる。
実際、部の規則に違反した部員には退部

を命じる運用。
・日頃の活動から OB 指導者が関与し、

さまざまな面（免許、技量等）をチェッ
ク。

・社会貢献活動やボランティア（例：地域
清掃活動、地域交流イベントの開催、子
どもたちに対するスポーツ教室の開催、
国際大会の企画運営への関与、視覚障害
者との伴走活動等）を通じて社会と接点
をもち、バランスよい社会人に。

・部の行事（新入生歓迎会、打ち上げ等）
では、成年部員含めて部員全員が飲酒禁
止（部員は全員ソフトドリンク）。

・他学校との合同宴会では、最初の 1 時間
はアルコールなし、１時間後に未成年部
員を退席させ、その後の宴会は上級生の
みで飲酒可能に。

・毎週の定例ミーティングにて、飲酒、
SNS、規則正しい日常生活、授業出席、
服装等につき注意喚起。

・不定期に外部講師による講義を実施。
・ゴミに関するルール（試合帰りに会場に

ゴミを捨てない。合宿所の公共ゴミ出し
ルール遵守）の徹底。
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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

スポーツ法政策研究会

※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


