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Ⅰ. 緒言

スポーツにおける「ルール違反」については、禁止薬物の検出技術と選

手側の薬物使用の「いたちごっこ」とされるドーピングをはじめ、各ス

ポーツ種目においての試合中における競技規則違反や、大会規約に関わる

問題、等、スポーツ場面においては、かなり広範囲にわたる現象を指し示

す概念である。

さて、現代スポーツの象徴であるひとつに、勝利至上主義というイデオ

ロギーが存在する。これらのいわばチャンピオンシップ・スポーツを背景

としたスポーツ環境においては、選手をはじめとする、その周囲からも

「勝つためには手段を選ばない」とか、「勝利がすべてである」1) 2) という考

え方があたり前のようにメディアを通して語られたり、活字となって世間

に認められるかのように一般化されてきている。

それ故、近年においては、倫理的にも問題とされる上記のような悪質な

ルール違反や、試合中における非紳士的行為が問題として取り上げられる

ケースが増えてきている 3) 4)。

ところで先日、入江ら 5) が「バスケットボール競技における意図的ファ

ウルに関する一考察　―ファウル・ゲームは許されるか―」というタイト

ルで、ルール違反についての考察、その中でも試合中の意図的なルール違

反に関する問題を取り上げた。
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その主旨は以下の通りである。

バスケットボールのゲーム終盤に起きる「ファウル・ゲーム」をその現

状、バスケットボールのルールの構造と機能、競技規則の変化、倫理的な

検討の4点から論を進めている。

「ファウル・ゲーム」の現状については、アメリカのプロリーグ最高峰

NBA（National Basketball Association）における事例や日本代表チーム

による国際試合の事例を取り上げ、現実的に「ファウル・ゲーム」が公認

されていることを報告している。

次に、バスケットボールのルールの構造と機能に関することから、ルー

ルの機能として「面白さの保証」が挙げられ、この側面から捉えれば

「ファウル・ゲーム」は否定できないものであることが主張されている。

また、競技規則の変化を考察した結果、1998年以前のルール・ブック

においては、「ファウル・ゲーム」は意図的な違反であるということを明

示しており、この行為については否定する表現がなされていたが、それ以

降の競技規則においては、否定する見解が見当たらない。

そして倫理的な検討においては、この行為を「摘発回避の行為」6) であ

るとして倫理的に許されない行為であるとした。

以上から、最終的に入江らは「ファウル・ゲーム」を決して許されない

戦術であり、意図的にルールを破ることに対して積極的に重いペナルティ

を科すべきである。そして試合の中で、ディフェンスを行う側として、身

体接触をせず、ボールを奪う技術・体力を身に付ける必要性がある。その

ことが選手にも指導者にも重要な姿勢である、と結論づけた。

しかしながら、「ファウル・ゲーム」この行為に対して、入江らの論文

においては完全に否定できる展開を行ったとは言えないであろう。何故な

らば、上述のそれぞれにおける結果を総合すれば、この行為についての是

非に関しては明確な回答が導かれないままとなっている。

いずれにしても、本論においては「ファウル・ゲーム」を題材として、

意図的なルール違反についての検討を行い、これらの行為に対してより明

確な対処を試みたいと考える。
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Ⅱ. 「ファウル・ゲーム」について

Ⅱ. 1 「ファウル・ゲーム」の現象

バスケットボールにおいて、この行為が行われ始める場面は、特に試合

終盤残り時間 1～ 2分あること。さらに、得点差が 10点前後の状況であ

ること。または、得点差が 5点前後の場合には、残り時間 30秒～ 1分程

度で起こる時もある。

つまり、通常の試合運びでは逆転することが不可能であると判断し、こ

のルール違反によってゲームクロックを止めて、その罰則として相手が得

るフリースローの失敗により、自チームのリバウンドによる攻撃権を得る

ことで、多くの得点を取り、逆転勝利することを意図して行われる戦術

（行為）である。

後述されるように、この種のルール違反に対する罰則は審判の判断によ

り、2種類存在する。ひとつは、通常の「パーソナル・ファウル」とよば

れるもの。もうひとつは「アンスポーツマンライク・ファウル」というも

のである。

後者の「アンスポーツマンライク・ファウル」の罰則処置は、チーム

ファウルの累積数に関係なく、相手に2つのフリースローを与え、且つ相

手がコートのセンターラインの延長上のサイドからスローインを行う、と

いうふうに「パーソナル・ファウル」よりも重い罰則が与えられる。

このように、「ファウル・ゲーム」を成功させる条件としては、上記の

ような得点差と残り時間の複雑で微妙な判断を要し、さらにチームファウ

ルの累積数との関係が存在する。またそのファウル自体も意図的だと判断

される「アンスポーツマンライク・ファウル」ではなく、意図的であるが、

審判にはそれとは見破られないような技術を必要としている。

Ⅱ. 2 「ファウル・ゲーム」の目的

試合に勝つために、劣勢な状況から得点を試みることと考えられる。

具体的には、ファウルを行ってゲームクロックを止めることが1次目的
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である。そこで、相手にフリースローを与え、シュートが2本共に成功す

る、どちらか1本成功する、2本ともに失敗する、いずれの場合において

も、つぎのプレイ局面で自チームがボールを保持し、攻撃権を得ることが

次の目的になる。さらにこの攻撃において、得点を加えることが最終的な

目的である。

Ⅱ. 3 「ファウル・ゲーム」の問題点

1 つめは、「ファウル・ゲーム」を遂行する行為の主体者がその行為を

ルール違反として審判に取り上げてもらうこと、つまり審判に笛を鳴らし

てもらい、試合を中断させることを意図して行っていることにある。

2つめは、行為の主体者が、それを意図的に行っていることに対して、

判定を下す審判はそれを「無意図的」であるとする「パーソナル・ファウ

ル」を宣告することにある。

この2つの問題をふまえた上で、本論においては、この行為についての

倫理的な側面から検討を行うこと。そして法学的な側面から照らしあわせ

て考察を行う。

Ⅱ. 4 「ファウル・ゲーム」の判定について

「ファウル・ゲーム」を行う側（チーム）のそれまでの状況を 2通り

（a. b）に分けて考えた。

a. 1つのピリオドである10分間における、1チームあたりの個人ファ

ウルの累積である「チーム・ファウル」が4回（フォー・ファウル）に到

達していない場合

審判がその行為を「パーソナル・ファウル」として判定した場合、相手

チームのスローインとなるため、時間を止めてまで攻撃権を得ることがで

きず、「ファウル・ゲーム」を成功させるには至らない。

審判がその行為を「アンスポーツマンライク・ファウル」として判定し

た場合、前述したように、罰則処置は、相手に2つのフリースローを与え、

且つ相手がコートのセンターラインの延長上のサイドからスローインを行
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う、というふうに「パーソナル・ファウル」よりも重い罰則が与えられる。

つまり、「ファウル・ゲーム」は成功したことにはならない。

b. 「チーム・ファウル」が4回に到達していた場合

審判がその行為を「パーソナル・ファウル」として判定した場合、相手

チームに2本のフリースローを与えることになる。つまり、このケースに

おいて、「ファウル・ゲーム」が成功したことになる。

審判がその行為を「アンスポーツマンライク・ファウル」として判定し

た場合、相手に2つのフリースローを与え、且つ相手がコートのセンター

ラインの延長上のサイドからスローインを行う。これも「ファウル・ゲー

ム」を成功させたことにはならない。

Ⅱ. 5 「ファウル」について

現行のルールについては、「2001～ 2002バスケットボール競技規則」7)

に則っている。

そこで、競技規則上の身体接触を伴うケースについて、ルール・ブック

を参考に考察を行ってみたい。

第7章　ファウル

第42条　ファウル

42. 1 ファウル

ファウルとは、相手チームのプレイヤーとのからだの触れ合いまた

はスポーツマンらしくない行為を含む、規則に対する違反である。

42. 2 ファウルの処置

ファウルは、ファウルを宣せられたプレイヤーに記録され、規則に

定められた罰則が適用される。

第43条　からだの触れ合い

43. 1 ゲーム中のからだの触れ合い

43. 1. 1 バスケットボールは、限られたコート上を10人のプレイ
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ヤーが非常に速く動きまわるので、からだの触れ合いをまったくなし

にすますことができないのは明らかである。

43. 1. 2 ファウルの考え方

審判はひとつひとつのプレイを規則に照らしてよく見きわめ、次の

基本的な原則を考慮して、ファウルを宣するか宣さないかを判断しな

ければならない。

・規則の精神と目的を理解し、公平にゲームを進行させる。

・ゲームに参加しているプレイヤーの能力やゲーム中の行動に気を

配り、1ゲームを通してそのゲームにふさわしい判定を示す。

・プレイヤーがどのようなプレイをしようとしているのかを感じと

り、判定とゲームの流れが不釣り合いにならないように気をつけ、

1ゲームを通して適切な判定を示す。

・触れ合いを起こしたプレイヤーが有利にもならず、相手チームの

プレイヤーも不利になっていないような偶然のからだの触れ合い

にファウルを宣して、不必要にゲームを中断することは避けなけ

ればならない。アドヴァンテージ（相手に責任のあるからだの触

れ合いが起こっても、プレイヤーが意図したプレイを続けられる

状態）とディスアドヴァンテージ（相手に責任のあるからだの触

れ合いによって、プレイヤーが意図したプレイを妨げられた状態）

を見きわめ、1ゲームを通して、相手のプレイを妨げたからだの

触れ合いだけにファウルを宣する。

第44条　パーソナル・ファウル

44. 1 パーソナル・ファウル

44. 1. 1 パーソナル・ファウルとは、ボールのライブ、デッドに関

係なく、相手チームのプレイヤーとのからだの触れ合いによる、プレ

イヤーのファウルである。

プレイヤーは、相手を押さえて動きの自由を妨げること、相手を押

すこと、相手をたたくこと、相手に突き当たること、相手をつまづか
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せること、手や足などを広げたり突き出したり、からだを不自然に相

手のほうに曲げたりして相手の進行を妨げることをしてはならない。

そのほか乱暴な触れ合いを起こすことをしてはならない。

（44. 1. 2～ 44. 12. 2は省略）

第45条　ダブル・ファウル

45. 1 ダブル・ファウル

ダブル・ファウルとは、両チームのプレイヤーが、ほとんど同時に、

たがいにパーソナル・ファウルをした場合をいう。

（45. 2～ 45. 2. 2は省略）

第46条　アンスポーツマンライク・ファウル

46. 1 アンスポーツマンライク・ファウル

46. 1. 1 アンスポーツマンライク・ファウルとは、規則の精神と目

的を逸脱し、ボールに正当にプレイしていないと審判が判断したパー

ソナル・ファウルである。

46. 1. 2 アンスポーツマンライク・ファウルはゲームの始めのほう

でも終わり近くでも、1ゲームを通して同じ規準で取り上げなければ

ならない。

46. 1. 3 審判は、ファウルとなった動作だけによってアンスポーツ

マンライク・ファウルであるかそうでないかを判断しなければならない。

（46. 1. 4～ 46. 2. 2は省略）

第47条　ディスクオリファイング・ファウル

47. 1 ディスクオリファイング・ファウル

47. 1. 1 チーム・メンバー、コーチ、アシスタント・コーチ、チー

ム関係者のファウルで、特に悪質なもの、はなはだしくスポーツマン

らしくないファウルをディスクオリファイング・ファウルという。

（47. 1. 2～ 47. 2. 3は省略）
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第48条　テクニカル・ファウルの原則

48. 1 テクニカル・ファウルの考え方

48. 1. 1 ゲームは、審判、テーブル・オフィシャルズ、コミッショ

ナー、両チームのプレイヤー、コーチ、交替要員、チーム関係者を含

む、これらすべての人たちの完全な協力によって成立するものである。

48. 1. 2 両チームは勝利を得るために全力をつくさなければならな

いが、これはスポーツマンシップとフェア・プレイの精神に基づいた

ものでなければならない。

48. 1. 3 この規律、協力とフェア・プレイの精神を著しく、故意に、

またはくり返して逸脱するふるまいに対しては、規則によりテクニカ

ル・ファウルが宣せられ、罰せられなければならない。

（48. 1. 4～ 8. 2. 4は省略）

第49条　プレイヤーのテクニカル・ファウル

（49. 1～ 49. 2. 2は省略）

第 50条　コーチ、アシスタント・コーチ、交代要員、チーム関係

者のテクニカル・ファウル

（50. 1～ 50. 2. 2は省略）

第51条　プレイのインタヴァル中のテクニカル・ファウル

（51. 1～ 51. 3は省略）

第52条　ファイティング

（52. 1～ 52. 3. 4は省略）

以上、ルール・ブックにおけるファウルに関する部分を引用した。

さて、「ファウル・ゲーム」という行為について、上記競技規則に照ら

しあわせ、分析を試みたい。
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Ⅱ. 1「ファウル・ゲーム」の現象においても述べたように、この行為は、

試合の終盤において、僅差で負けている場合に行われるものである。実際

の局面において、相手チームが時間をかけて攻撃することを拒んで、守備

側のプレイヤーが意図的にファウルを行おうとする。

バスケットボールにおいては、上記の規則の引用からも理解できるよう

に、「相手チームのプレイヤーとのからだの触れ合いによる、プレイヤー

のファウル」8) がパーソナル・ファウルである。勿論、この種のルール違

反は偶発的に起こるものであり、意図して触れ合いを起こしているもので

はないとされている。

例えばバスケットボールにおいて、相手を偶然に押してしまったり、不

意につまずかせてしまう場合がある。これはほとんどの場合、プレイヤー

の技術的な未熟さによって生じるもので、練習などによる技術・体力の向

上によって克服されると考えられる。

また、ルールを知らなかった場合にもこのルール違反は発生する。例え

ば、ゴルフの初心者がプレーする時に、自分のボールの位置を動かすこと

が違反であることを知らないで、プレーを行なっている場合がある。これ

はスポ－ツのルールを認識するという、学習によって克服されると考えら

れるであろう 9)。

次に、アンスポーツマンライク・ファウルについてであるが、上記引用

にもあるように、「規則の精神と目的を逸脱し、ボールに正当にプレイし

ていないと審判が判断したパーソナル・ファウル」と規定している。これ

と同様に、「第48条　テクニカル・ファウルの原則」においても、「この

規律、協力とフェア・プレイの精神を著しく、故意に、またはくり返して

逸脱するふるまいに対しては、規則によりテクニカル・ファウルが宣せら

れ、罰せられなければならない」10) とあるように、アンスポーツマンライ

ク・ファウルとテクニカル・ファウルについての考え方には共通して、プ

レイヤーの意図を判断したうえで動作への判定を下すという過程が存在す

ることが理解できる。

さて、「ファウル・ゲーム」についての解釈であるが、守備側のプレイ
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ヤーがあくまでもボールに正当にプレイを行っていればパーソナル・ファ

ウルを宣告されるはずである。しかしながら、プレイヤーの動作を見た場

合に、その行為の目的として、ゲームクロックを止めようとする意図や、

フリースローが下手な選手に抱きつこう11) とする動作を感じ取った場合に

は、アンスポーツマンライク・ファウルを宣告されることが通常となる 12)

。

つまり、「ファウル・ゲーム」というのは、テレビで試合中に解説者が

「ファウル・ゲーム」を促していたり、アメリカのNBAにおいても、す

ぐに攻撃側の選手に抱きついたり、叩いたり、という現象からも判断でき

るように、明らかに意図的なルール違反である。さらに言えることは、

「ファウル・ゲーム」は意図的なルール違反であるものを、意図はないと

する、軽度の違反として取り上げることで、逆転のチャンスを与えようと

するものである。これは、バスケットボールの試合の中において、アンス

ポーツマンライク・ファウルの定義とされる、規則の精神と目的を逸脱し
．．．．．．．．．．．．

、

ボールに正当にプレイしていない
．．．．．．．．．．．．．．．

（傍点筆者）「戦術」、またはそれ自体が

独立した「ゲーム」と捉えることができよう。

Ⅲ. ルール違反に関する倫理的考察

Ⅱ. 3において、「ファウル・ゲーム」の問題点の1つを以下のものであ

るとした。

行為の主体者がその身体接触をルール違反として、審判に取り上げても

らうこと、つまり審判に笛を鳴らしてもらい、試合を中断させることを意

図して行っていることである。

この現象について、本論においては、前章の考察からも判断できるよう

に、意図的にルール違反を行う行為であると捉えた。さらに、「ファウ

ル・ゲーム」の行為に留まらず、発展的に、この種の行為、つまり意図的

なルール違反に対して明確な指摘ができるよう、本章においては、倫理的

な側面からこの問題に取り組んでみたい。
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Ⅲ. 1「行為」について

「行為」という言葉を辞書で引くと、『大辞林』13) によれば、「①ある目的

を持って意識的にするおこない。行動。②〔哲〕内的な判断を担った主体

の意志・目的が外的動作にあらわれたもの。③法律上の効果を発生させる

原因となる、人の自発的な意志活動」とある。これらの説明において、

我々がふだんから関わりのあるものは①と②の内容であり、③については

法律用語として専門的な用法であることから、③の意味内容については本

論においてとりあげず、さしあたり前者について目をむけたい。

さて、スポーツにおいて「行為」を捉えようとすると、一般的な認識の

範囲では、「ゴルフのボールをクラブで打つ」ことや「サッカーのボール

を味方にパスする」こと、「スキーでコブ斜面を滑り降りる」、「相手が投

げたボールをバットで打つ」ことなどを行為であると判断するかもしれな

い。では、次の事象についてはどうだろうか。例えば、「陸上100メート

ル競技でのスタートからゴールまでの全力疾走」、「ダンスパフォーマン

ス」、「体操競技での演技」、「重量挙げ」などの運動も行為として捉えられ

るものであろうか。

上に列記した運動の現象については、それがルール違反かどうかや、そ

の運動の目的を達成されたかどうかなどを問う以前に、すべてがそれぞれ

のスポーツを構成するルールに則って行われていると考えられる。例えば、

用具を操作して身体を運動させたり、より洗練された身体運動によって美

しさを表現したり、単純な動作を繰り返す運動を行ったりと、運動の形態

はさまざまである。

ところで、視点をもう少し広い範囲に移してみると、近年のスポーツの

高度化、多様化、等の要因によって、スポーツモラルに関する問題が生起

し、大きな社会問題のひとつとして注目されてきている。またそれに伴い、

スポーツ倫理学的研究も1970年代以降、本格化してきていることが報告

されている 14)。これらのスポーツ現象における倫理的諸問題については、

原因や責任の所在を追及すれば大変複雑化してくる問題ではあるが、基本

的には人間の行為によって引き起こされる現象であると考えられる。
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そこで本論では、上記においてもふれたように、人間の行為に着目し、

スポーツ場面における分析的考察を試みたい。

Ⅲ. 2 意図的ルール違反について

「フェア・プレイ」や「スポーツマン・シップ」といわれるような、抽

象的なスローガンを、具体的に試合場面に適用できるように、倫理的なア

プローチに基づいて方法論的な手法を用いて論を展開しているのがW. フ

レイリー著、近藤良享他訳「スポーツ・モラル」である。

W. フレイリーによれば、意図的なルール違反には2種類が存在する。1

つは「その違反がもたらす戦術上の利点を得るために、進んで罰則を受け

ても行われる意識的違反」であり、もう1つは「その違反が発覚しないこ

とを望んで罰則を逃れようとする」15) ものである。

この分類に則していえば、「ファウル・ゲーム」の行為は両方の意図、

そして要素を有する行為といえる。

1つには、「戦術上の利点を得るために」つまりゲームクロックを止め

て、攻撃権を得ようとするために「罰則を受けても行われる」ものである。

もう1つには「違反が発覚しないことを望んで」つまりパーソナル・ファ

ウルよりも罰則が重い、アンスポーツマンライク・ファウルという「違反」

にならないように「罰則を逃れようと」装う行為でもある。

Ⅲ. 2. 1） 違反が発覚しないことを望んで行う意図的違反

ところで、意図的なルール違反のうち、違反者が罰則を受けずに有利さ

を得ようと望むような意図的なルール違反（前述後者の違反）に関して、

W. フレイリーは「対戦相手と同じ課題を共有していない」16)、つまり相手

同士が同じ課題に直面していない。また、不正を働く人が競い合いをして

いない、という理由で道徳的観点の本質的特徴としている「全ての人のた

め・各人に等しく善である」17) という判断基準に矛盾することから、いか

なる試合にも絶対に矛盾する行為であるとしている。
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Ⅲ. 2. 2） 罰則を受けても行われる意図的違反

次にW. フレイリーは、意図的なルール違反でも、罰則を覚悟して行う

種類の違反は「いっそう複雑」18) であると主張する。

彼はこの罰則を覚悟して行う種類の違反について、それをさらに三つに

分類し、説明している 19)。

（1）相手をつまずかせる、捕まえる、殴るといったパーソナルファウル

であり、これらは3つに再分類される。第1は、対戦相手が試合を続

けられないように、もしくは相手の効力を減退させようとしてけがを

負わせようとする故意の暴力的行為である。第2には、相手が確実に

ゴールすると思われる場面で、その得点を妨げるために故意につまず

かせる、もしくは捕まえる行為がある。第3には、守備チームがボー

ルを得る機会が増えるように、故意に攻撃選手を捕まえる、押す、不

法に接触する行為がある。

（2）この故意のルール違反は、パーソナルファウルには関与していない

が、ある種の罰則を受け入れながら、他の方法では得られない戦術上

の有利さを得ようとする意図的違反である。

（3）この故意のルール違反は、相手が得点する機会を制限するために

リードしているチームが意図的にゲームを遅延させる違反である。

（1）については、相手との身体接触に関するルール違反について、危険

な暴力的行為から、軽度の身体接触までを段階的に再分類している。次に

（2）については、（1）と基本的な特徴は同じであるが、（1）が身体接触、

つまりパーソナル・コンタクトを用いて行なう意図的な違反であるのに対

して、これは身体接触以外の意図的なルール違反に関連したものである。

そして（3）については、（1）や（2）が戦術上の有利さを得ようと犯した

違反によって、それに対する罰則を受け入れているのに対して、この（3）

で述べられている行為については、ルール違反として取り上げられること

はないが、戦術上の有利さを得るために、違反とはならないまでのぎりぎ

りのプレイを行っていることと解釈できる。

以上のように、この種の行為は、戦術上の有利さを得ようとして、違反
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による罰則を覚悟で行なおうとするものであり、一般的な考え方として、

「何らかの違反をすれば、それに対応した罰則を受けるので、それによっ

て試合の均衡は保たれているのであるから、自分または自チームに有利に

なるためであれば、意図的にルール違反を犯してもかまわないのではない

か」という意見、主張がこれらの行為を正当化し、支えていると考えられ

る。また、これらの主張がプレイヤーやコーチなどから公然と聞かれるこ

とも納得できないわけではない。その背景として、現代におけるスポ－ツ

において、勝利至上主義を第一優先として考え、行なわれている競技の中

では、これらの行為を当たり前のこととして考え、実践されていることは

周知の事実である。

さて、W. フレイリーが「構成的なルールを意図的に犯すことが、もし

定められた罰則を覚悟しても、戦術上の有利さのために行なわれる場合、

その行為は、よい試合における適切な行為かどうかの問題になる」20) と述

べているように、彼は「よい試合における」という条件を設定している。

つまり、彼によれば、どのような行為がよいスポ－ツ競技をつくり上げ、

またどのような行為がよいスポ－ツ競技を成立させるために排除しなけれ

ばならない行為なのかという観点から論述しているのである。例えば、罰

則を覚悟した意図的なルール違反を犯しても、バスケットボールというス

ポ－ツは崩壊することにはならない。また、その特徴も失われない。さら

に、試合における均衡も保たれているのである。

しかしながら、「よい試合」ということを考えた場合、W. フレイリーは

意図的なルール違反を行なわない試合のほうが、禁止された行為が行なわ

れなかったという理由で、よいスポ－ツ競技とでもいうべき、理想的な試

合に近づいているということができるのである。

故に、罰則を覚悟して行う種類の違反に対しても、前述した、道徳的観

点を基盤とした理由も含め、是認するような主張はまったくみられない。

Ⅲ. 3 倫理的視点からみたルール違反

以上のように、意図的なルール違反について、審判からの摘発を覚悟で
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行おうとするものと、摘発を回避して罰則を逃れようとする行為に分けて

分析してきた。

さて、本論においては、「ファウル・ゲーム」の是非を問うことを目的

としているが、この「ファウル・ゲーム」という行為の特徴と類似した

ルール違反についても倫理的に好ましいものであるかどうか、ということ

について提案したい。

例えば、サッカーやバスケットボールの試合によく見られる行為である

が、簡単にノーマークでシュートできるところを、相手の選手が後ろから

追いかけてきてシューターの体を押したり、危険なスライディングをした

り、というような得点を妨害しようとする場面がある。または、水球にお

ける水面下で相手の足を絡ませたり、蹴ったりするというプレーの妨害が

ある。さらにゴルフにおいては、内緒でボールを打ちやすい所に移す行為、

等、スポーツにおける意図的なルール違反は、数えきれない程の事例を推

察することができる。

これらの違反については、決して許される行為ではない。たとえ賞金や

賞品、等の外在的な価値が得られようとも、意図してルールを破ることは、

スポーツにおける不正行為である。

Ⅳ. スポーツ・ルールに関する法律学的視点

Ⅱ. 3における、「ファウル・ゲーム」のもうひとつの問題点は以下の事

象である。

行為の主体者が、意図的に行っていることに対して、判定を下す審判が

それを「無意図的」であるとする「パーソナル・ファウル」を宣告するこ

とにある。

先にも述べたように、この「ファウル・ゲーム」は負けているチームが

逆転するための、ひとつの戦術であると一般的には考えられている。

つまり、審判がその体の触れ合いについて、アンスポーツマンライク・

ファウルを宣告したのでは、逆転するどころか、逆に重い罰則によってさ

― 255 ―

帝京大学文学部紀要教育学　第27号（2002年 2月）



らに点差が開いてしまう、という現象が起きてしまうのである。

しかし、この「ファウル・ゲーム」のような意図的なルール違反を奨励

するような風潮はスポーツにおいて許されるべきなのであろうか。この章

においては、スポーツのルールについて考察し、この種のルール違反に対

しての是非を考えてみる。

Ⅳ. 1 スポーツ・ルール

「スポーツ・ルールは人為的に構成されるものであるから、合意形成さ

れれば、どのようにでも変えられる。しかしながら高度化するスポーツ・

ルールの構成にあたっては、法学的な側面からのアプローチが必要とされ

るし、大衆的なニュースポーツといえど、ルールを提供する安全への配慮

が必要」21) とされているように、スポーツに関する問題を、スポーツ・

ルール、またはスポーツ規範論の範疇として、考察を法理論に則して論を

展開する例がいくつか見られる。

深澤は、法学者H. L. A. ハートの法理論を援用し、スポーツルールの自

律性について以下のように述べている。彼は「違法性阻却事由」という法

学的立場から見る正当な行為を、スポーツルールの自律性の根拠とし、

「スポーツ活動は正当行為に相当し、たとえ危険な行為であったとしても、

暴行罪、傷害罪として処罰されることはない」22) としながらも、ルールに

則ってなされた行為以外の暴行等についてはその限りではなく、「そのよ

うな状態になって始めて、法律が関与することになる。しかし、それはス

ポーツ・ルールへの関与とは全く別の事柄である」23) としている。

つまり、スポーツルールが独自に機能し、問題を裁定するルールが確立

していることを彼は「問題処理のシステムをスポーツ自らが備えているこ

と、このことによって自律性が保たれている」24) と結論づけている。

また土田は、スポーツにおける「紛争」を法理論をもとに考察を進めて

いる。彼は、「スポーツルールは個々の違反に対してサンクションを科す、

という限られたメカニズムにおいてそれを処理している」25) と結論づける。

つまり、スポーツにおいて紛争が生じた場合、ルールがいかに機能するか
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を、法の構造に照らし合わせ、スポーツルールの機能の簡便性について論

じている。

さらに、「スポーツルールというものの性格を考えれば、考察の手法を

法律学の手法に求めることが有効である」26) としているように、法律学的

な視点からスポーツにおける行為の問題について、考察を行うことは有効

であると考える。

そこで、スポーツ・ルールの機能を具体的に明示し、法理論により、ス

ポーツの構造を的確に論理付けしているのが、守能の「スポーツとルール

の社会学」27) による理論である。

Ⅳ. 2 スポーツルールの機能

守能の理論を援用すれば、スポーツ・ルールの機能は次の3つに分類さ

れる。

・法的安定性の確保

・正義の実現

・「面白さ」の保障

以上の3つの機能を掲げているが、3番目の「面白さの保障」について

は、「面白さ」という言葉の感じ方や、その概念の恣意的な捉え方に各々

個人の主観による違いが存在することが考えられる。また、その概念を規

定し考察の対象とするためには、より複雑な研究を必要とするため、本研

究においては、この項目についての考察は省略したい。

Ⅳ. 2. 1）法的安定性の確保

守能は「法的安定性の確保」について、以下のように説明する。「われ

われが日常の社会生活を営むにあたって、どのような行為が許容されまた

禁止されるのかを知らなくては、安心して行動することができない。これ

を逆の面から見れば、社会がその成員に対してどのような行為を許容し、

また禁止するのかをあらかじめ明示するのでなければ、その社会は混乱に

陥ってしまう。責任を担保にした義務――そうした義務のないところでは
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また当然のことながら、自由の概念も存在しない。こうした不都合な事態

を避けるため、法によって社会に一定の秩序を打ち立てようとすることを、

法的安定性の確保と呼ぶ」28)。

以上、最後の一文の記述からもわかるように、秩序を維持するために

ルールが存在し、そのルールによって行動の制限が左右されていることが

理解できる。

さて、上記の引用は社会生活における法律に関連した記述であると考え

られるが、スポーツにおいての競技規則として捉えた場合に、その競技が

どういったはたらきを持っているのかということに関して、同じ様な表現

がW. P. フレイリーによってなされているので次に紹介したい。また、以

下に記述されている「構成的ルール」という言葉は、一般的に用いられて

いる「競技規則」という言葉に置き換えて考えても差し支えないであろう。

「構成的ルールには、ある特定スポーツが何であるかが規定されている。

典型的なものを挙げれば、構成的ルールには、実際の試合が始まる前にあ

らかじめ以下のような事項がこまかく明記されている。つまり、その試合

の特定区域、その試合の継続時間、参加者が到達する特定状況あるいは試

合前の目標と、その目標に到達するための手段あるいは試合中の手段、認

められた用具と使用されている用品、得点あるいは評価方法、ルール違反

の罰則規定、等である」29)。

このように、スポーツにはそのスポーツ固有のルールが存在する。そし

て守能もフレイリーも同様に述べているように、そのルールは競技に参加

する者に、どのようなプレイまたは行為を許容し、どのような行為を禁止

するのかを明確に宣言している。

つまり、例えばバスケットボールではボールを保持したまま3歩以上歩

いてはならない規則になっているのに対して、ハンドボールにおいてはそ

れが4歩に規制されていることや、ほとんどのスポーツにおいては、相手

を殴る行為は禁止されていて、そういった反道徳的な行為は強く非難され

るのに対して、ボクシングにおいてそういった行為は、明らかにそのルー

ルによって正当化された行為として、また一つの手段として受け入れられ
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ている。

以上から、「法的安定性の確保」というのは、それぞれのスポーツにお

いて、そのスポーツ固有の競技規則が参加者の行為を規制し、さらにその

中で互いの能力を試しあう状況が設定されているということができるであ

ろう。そして具体的には、それぞれのスポーツにおいてそれに参加する競

技者が、ある特定のルールに規定された範囲の枠から外れた行為を行った

場合に、そのスポーツのルールに照らしあわせて摘発、抑制することに

よってその試合の秩序を維持しようとするはたらきが含まれていると考え

らえるであろう。

Ⅳ. 2. 2）正義の実現

守能は、「行為規範はすべて裁判規範（もしくは制裁規範）としての性

格をもまた、あわせもっている」30) と述べるように、競技者の行為に直接

言及した行為規範に対して、それと表裏一体であると表現する裁判規範を、

ルールの担うもう一つの機能として取り上げている。その裁判規範につい

て、守能は「正義」という概念を取り入れて、各個人を形式的に平等の存

在とみなした上、その間の給付と反対給付に均衡を保たせようとする「平

均的正義」、そして、個人間に存在する実質的不平等に着目し、それに応

じた個別の取り扱いをすることにより逆に個人間に実質的平等を実現しよ

うとする「配分的正義」という二種類の側面からスポーツ・ルールの機能

を捉えている。

平均的正義について

これをスポーツ・ルールに即して考えてみると、競技者の違反行為とそ

れに対する罰則規程の関係で均衡を保たせるはたらきがあるものと考えら

れるが、この平均的正義の特徴は、「相手に与えた損害を『賠償』しなけ

ればならない」31) というところにある。もちろん意図的なルール違反に限

らず、それ以外のルール違反に対してもこの原則は適用されるのである。

また、その違反行為に対して、必ず何らかの罰則規程が存在し、そこでの
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均衡が保たれる仕組みになっていることがあげられるのであるが、ここに

おいては相手に実害を与えた場合にのみこの原則が適用されることにな

る。

さらに、一つの例外として取り上げなければならないのは、ラグビーや

サッカーなどにおけるアドバンテージ・ルールの適用である。これは「一

方のチームが得点圏にまで攻め入っているような時など、ゲームを中断し

て守備側選手の犯した反則をいちいち罰することは、却って反則を犯した

側に利益を与える結果に往々にしてつながる」32) という理由で設けられて

いるルールであるが、ここにおける違反行為と罰則を与える関係からは説

明することが出来ないために、アドバンテージ・ルールに関しては平均的

正義の原則に則って解釈することは不可能であることを述べておく。

配分的正義について

「たとえばバスケットボールのトラベリングといった反則は相手チーム

にどのような実害も与えることがなく、この場合、不法行為と損害賠償と

いう債権債務関係からは罰則の適用を説明することができない。つまりは

直接の被害者のいない違法行為もあるわけなのであって、ここにおいて登

場するのが配分的正義」33) であるとされていることからも、ここにおいて

は、直接の被害者が存在しないことが前の平均的正義の特徴とは異なると

ころである。そのような特徴を持ったルール違反の例としては、ゴルフに

おいて、内緒でボールを動かしたり、陸上競技や競泳、等 34) における

ドーピング行為の事例が考えられるであろう。

Ⅳ. 3 法律学的視点からみたルール違反

「ファウル・ゲーム」に限らず、この種の意図的なルール違反に対する

見解はこれまでの考察により明白である。

まずスポ－ツ・ルールの機能として、本研究では守能の理論を採用し、

考察を行なった。その機能としての一つである、法的安定性の確保につい

ての考察では、「ファウル・ゲーム」がルールに規制された範囲を逸脱し
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た行為であり、その違反行為、つまりアンスポーツマンライク・ファウル

を摘発しないで見逃したままの状態で試合が続行していくために、試合の

秩序が崩壊し、競技者同士の公正な競い合いが成立不可能となってしまう。

このために法的安定性の確保は失われ、スポ－ツそれ自体の存在すら意味

のないものになってしまうことが認識できる。

次に、正義の実現というルールの機能と照らし合わせたときに、平均的

正義にしても配分的正義にしても「ファウル・ゲーム」は、スポ－ツ・

ルールの原則的な性格である違反行為に対しては罰則を与えるといった正

義の基本的原則とでもいえる、個人間の平等を達成することが不可能にな

ると考えられるのである。

ところで、森田による次のような記述も紹介したい。彼は「スポーツ世

界では意図的にスポーツルール違反を行っても、日常世界のように、倫理

的な非難を受けたり人格上の評価対象にならない」35) としながらも、「暴

力行為は、・・・スポーツルールで想定されている行為を越え、日常世界

にはみ出すので、倫理的な非難の対象となる」ことや、「ドーピング違反

などの大会規定違反は、スポーツ世界を成立させる三原則に反する行為」

36) であるとしている。これらの判断基準について森田は、日常世界とス

ポーツ世界で起こりうる違反行為について、「安全性・公平性・公開性の

原則」を用い、それをスポーツ世界が成立するにあたって必要な原則であ

るとしている。

いずれにしても、スポ－ツ・ルールの機能として取り上げた法的安定性

の確保、そして正義の実現というルールの担う役割に対しては「ファウ

ル・ゲーム」が明かに適っていない、矛盾する行為であることがわかる。

またこれらの行為に関しては、深澤、森田の論じていた「暴行」や、土

田の論文における「紛争」とは現象的にも物理的にも度合いの異なる行為

ではあるが、法学的に解釈しても、債権債務の関係、または損害賠償の関

係を充足しうるとは言い難い行為でもある。
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Ⅴ. 結語

本論においては、バスケットボールにおける「ファウル・ゲーム」を題

材として、スポーツにおける意図的なルール違反について倫理的な側面と、

法律学的な側面から考察を行った。

一つには、意図的なルール違反に対する道徳的観点の本質的な特徴を考

察し、倫理的な非難を浴びる要素を持った行為であることを示唆した。

二つめには、ルールの機能と照らしあわせ、試合の秩序やお互いの公正

さという必要不可欠と考えられる均衡が崩壊してしまうために、この種の

行為はまさに排除されなければならないものであることが認識できた。

さて、現代のスポ－ツ・ルールはあらゆる不合理な行為に対して対応、

処置できるよう、網の目を細かく張り巡らし、スポ－ツそれ自体に、形式

的には倫理的な価値判断を持ち込むことが不可能になってきている。

しかしながら、競技者の間では勝つためなら何をやっても良かろう、等

と考えて何気なくなされた行為が、実は競技レベルを下げていたり、ス

ポーツそれ自体を成立させない原因となっていることを理解してほしい。

「ファウル・ゲーム」が「ナイス・ファウル」と味方の選手やコーチか

ら声がかかったり、観客の中からも拍手が起こったりすることがある。し

かし、それは決して人々に感銘を与え、歓喜を促したり、選手に対しても

称賛を与えるようなプレイではないことを最後に示唆したい。
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