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1．スポーツが環境に与える影響
　スポーツと言えば、健康的で爽やかであ
り、環境（環境問題）とはあまり関係がな
いというイメージがあるかと思います。し
かし、スポーツを行うには、場所や施設を
確保する必要があり、それらが周辺の環境
に与える影響は少なくありません。
　たとえば、スポーツ施設の建設にあたり
開発事業を行えば、その周辺の固有の生態
系を攪乱させるおそれがありますし、大き
な施設を建設することは、その地域の従来
あった景観に影響を与えることもありま
す。また、スポーツ施設には、競技者はも
ちろん、観客等の多数の人が集まり、それ
によりゴミなどの廃棄物の発生や、自動車
等の利用に伴う交通渋滞の発生による有害
物質の排出、騒音の発生、さらには、ナイ
ター設備があるところでは、夜遅くまで強
度な照明が点灯していることによって、睡
眠が妨害されるおそれや動植物にも悪影響
を与えることも考えられます。土や砂のグ
ラウンド周辺の住民からは、砂埃や土埃の
ため、洗濯物が干せないなどの、いわゆる
生活妨害を訴える声も聞かれます（後述の
とおり最近では、学校のグラウンドを芝生
化しようという活動が行われています）。
　このように、スポーツと環境とは、切っ
ても切れない関係にあると言えます。

2．事例の紹介
　では、具体的にどのような問題が起きて
いるのか。ここでは、スポーツと環境が問

題となった興味深い 2 つの事例を紹介した
いと思います。

（1）藤井寺球場のナイター設備工事
　少々古いですが、1973 年 2 月、近畿日
本鉄道株式会社（近鉄）が、従前、主とし
てアマチュア球場として利用していた藤井
寺球場を、近鉄球団のホームグランドとす
ることに決め、ナイター興業に備えてナイ
ター設備を伴う増改築工事を開始すると発
表しました。藤井寺球場は、近鉄が自ら開
発した住宅地の真ん中にあり、閑静な住宅
地を形成していました。これに対し、付近
の住民ら 1,101 名が、ナイター興業が行わ
れることにより、騒音の発生、観客が自動
車で訪れることによる自動車公害（騒音、
排気ガスの発生等）、ナイターの照明等に
よる被害を受けるとして、増改築工事の差
止めの仮処分を申請した事案です。
　裁判所は、これまでの閑静な住宅地とし
ての静穏を著しく阻害され、住宅地の性質
を変容させるものであるなどとして、住民
らが回復困難な被害を被るおそれがあると
判断し、増改築工事のうち照明塔工事につ
いて差止めを認める決定を出しました（大
阪地裁 S48・10・13 決定判時 717・23）。
　しかし、その 10 年後、近鉄が上記決定
を不服として決定の取り消しを求めたとこ
ろ、裁判所は、住民らの主張したナイター
興業による騒音や、自動車による騒音、交
通渋滞、路上駐車等の被害が生じるとは考
えられないとし、また、照明による被害も

具体的な被害が不明であるなどとして、上
記決定を取り消し、住民らの請求を認め
ないという判断を下しました（大阪地裁
S56・9・26 判タ 506・222）。その後、ナ
イター設備は完了しています。

（2）キャッチ・アンド・リリースを禁止
する滋賀県の条例
　滋賀県は、琵琶湖の生態系を維持するた
め、「滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正
化に関する条例」を制定し、そのなかで、

「琵琶湖におけるレジャー活動として魚類
を採捕する者は、外来魚（ブルーギル、オ
オクチバスその他の規則で定める魚類を言
う）を採捕したときは、これを琵琶湖に放
流してはならない」と規定しました。これ
に対し、釣りの愛好家らが、キャッチ・ア
ンド・リリース（採捕した魚を生きたまま
再放流すること）を禁止するこの条例が、
キャッチ・アンド・リリースにより釣りを
楽しむ人の権利および利益を侵害するもの
として、再放流することの禁止義務がない
ことの確認や、この条例によって精神的損
害を被ったとして損害賠償を求めました。
　裁判所は、判決のなかで、琵琶湖の本来
の生態系を回復するために、琵琶湖に生息
する外来魚の絶対数を減らしていくことが
不可欠であって、釣りというレジャー活動
の側面からも、オオクチバス等の再放流を
禁止する必要があるとの滋賀県の判断に
は、合理性があるなどと述べ、釣り愛好家
らの請求は認めませんでした（大津地裁
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H17・2・7 判時 1921・45。本件は高等裁
判所でも争われましたが、ほぼ同内容の判
断がなされています（大阪高裁 H17・11・
24））。
　近年、生態系の保護や魚類資源の枯渇へ
の配慮として、キャッチ・アンド・リリー
スを行う釣り人が増えています。乱獲によ
り、絶滅もしくは絶滅に瀕した種は数多く
ありますから、釣った魚を生きたまま再放
流するというのは、種の保存、生態系の維
持に資することは確かです。他方で、すで
に生態系が崩れている場合には、その崩壊
要因を放置しておくことが、さらなる生態
系の崩壊を引き起こすことになりかねませ
ん。琵琶湖では、古くからの固有種（フナ
やモロコなど）が減少する一方、フナやモ
ロコなどを捕食するオオクチバス、ブルー
ギルといった本来、琵琶湖には生息しない
はずの外来種が急増していました。
　平成 17 年 6 月 1 日に施行された「特定
外来生物による生態系等に係る被害の防止
に関する法律」では、オオクチバスやブ
ルーギルは、生態系等に係る被害を及ぼし、
または及ぼすおそれのある外来生物である

「特定外来生物」に指定されています。た
だし、同法では、キャッチ・アンド・リリー
スは禁止されていませんでした。
　釣りというレジャー（スポーツ）を楽し
む権利は、当然認められるべきですが、地
域によってはキャッチ・アンド・リリース
が必ずしも生態系の保護に資するとも言え
ないと思われますから、琵琶湖の実情に鑑
みたうえでの滋賀県の条例は、合理性があ
るものと言えるのではないでしょうか。

3．環境アセスメントによる対応
（1）環境アセスメントの導入
　藤井寺球場の事例からも明らかなとお
り、スポーツ施設を建設するにあたって
は、事前に環境に与える影響を十分に検討
する必要があると言えます。こうした開発
事業が環境に与え影響を事前に配慮するた
めの制度として、「環境アセスメント」が
あります。これは、開発事業の内容（開発

計画）を決めるにあたり、当該事業が環境
に及ぼす影響を、開発を行う事業者自らが
事前に調査、予測、評価し、その結果を公
表して国民、地方公共団体などから意見を
聴き、それらをふまえて最終的な意思決定
に反映させることで、事業が環境の保全に
十分配慮して行われるようにするための制
度です。
　環境アセスメントは、1969 年にアメリ
カで制度化され、日本でも 1972 年に公共
事業について導入されましたが、包括的・
統一的なルールを定める法律は制定されて
いませんでした。その後、1993 年に環境
基本法が制定され、同法 20 条で、環境ア
セスメントについて国が推進のために必要
な措置を講じることが規定され、ついに、
1997 年 6 月、環境アセスメントの手続き
について規定した環境影響評価法が制定さ
れました。

（2）環境影響評価法とスポーツ施設
　環境影響評価法は、規模が大きく、環境
に著しい影響を及ぼすおそれのある道路、
河川、鉄道、発電所、飛行場等の 13 種類
の事業を行うにあたり、環境アセスメント
の手続きを義務づけるとともに、その手続
内容を具体的に定めています。環境アセス
メントにおいて調査、予測、評価される項
目としては、大気、水、土壌、騒音、振動、
悪臭、景観、生態系、廃棄物、温室効果ガ
スなどといったものが挙げられます。
　このように、環境影響評価法で環境アセ
スメントが義務づけられるのは一定規模以
上の一定の事業に限られています。これに
対し、各地方公共団体も、条例により独自
に環境アセスメントについて定め、環境影
響評価法では環境アセスメントの対象外と
されている事業についても、環境アセスメ
ントを行うように義務づけるなど、地域の
実情に応じた環境アセスメントの制度を設
けています。
　ところで、陸上競技場やサッカースタジ
アム等のスポーツ施設は、環境影響評価法
において、環境アセスメントを行うことを

義務づけられている事業ではありません。
したがって、スポーツ施設を建設しようと
する事業者は、各地方公共団体の定める条
例において、環境アセスメントの対象事業
とされている場合に、環境アセスメントを
実施しなければならないことになります。
こうして、スポーツ施設を建設する前の段
階で、環境に及ぼす負荷を低減するための
仕組みが各地方公共団体の条例レベルで用
意されているのです。

４．東京都による緑化計画書制度
　上記に紹介した環境影響評価条例の他
に、東京都では、「東京における自然の保
護と回復に関する条例」を定めています。
これは、都内で 1000m2 以上の敷地におけ
る開発計画や建築計画がある際に、同条例
に基づき緑化指導や開発の規制を行うとい
うものです。緑化指導とは、具体的に、敷
地や建築物上での一定基準以上の緑化が義
務づけられ、事前に緑化計画書の届出をし
なければならなくなります。屋外競技施設
の建設は、こうした緑化指導の対象となる
行為の１つとされています。緑化を進める
ことは、ヒートアイランド現象（都心のお
ける気温が郊外に比べ高くなる現象）の緩
和に資するとともに、大気の浄化、雨水の
貯留といった自然環境に重要な役割を果た
しています。
　また、東京都では、学校の校庭の芝生化
を進めています（平成 22 年度までの累計
で 228 の公立小中学校の校庭が芝生化さ
れました）。校庭の芝生化は、ヒートアイ
ランド現象や近隣に対する砂埃を抑制する
といった自然環境に資すると同時に、ス
ポーツ活動を活性化させ地域コミュニティ
を形成する役割も担うものと言えます。

5．スポーツ界の取り組み
　スポーツ界でも、スポーツが環境に与え
る影響をふまえ、さまざまな取り組みが行
われています。ここでは、日本オリンピッ
ク委員会（JOC）の例を取り上げたいと思
います。
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　JOC では、2001 年にスポーツ環境専門
委員会を設置し、2003 年から『活動報告書』
という、スポーツ環境専門委員会に加盟し
ているスポーツ団体の環境への取り組みを
まとめた報告書を毎年発行しています。さ
らに、2003 年 7 月に、「ISO14001」を認
証取得しました。これは、世界の国内オリ
ンピック委員会のなかでも最初のことでし
た。
　ISO14001 について少し詳しく説明し
たいと思います。ISO14001 とは、環境
マネジメントシステムの 1 つで、組織活
動、製品およびサービスの環境負荷の低
減といった環境パフォーマンスの改善を
実施する仕組みが、継続的に運用される
システムを構築するために要求される規
格の 1 つです。1991 年の国連環境発展

（開発）会議（UNCED・通称地球サミッ
ト）からの要請により、BCSD（Business 
Council for Sustainable Development）
という世界のビジネスリーダー 50 名か
らなる審議会が創設され、同審議会が
ISO（International Organization for 
Standardization：国際標準化機構）に対

し、環境に関する国際標準化に取り組むよ
う依頼したことがきっかけとなって発行さ
れました。
　ISO14001 の基本的な仕組みは、「PDCA
サイクル」と呼ばれるものです。これは、
①方針・計画（Plan）→②実施および運用

（Do）→③点検および是正（Check）→④見
直し（Act）というプロセスを繰り返して
いくことで、環境対策の継続的な改善を図
ることを目指しています。
　JOC では、この他にも、ポスターやパ
ンフレットを作成し、関係各団体に配布す
るなどの環境に対する啓発活動を行うほ
か、JOC 主催のイベントにおいて植林事
業やゴミの分別を行うなど、より実践的な
活動も行っています。

6．最後に
　ここまで、スポーツが環境に与える影響
について、取りとめなく述べてまいりまし
たが、スポーツが、心身の健康はもとより、
地域振興、レジャーなどさまざまな面で貢
献するなど、その便益は図り知れないもの
があり、私は決して、環境に配慮してスポー
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■『詳解　スポーツ基本法』
　2011（平成 23）年 6月、「スポーツ基本法」
が制定された。それに合わせ、「スポーツ基本法」
に関する最初の解説書が、日本スポーツ法学会
の編集・執筆によって出版された。
　スポーツ基本法が制定されたことは知ってい
ても、具体的にどのように関わってくるのかま
で、まだ理解できていないという方も多いので
はないだろうか。
　本書は、単に逐条解説を掲載しているのでは
なく、制定までの経緯や基本理念を述べたうえ
で、スポーツ分野とスポーツに関わる主体ごと
に章立てがなされている。したがって、スポー
ツ関係団体や関係者が、このスポーツ基本法と
どのように向き合い、そして活用していけばい
いのかなど、具体的かつわかりやすく解説され
ている。スポーツ関係者には必読の一冊。
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ツを自粛すべきなどとは言うつもりはあり
ません。
　大切なのは、スポーツ活動が、環境に何
らかの影響を与えていること、そして、環
境が破壊されれば、競技することが難しく
なってしまうスポーツ（たとえば、温暖化
で雪が積もらなければスキー競技の実施は
困難です）があることを強く自覚し、スポー
ツが環境に与える負荷を少しでも低減させ
るよう努めることです。
　スポーツやスポーツ選手が人々に与える
影響は非常に大きなものがあります。今後
も、スポーツ界が人々を引っ張って環境問
題に取り組んでいくことが、限りある環境
のなかで、スポーツが発展していくのには
欠かせないものと言えるのではないでしょ
うか。
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