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はじめに
　昨年 8月5日〜21日まで、リオデジャネ
イロにて、第 31 回オリンピック競技大会

（以下「リオオリンピック」といいます）が
開かれました。リオオリンピックにおいて、
連日の日本人選手の活躍に日本中が沸いた
ことはまだ記憶に新しいかと思います。今
回、私は現地でオリンピックを観戦する機会
があり、併せて、リオオリンピックで実施さ
れたスポーツ法に関する紛争を対象としたリ
ーガルサービスの調査を行うことができまし
た。本稿では、オリンピック開催前からオリ
ンピック終了までの間、リオデジャネイロに
設置されたCAS（Court of Arbitration for 
Sport；スポーツ仲裁裁判所）の Ad hoc 
Division（臨時廷）と、同じ期間設置された
Pro Bono Advocacy（無料弁護サービス）
について報告をいたします。

リオオリンピック観戦の経緯
　私は、2016 年1月より一般社団法人全日
本テコンドー協会（以下「全日本テコンドー
協会」といいます）の外部理事を務めてお
ります。今は会長代行として、全日本テコン
ドー協会の業務を行っています。テコンドー
は日本においてあまり馴染みのない競技かも
しれませんが、現在、206カ国に団体があり、
7,000 万人の競技人口を有する世界規模のス
ポーツです1）。オリンピックの正式種目とし
て採用されたのは、2000 年シドニーで開催
された第 27回オリンピック競技大会からで
すので、オリンピック競技としては新参者と
いえます。
　ここで少しテコンドー競技をご説明いたし
ます2）。テコンドーには、キョルギ（組み手）

とプムセ（型）の競技があり、オリンピック
競技として採用されているのはキョルギで
す。キョルギは、空手（組み手）とキックボ
クシングをミックスしたようなフルコンタク
トの格闘技で、1辺が約3.3mの8 角形のコ
ート内で競技が行われ、ラウンド制（2 分 3
ラウンド）が採られ、勝敗はポイント数によ
って決まります。男女とも体重別に試合が行
われ、国内の競技大会や世界選手権大会で
は、男女各 8 階級が設けられていますが、
オリンピックでは、男女各4階級になってい
ます。選手は、電子防具である胴プロテク
ターとヘッドギアを装着し、センサーが付い
たソックスを着用します。相手の電子防具
への攻撃がクリーンヒットすると、電子防具
により判定され、ポイントとなります（ポイ
ントの判定はフェンシングに近いです）。
　テコンドーにおけるこれまでの日本人選手
の活躍は、テコンドー競技が初めて採用さ
れたシドニーオリンピックのときに、岡本依
子さん（現全日本テコンドー協会理事）が
銅メダルを獲得したことです。初採用種目
で銅メダル獲得ということで、このことがき
っかけで日本でのテコンドーの認知度が高ま
ったといえます。その後も毎回オリンピック
に日本代表選手が出場しており、リオオリン
ピックには1 名だけですが、濵田真由選手
が出場しました。
　今回は全日本テコンドー協会の関係者と
して、他の理事や、私と同じく外部理事を
務めている大橋卓生弁護士と、濵田選手の
応援のためにリオオリンピックに行くことに
しました。リオオリンピックへ行くことが決
まってから大橋弁護士と話すなかで、せっ
かくオリンピックに行くのだから、ただ観戦

するだけではなく、弁護士の視点でオリンピ
ックを観てみようということになりました。
そのなかで、日頃からスポーツに携わる弁護
士として興味をもったのが、前述の CAS 
Ad hoc Division と Pro Bono Advocacy
でした。

リオオリンピックにおける
CAS Ad hoc Division
　CAS は、スポーツで起きたトラブルを、
裁判所ではなく、スポーツ界の特殊性に対
応できる専門家の関与の下で適正、公平、
迅速に解決することを目的として、1984 年
に国際オリンピック委員会（IOC）内に設置
されました3）。その後IOCから独立し、本部
をスイス・ローザンヌに置いています。日本
においてCASが注目されたのは、シドニー
オリンピックで水泳の代表選考から外れた
千葉すずさんが、日本水泳連盟の選考基準
が不透明で、落選の理由が不明確であると
主張し、自らの代表入りを求めて CAS に
申し立てた件4）でしょう。日本ではこの件
が一つの契機となり、CASのように、国内
で生じるスポーツで起きたトラブルを解決す
る仲裁機関として、日本スポーツ仲裁機構

（JSAA）が設置されました。
　さて、CASは1996年以降、オリンピックや
サッカーワールドカップといった大規模国際
大会において大会開催地にAd hoc Division
と呼ばれる臨時廷を設置しています。大会
開催期間前からその終了までに起こったス
ポーツに関する紛争の解決に取り組んでい
ます。リオオリンピックでは、大会開催前の
2016年7月26日（大会開幕日は8月5日）か
ら、大会終了日の 8 月21日までの間、リオ
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市内のホテル（Windsor Oceanico Hotel）
にAd hoc Divisionが設置されました5）。Ad 
hoc Division 設置期間中には、28 件の申立
てがあったようです6）。
　リオデジャネイロに到着した我々は、Ad 
hoc Division が設置されているホテルへ行
きました。ホテルのワンフロアを貸し切り、
事務局の部屋や仲裁人の控え室、ヒヤリン
グルームが 2 つほど設置されていました。
ヒヤリングルームには20 名ほどが座れる席
が用意されており、同時通訳ブースがあり、
フランス語・英語7）以外の言語にも対応でき
るように工夫がなされていました。我々が訪
問した際に、タイミングよく事務局を務めて
いるニューヨーク州弁護士で CAS の
CouncelであるBrent Nowicki 氏から話し
を伺うことができました。Nowicki氏からは、
CAS Ad hoc Divisionと後述するPro Bono 
Advocacyとの関係性を伺うことができま
した。そのなかで、とくに印象的であったの
は、CAS Ad hoc Division と Pro Bono 
Advocacyはリオオリンピックのために設置
されたスポーツ紛争に関する法的サービスと
いう点では共通しているが、両者は仲裁機
関と申立人代理人という立場にあることか
ら、互いに独立した当事者であることが重
要であるということでした。

リオオリンピックにおける
Pro Bono Advocacy
　その後、我々はPro Bono Advocacyの事
務局を担当しているリオの弁護士 Joaquim 
de Paiva Muniz 氏にアポイントを取り、
Muniz 氏の法律事務所で話しを伺うことが
できました。リオデジャネイロ弁護士会が設
置した Pro Bono Advocacy は、リオオリ
ンピックのCAS Ad hoc Division設置期間
に生じたスポーツ紛争に関し、CAS Ad 
hoc Divisionを利用する選手が無償で手続
代理を受けることができるリーガルサービス
です。このようなリーガルサービスは、2012
年のロンドンオリンピック・パラリンピック
から実施されています。
　今回リオデジャネイロで Pro Bono 

Advocacyを組織することとなった契機は、
2015 年にCAS からブラジル弁護士会を通
じて Pro Bono Advocacy 設置の提案の連
絡であったそうです。Pro Bono Advocacy
を編成する弁護士については、CASより、
スポーツ法を専門とし仲裁手続の経験があ
り、母国語だけでなく英語やフランス語など
の外国語で法的サービスができる人物が
望ましいとのことであったので、その要望
をもとに、ブラジル全土の大手法律事務
所に声をかけ、活動を希望する事務所から
若手を中心とする弁護士を募ったそうで
す。募集の結果 24 名の弁護士が Pro Bono 
Advocacyの担当弁護士となりました。この
24 名は CAS から仲裁手続の一般的な教育
を受けたのみで、その他の専門的知識は各
自でトレーニングをしたそうです。ここでも、
CASとPro Bono Advocacyとは独立した
当事者であることが貫徹されていました。相
談体制は、24名を4つのグループに分けて、
CAS Ad hoc Division設置期間の4週間の
うち1週間ずつ1グループが担当し、24 時
間体制で相談を受け付けることにしたようで
す。相談受付方法は、電話またはメールで、
期間中に 3 件の相談があり、それらはすべ
て Pro Bono Advocacy の弁護士が手続き
代理人となり、CAS Ad hoc Division へ申
立てがなされたようです（OG16/05&07、
OG 16/20、OG AD 16/05の3件）。このう
ち、OG16/20の案件は受任から仲裁判断ま
で13時間だったそうです。
　Pro Bono Advocacy の周知方法につい
ては、選手らが選手村へ入村する際に「仲
裁判断に従う」旨の誓約書にサインをすると
きに渡す Pro Bono Advocacyについての
パンフレットにて行っているようでした。
Muniz 氏は、Pro Bono Advocacy の意義
について、ほとんどの国では、選手団に顧
問弁護士がいるが、顧問弁護士を編制でき
ない国にとっては、リーガルサービスを享受
することができる点であると述べていまし
た。なお、リオデジャネイロの Pro Bono 
Advocacyに類する制度として、ロンドンオ
リンピック・パラリンピックの際にイギリス

弁護士会が構成したLondon2012 Pro Bono 
Service があり、CAS Ad hoc Division へ
の手続代理だけでなく、一般的な法律相談
も行っていましたが、リオオリンピックの
Pro Bono Advocacy は、CAS Ad hoc 
Divisionの手続代理のみを対象としており、
その他の一般法律相談は、ブラジル弁護士
会に常設の Public Defenderという組織が
対応しているということでした。

東京2020へ向けた
リーガルサービスの取り組み
　以上のように、リオオリンピックで行われ
ているリーガルサービスを調査し、東京オリ
ンピック・パラリンピックでも同様のサービ
スを提供する必要性を感じました。オリンピ
ック・パラリンピック参加者が日本に来て、
少なくとも自国と同様か、それ以上のリーガ
ルサービスを受けることができるようにサポ
ートすることが、弁護士としてのオリンピッ
ク・パラリンピックへの関与の仕方であると
の想いを強くしました。
　現段階では、東京オリンピック・パラリン
ピックにおいてこれらのサービスがどのよう
に提供されるかについての詳細はわかって
いません。おそらく、CAS Ad hoc Division
はCASが主導して整備されると思いますが、
Pro Bono Advocacyは、我々弁護士側で準
備しなければならないと考えています。それ
は、上記 Nowicki 氏がいうように、CAS 
Ad hoc Division と Pro Bono Advocacy
とは仲裁機関と申立人代理人という立場に
あり、互いに独立した当事者であることが重
要だからです。両者の役割をはっきりと区別
しておかなければなりません。そのうえで、
Pro Bono Advocacyをどのような組織体制
にするのかについては、オリンピック・パラ
リンピック参加者が利用しやすいものにしな
ければならないと考えます。法的な知識、と
くにCASの手続のトレーニングはもちろん、
参加者は世界各国から来るためさまざまな
外国語に対応できるようにしておく準備が必
要です。また、CAS Ad hoc Divisionに申
し立てられる案件は緊急性の高いものです
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から、24 時間体制で受け付け、かつ、事件
を迅速に処理できるように、数名のチームを
組んで対応しなければならないと考えます。
　そのほか、参加者の利便性を考えると、
London2012 Pro Bono Service のように、
CAS Ad hoc Divisionの手続代理だけでな
く、一般法律相談にも対応すべきと考えま
す。そうすると、スポーツ法分野の弁護士
だけでなく、入管法や刑事、広く一般民事
も扱えるようさまざまな弁護士との連携が必
要になってくるでしょう。また、ブラジル弁
護士会のようなPublic Defenderに類する
日本のシステムとして、当番弁護士制度や、
国選弁護人制度、法テラスとの連携も必要
です。

最後に
　リオデジャネイロまでは、成田空港からニ
ューヨーク JFK 空港までが約 10 時間、

JFK 空港からリオデジャネイロ国際空港ま
で約10時間のフライト時間でした。乗り継
ぎ時間を合わせると、約24時間の移動時間
でした。時差は日本とは12時間であり、文
字どおり「地球の裏側」でした。さすがに
長時間の移動は疲れましたが、その疲れを
吹き飛ばすようなリオデジャネイロのビーチ
の美しさが印象的でした。また、日本ではリ
オデジャネイロの治安が危ぶまれるような報
道がありましたが、とくに危険な目に遭うこ
となく、リオっ子（現地では「カリオカ」と
呼ぶそうです）の陽気さに触れることができ
ました。冒頭述べたテコンドー日本人選手は
実力を十分に発揮できず、残念ながら2回
戦敗退でしたが、この悔しさを糧にして、東
京オリンピックでは最高の成績を残して欲し
いと願っています。
　今回オリンピックを肌で感じましたが、世
界のトップアスリートが一堂に会するオリン

ピックは間違いなく世界最大のイベントで
す。そのような世界最大イベントを成功させ
るため、東京オリンピック・パラリンピック
に参加するすべての人々が参加してよかっ
た、と思えるよう、弁護士として東京オリン
ピック・パラリンピックを支えることができ
ればと考えています。
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