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はじめに
（1） メガ・スポーツイベントは本来サス

テナブルなもの？？
　日本では、2020 年に東京オリンピック・
パラリンピック、その前年の2019 年にはラ
グビーのワールドカップの開催が予定されて
います。
　世界に目を向けると来年度の2018 年の2
月には韓国の平昌での冬季オリンピック・パ
ラリンピック、6 月にはロシアにおいてサッ
カーのワールドカップが開催されます。
　オリンピック・パラリンピックやワールド
カップといった全世界中の注目を集めるスポ
ーツイベント（以下、「メガ・スポーツイベント」
と言います）では、アスリートが競技に臨む
姿は、見るものに夢と感動を与え、開催国に
は世界各国から人が集まり、経済効果も期
待できます。
　しかし、メガ・スポーツイベントは、この
ような華 し々い光の部分の影に隠れ、その開
催のために、例えば、スキー競技の施設建
設のために山林が切り開かれたり、開催期間
中の交通量の増加により地球全体の環境に
負荷をかけたりするなど環境破壊の事例が
あるだけでなく、開催過程において、少数者
の人権が侵害されることや、児童・労働者
の権利が犠牲になる例があることも見過ごす
ことはできません。
　メガ・スポーツイベントの開催は、多額の
開催費が必要とされ、競技場等の新設によ
る建設ラッシュなどにより、そもそも環境に
過度な負荷をかけ、さらに開催過程において
人権侵害を伴うという性質を内在するもので

あることを認識すべきです。すなわち、メガ・
スポーツイベントというものは、本来、サス
テナブル（持続可能）なものではない、とい
うことを理解する必要があります。

（2） メガ・スポーツイベントと人権
　とくに、メガ・スポーツイベントでの人権
侵害事例については、わが国では見過ごさ
れがちです。しかし、欧米では、人権 NGO
等の活動により、メガ・スポーツイベントの
過程での人権侵害事例について注目が集ま
り、人権侵害を防止するための仕組みにつ
いてステークホルダーが集まり活発に議論さ
れ、IOC や FIFAなどのスポーツイベント
の統括団体ではこの仕組みを実現する手段
が構築されるようになってきています。
　例えば、2016 年12 月、IOCは、2024 年
の夏季オリンピックから、開催都市と締結す
る契約（以下「Host City Contract」と言
います）に、人権保護の条項を明記すること
を決定しました。IOC が人権保護を開催都
市に具体的に義務づける条項をHost City 
Contractに導入することは初めてのことで
す。
　本稿では、スポーツイベントをいかに持続
可能なイベントにしていくか、100 年後の未
来の子どもたちにもイベントを引き継いでい
くために我々が何をすべきか、人権問題に焦
点を当てて説明したいと思います。

メガ・スポーツイベントにおける 

人権侵害事例
　メガ・スポーツイベントの開催には、以下

に挙げるような人権侵害リスクが存在してい
ます。
　まず、強制退去の事例が挙げられます。
オリンピック・パラリンピックに関して言う
と、2008 年の北京では、スタジアムの建設
過程において、多くの住民が、正当な法の手
続きや補償もないまま、強制退去を余儀なく
されました。このとき、国際的な人権 NGO
らの問題提起により、世界中でこの問題がク
ローズアップされ、批判の対象となったにも
かかわらず、2014 年のソチ、2016 年のリオ
デジャネイロ（以下、「リオ」と言う）でも
同じことが繰り返されてしまいました。
　リオでは、スタジアム建設予定地に住んで
いた2 万 2000 世帯もの家族が強制退去を余
儀なくされました。強制退去は、住んでいた
家族から職を奪います。それにより子どもた
ちが働きに出ざるを得なくなり、子どもたち
は学校に通えなくなったり、学校に通えたと
しても転校を余儀なくされたり、職場が遠く
なったことで家族がバラバラになったりする
などの事態を招きます。
　また、出稼ぎ労働者の搾取・人権侵害と
いう事例も挙げられます。2008 年の北京や
2014 年のソチでは、大規模インフラ工事で
雇用される出稼ぎ労働者が危険な環境での
低賃金での労働や長時間労働を余儀なくさ
れていたことが問題になりましたし、サッカ
ーのワールドカップにおいても、2018 年ロ
シア大会のスタジアム建設において危険な
労働環境により死亡したケースが報告され
ています。2022 年に開かれるワールドカッ
プの開催予定地であるカタールにおけるスタ
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ジアム関連施設の建設現場での移民労働者
に対する人権侵害の問題も指摘されていま
す。中東では、カファラという労働契約制度
があり、移民労働者は採用担当者に金銭を
支払ったうえで、雇用主にパスポートを取り
上げられ、過酷な労働を強制させられていた
ことが問題となりました。
　その他にも、制度的な差別が助長される
ケースがあり、2014 年のソチでは、ロシア
当局による反 LGBT 法の制定による人権侵
害行為が問題となりました。
　さらに、2008 年の北京や 2014 年のソチ
では、報道の自由の侵害や市民活動家への
弾圧という問題も起こりました。

日本で開催予定のメガ・スポーツ
イベントでの人権侵害リスク
　日本では、基本的人権が保障され、労働
法制や児童福祉法制といった法整備が比較
的整っていることから、北京、ソチ、リオ、カ
タールでのような人権侵害事例とは無縁であ
ると考えがちですが、それは大きな誤りです。
　メガ・スポーツイベントの開催には、招致
過程から、開催決定、開催準備、大会運営
に至るまで、IOC、FIFA 等の IF（国際競
技団体）、NOC（オリンピック組織委員会）、
NF（国内中央競技団体）はもちろん、これ
らの団体のスポンサー企業やサプライヤー企
業、アスリートやコーチに至るまでさまざま
なステークホルダーが関わっています。
　しかも、スポンサー企業やサプライヤー企
業は、世界各国に活動拠点を有するグロー
バルな多国籍企業であることが多く、製造拠
点を人件コストの低い発展途上国に置いて
いたり、原材料等を発展途上国から調達し
ていることが多いです。このような企業のサ
プライチェーンについてみると、その過程で、
児童労働や強制労働等の人権侵害が発生し
ている可能性は否定できません。
　実際に、1994 年、アテネオリンピックを
直前に控えた時期に、国際人権 NGOを中
心としたグループが、スポーツメーカーに対
し、中国の製造工場での劣悪な労働環境等
を調査した報告書をインターネットで公開す

るという「Play Fairキャンペーン」という
動きがあり、日本のスポーツメーカーも対象
として挙げられ、対応を余儀なくされていま
す。
　このように、2019 年、2020 年と日本が立
て続けに開催を予定しているメガ・スポーツ
イベントにおいて、大会主催者は、単に自ら
の団体や取引相手の人件侵害リスクのみに
注意すればよいのではなく、取引企業のサプ
ライチェーン全体においても人権侵害の可能
性を排除するための体制の整備が求められ
ているのです。
　また、日本国内において欧米からも注目さ
れている人権侵害として、違法な時間外労
働の問題や技能実習ビザで入国した外国人
労働者の搾取の問題が挙げられます。後者
は、発展途上国の人材が、期限付きで日本
において働きながら技術を学ぶ仕組みです
が、安価な単純労働力として低賃金による
長時間労働を余儀なくされているケースが多
く問題になっています。しかも、多くの技能
実習生は、来日するために必要とされる高額
な渡航前費用を借金していることから、帰国
もできないという状況に陥っています。この
問題は、外国人労働者に対する法整備が不
十分である我が国特有の問題であり、今後、
東京オリンピック・パラリンピックに向けて
世界の注目が日本に集まるなか、必ず改善
が求められる人権侵害行為と言わざるを得
ません。

「メガ・スポーツイベントと 

人権尊重」をめぐる国際的な動き
　ビジネスの分野では、2011 年 6 月、国
連人権理事会において「ビジネスと人権
に関する指導原則：国際連合『保護, 尊重
及び救済』枠組実施のために」（Guiding 
Principles on Business and Human 
Rights : Implementing the United 
Nations “Protect, Respect and Remedy” 
Framework、以下「UNGPs」と言います）
が採択され、企業活動における人権尊重の
重要性が強く認識される契機となりました。
　ビジネスの分野では、企業が直接の取引

相手だけでなく、そのサプライチェーン全体
において人権侵害が起こらないような仕組み
をつくり、常に人権侵害の予防を意識するこ
とが、自社および自社の取引分野における永
続的な発展につながるとの認識が共有され
ています。
　他方、スポーツ界では、2012 年に IOC
が“SUSTAINABILITY THROUGH 
SPORT”1）を発行し、さらに、2014 年に採
択されたオリンピック・アジェンダ 20202）

の提言にも“SUSTAINABILITY”という
キーワードが組み込まれています。そして、
2016 年 12 月には、2024 年の夏季オリンピ
ックから、開催都市との契約（Host City 
Contract）において UNGPs への遵守を義
務付けることが決定されました。
　FIFAは、2015 年12 月、UNGPsを取り
まとめたジョン・ラギー教授に対し、FIFA
における人権保護の実践を目的とした調査
報告を依頼し、2016 年 4 月、ラギー教授
は、“For the Game, For the World”とい
うタイトルの報告書を提出しました。そして、
2017 年5月に、FIFAは、“Human Rights 
Policy”3）を採択しました。ここでもUNGPs
に従って人権尊重にコミットすることが明記
されています4）。
　このように、ビジネスの分野における人
権保護を目的として策定されたUNGPs が、
昨今では、IOC だけに留まらず、メガ・ス
ポーツイベントにおける人権保護の枠組みと
して利用されるようになっています。そこで、
次の項では、UNGPsについて説明します。

UNGPsについて
（1） UNGPsが採択された経緯
　UNGPs は、2011年 3 月21日に、ビジネ
スの分野における人権保護を目的として、国
連人権理事会によって採択された指導原則
です。
　1990 年代以降、グローバルな経済活動の
急速な展開を受けて、国境を越えた企業活
動による人権侵害について、国際的な関心
が高まりました。こうしたなか、国連は、事
務総長特別代表という役職を設置し、ハー
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バード大学のジョン・ラギー教授をその職に
任命し、ビジネスと人権に関する問題につい
て調査を実施、調査結果を踏まえて、2007
年から2008 年にかけて、国連人権理事会に
対し、「『保護、尊重及び救済』枠組」（“Protect, 
Respect and Remedy” Framework）の採
択を勧告し、人権理事会が満場一致でこれ
を採択しました。そして、この「『保護、尊
重及び救済』枠組」を実施するためのより
具体的かつ実務的なガイドラインとして策定
されたのが UNGPsです。

（2） UNGPsの 3要素
　UNGPsは、ビジネスにおける人権尊重の
指導原理を、①人権を保護する国家の義務

（Protect）、②人権を尊重する企業の責任
（Respect）、③救済へのアクセス（Remedy）、
という3つの要素から構成しています。
　企業は、直接の取引相手だけではなく、サ
プライチェーン上の組織においても人権に対
する負の影響が生じることを防止する責務を
果たすことが求められます。そのために企業
が取るべき具体的な行動としては、まず、①
人権尊重責任を果たすことを方針等の形で
誓約すること、次に、②人権への影響を特定、
防止、軽減し、人権問題にどのように対処し
ているかにつき説明するための人権デュー・
デリジェンスを実施すること、そして、③企
業が惹起した人権への負の影響について救
済を行うための手続きを設けること、が挙げ
られています。

欧米での実践例　　
（1） ロンドンオリンピック・パラリンピ

ックでの取り組み
　ロンドンオリンピック・パラリンピック（以
下、「ロンドン 2012」と言います）は、「最
もサステナブルな大会」と称され、高い評
価を得ました。ロンドン2012の開催決定を
受けて持続可能なイベントマネジメントを
実現するためのイギリスの国家規格として
BS8901が策定され、この規格に基づき、国
際規格であるISO20121 が策定され、2012
年 6 月15日に発行されました。ロンドン

2012 では、ISO20121 が適用され、持続可
能性というコンセプトを基本に据え、経済性
だけでなく、環境や社会に配慮した「レガシ
ー」を強く意識した大会運営が行われました。
　大会の 5 年前には、持続可能性に関する
計画のモニタリング機関として、ロンドンオ
リンピック組織委員会（以下、「LOCOG」
といいます。）とは別の第三者監視機関であ
るCSL7）が設立されました。
　また、LOCOG に寄せられた、サプライ
ヤーやライセンシー企業等のサプライチェー
ン全体における人権問題や労働問題に関す
る苦情や紛争処理の仕組み（グリーバンス・
メカニズム8））として、CDRM9）を設置し、
その業務の大部分をErgon Associates Ltd
に委託して実施されました。
　LOCOG の調達先に対しては、非営利団
体であるSEDEX の情報プラットフォーム
への登録を推奨し、各調達先企業の労働基
準や環境対策等の情報が共有される仕組み
が構築されました。
　このように、ロンドン2012 では、開催が
決まってすぐに、持続可能性に関する計画
が打ち出され、第三者監視機関であるCSL
が設置され、計画の進行状況がモニタリン
グされ、紛争や苦情に関しては、グリーバン
ス・メカニズムによって解決されるという仕
組みが機能していたのです。

（2） UEFAの取り組み
　UEFA（欧州サッカー連盟）におい
ても、2024 年に開催される欧州選手権

（EURO2024）から、開催国を決める入札手
続の過程で、UNGPsを代表とする国際的に
評価されている人権保護基準が実践されて
いることが開催国決定の条件の1つとして導
入されました。立候補のための書類の中で、
立候補国は、欧州選手権（EURO2024）に
おいて人権侵害を防止するために、どのよう
にUNGPsを導入していくか、についての説
明が求められます。UEFAにとって、人権
に関する基準を設けることはこれが初めての
試みです5）。
　2016 年にフランスで開催された欧州選手

権（EURO2016）では人種差別や環境問題
についてモニタリングが実施されました。例
えば、人種差別の問題で言えば、モニタリ
ングを行う団体から、本戦 51試合のうち問
題のある事例として、10 件の指摘を受け、9
件について制裁が科されました。また、障が
い者のスタジアムへのアクセスの問題や、衛
生設備、ケータリング、禁煙区域の設定など
に対する取り組みも実施されました。これら
の取り組みについては、大会後に総括し、ポ
ジティヴな結果だけでなくネガティヴな結果
についてもそれぞれ公表しています6）。

（3） メガ・スポーツイベントに関するプ
ラットフォーム（MSE Platform）

　欧米では、スポーツイベントにおける人権
尊重を確保する目的で、スポーツに関わるさ
まざまなステークホルダーが集まって議論が
行われる場（プラットフォーム）が形成され
ており、MSE Platform10）もその1つです。
　メンバーは、スイスや米国という政府、
ILO、OHCHR、UNESCO 等の国連機関、
IOC やコモンウェルスゲームズといった競
技団体、スポンサー企業、国際労働組合や
人権 NGOであり、事務局は、ビジネスと人
権に関するシンクタンクであるIHRB が担
っています。
　MSE Platform は、メガ・スポーツイベ
ントにおける人権尊重という目的を達成する
ために、2017 年、4 つのタスクフォース11）

を立ち上げ活動しています。
　このように、欧米では、人権尊重の仕組
みを構築するために、政府、国連機関、競
技団体、スポンサー企業、サプライヤー企業、
メディア、労働組合、選手会、人権 NGO
等のステークホルダーが集まってプラットフ
ォームを形成し、議論を積み重ね、政策形
成に反映されています。

東京オリンピック・パラリンピック
競技大会組織委員会の取り組み
　東京オリンピック・パラリンピック競技大
会組織委員会（以下、「TOCOG」と言いま
す）は、まず、持続可能性に配慮したより
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適切な大会運営を実現するために、イベン
トの持続可能性をサポートするために策定さ
れたマネジメントシステムの国際規格である
ISO20121の枠組みを導入することを打ち出
しています。
　そして、2016 年1月に、「持続可能性に配
慮した運営計画 フレームワーク」および「持
続可能性に配慮した調達コード 基本原則」
を発表し、その後パブリックコメントの募集
および結果の集約を経た後、2017 年1月に

「持続可能性に配慮した運営計画 第一版」を、
同年 3月には、「持続可能性に配慮した調達
コード（第一版）」 12）を発表しました。また、
木材13）、農産物14）、畜産物15）、水産物16）に
ついてはそれぞれ特別な調達基準が策定さ
れています。
　また、現在、TOCOGでは、グリーバンス・
メカニズムの仕組みについて議論されている
ところです。
　
今後に向けた課題
　東京オリンピック・パラリンピックでは、
UNGPs への遵守が明記された Host City 
Contract の適用は形式的にはまだないもの
の、メガ・スポーツイベントをめぐる世界
の動きに鑑みれば、ステークホルダーには、
UNGPs 等国際的に承認された人権ルールへ
の遵守に自発的かつ積極的に取り組むこと
が求められている状況であることは間違いな
いと言えます。そのためには、TOCOG、東
京都、政府、競技団体並びにスポンサーお
よびサプライヤーたる企業が一丸となって、
この考えを共有し、人権保護へ向けた仕組
みづくりを早急に実践する必要があります。
　しかし、日本の現状をみると、残念ながら、
スポーツイベントに関わる企業や競技団体等
の間では、企業のサプライチェーン全体や
下位の競技団体に対してまで人権侵害が発
生しないように配慮しなければならない、と
いう意識はまだまだ十分に浸透していない状
況です。
　そこで、UNGPsにみられるような人権尊
重に対する考えを、まずステークホルダー
間で共有することを目指すべきです。その

ためには、ステークホルダーが集まり、「対
話」をするということが重要です。MSE 
Platform のような議論の場を設け、ステー
クホルダーを広く巻き込み、対話を通じて、
よりよい仕組みをつくっていくという作業が
不可欠です。
　また、TOCOGは、調達コードを発表し、
サプライヤー企業等がサプライチェーンのな
かで遵守すべき人権尊重に関する事項を明
らかにしており、その内容は国際的にも一定
の評価を得ています。しかし、その内容につ
いて、どのようにして実効性をもたせる仕組
みを構築するか、という重要な課題が残って
います。
　ロンドン2012では、第三者監査機関とし
てCSL が大きな役割を果たし、また、事後
的救済手段としてのグリーバンス・メカニズ
ムが整備され、機能していました。これらに
より、調達コードの内容につき実効性をもた
せることが可能になり、結果、史上最高にサ
ステナブルな大会とまで称される結果となっ
たのです。
　日本では、大会まで残り僅か 3 年を切っ
た状況であるものの、まだ、調達コードの内
容については、必ずしもサプライヤー企業等
に周知されているとは言い難い状況ですし、
モニタリング方法や救済手続という実効性
確保の仕組みは具体的にみえてきていない
のが現状です。
　そこで、今後、調達コードの内容について
の実効性を確保できるような仕組みを構築し
ていく必要があると言えます。
　また、TOCOG が発表している調達コー
ドは、あくまでもTOCOG の取引先に適用
されるものであり、TOCOG 以外の例えば、
JSC（独立行政法人日本スポーツ振興センタ
ー）17）や東京都との取引先には適用されませ
ん。もっとも、調達コードを作成し、さらに
その実効性確保の仕組みを構築する必要性
は、TOCOGと何ら異なる点はありません。
したがって、TOCOG 以外の関係団体につ
いても早急に検討されるべきです。2019 年
に開催予定のラグビーワールドカップにおい
ても同じです。

最後に
　以上のとおり、オリンピック・パラリンピ
ックやワールドカップというスポーツイベン
トは、当たり前のように続いていくものでは
ありません。そもそも持続可能な性質ではな
いことを認識し、これを未来にわたって開催
するならば、関連して発生するあらゆる人権
侵害や環境破壊を排除するように一人一人
が意識を高め、努力しなければならないと言
えます。
　TOCOG が作成している調達コードはあ
くまでも、環境破壊・人権侵害を防止するた
めのツールの1つでしかありません。一人で
も多くの人がこの価値を共有することが、目
的達成のために不可欠です。この価値の共
有こそが、日本で開催される大会のレガシー
となり得るものと思います。

〔注〕
1） https://stillmed.olympic.org/Documents/
Commissions_PDFfiles/SportAndEnvironment/
Sustainability_Through_Sport.pdf
2） http://www.joc.or.jp/olympism/agenda2020/pdf/
agenda2020_en_20160201.pdf
3） http://resources.fifa.com/mm/document/
affederation/footballgovernance/02/89/33/12/
fifashumanrightspolicy_neutral.pdf
4） FIFA Human Rights Policy Paragraph 1 “FIFA is 
committed to respecting human rights in accordance 
with the UN Guiding Principles on Business and 
Human Rights (UNGPs).”
5） FIFA が 2017 年 10 月 27 日に採択した 2026 年の
FIFA ワールドカップの開催国決定のための選考に関
する規程（the bidding regulation）においても、UNGPs
を遵守して人権尊重に取り組まなければならない旨明
記されている。
http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/
administration/02/91/88/61/en_guidetothebiddingpro
cessforthe2026fifaworldcup_neutral.pdf
6） SOCIAL RESPONSIBILITY & SUSTAINABILITY  
Post-event report, 2016　 http://www.uefa.com/
MultimediaFiles/Download/OfficialDocument/uefaorg/
General/02/42/47/58/2424758_DOWNLOAD.pdf
7） Commission for Sustainable London2012
8） Grievance Mechanism
9） Complaint and Dispute Resolution Mechanism
10） The Mega-Sporting Events Platform for Human 
Rights
11） タスクフォースの種類は、①競技団体に関するタ
スクフォース、②開催国や開催都市に関するタスク
フォース、③スポンサー及びメディアに関するタスク
フォース、④アスリート等メガ・スポーツイベントに
影響を受ける人達に関するタスクフォースの 4 つであ
る。
12） https://tokyo2020.jp/jp/games/sustainability/sus-
code/wcode-timber/data/sus-procurement-code.pdf
13） https://tokyo2020.jp/jp/games/sustainability/sus-
code/wcode-timber/data/sus-procurement-timber-
code.pdf
14） https://tokyo2020.jp/jp/games/sustainability/sus-
code/wcode-t imber/data/sus-procurement-
agriculturalproducts-code.pdf
15） https://tokyo2020.jp/jp/games/sustainability/sus-
code/wcode-t imber/data/sus-procurement-
livestockproducts-code.pdf
16） https://tokyo2020.jp/jp/games/sustainability/sus-
code/wcode-t imber/data/sus-procurement-
marineproducts-code.pdf

基礎から学ぶ「スポーツと法」


