
　地球温暖化、大気汚染など地球環境の変化はわたし

たちの生活に様々な影響を及ぼしています。スポーツ

愛好家の方たちはこの現状をどのように考え、行動し

ているのでしょうか。わたしたちNPO法人グローバ

ル・スポーツ・アライアンス（GSA）は、スポーツ愛好家

の環境問題に対する意識、行動についての実態を分析・

解明するために国内外のスポーツ関係者の方を対象に

2011年7月から2012年8月にかけて「スポーツと地

球環境」に関する意識調査を実施しました。

　ここに調査結果を報告させていただくとともに、

GSAの考える「スポーツを通じての環境問題への取り

組み」についても記述しました。

　スポーツを愛好する皆様の環境問題への取り組みの

指針として本書をご活用いただければ幸いです。

は じ め に

調査結果の詳細はGSAホームページにてご覧できます。
URL：http://www.gsa.or.jp
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　平素より当団体の活動にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。

　またこの度は、GSA 「スポーツと地球環境」に関する意識調査事業へご協力いただきあ

りがとうございます。

　GSAでは 1999 年の設立より、スポーツを通じた地球環境保全活動に関する啓発活動、

スポーツ用品のリユース、スポーツ施設の環境改善等に関する事業を行い、青少年の健全

育成及び地球環境と共存する新しい文化の創造に寄与することに努めてまいりました。こ

の度この活動の一環として、独立行政法人 環境再生保全機構より地球環境基金助成金の助

成を受け「スポーツと地球環境」に関する意識調査を実施いたしました。

　本事業は、スポーツに関わるすべての関係者がより積極的に環境問題について理解し、

スポーツ界全体が環境に対する諸問題の解決に向けた実際の行動を促進していくことを目

的に実施いたしました。調査では、スポーツ愛好家及びスポーツ業界関係者が「地球環境問

題」についてどのようなイメージを持っているのかを明らかにし、さらにスポーツ競技団

体の環境問題への取り組みの認知など、地球環境に対する意識や考えを伺いました。GSA

ではこの調査結果を参考にスポーツ界における環境意識に関する実態を推察するとともに、

環境教育のあり方、スポーツの持つ社会的な影響力などについて検討してまいります。

　私も実際、地球の最高峰エベレスト登頂にチャレンジするたびにヒマラヤの氷河の溶解

を目の当たりにし、地球温暖化が急速に進んでいることに危機感を感じるようになりまし

た。根本的な地球環境問題解決のためには省エネやリサイクルの積み重ねだけでなく、多

くの人々の合意のもとで豊かな自然生態系と再生可能エネルギーを活用した「新しい社会

づくり」の推進が求められます。世界中のスポーツ愛好家が GSAの提唱する「エコプレー」

を心の中心に置いたとき、地球の未来はきっと正しい方向に歩みだすと信じています。　

　今回の調査は 2011年、2012年度 地球環境基金助成金の助成を受け実施することがで

きました。質問調査紙の作成、集計、分析にご協力いただいた　東海大学 体育学部 スポー

ツ・レジャーマネジメント学科の皆様はじめ、ご協力いただきましたスポーツ愛好家及び

スポーツ業界関係者の皆様に深く感謝申し上げます。

特定非営利活動法人
 グローバル・スポーツ・アライアンス（GSA）
理事長

三浦 雄一郎
NPO Global Sports Alliance (GSA)

Yuichiro Miura, Chairman

●調査の目的

昨今、地球環境問題が大きく取り上げられているなかで、スポーツ愛好家

が地球環境問題についてどのようなイメージを持っているか、スポーツ競

技団体が行っている環境問題への取り組みについての認知など、地球環境

に対する考え方について、意識の実態を把握し、GSAが推進する活動のた

めの基礎資料とする。

・スポーツ界における環境意識に関する実態の把握

・環境教育のあり方を検討していく上での基礎資料

・スポーツの持つ社会的影響力や今後必要とされる啓発活動の基礎資料
●調査方法

対象者が集まっている場で質問に答えてもらう集合調査法、及び調査票を

対象者に郵送し記入後返送してもらう郵送調査法、また、GSAWebサイト

の特設ページを用いての調査を実施した。 （有効回答数 6,779）
●調査期間　2011年7月～ 2012年8月 

回答者の属性
環境問題全般の関心・意識

スポーツと地球環境問題の関係性

その他の分析

｢スポーツと地 球 環 境」に
関する意 識 調 査

調査の項目

1

2

3

全地球レベルで見る環境問題の
深刻度について

スポーツ活動への影響・変化について

過去行っていたスポーツと現在行っているスポーツ種目の分析

温暖化問題の考え方について

スポーツイベント参加時の
環境配慮について

スポーツ用品の購入時の視点について

環境保全活動への参加・関心について

スポーツ施設の利用について

スポーツ用品の処分について

環境負荷低減のための行動について

スポーツと地球環境問題の
関連性について

自然環境の保全・開発についての
考え方について

地球環境の変化による
スポーツへの影響について

環境に関する情報の入手方法について

スポーツ競技団体における
環境への取り組みについて
スポーツ界による地球環境問題への
取り組みに対する期待について

Message
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性別

年齢

56.3%41.9%

Q1

Q2

1.8%

男性女性

無回答

「男 性」の割合が56.3％、
「女性」は41.9％となって
いる。

「10代」の割合が49.4％で
もっとも高く、ほぼ半数を
占めている。次いで、「20
代」の24.3％、「50代」の
7.6％の順である。平均は
26.6歳、最高齢80歳、若
年齢15歳であった。

49.4%

24.3%

6.0%

6.1%
7.6%

3.2%

0.9% 2.6%

10代

20代

30代

40代
50代

60代
70歳以上 無回答

スポーツをする・しない

あなたとスポーツとの関係（所属）

76.4%

21.3%

Q

Q

3

4

する

しない

スポーツを「する」人の割合
は76.4％、「しない」人の割
合は21.3％となっている。

「その他の生徒・学生」の割
合が36.2％でもっとも高
い。次いで、「体育・スポーツ
を専門に学ぶ生徒・学生」の
割合が23.4％で両者をあ
わせた学生が全体の6割を
占めている。また、「スポー
ツ業界とは全く関係がない
職種」が1割強の14.0％で
あった。

2.3%
無回答

23.4%
0 20 40 60 80 90(%)

2.9%

0.3%

2.0%

4.5%

2.6%

1.1%

1.3%
14.0%

11.8%

36.2%

体育・スポーツを
専門に学ぶ生徒・学生

その他の生徒・学生

職業とする
スポーツコーチ・指導者

職業とするプロアスリート
保健体育科の教員・

スポーツ研究者

その他分野の教員・研究者

スポーツ競技団体関係者

スポーツ施設管理者

スポーツメーカー勤務

無回答

スポーツ業界とは
全く関係がない職種

Global Sports Alliance Global Sports Alliance4 5



運動・スポーツの実施状況

1 回の運動・スポーツの実施時間

22.7%

49.6%

15.2%

10.1%

Q5

Q6

2.3%

ほとんど
毎日

週に1、2回

月に1回

しない

無回答
「ほとんど毎日」スポーツを
やっている人の割合は2割
強の22.7％、「週に1、2回」
と回 答した人の割 合が
49.6％でほぼ半数を占め
ている。

「1時間以上2時間未満」と
回答した人の割合が38.5
％でもっとも高い、次いで、

「2時間以上」と回答した人
が29.6％であった。

11.2%

29.6% 16.7%

38.5%

4.0%
30分未満

2時間以上
30分以上
1時間未満

1時間以上
2時間未満

無回答

Q7

あなたは普段どのようなところから「環境」に
関する情報を入手しているのかお答え下さい

テレビ・ラジオ

インターネット

新聞

書籍・雑誌

行政による白書や広報誌など

職場の機関誌、
掲示板、パンフレット

友人・知人・家族

民間団体、町内会、
サークルなどの活動を通じて

講演会などの催し

学校

スポーツイベント

どこからも得ていない

0 20 40 60 80 100
(%)

よくあてはまる ある程度あてはまる どちらともいえない あまりあてはまらない
全くあてはまらない 無回答

56.4%

36.8%

21.6%

10.4%

4.5%

5.0%

8.2%

4.7%

4.5%

4.9%

2.4%

16.4%

31.0%

33.7%

29.0%

25.3%

13.3%

17.0%

24.3%

11.7%

13.7%

13.9%

5.2%

31.6%

「テレビ・ラジオ」からの情報入手が「あてはまる（「よくあてはまる」と「ある程度あ
てはまる」の合計）」と回答した人の割合が87.4％でもっとも高く、次いで、「イン
ターネット」70.5％、「新聞」50.6％、「学校」48.0％となっている。
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40.6%

自 然 環 境 の 悪 化 に伴う諸 現 象

あなたが思う、全地球レベルで見た
各種環境問題の深刻度についてお答え下さい

Q8

予期できぬ天候がもたらす
食糧不足

土地の不毛化（砂漠化）

埋め立てや干拓など
開発に伴う景観の破壊

都市の気温が
郊外に比べ上昇する
ヒートアイランド現象

非常に深刻である
あまり深刻でない

やや深刻である
全く深刻でない

どちらでもない
無回答

41.3%

44.7%

40.1%

32.7%

32.6%

31.4%

26.2%

35.9%

41.7%

40.5%

39.7%

43.5%

44.0%

44.3%

44.3%

0 20 40 60 80

石炭や石油などの
エネルギー資源の枯渇

森林、作物、魚類などの
天然資源の枯渇

動植物種の絶滅危惧

水資源不足

「自然環境の悪化に伴う諸現象」のなかで、「深刻である（「非常に深刻である」と「や
や深刻である」の合計）」と回答した人の割合がもっとも高かった項目は、「森林、作
物、魚類などの天然資源の枯渇」の85.3％であった。次いで、「石炭や石油などの
エネルギー資源の枯渇」83.0％、「動植物種の絶滅危惧」80.6％と続いている。

100
(%)

40.6%

温室効果がもたらす
気候変動や地球温暖化

自動車の排ガスによる
大気汚染

自動車の排ガス以外の
大気汚染

川や湖沼の水質汚染

あなたが思う、全地球レベルで見た
各種環境問題の深刻度についてお答え下さい

自 然 環 境 の 悪 化

海洋の水質汚染

土壌汚染

不法投棄などのごみ処理

放射性物質による汚染

非常に深刻である
あまり深刻でない

やや深刻である
全く深刻でない

どちらでもない
無回答

49.4%

37.5%

31.2%

33.5%

37.7%

31.9%

41.7%

60.0%

39.8%

50.5%

50.8%

49.4%

46.6%

45.5%

44.7%

28.7%

0 20 40 60 80 100
(%)

「自然環境の悪化」のなかで、「深刻である（「非常に深刻である」と「やや深刻であ
る」の合計）」と回答した人の割合がもっとも高かった項目は、「温室効果がもたら
す気候変動や地球温暖化」の89.2％であった。次いで、「放射性物質による汚染」
88.7％、「自動車の排ガスによる大気汚染」88.0％と続いている。 Q9
Global Sports Alliance Global Sports Alliance8 9



地球温暖化問題に関する
あなたの考え方についてお答え下さい

企業は政府や自治体に対して
温暖化対策により積極的に
取組むよう促すべきである

政府の温暖化対策は
今後の私の投票行動に影響を与える

温暖化対策への取り組みは
緊急を要する

非常にそう思う
あまりそう思わない

ややそう思う
全くそう思わない

どちらともいえない
無回答

42.1%

12.9%

17.2%

24.3%

39.2%

18.4%

36.0%

38.6%

33.0%

34.6%

41.9%

40.7%

33.5%

40.8%

温暖化は二酸化炭素（CO₂）の
人為的排出が原因である

温暖化は、人の考え方、行動の変化
だけでは解決に限りがあり

結局は新技術により解決される

温暖化は大きな問題であるので
個人で対応できることは限られている

温暖化は開発途上国の
人々の生活に悪影響を及ぼす

0 20 40 60 80 100
(%)

地球温暖化問題に関する考え方の項目のなかで、「温暖化は二酸化炭素（CO₂）の
人為的排出が原因である」の「そう思う（「非常にそう思う」と「ややそう思う」の合
計）」と回答した人の割合が80.7％でもっとも高く、次いで、「企業は政府や自治
体に対して温暖化対策により積極的に取組むよう促すべきである」の79.9％であ
った。一方、もっとも低い回答割合は、「温暖化は、人の考え方、行動の変化だけで
は解決に限りがあり結局は新技術により解決される」の45.9％で過半数を割っ
ている。　

環境保全活動に関心はありますか？

Q12

「関心がある（「非常に関心
がある」と「やや関心があ
る」の合計」）」と回答した人
の割合が70.2％で、「関心
がない（全く関心がない」と

「あまり関心がない」
の合計）」と回答した人の割
合（29.4％）を2倍以上上
回っている。

15.1%
6.7%

55.1%

22.7%

0.5% 非常に
関心がある全く関心が

ない

やや関心がある

あまり
関心がない

無回答

Q10

Q11

今後の自然環境の「保全」と「開発」の関係に
ついて、あなたはどのようにお考えですか？

環境保全はとても重要なので、
生活の利便性や経済活動を
犠牲にしてもやむを得ない

開発は必要なので、
環境へ配慮をしながら

慎重に進めるべきである
快適な生活や地域の

活性化のため、今はまだ開発を
優先して考えるべきである

自然環境の保全と開発のどちらが
優先するかは一概にいえない

「保全」と「開発」の関係のなかで、「開発は必要なので、環境へ配慮をしながら慎重に進め
るべきである」の「そう思う（「非常にそう思う」と「ややそう思う」の合計）」と回答した人の割
合が74.3％でもっとも高く、次いで、「環境保全はとても重要なので、生活の利便性や経
済活動を犠牲にしてもやむを得ない」45.5％、「自然環境の保全と開発のどちらが優先す
るかは一概にいえない」41.9％と続いている。もっとも少ない回答割合は「快適な生活や
地域の活性化のため、今はまだ開発を優先して考えるべきである」の19.0％である。

0 20 40 60 80 100
(%)

非常にそう思う

ややそう思う

あまりそう思わない

全くそう思わない

無回答

どちらともいえない
10.3%

4.3%

17.5%

28.5%

35.2%

14.7%

24.4%

45.8%
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Q15

Q13無回答

全体

男性

女性

環境保全活動に関心はありますか？（性別分析）

「関心」の割合を性別で見ると、「関心が
ある（「非常に関心がある」と「やや関心
がある」の合計）」では、「男性」が69.3
％、「女性」は72.2％で、やや女性の方
が高い。

非常に関心がある

やや関心がある

あまり関心がない

全く関心がない

15.1% 55.1%

0 20 40 60 80 100
(%)

13.3% 58.9%

16.5% 52.8%

Q14

環境保全活動に「関心」はありますか？
（年齢別分析）

「関心」の割合を年齢別に見
ると、「関心がある（「非常に
関心がある」と「やや関心が
ある」の合計）」では、「60
代」が94.6％でもっとも高
く、次いで、「70歳以 上」
93.5％、「50代」が88.5％
となっている。高年齢ほど
関心度が高い傾向が見られ
る。

非常に関心がある
全く関心がない

やや関心がある あまり関心がない

15.1%

12.0%

13.7%

19.3%

12.4%

26.8%

43.2%

23.0%

55.1%

51.8%

55.7%

61.0%

69.8%

61.7%

51.4%

70.5%

0 20 40 60 80 100
(%)

全体

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

環境保全活動に「関心」はありますか？
（「あなたとスポーツの関係」のクロス分析）

よく参加している たまに参加している あまり参加していない 全く参加していない

13.0%

12.0%

21.6%

36.4%

10.6%

25.6%

21.6%

20.8%

25.6%

19.8%

52.3%

54.2%

52.7%

22.7%

66.2%

64.7%

69.7%

55.8%

60.5%

60.5%

0 20 40 60 80 100
(%)

体育・スポーツを専門に学ぶ
生徒・学生

その他の生徒・学生

職業とする
スポーツコーチ・指導者

職業とする
プロアスリート

保健体育科の
教員・スポーツ研究者

その他分野の
教員・研究者

スポーツ競技団体関係者

スポーツ施設管理者

スポーツメーカー勤務

スポーツ業界とは
全く関係がない職種

「関心」の割合を「あなたのスポーツとの関係」で見ると、「関心がある（「非常に関心
がある」と「やや関心がある」の合計）」では、「スポーツ競技団体関係者」91.3％、

「その他分野の教員・研究者」90.3％などは9割を超えて高い割合である。
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環境保全活動に
「参加」したことがありますか？（年齢別分析）

よく参加している
たまに参加している
あまり参加していない

全く参加していない

無回答

3.0%

4.9%

18.3%

2.4% 15.3%

2.6% 17.1%

5.9% 24.2%

1.9% 18.2%

28.9%

8.2% 30.0%

29.5%

0 20 40 60 80 100
(%)

全体

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

Q18
「参加」の割合を年齢別で見ると、「参加して
いる（「よく参加している」と「たまに参加し
ている」の合計）」では、「60代」が38.2％で
もっとも高く、次いで、「50代」33.8％、「30
代」が30.1％となっている。

全体

男性

女性

Q17

環境保全活動に
「参加」したことがありますか？（性別分析）

「参加」の割合を性別で見ると、「参加し
ている（「よく参加している」と「たまに
参加している」の合計）」では、「男性」が
24.5％、「女性」は16.7％で、男性の方
の割合が高い。

よく参加している

たまに参加している

あまり参加していない

全く参加していない

無回答

3.0%

3.6%

2.1%

18.3%

20.9%

14.6%

0 20 40 60 80 100
(%)

環境保全活動に参加したことがありますか？

Q16

「参加している（「よく参加
している」と「たまに参加し
ている」の合計」）」と回答し
た人の割合が21.3％、「参
加していない（全く参加して
いない」と「あまり参加して
いない」の合計）」と回答し
た人の割合は78.3％で、圧
倒的に参加していない人が
多い。

3.0%

18.3%

35.1%

43.2%

0.3%
よく

参加している

たまに
参加している

あまり
参加していない

全く
参加していない

無回答

Global Sports Alliance Global Sports Alliance14 15



「参加」の割合を「あなたのスポーツとの関係」で見ると、「参加している（「よく参加
している」と「たまに参加している」の合計）」では、「職業とするプロアスリート」が
63.7％でもっとも高い。次いで、「スポーツメーカー勤務」36.0％、「その他分野の
教員・研究者」が34.3％となっている。

環境保全活動に「参加」したことがありますか？
（「あなたとスポーツの関係」のクロス分析）

0 20 40 60 80 100
(%)

体育・スポーツを
専門に学ぶ生徒・学生

その他の生徒・学生

職業とする
スポーツコーチ・指導者

職業とする
プロアスリート

保健体育科の
教員・スポーツ研究者

その他分野の
教員・研究者

スポーツ競技団体
関係者

スポーツ施設管理者

スポーツメーカー勤務

スポーツ業界とは
全く関係がない職種

無回答

よく参加している たまに参加している あまり参加していない 全く参加していない

2.4%

2.0%

7.1%

27.3%

6.7%

7.0%

5.2%

11.6%

2.5%

3.6%

16.4%

14.8%

16.5%

36.4%

0.7% 28.2%

27.6%

24.9%

14.3%

24.4%

26.7%

16.1%

Q19

あなたが環境負荷低減のために
最近実施した行動についてお答え下さい

よくあてはまる
あまりあてはまらない

ある程度あてはまる どちらともいえない

0 20 40 60 80 100
(%)

家庭内のエネルギー消費を
減らした

公共交通手段の利用や
自転車を利用する

極力歩いて移動することを
心がける

省エネ家電や
リサイクル商品の購入

ゴミの分別出し

地元産の食材の購入

温暖化防止商品の購入／使用

低公害車の購入

環境保護グループを寄付や
ボランティアを通じて支援した

温暖化防止について
家族、友人と話し合った

買い物時にはエコバックなどを
利用し袋などを断る

全くあてはまらない 無回答

18.1%

29.6%

21.4%

11.5%

44.4%

12.1%

6.2%

25.5%

8.6%

5.5%

5.4%

43.4%

29.9%

31.0%

30.9%

31.7%

24.1%

19.8%

28.6%

13.2%

17.6%

14.8%

Q20
環境負荷低減のために最近実施した行動の中で、「あてはまる（「よくあてはまる」
と「ある程度あてはまる」の合計）」の割合がもっとも高い項目は、「ゴミの分別出
し」が76.1％であった。次いで、「家庭内のエネルギー消費を減らした」61.5％、

「極力歩いて移動することを心がける」52.4％と続いている。

Global Sports Alliance Global Sports Alliance16 17



「スタジアムなどへ観戦に訪れた際には、ゴミの分別などに協力している」の「あてはまる（「よく
あてはまる」と「ある程度あてはまる」の合計）」の割合が72.7％でもっとも高く、次いで、「長
袖を着たり、日焼け止めやサングラスを使用するようにしている」45.4％、「出来るだけ自然環
境の中でスポーツをするようにしている」42.4％と続いている。もっとも低い割合は「出来る
だけ人工的環境（インドア施設）でスポーツするようにしている」で、2割程度であった。

環境問題を意識したことで、あなたの
スポーツ活動に何かしら変化を及ぼしましたか？

Q21

よくあてはまる
ある程度あてはまる
どちらともいえない

あまりあてはまらない

16.4%

7.1%

43.4%

26.0%

15.0%

29.3%

0 20 40 60 80 100
(%)

出来るだけ自然環境の中で
スポーツをするようにしている

出来るだけ人工的環境
（インドア施設）で

スポーツするようにしている

長袖を着たり、
日焼け止めやサングラスを

使用するようにしている

スポーツを行う場所などへは、
公共交通機関を

利用するようにしている

スタジアムなどへ観戦に訪れた
際には、ゴミの分別などに

協力している

全くあてはまらない

無回答

16.5% 22.1%

18.3% 27.1%

Q22

Q23

あなたはスポーツイベントに参加する際に、
環境に配慮した行動を取ることができますか？

「自家用車ではなく、電車・
バスなど公共の交通機関を
利用する」の「あてはまる（「よ
くあてはまる」と「ある程度
あてはまる」の合計）」の割
合が53.2％でもっとも高く、
次いで、「食事時に紙コップ
やパック等のゴミを出さな
いために、水筒や弁当を家
から用意してくる」50.3％
となっている。どちらも過半
数を超えた割合である。

よくあてはまる
あまりあてはまらない

ある程度あてはまる どちらともいえない

20.9% 29.4%

0 20 40 60 80 100
(%)

食事時に紙コップやパック等の
ゴミを出さないために、

水筒や弁当を家から用意してくる

自家用車ではなく、
電車・バスなど

公共の交通機関を利用する
会場で飲み物を購入する際、

デポジット（預かり金）を払い、
飲み終わった後に

カップを戻しに行く

イベント中やイベント後に行う
クリーンアップ活動に参加する

全くあてはまらない 無回答

27.0%

11.0%

8.7%

26.2%

14.8%

19.2%

あなたはスポーツ施設を利用する際、
どのような施設を利用したいですか？

「最新技術が取り入れられ
ていて環境にも配慮された
施設」の「あてはまる（「よく
あてはまる」と「ある程度あ
てはまる」の合計）」の割合
が62.0％、「豊かな自然を
最大限に利用したスポーツ
施設」61.6％、「天候や気温
に影響されない屋根付きの
施設」58.9％でいずれも過
半数を超えて。もっとも少
ないのは「何よりも話題性
のある施設」の16.6％で2
割を切っている。

0 20 40 60 80 100
(%)

豊かな自然を最大限に
利用したスポーツ施設

最新技術が
取り入れられていて

環境にも配慮された施設

天候や気温に影響されない
屋根付きの施設

何よりも話題性のある施設

よくあてはまる
あまりあてはまらない

ある程度あてはまる どちらともいえない
全くあてはまらない 無回答

31.3%

32.0%

25.8%

6.5%

30.3%

30.0%

33.1%

10.1%
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Q20Q24

スポーツ用品を購入するときに、
どのような視点で商品を選びますか？

0 20 40 60 80 100
(%)

高額でも所有する喜びがあり、
長く使用できるもの

天然素材かリサイクルできる
素材を多用したもの

社会貢献の意識の高い
メーカーのもの

使い終わった時の処分方法が
明確にされているもの

デザインや性能が
素晴らしいもの

購入しやすい価格のもの

自分の体に合って
ケガをしにくいもの

良いプレーができるもの

26.8%

8.0%

8.4%

7.5%

34.2%

34.8%

42.0%

41.1%

38.0%

23.2%

23.1%

18.3%

41.8%

42.9%

37.4%

34.4%

「自分の体に合ってケガをしにくいも
の」の「あてはまる（「よくあてはまる」と

「ある程度あてはまる」の合計）」の割合
が79.4％でもっとも高く、次いで、「購
入しやすい価格のもの」77.7％、「デザ
インや性能が素晴らしいもの」76.0％
と続いている。もっとも低い割合は「使
い終わった時の処分方法が明確にされ
ているもの」の25.8％であった。

よくあてはまる ある程度あてはまる

どちらともいえない あまりあてはまらない

全くあてはまらない 無回答

Q25

「①きちんと分別して捨て
る」の「あてはまる（「よくあ
てはまる」と「ある程度あて
はまる」の合計）」の割合が
69.9％でもっとも高い。続
いて、「④人に譲る」の53.0
％でいずれも過半数を超え
ている。もっとも少ないのは

「⑤捨てるに捨てられず困
っている」の19.6％でほぼ
2割となっている。

あなたはスポーツ用品を処分するときに
どのようにしていますか？

①きちんと分別して捨てる

②分別が詳しく分からないので
とりあえずゴミに出す

③リサイクル・リユースに出して

④人に譲る

⑤捨てるに捨てられず困っている

0 20 40 60 80 100
(%)

よくあてはまる
あまりあてはまらない

ある程度あてはまる どちらともいえない
全くあてはまらない 無回答

40.0%

9.6%

11.2%

19.1%

8.6%

29.9%

19.4%

21.2%

33.9%

11.0%

Q26

これまでに「スポーツと地球環境問題」の
関係性について考えたことがありますか？

スポーツと地球環境の関係
について考えたことが「あ
る」と回答した人の割合が
32.0％、「ない」と回答した
人が66.5％であった。

32.0%

66.5%

1.6%

ある

ない

無回答
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これまでに「スポーツと地球環境問題」の
関係性について考えたことがありますか？

（年齢別分析）

32.0%

24.2%

37.3%

36.0%

39.9%

42.7%

59.1%

45.9%

66.5%

74.7%

61.6%

62.5%

58.9%

56.7%

36.4%

47.5%

0 20 40 60 80 100
(%)

ある ない 無回答

全体

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

Q28スポーツと地球環境の関係について考えたことが「ある」の割合を年齢別で見ると、
「60代」が59.1％でもっとも高く、次いで、「70代」45.9％、「50代」の42.7％と
なっている。

これまでに「スポーツと地球環境問題」の
関係性について考えたことがありますか？

（性別分析）

Q27

スポーツと地球環境の関係
について考えたことが「あ
る」の割合を性別で見ると、

「男性」が37.0％、「女性」
が25.1％であった。

ある ない 無回答

32.0%

37.0%

25.1%

66.5%

62.0%

73.3%

0 20 40 60 80 100
(%)

全体

男性

女性
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Q29

0 20 40 60 80 100
(%)

スポーツと地球環境の関係について考えたことが「ある」を「あなたとスポーツの関
係（所属)」で見ると、 「職業とするプロアスリート」が63.6％、「スポーツ競技団体
関係者」61.1％、「職業とするスポーツコーチ・指導者」58.6％、「スポーツメーカ
ー勤務」58.3％が割合の高い順となっている。

体育・スポーツを
専門に学ぶ生徒・学生

その他の生徒・学生

職業とする
スポーツコーチ・指導者

職業とする
プロアスリート

保健体育科の
教員・スポーツ研究者

その他分野の
教員・研究者

スポーツ競技団体
関係者

スポーツ施設管理者

スポーツメーカー勤務

スポーツ業界とは
全く関係がない職種

無回答

Q31

地球環境の変化による、スポーツへの影響に
気がついたことがありますか？（性別分析）

地球環境の変化による、ス
ポーツへの影響に気が付い
たことが「ある」の割合を性
別で見ると、「男性」が46.5
％、「女性」が36.5％であっ
た。

0 20 40 60 80 100
(%)

全体

男性

女性

ある ない 無回答

42.1%

46.5%

36.5%

56.0%

52.1%

61.8%

地球環境の変化による、スポーツへの影響に
気がついたことがありますか？

これまでに「スポーツと地球環境問題」の
関係性について考えたことがありますか？

（「あなたとスポーツの関係」のクロス分析）

Q30
地球環境の変化による、ス
ポーツへの影響に気が付い
たことが「ある」と回答した
人の割合が42.1％、「ない」
と回答した人が56.0％で
あった。

42.1%
56.0%

ある
ない

1.8%無回答

ある ない
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37.8%

21.7%

58.6%

63.6%

45.0%

25.6%

61.1%

41.3%

58.3%

33.3%

36.1%

62.2%

78.3%

41.4%

36.4%

55.0%

74.4%

38.9%

58.7%

41.7%

66.7%

63.9%



Q34

過去行っていたスポーツと
現在行っているスポーツ

過去行っていたスポーツと
現在行っているスポーツの
各グループの増減を割合で
見ると、「A群」は過去から現
在にかけて6.7％の増 加、

「B群」は7.5％の減少、「C
群」は9.9％の減少であった。

「屋内スポーツから屋外ス
ポーツ」、さらに、「本物の自
然環境で行われるスポー
ツ」を好む傾向が見られる。

A 群 B 群 C 群

50

0

10

20

30

40

13.4%

42.6%

36.2%

20.1%

35.1%

26.3%

(%)

過去
現在

本物の自然環境で行われる野外スポーツ
●マラソン、ジョギング ●サイクリング（ロード、マウンテンバイク、ＢＭＸ）

●トライアスロン ●登山 ●ロッククライミング ●サーフィン 
●ウインドサーフィン ●セーリング ●スクーバーダイビング 
●カヌー、カヤック ●スキー、スノーボード ●ビーチバレー 
●ビーチサッカー ●ハンググライダー、パラグライダー  
●フィッシング ●乗馬（クロスカントリー） 

A群

●野球 ●ソフトボール ●サッカー、フットサル ●ラグビー
●アメリカンフットボール ●テニス、ソフトテニス ●ゴルフ
●フィールドホッケー ●ラクロス ●ローンボウリング ●陸上競技 
●乗馬（馬術競技、障害跳躍） ●ポロクリケット

開発された自然環境で行われる
野外スポーツB群

●水泳 ●バスケットボール ●バレーボール ●ハンドボール ●体操 
●バドミントン ●卓球 ●スカッシュ ●スケート、フィギュアスケート 
●スピードスケート ●アイスホッケー ●カーリング ●フェンシング 
●ボウリング ●柔道、剣道 ●レスリング ●ボクシング

建造された屋内環境で行われるスポーツC群

Q33

地球環境の変化による、スポーツへの影響に
気がついたことがありますか？（年齢別分析）

Q32

地球環境の変化による、ス
ポーツへの影響に気が付い
たことが「ある」の割合を年
齢別で見ると、「60代」の
59.5％、「70歳 以 上」の
59.0％、「40代」の57.2％、

「50代」の53.8％が過半数
を超えている。

地球環境の変化による、ス
ポーツへの影響に気が付い
たことが「ある」を「あなたと
スポーツの関係（所属）」で
見ると、 「職業とするプロア
スリート」が68.2％、「職業
とするスポーツコーチ・指
導者」64.9％、「スポーツメ
ーカー勤務」62.2％、「スポ
ーツ競技団体関係者」62.0
％、「スポーツ施設管理者」
60.0％が6割を超え高い割
合となっている。

0 20 40 60 80 100
(%)

42.1%

33.9%

48.7%

44.9%

57.2%

53.8%

59.5%

59.0%

56.0%

64.7%

50.4%

52.6%

40.6%

45.2%

35.9%

32.8%

ある ない 無回答

全体

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

地球環境の変化による、スポーツへの
影響に気がついたことがありますか？

「あなたとスポーツの関係」のクロス分析
0 20 40 60 80 100

(%)

体育・スポーツを専門に学ぶ生徒・学生

その他の生徒・学生

職業とするスポーツコーチ・指導者

職業とするプロアスリート

保健体育科の教員・スポーツ研究者

その他分野の教員・研究者

スポーツ競技団体関係者

スポーツ施設管理者

スポーツメーカー勤務

スポーツ業界とは全く関係がない職種

無回答

ある ない

44.6%
34.4%

64.9%
68.2%

57.2%
49.5%

62.0%
60.0%
62.2%

45.3%
42.9%

55.4%
65.6%

35.1%
31.8%

42.8%
50.5%

38.0%
40.0%
37.8%

54.7%
57.1%
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Q22

「環境保全活動への参加」
「環境保全活動の関心」との関係

Q36

「過去」行っていたスポーツと「現在」行っているスポーツをグループ分けし、「環境
保全活動への参加状況」との関係を「参加している（「よく参加している」と「たまに
参加している」の合計）で見ると、「過去」「現在」の「A群｣は、それぞれ28.9％、
26.6％となり、グループ分けのなかで、もっとも高い割合を占めている。一方、環
境保全活動の関心度合」についても、 「関心がある（「非常に関心がある」と「やや関
心がある」の合計）では、 「過去」「現在」の「A群｣はそれぞれ77.0％、76.9％とな
って、こちらもグループ分けのなかで、もっとも高い割合を占めている。ちなみに、

「過去」と「現在」の比較では大きな差は見られなかった。

A
群

A
群

C
群

C
群

B
群

B
群

0

0

20

20

40

40

60

60

80

80

100

100

(%)

(%)

過去

過去

過去

過去

過去

過去

現在

現在

現在

現在

現在

現在

活 動 へ の 参 加

活 動 へ の 関 心

5.8%

21.7%

23.1%

55.3%

3.0%

14.9%

18.6%

55.2%

1.7%

12.1%

16.3%

56.9%

4.6%

21.7%

22.0%

55.2%

2.6%

13.8%

17.8%

55.8%

2.1%

13.4%

17.5%

55.3%

よく参加している たまに参加している あまり参加していない 全く参加していない

よく参加している たまに参加している あまり参加していない 全く参加していない

過去行っていたスポーツから現在行っている
スポーツ種目の変化

Q35

過去行っていた「C群」、「B群」のスポーツおよび「なし」から現在「A群」のスポー
ツに移行した人は13.4％で、 「B群、C群への移行」よりも高い割合を占めている

（変化なしを除く）。「B群、C群への移行」の割合はそれぞれ8.8％、7.9％である。
「現在やめている」人は13.4％。具体的に過去から現在に移行したスポーツをグル
ープ別に見ると、「C群からA群」「B群からA群」に移行した人の割合はそれぞれ
6.3％、6.9％であるのに対して、「A群からB群」「A群からC群」に移行した人は
全体の2％程度で、「A群」に移行した人の3分の1と非常に少ない。 また、現在ス
ポーツをやめている人のなかで、過去「A群」のスポーツを行ってた人が1.8％、過
去「B群」のスポーツを行ってた人が4.6％、過去「C群」のスポーツを行ってた人が
7.0％で、「A群」、「B群」、「C群」の順で割合が増加しており、「A群」のスポーツを
やめる人がもっとも少ない割合であった。

56.5%

13.4%

8.8%

7.9%

13.4%

56.5%
6.3%
6.9%

0.2%
6.0%

2.3%
0.4%

5.3%
2.1%

0.5%
1.8%

4.6%
7.0%

変化なし

A 群に移行

B 群に移行

C 群に移行

現在やめている

本物の自然環境で
行われる野外スポーツ

A群：

開発された自然環境で
行われる野外スポーツ

B群：

建造された屋内環境で
行われるスポーツ

C群：

変化なし
C群からA群
B群からA群
なしからA群
C群からB群
A群からB群
なしからB群
B群からC群
A群からC群
なしからC群

A群から現在やめている
B群から現在やめている
C群から現在やめている
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Q38

環境問題への取り組みを
「よく知っている」と回答し
た人は2.6％で1割にも満
たない割合であった。「何と
なく聞いたことがある」の
13.1％を合わせて15.7％、

「全く知らない」と回答した
人の割合は82.2％となっ
て圧倒的に多かった。

国際オリンピック委員会や
各スポーツ競技団体が行う、環境問題への
取り組みについての活動を知っていますか？

13.1%

2.6%

なんとなく
聞いたことがある

よく知っている

82.2%
全く知らない

2.1%
無回答

過去から現在にかけての実施スポーツの
変化と、「活動への参加・関心」との関係

Q37
「過去」行っていたスポーツ種目から「現在」行っているスポーツ種目への変化と
「環境保全活動への参加・関心」との関係を見てみると、「活動への参加」では、各群
間で傾向的なものは見られなかったが、「活動への関心」では、「過去」から「現在」に
かけて「A群に移行」した人の「関心あり」の割合が75.2%でもっとも高い。「A群」
のスポーツをやっている人は、どちらかというと環境意識が高い。
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現在やめている

現在やめている

B 群に移行

B 群に移行

A 群に移行

A 群に移行

C 群に移行

C 群に移行

19.0%

68.5%

81.0%

31.5%

25.1%

75.2%

74.9%

24.8%

24.6%

68.9%

75.4%

31.1%

21.0%

68.7%

79.0%

31.3%

参加している

関心あり

参加していない

関心なし

活 動 へ の 参 加

活 動 へ の 関 心

Q39

具体的団体名の活動内容

172

49

18

12

72

28

17

12

6

62

27

16

8

38

ごみの分別・回収、ごみの持ち帰り、清掃活動
環境保全活動
資源の再利用、スポーツ用具・用品の再利用
緑化運動
環境に配慮した施設作り・運営
リユース容器使用・マイカップ使用・デポジットカップ使用
オリンピック・パラリンピック
エコフラッグ
地球温暖化対策、チャレンジ25、温室効果ガス6％削減
交通手段規制、運搬規制、エコ車両導入
消費電力削減（試合時間短縮・エアコンの温度設定など）
紙の削減
ＧＳＡの活動
その他

コメント
合
計

不
明

男 性 女 性
10
代

10
代

20
代

20
代

40
代

40
代

30
代

30
代

50
代

50
代

60
代
〜

60
代
〜

8 28 618 11 116 40 318 18 5

7 10 8 4

2 5 4 4 2 1

4 4 52 6 1

5 2 6 4

1 5

2

8

12 11

10

38 9

13

15

1

2

2

7 10

3

1

1

3

6

2

2 2

2 6 2 5 5 4 22

2 2 4 4

4 3 2 2

5 5 4 2

2 2

4 1 2 6 2 1

1

10 66 4

1

3 23 2

5 2

1

2

1

1 2

1
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意 識 調 査 のまとめ

●総合的に見ると、「スポーツと地球環

境問題」への意識は少しずつ浸透して

きていることが伺えた。特に、競技傾

向の強いスポーツから健康や環境問題

を前提としたスポーツを好む傾向が如

実にあらわれている。スポーツ種目の

変化と環境問題意識との関係性では、

強い相関傾向が見られる。今後、調査

の回数を重ねることで、より高い精度

で、より目的に近づける結果が得られ

るものと考えられる。

●「スポーツと地球環境」に関する意識調査を行った結果 6779 名の回答

を得た。

●回答者の属性を見ると、男性が 6 割、女性は 4 割、平均年齢は 26.6 歳、

最高齢が 80 歳、若年齢は 15 歳となっている。回答者の所属は、学生が

59.5％（4035 名）で過半数を超えている。次いで、教員関係者が 6.5％

（437 名）、スポーツを職業としている指導者、プロアスリートが 3.2％

（217 名）と続く。スポーツ系の部活動やサークル、地域スポーツクラブへ

の所属状況では、全体の約半数がいずれかに所属していた。

●「過去行っていたスポーツ」および「現在行っているスポーツ」と性別、年

齢別との関係性を見ると、年代別に特徴が顕著にあらわれていた。

●「過去行っていたスポーツ」から、「現在行っているスポーツ」への変化を

見ると、回答割合が増加したスポーツ種目のなかで、「マラソン・ジョギン

グ」は、5.8％（395 名）→ 11.4％（772 名）となって、もっとも増加幅が大

きく、逆に、「野球」は、8.5％（580 名）→ 4.2％（283 名）で、もっとも減少

幅の大きいスポーツであった。グループ分けの傾向では、過去から現在に

かけて、「A 群」のスポーツをする人が増加、「B 群」と「C 群」のスポーツを

する人は減少している。また、各グループの「環境保全活動への参加状況や

関心度合」を見ると、「A 群」の環境保全活動へ「参加する」や「関心がある」

の割合が他のグループよりも高くなる傾向がある。さらに、過去から現在

にかけて、「B 群」や「C 群」などから「A 群」へスポーツ内容を変えた人の

環境保全活動へ「参加する」や「関心がある」の割合が、「B 群」や「C 群」に

スポーツを変えた人よりも高くなる傾向が見られた。

●回答者の環境問題全般に対する意識調査では、「自然環境の悪化」に対し、

9 割近い人が「温室効果がもたらす気候変動や地球温暖化」が「深刻であ

る」と回答している。また「自然環境の悪化に伴う諸現象」では、85.3％の

人が「森林、作物、魚類などの天然資源の枯渇」をあげている。地球温暖化

問題では、「温暖化は二酸化炭素（CO₂）の人為的排出が原因である」を

80.7％の人が「そう思う」と回答している。

●環境保全活動への参加状況や関心について見ると、全体の 7 割の人が関

心を持っているのに対して、参加している人は全体の約 2 割と少ない。性

別で見ると、参加状況、関心度合ともに男性のほうの割合が女性よりも高

い。年齢別では、どちらも 50 歳以上の人の割合が高く、高年齢ほど環境意

識が高いことが伺える。所属別では、スポーツを職業としている人の環境

意識が高い傾向が見られる。

●「スポーツと地球環境問題との関係性について考えたことがあるか」との

問に対し、32.0％の人が考えたことが「ある」と回答し、66.5％の人が考え

たことが「ない」と回答している。性別で見ると、考えたことが「ある」では

「男性」37.0％、「女性」25.1％と男性の割合が高い。年齢別では高年齢ほど

「ある」の割合が高い傾向が見られた。また、「地球環境の変化による、スポ

ーツへの影響に気が付いたことがあるか」との問に対して、気が付いたこ

とが「ある」と回答した人は 42.1％と半数近くにのぼっている。性別では、

「男性」46.5％、「女性」36.5％であった。年齢別では、「10 代」が 33.9％で

あるのに対して「40 代から 70 歳以上」の人の割合は過半数を上回ってお

り、高年齢ほど意識が高いことが伺える。「考えたこと」と「気が付いたこ

と」を比較すると、考えたことが「ある」の割合よりも気が付いたことが「あ

る」の割合のほうが高い。
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　1980年代に入り経済成長のみを重視するのではなく、「環境保全」と「経

済発展」を両立させた新しい考え方として「持続可能な開発」1）が提案され

ました。この持続可能な開発の概念に従って、国際連合（UN）を中心とした

国際機関は 1992 年にブラジル・リオデジャネイロで開かれた地球サミッ

トにおいて、環境を破壊しない開発を行うことを原則とするリオ宣言とと

もに、地球規模の行動計画である「アジェンダ 21」を採択したのです。し

かし、リオでのサミットから 20 年以上経つものの、残念ながら目標達成

どころか全体的には、地球温暖化や大気汚染、海洋汚染、オゾン層の破壊、

酸性雨、広範な砂漠化、有害廃棄物の越境移動、気候変動による生物多様性

の減少や種の絶滅、乱伐、水不足にいたるまで、世界規模の環境問題は悪化

の一途をたどってきました。

　さらに、天然資源はかつてない速さで消失しつつあります。依然として、

環境問題の解決に向けて行動を起こす必要があるという社会的な合意形成

がなされないまま、持続不可能な行動によって汚染が生じ、地域の生態系

だけでなく地球環境にとっても脅威となっているのです。

　「スポーツと環境」の関係を整理するには、2 つの側面を認識せねばなり

ません。まずひとつは、スポーツ参加者の増大によってスポーツ施設が不

足し、山野が切り開かれ、海が埋め立てられるなどの自然破壊や、大規模な

スポーツ大会では大量のエネルギーや廃棄物が生み出され環境に大きな負

荷がかかっているという点です。例えば、スポーツによるマイナスの結果

として、
●競技場の建設など大規模開発に伴う自然破壊
●自然棲息地の消失による動植物の生態系の破壊
●照明施設による夜間の光害や騒音
●捨てられ散乱するごみの問題
●施設管理に伴う汚染物質や殺虫剤の残留、水質汚染の問題
●新しく建設された道の交通量の増加、大気汚染の問題

　例えば、「スポーツと環境」と言われたときにその関係性についてイメー

ジが浮かびますか？ 実は、皆さんが普段行っているスポーツやレジャー活

動には必ず「環境」との接点があるのです。

　まずひとつは、スポーツ施設などの開発に伴う自然破壊や大規模なスポ

ーツ大会では大量の廃棄物やエネルギーが生み出されて環境に負荷をかけ

てしまうという、加害者側の側面。例えば、オリンピック競技大会をはじめ

スポーツイベントの巨大化に伴い、イベントが及ぼす自然環境への影響を

無視できなくなってきた現状から、もはやスポーツはその環境への影響が

すでに害になるところまできています。その結果、スポーツ競技団体とし

て環境問題に対して最大限の取り組みが求められるようになりました。同

様にスポーツ用品メーカーやスポーツ施設においても環境への配慮を念頭

においた取り組みを全うしていこうという動向が現在確実のものとなって

います。

　そして、もうひとつは地球環境の変化によって楽しむための要素が刻一

刻と縮小され、結果的にスポーツを行う環境が損なわれてしまうという、

被害者側の側面です。極端な例では、温暖化が進み、雪が降らなくなってス

キーなどのウインタースポーツに支障を及ぼしてしまっているという事例

はすでに報告されています。

　このように、「スポーツと環境」の関係は、私たちが楽しくスポーツやレ

ジャー活動を行うことで地球の健康を害してしまう加害者の側面、そして楽

しく行っている活動が制限されてしまう被害者の側面があるのです。

　では「スポーツと環境」について、スポーツを愛する私たちにはいったい

何ができるのでしょうか？ 近年、スポーツ界でも徐々にエコ活動の実践が

盛んになってきました。スポーツやレジャーにおけるエコ活動普及のため

のマネジメントについて一緒に考えてみませんか。

「スポーツと環 境」の関係について 地 球 環 境 の 現 実

「 ス ポ ー ツと 環 境 」の 関 係 性

はじ め に
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　これまで質より量の方に大きな強調がおかれた近代社会の発展によって

環境破壊が誘発されたように、より大きく成長と発展を続けていこうとす

る近代社会の「もっともっと…」の強迫観念は、スポーツ界でも同様に感じ

られるようになりました。例えば、オリンピック競技大会に象徴されるよ

うに、スポーツイベントの巨大化に伴い、イベント自体が及ぼす自然環境

への影響を無視できなくなってきました。そのため、自然保護や環境保全

に向けた取り組みはもはやスポーツ界も例外ではなく、イベントを主催す

る競技団体の社会的責任（Corporate Social Responsibility=CSR）とし

て、環境問題に対して最大限の取り組みが求められるようになりました。

同様に、スポーツ用品メーカー等のスポーツ関連業界もしかり、CSRを全

うしていこうという動向が現在確実のものとなっています。こうした自然

保護や環境保全の義務について、スポーツが環境と調和して発展していく

ためにはスポーツ界全体で取り組んで行く姿勢が求められます。

　例えば、スポーツ愛好家をはじめ、スポーツ競技団体や関連業界のCSR

として「スポーツの現場における環境保全」はもちろんのこと、「スポーツ

を通じた環境問題の啓発」の両軸を推進していけば、スポーツは地球環境

問題を解決する一翼を担う事も可能になるでしょう。

　実はこうしたスポーツを通じた環境問題へのアプローチは、地球環境の

悪化がスポーツの存在に関わる重要な問題であるにもかかわらず、これま

で日本のスポーツや体育の分野において「スポーツと環境」に関する研究

はほとんどなされてきませんでした。しかし、地球環境を守ることの大切

さを発信する試みは、スポーツと環境の関わり方を改めて考える機会を得

ることができますし、スポーツや体育の研究分野においても大変意義のあ

ることなのです。

1 スポーツの現場における環境保全
　「環境の持続可能性の確保」の点からスポーツの役割を鑑みると、スポー

ツを含め人間の諸活動は、基本的に自然破壊や環境汚染を伴うものである

　前述のように、現在の「スポーツ

と地球環境問題」は、ネガティブな

関係が支配的でスポーツ活動によっ

て自然環境を壊してしまう恐れもあ

ります。D. チェルナシェンコは、「も

はやスポーツは、ある種の倫理観や

モラルがなければ、参加者の健康や

地球環境に対して悪影響を及ぼす」3）

と述べるように、今日行なわれてい

るスポーツは地球環境に対して持続

可能なものではないことを指摘して

います。

などが挙げられます。しかし、今日では、スキーやゴルフなどの自然破壊の

象徴的なスポーツにおいても、自然環境への配慮が積極的にされるように

なりました。

　さらに、もう一点は、悪化した環境はスポーツ参加者の健康を害するも

のにもつながること、そして、地球環境の変化による環境問題の影響でス

ポーツの環境が整わなく、楽しむための要素が刻一刻と縮小されていると

いう点です。その原因のひとつに、暖冬による雪の減少が挙げられます。

　国連環境計画（UNEP）は、地球温暖化の影響で、早ければ 2030年に

も世界のスキー場多数の積雪量が激減し、産業としてのスキー場経営

が困難になる恐れがあるとの予測を発表した。

　気温が今後 50 年間で約 3 度上昇し、スキーが可能となる積雪量が

ある地域の標高は、現在の約 1300 メートルから約 1500 〜 1800 メー

トルまで引き上げられるという。最悪の場合、オーストラリアにある 9

カ所のスキー場は全滅。スイスでも、6 割近くのスキー場で滑走が出

来なくなる懸念がある。スイスにおけるスキー場消滅など温暖化によ

る経済損失は年間 12 〜 16 億ドル（＊当時）と試算がされた2）。

環境問題によるスポーツへの影響

（「第 5回 IOCスポーツと環境世界会議」 2003 年12月トリノ）

ス ポ ー ツ 界 の 環 境 問 題 に 対 す る
取 り 組 み の 必 要 性

こ れ か ら の ス ポ ー ツと 環 境 保 護
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ため、様々な立場（個人、団体、施設、メーカー）のCSRとしての取り組み、

すなわち「スポーツの現場における環境保全」が求められます。

スポーツ選手、スポーツ愛好家として

　ロールモデルとしての立場を担う役割が求められます。特にアスリート

は、技術的、商業的成功がもたらす社会的影響力を使って、自らが手本とな

りファンの人たちに環境メッセージを発信し、環境の大切さを伝えること

が重要です。

　一方、私たちは個人的にどのようなことが出来るのでしょう。基本的に

は、日常で生活における 3 つのR（Reduce、Reuse、Recycle）の実行が

挙げられます。そのために出来るだけ余計なモノを使わない、普段に使う

ものを大切に使うこと、そして捨てる時には分別して次の資源のリサイク

ルに掛けることが求められます。

スポーツ競技団体として

　商業的成功だけでなく、スポーツの社会的価値を高めるためにも、競技

やスポーツイベントにおける環境負荷を低減させる役割が求められます。

主に、競技会場の立地、建設、構造、運営、移動まで環境に配慮する必要が

あります。さらに、競技会場ではゴミの分別や移動などには公共交通機関

を使うように促すなど、観客に協力してもらう活動も必要でしょう。

　なかでも、国連や国連環境計画（UNEP）などの国際機関による環境保護

への対策に呼応して、国際オリンピック委員会（IOC）はいち早く環境問題

の対応に取りかかりました。［表 1（P48）］

　さらに、［表 2（P50）］のように国内の各競技団体も次第に様々な実践活

動が見受けられるようになってきました。

スポーツ施設、スポーツ用品メーカーとして

　スポーツ施設の建設と運営については、下記のような環境配慮の取り組

みが行われています。
●ごみの減量

　スタジアムにおけるごみの減量や収集方法の改善。例えば、サッカーの

試合では、紙コップなどの使い捨て容器が大量に発生するため、これらを

減量しようと各クラブはさまざまな知恵を絞っている。オリジナルタンブ

ラーの販売や、リユースカップ（利用者がドリンク類の購入時に上乗せで

金額を支払い、食器を返却すると返金されるデポジット制度）の導入に切

り替えているクラブもある。
●自然エネルギーの利用

　電気コストの削減 。スタジアムでの使用エネルギーを自然

エネルギーでまかない、環境に優しいスタジアムを目指す。

　実践例として、ドイツ「フライブルグSC（ブンデスリーガ

所属のサッカーチーム）」のホームスタジアムでは、観客席屋根を利用した

太陽光発電・太陽熱利用の大規模施設を設置し、サポーターらに向けてソ

ーラー株として販売している。この事例により、自然エネルギーに関する

「市民参加型」の事業手法の応用範囲が広がってきている。
●公共交通機関の利用促進

　スタジアム周辺では、自動車による騒音、排出ガス、交通渋滞が問題とな

っているため、省エネルギーや地球温暖化対策の面からも、観客に環境負

荷の少ない公共交通機関の利用を促すことは重要な取り組みとなる。

　また、スポーツ用品の製造と販売における環境の保全・改善については、

［表 3（P51）］で見られるような取り組みの徹底が求められます。
2 スポーツを通じた環境問題の啓発
　スポーツは革新的で現実的な解決策を提示することで、緊急を要する課

題に対する関心を高める役割を果たすだけでなく、「スポーツの力」と言わ

れるように社会的影響力を持ち合わせています。近年、国連をはじめ、スポ

ーツ界は、スポーツをひとつのツールとして、環境問題という差し迫った

課題に対し積極的に取り組む姿勢が見られます。環境保全は終わりのない

活動と言われるほど、将来にわたって気を長く持ち、忍耐力、継続力が必要

で、一歩一歩より多くの人にまずは理解をして貰い、そして環境保全のノ

ウハウをしっかり身につけてもらえるように気の長い活動をしなければな

りません。

　そこで、地球環境問題へのアプローチとして学校や非営利組織（NGO/

NPO）による「スポーツを通じた環境問題の啓発」活動も重要な側面を持

ち得ます。なかでもグラスルーツといわれる草の根的な活動として、スポー

ツ愛好家による環境保護に貢献する運動がさまざま展開されています。

　ここでは、スポーツを通じた自然環境保全運動と環境教育を実践してい

る世界初の国際団体「NPO グローバル・スポーツ・アライアンス（GSA）」

の活動を紹介したいと思います。
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草の根の環境啓発活動

　「スポーツを通じて環境問題に取り組む」というひとつの切り口から活

動を行っているGSAは、内閣府より認証を受け、1999 年に設立された国

際団体です。UNEPをはじめとする国連機関、IOCスポーツと環境委員会

や様々なスポーツ競技団体と協力関係を結びコラボレーションプロジェク

トを展開しています。

　スポーツマンシップの一環として「エコプレー（持続可能な社会づくり

に向けて豊かな自然を守り、省エネ・省資源を実践すること）」の実践を呼

びかけ、スポーツ愛好家の視点からも「環境の持続可能性の確保」に向けた

個々の行動へと繋げていくことを提案しています。（http://www.gsa-

world.org）

　主な活動は、「エコフラッグ・ムーブメント」と呼ばれ、スポーツイベント

などでスポーツと環境のシンボル「エコフラッグ」とスローガンを掲げて

参加者の意識を環境へと向ける啓発活動や、世界中のスポーツ界で見られ

る環境に配慮した先進事例をデータベース化（http://www.g-forse.com）

し、情報発信する広報活動などを行っています。

　これらGSAの活動は、持続可能な社会の実現に

向けて、スポーツをする一人ひとりの環境に対す

る配慮をますます求めるようになっていることを

考えさせる意図があり、スポーツを通じた環境教

育の一面として多いに期待が持たれます。

●フェアプレーとエコプレーの実践、これが真のスポーツマンシップだ !

スポーツマンシップを代表する言葉に、ルールを守り、公正に振舞う「フェ

アプレー」がありますが、GSAではこれに加えて、自然を守り、省エネ・省

資源を心がける「エコプレー」を提唱し、その実践を呼びかけています。
●みんなの意識に木を植えよう！

まず自分が「エコプレーヤー」となって周りの人に伝え、そして世界中の

10 億人を超えるスポーツ愛好家が「エコプレーヤー」となれば、必ず大き

な力となって地球環境問題を解決することが出来ます。

エコフラッグとは

　「エコフラッグ」は、国連環境計画（UNEP）も認定

した「エコプレー」のシンボル旗で、運動会から世界

選手権まで、国境やジャンルを超えてあらゆるスポ

ーツシーンで掲げられ、見る人の環境意識を高め自

発的な行動を促しています。「エコフラッグ」のホームページでは、世界中の

スポーツ愛好家による活動事例が紹介されています。www.ecoflag.com

エコフラッグの目的
●スポーツイベントに参加された方々に、水や空気をきれいにする

  自然を守り、省エネ・省資源の大切さを改めて認識してもらいます。
●ゴミの削減や自然保護など主催者が会場内で実施する

  さまざまな環境への配慮について理解を求めます。
●参加者の会場内での配慮はもちろん、普段の生活や仕事の場面でも

  環境のことを考え、行動するように促します。

●スタッフ、関係者への周知の徹底

環境イベントを開催する場合、一部の方だけが頑張ってもうまくいきま

せん。イベントの趣旨を理解してもらい、早い段階から環境への配慮、

エ コ フ ラ ッグ・ム ーブメントが 目 指 す も の

　「エコフラッグ・ムーブメン卜」は、空気のきれいな社会づくりを目指すGSA

プレーヤーたちによる「エコフラッグ」を使った「エコプレー」 の普及活動です。

あなたができる「エコフラッグ・ムーブメント」

　GSAは、だれでも知っている理科の知識とスポーツ体験に根ざした、独

自のメッセージを伝えています。
●何が空気をきれいにするか知っていますか ?

学校で習う理科の知識が充分活かされていないのが現代の経済社会。光合

成が酸素をつくり、水の循環が快適な気温を保ち、土や生態系が水や空気

をきれいにすることを忘れずに社会づくりに活かしましょう。

省エネ・省資源が大切な理由：物理学（エントロピー増大の法則）によると、モノやエネルギーを使う
と必ずロスが出て熱となります。もしもこの廃熱を宇宙に放出できなくなると、地球の気温は上昇しま
す。小規模ながら、身近にこの現象が現れているのが都市のヒートアイランド現象です。その緩和の
ためには、省エネ・省資源と緑化が欠かせません。

ス ポ ー ツ イベ ン卜 の 開 催 前 に すべ きこ と

新しい 社会 づくりの力 = 人数×意識×行動

写真提供：JAPAN ビーチサッカーネットワーク（JBSN）
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その手法などを全員で相談できるような体制づくりをすることが重要です。

大会にゲストがいらっしゃる場合は、ぜひその方にも趣旨をご理解いただ

き、スピーチなどで環境に関するコメントをお話しいただけるよう、働き

かけましょう。
●ゴミ問題への対応策の徹底

大会を運営される方にとってもっとも頭を悩ます問題は、「ゴミ」です。ゴ

ミが多いと、参加者からも「この大会は環境のことを言っているのに全然

ダメだ」とクレームの対象になります。

通機関の利用の呼びかけや、駐車券の配布を限定し、相乗り乗車を呼びか

け、利用台数を減らしてもらいましょう。室内イベントであれば、空調温度

についても考慮してみてください。
●媒体を通じて呼びかける

・会報誌や大会プログラムでエコフラッグを紹介する

・団体のホームページやイベント情報のサイトにリンクを張る

・イベントで使用する T シャツなどにエコフラッグをつける

目立つところにエコフラッグを掲げる

場内のどこからでも参加者が見られる場所に掲げましょう。フラッグポー

ルでの利用が一般的ですが、サッカーゴールやフェンスなど、人々の目が

集まる場所に付けられているケースもあります。掲揚方法については、特

に規定はありません。ユニークなケースとしては、電光掲示板での掲揚が

あります。ロゴデータをご利用の際は、GSA事務局の確認が必要です。

・学校の運動会。国旗、校旗とともに

・学校では運動会の他、総合学習や朝礼などの時間を利用して

・掲揚台に

・バスケットボールのゴールに

・サッカーゴールのネットに

・掲示板や電光版に

エコフラッグと共に入場行進を

　学校や会社の運動会の入場行進やスポーツイベントの選手入場でエコフ

ラッグと共に入場しましょう。

開会式でエコフラッグメッセージを発信

　開会式で、エコフラッグの説明をしましょう。あわせて、

ゴミの削減など、当日お願いしたいことなども話しましょう。

・自然を大切に

・省エネ省資源

　大会本部からのお知らせとして、主催者やGSAプレイヤー

が直接エコフラッグのメッセージを発信しましょう。

開 催 中 にして ほ し い こ と  効 果 的 な 手 法

●水筒持参を徹底してもらう。
●お弁当持参の場合は使い捨て容器ではなく、

  持ち帰れるものにしてもらう。
●会場で捨てさせず、持って帰ってもらう。

　こんな工夫を確実に実行するだけで、ゴミは確実に減らせます。大

会で弁当を支給する場合、仕切りやアルミカップなどのゴミになる要

素を選別基準とし、ゴミを減らすことに成功した例もあります。ゴミ

を減らすことができれば、大会予算を減らすことも可能です。

特に問題になるのは、飲食物のゴミです。

●分別ゴミ箱の設置

地域によって分別方法が異なるので、地域行政担当者と綿密な打ち合わせ

をしましょう。正しくゴミを分別してもらうために、分別のためのスペー

スとスタッフを手配しましょう。事前にパンフレツトなどで参加者に協力

を要請しておくと、当日のゴミ分別もスムーズになります。
●ゴミ箱を設置しない！

前述と矛盾するようですが、思い切ってゴミ箱を設置しない方法もありま

す。ゴミの持ち帰りを事前と当日に呼びかけることで、ゴミ処理費用や時

間の削減ができます。参加者が十分認知していれば、自らゴミを出さない

工夫をしてもらえるからです。世界の多くの観光地で、成功例が報告され

ています。
●省エネ意識の徹底

自動車の排気ガスも環境問題を引き起こしている大きな要因です。公共交

※GSAでは、相互リンク用のエコ
フラッグバナーを数種類用意して
います。
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関係者全員で反省会を行い次回へのステップとする

　イベン卜を通じて地道な環境啓発活動を行い、一人でも多くの「人の意識

に木を植える」ことこそ環境イベントの大切な目的です。単なるパフォーマ

ンスだけで終わらないよう、次回のための情報交換をしていきましょう。

自治体などとさらに強固な協力体制を作る

　イベントを運営する会社や地元自治体、施工業者、リサイクル業者、ボラ

ンティアの方々などと同じ目的に向けて意見交換し、環境へのメッセージ

を伝え続けること、言い続けることが必要です。

ecoflag.comや関係者の媒体にイベントの報告をする

　GSAでは皆さんの活動を写真と共に報告していただくことをお願いし

ています。GSA 事務局へ郵送もしくは、info@gsa.or.jpまで送信してく

ださい。エコフラッグのホームページ（ecoflag.com）には、GSAプレー

ヤーからのレポートが掲載されています。あらゆるスポーツイベントを通

じて、さらなる省エネ・省資源と豊かな自然づくりに向けて力を合わせ、多

くの人の意識に木を植えていきましょう。

省エネ、省資源、Reduceを考えよう
●ゴミの持ち帰りをお願いすると、イベント会場外の自動販売機の

  空き缶入れやその周辺などの、本来持ち込みゴミを

  捨ててはいけないところにゴミの山ができたというケース。
●喫煙場所以外での喫煙。
●設置された灰皿や携帯灰皿ではなく砂浜や空き缶にタバコのポイ捨て。
●協賛社などから配布されるチラシがそのままゴミとなるケース。
●飲食などの物販テントから出る使用済みの油や

  缶・ビン・ペットボトルの散乱。

自然生態系を大切に
●来場者による使用禁止場所での観戦（禁止場所に立ち入る、

  シートを敷くなどの行為が、自生する植物を傷めてしまいます）

　主催者からの代表挨拶で、環境にふれるスピーチをお願いします。また、

ゲストから一言コメントをいただければ、参加されている方々には大変伝

わりやすいメッセージになりますし、注目が集まっているだけにとても効

果的です。

選手宣誓でエコプレーヤー宣言を行う

　主催者側からのエコフラッグの説明だけでなく、選手代表からも環境に関

するメッセージが発信されることで、さらに環境への意識を高められます。

●掲示板や電光板に何回もエコフラッグを掲げる

右の写真はサッカ一天皇杯決勝戦での電光板です。全日本女子サッカー選

手権大会決勝戦でも、試合開始前に何回も電光掲示板にエコフラッグが映

され、メッセ一ジが発信されました。

●何度も何度も、繰り返しアナウンスする

場内アナウンスで繰り返しエコフラッグの説明をすることにより、参加さ

れた方々の意識を環境へと向かわせ、さらに高めることができます。アナ

ウンス担当の方に読んでもらいましょう。

イベント開催中も引き続き…

　運動会やスポーツイベン卜ではアナウンス担当の方に、エコフラッグの

説明用原稿をお渡しし、プログラムの紹介や選手集合のお知らせなどのタ

イミングをみてエコフラッグの説明をしてもらいましょう。ゴミの削減・

持ち帰りなどの環境活動への呼びかけをアナウンスしてもらうことで、参

加者や来場者の環境意識を高めることができ、場内で発生するゴミの減量

も期待できます。特に、ゴミのポイ捨てや、灰皿設置場所以

外での喫煙の禁止などは、繰り返しアナウンスしてもらう

ことで効果を上げることができます。ゲームの合間にエコ

フラッグを持って会場を一周することも有効な手法です。

掲示板や電光板に何回もエコフラッグを掲げる
同時にアナウンスで注意を促す

イベ ン卜終 了 後 にして ほ し い こ と

よくあ る 問 題 点

イベント開催前や当日も徹底して「お願い」をアナウンスすることで解決されます。
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　今やスポーツ界において、環境との調和や共生などが求められているよ

うに、環境保護に果たす役割について考えるようになってきました。スポ

ーツが積極的に環境問題にコミットする責任があり、さらなるスポーツの

グリーン化を目指すことが重要になります。チェルナシェンコによると、

グリーンとは環境への影響がその時点で最小にとどめられている場合をい

い、スポーツのグリーン化を目指すには、以下のような目標を挙げていま

す4）。

●基本的なグリーンゲーム倫理を採用し広めること。
●「持続可能なスポーツ」の目標を理解し、それに向かって進むこと。
●スポーツをより持続可能となるように導く原則を定めること。
●すべてのレベルで私たちのゲームをグリーン化する助けとなる

  「道具」を使用すること。

　以上を踏まえて、ある種の倫理観やモラルがなければ、参加者の健康や

地球環境に対して悪影響を及ぼすと説明しているのです。

　つまり、「地球環境」と「スポーツ」の関係において鍵となるものはやはり、

“ 持続可能性 ”。スポーツが健康な未来を守るために、グリーンスポーツの

大切さを再認識しなくてはなりません。これからのスポーツ開発がどのよ

うなものであれ、環境へのダメージを最小限（ミニマム・インパクト）にし、

環境の認識が最優先されなければなりません。そしてさらに、現在の廃棄

型から持続可能型のスポーツへの転換が求められます。しかし、未だスポ

ーツ界は、「環境」を保つためにせめてミニマム・インパクトを心掛けると

いうことにとどまっているのが現状です。

環 境 と ス ポ ー ツ の 新 た な 関 係

　スポーツマンシップというと代表的な「フェアプレー」が挙げられますが、

スポーツ場面のフェアプレーだけでなく、日常生活でもフェアプレーをし

ましょう。これに加えて、豊かな自然環境も守り、省エネ・省資源を実践す

る「エコプレー」も行っていきましょう！ スポーツ関係者が率先して取り

組んでいくことで、スポーツは環境問題を解決する一翼を担う可能性があ

るのです。

　今、私たちに問われているのは、「人と人」との関係にとどまらず、「人類

と地球」との関わり方ではないでしょうか。まずは、自分たちが地球に与え

る広範な影響を意識しながら、自らの行動が環境をどのように左右してい

るのかを知ること、そしてそれら及ぼされている影響を未然に防げる行動

を取ることが大切です。早急にスポーツによる環境破壊と、環境によるス

ポーツ破壊を防ぐために各々が責任ある解決策を見出す必要があります。

　地球環境問題は「グローバル」ではありますが、その解決の糸口は「ロー

カル」です。このように、スポーツを通じて様々な問題について取り組んで

いくことは、スポーツの重要性を再認識させるだけでなく、さらには、スポ

ーツ界だけの変革に止まらず、持続可能な社会を実現させることにも繋が

っていくのです。まずは、
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今、見 つ め な お す の は
「ス ポ ーツ マンシップ」と い う 倫 理 観

Take Action ! Become an ecoplayer.

キーワードは……Reduce、Reuse、Recycle

　よく「3R」と言われますが、最も大切なのは Reduce（省

エネ・省資源）です。GSAチームを設立し、パートナ

ーやサポーターと協力して「空気のきれいな社会づ

くり」に向けて豊かな自然づくりと省エネ・省資源を

進めて行きましょう。
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表1

今日までの環境に関わる国際オリンピック委員会（IOC）と日本オリンピック委員会（JOC）、
国際連合（UN）、国連環境計画（UNEP）などの活動について

第12 回オリンピック冬季競技大会が開催される予定だったアメリカのデンバーが経済問題の他、環境保護団体からの強力な
抵抗・抗議にあい大会開催を返上した。

IOCは、「スポーツ」「文化」に続いて「環境」をオリンピズムの 3 本柱とし、スポーツ競技団体の社会的責任（Corporate Social 
Responsibility = CSR）として地球環境への最大限の配慮のもとでオリンピック競技大会を行うことを公表した。

第104次IOC総会（ブダペスト）でスポーツと環境委員会が設置された。同年、スイス（ローザンヌ）において、「第1回 IOCスポー
ツと環境世界会議」を開催。以後、隔年で世界会議を開催している。この世界会議では、スポーツと環境の接点についての
説明や、環境への取り組みを促すための実践的な行動を要請するスピーチなど、NOC をはじめ、国際競技団体（IF）、国連機
関、NGO/NPO などの代表者が一堂に会し、情報の共有を行っている。

長野で行われた第18回オリンピック冬季競技大会では、大会組織委員会が基本理念の 1 つに「美しく豊かな自然との共存」
を挙げ、環境への配慮を分かりやすい形で実行した。施設建設では極力既存の施設を活用し、自然環境の改変が必要な場合
は、大会後復元を図った。森の再生には「幼苗植栽手法」を採用、スパイラルでは「表土復元工法」が用いられ速やかな緑化を
可能にした。またアルペン競技・滑降のコースは一部国立公園内を通過するため、スタート地点を変更し、コースの一部を選
手が自らジャンプして飛び越える方法を取った。クロスカントリー競技場では硬雪剤を使わず、雪の下に畳を敷いてコースを維
持した。 

1972年

1976年

1990年

1992年

1994年

1995年

1996年

1997年

1998年

2000年

（JOC ホームページ 「スポーツと環境」を改変）

スポーツと環 境  これまでの 歩み

1999年 IOC は独自の行動指針として、スポーツ界の環境保全の基礎概念と実践活動を規定した「オリンピックムーブメンツ・アジェン
ダ 21」を採択。ブラジル（リオデジャネイロ）で開催された「第 3 回 IOCスポーツと環境世界会議」でこれを承認した。

シドニーで行われた第 27回オリンピック競技大会では、大会組織委員会が環境 NGOであるグリーンピースとパートナーシッ
プを組んで誘致段階から協力してオリンピック環境ガイドラインを作成し、環境に優しい「グリーンオリンピック」開催を目指
した。ガイドラインでは、オゾン層破壊物質を使用禁止にしたことや、世界最大の太陽エネルギーによるオリンピック選手村
の建設、オリンピック選手村から2,5㎞離れたオーストラリアで最もダイオキシンの汚染地域であるホームブッシュベイのクリー
ンナップ作業など多種にわたる。

2004年
アテネで行われた第 28回オリンピック競技大会では、UNEPと大会組織員会の共同調印による「ゴミのポイ捨て廃止キャンペー
ン」を実施。 また、オリンピック全会場で「スポーツと環境」の関係を訴える冊子の配付、 環境意識の向上を唱える公共広告
を国内のテレビ放送、地下鉄や空港などに掲示した。 

2006年
トリノで行われた第 20回オリンピック冬季競技大会では、期間中の排出量12万トン以上と予想される CO₂ の排出量を植林
やエネルギー効率化事業、再生可能エネルギー事業などのプロジェクトで相殺するカーボンニュートラル計画に取り組んだ。さ
らに、廃棄物処理計画では廃棄ゴミをゼロにするという目標を掲げた。さまざまな分野で環境保全に取り組み、支援を行なった。

2007年
IOC は「第 7 回 IOC スポーツと環境世界会議」を中国の北京で開催。 トリノ五輪を基準とし、さらに継続して五輪開催都市
の緑化や環境教育など行動に移す姿勢を求め、五輪を通じてスポーツ界が環境改善への活動を促進する「北京宣言」を採択
した。

2008年
北京で行われた第 29 回オリンピック競技大会では、大気汚染が懸念されていたことから大会前より北京中心部への自動車乗
り入れを禁止したキャンペーンを実施。さらに、北京市の交通インフラの整備、廃棄物処理システムの近代化、緑地面積の増
加など、環境について 20 の約束を行い、環境対策に 170 億ドル以上を投資した。

2009年

IOC は「第 8 回 IOC スポーツと環境世界会議」をカナダのバンクーバーで開催。『Sustainable Sport and Event Toolkit = 
SSET』という環境にやさしいプログラムの企画方法やチェックリストなどが掲載されたツールキットを発表。このツールキット
を用いて、スポーツ競技団体やスポーツイベントを組織する関係者に向けて、会場の選定から建設、イベントの運営に至るま
での実践的な環境保全活動を提案した。また、環境問題の解決に向け卓越した活動に対して表彰する「IOC スポーツと環境
賞」が設けられ、第 1 回は北京市が受賞。会議では、五輪開催に立候補する際には計画に環境重視を盛り込むことはもちろん、
大会を終えた都市の大会組織委員会に対しても「知識」と「経験」のノウハウを今後開催される都市に引き継ぎ、環境の持続可
能性を高めること、そして開催都市の環境的レガシーを残していくことが求められた「バンクーバー宣言」を採択した。 

2011年

IOCは「第 9 回 IOCスポーツと環境世界会議」をカタールのドーハで開催。環境の悪化に対する懸念を改めて表明し、持続可
能な開発に向けた決意を再確認。ブラジルのリオデジャネイロで開催された「地球サミット」から20年、2012年 6月に開催の

「リオ＋20」で、オリンピック・ムーブメントが持続可能な開発に貢献することを示す機会とし、グリーンな未来に向けて若者の
参加を促すこと、UNEP やいくつかの国連団体、政府や地域団体、NGO と協力しパートナーシップを築いて持続可能性を高
めることを目指す「ドーハ宣言」を採択した。また、第 2 回の「IOC スポーツと環境賞」は、日本水泳連盟が受賞した。

札幌で第11回オリンピック冬季競技大会が開催された。恵庭岳ダウンヒルコースは、大会終了後、植林を行い原野に復元さ
せる約束のもと設置され、約束通り札幌冬季大会組織委員会は植林を行った。

国際連合（United Nations = UN）はストックホルム会議で採択された「人間環境宣言」と「環境国際行動計画」を実施するため
の機関として国連環境計画（United Nations Environment Program = UNEP）を設置。

2001年
JOCはスポーツ環境委員会を設置。

IOCは「第4回IOCスポーツと環境世界会議」を長野で開催。アジェンダ 21を実践するための「Give The Planet A Sporting 
Chance」を長野宣言として採択した。 　

2002年

ソルトレイクシティーで行われた第19 回オリンピック冬季競技大会では、排出ガスをゼロにする「ゼロ・エミッション」を目標と
する大会期間中の予想排出エネルギー量を数量化。企業から寄付された未使用の排出権を使用することにより大会の排出ガ
スを相殺した。また、大気質プランや廃棄物ゼロ、水とエネルギーの節約、都市の緑化など環境保全と改善を目的に多くの
プログラムを策定した。

JOC は、環境啓発のためのポスターとパンフレットを作成し、各関係団体に配布。ホームページに「スポーツと環境」のペー
ジを新設。（http://www.joc.or.jp/eco）

2003年

IOCは「第 5 回 IOCスポーツと環境世界会議」をイタリアのトリノで開催。 「Partnerships for Sustainable Development」を
トリノ決議として採択した。 　

JOCはすべてのNOCの中で世界最初のISO14001の認証登録に成功。また、環境啓発横断幕を作成し、各競技団体に貸与
を開始。スポーツ環境委員会は最初の活動報告書を作成し、以後毎年発行している。 

2005年

国連「スポーツと体育の国際年」。国連本部では、スポーツと体育の国際年の決定をもとにスポーツを通じ、教育、健康、
ジェンダー、開発、平和などの問題に結びつけるための基盤を各国に提供し、8 つの「ミレニアム開発目標（Millennium 
Development Goals = MDGs）」を達成するための取り組みの強化や連携を図るよう呼びかけが行われた。日本で開催された
関連イベントは、スポーツを通じた地球環境保全のメッセージを世界に発信した「愛・地球博スポーツサミット」が挙げられ、
草の根レベルでの環境保護活動の認識と促進が図られた。

京都議定書の発効。環境省は、温室効果ガス 6％削減のアクションプラン「チーム・マイナス 6％」を国民運動として開始。
JOCもこの運動のメンバーとなる。

IOCは「第 6 回 IOCスポーツと環境世界会議」をケニアのナイロビで開催。ナイロビ宣言として「スポーツと平和と環境」を
発表した。

2010年

バンクーバーで行われた第 21回オリンピック冬季競技大会では、大会組織員会が目指したサスティナビリティの形として、シ
ンボルとなる建物の建設、グリーンビルディングガイドラインの設定により一定の指標づくり、氷関連施設の廃熱を電気に再
利用、政府や企業を巻きこんだ活動といった環境重視を盛り込んだ。

「チャレンジ 25」キャンペーンスタート。京都議定書の目標達成に向けてスタートした「チーム・マイナス 6％」が生まれ変わっ
たもの。さらなるCO₂の削減を目指して、より積極的なチャレンジを国民に広く呼びかけ、具体的な行動を加速させるのが狙い。
温室効果ガス排出量を2020年までに 25％削減（1990年比）を明言したことを受けてスタートした。

2012年

ロンドンで行われた第 30回オリンピック競技大会では、当初から持続可能性をうたい、新規施設が大会後に過去の遺物にな
ることなく、地域に還元できるように各施設や跡地を利用し続けるための計画が綿密に立てられた。また、夏のオリンピック
としては初めてカーボンフットプリント（温室効果ガスを二酸化炭素 CO₂で換算）を算出するなど、環境対策も徹底。

国連持続可能な開発会議（リオ＋ 20）の開催。持続可能な開発に関する新たな制度的枠組みについて、資源浪費型の社会か
ら環境保全型の社会に転換する道筋について話し合った。

IOC創立100周年記念としてフランス（パリ）で行われた第12回オリンピックコングレスで「スポーツと環境」分科会を開催。オ
リンピズムの根本原則、規則、付属細則を成文化した『オリンピック憲章』に初めて「環境」についての項目が加えられた。

リレハンメルで行われた第17回オリンピック冬季競技大会では、「環境に優しいオリンピック」をスローガンに揚げ、アイスホッ
ケーの会場を岩をくり抜いた中に建設したり、省エネルギーや地域の自然や伝統をアピール、アルペンコースの会場が麓の道
路から見えないようにするなど景観保護にも配慮した。 また、ジャガイモを原料とした食器を使用、閉幕後はボランティアが
植栽を行ない、グリーンな大会と呼ばれた。

IOCは「第2回 IOCスポーツと環境世界会議」をクウェートにて開催。 

気候変動枠組条約第3 回締約国会議（Conference of Parties 3 = COP3）で、京都議定書が採択された。これにより採択し
た国は、2012年までに温室効果ガス削減を実行する義務を持つことになり、日本は1990年比で温室効果ガスの削減が 6％
という数値が義務づけられた。

『オリンピック憲章』に環境に関する項目、「持続可能な開発」が加えられた。

アトランタで行われた第26回オリンピック競技大会では、アトランタ市はオリンピック開催中、地元住民の自家用車の使用を
避け、公共交通機関の利用を推奨した。

バルセロナで行われた第25 回オリンピック競技大会で、全参加の各国オリンピック委員会（NOC）が「地球への誓い」（The 
Earth Pledge）に署名。世界のスポーツ界が真剣に環境について考えるきっかけとなった。環境への取り組みはその後も各大
会組織委員会に引き継がれていった。

国連の下、188カ国で大気中のCO₂ などの温室効果ガスの増大による地球温暖化防止を目的とした「気候変動枠組条約」を
締結。さらに、国連主催でブラジルのリオデジャネイロで開催された国連環境開発会議（United Nations Conference on 
Environment and Development = UNCED）では、「アジェンダ 21」「環境と開発に関するリオ宣言」「森林原則宣言」を採択した。
アジェンダ 21には、地球に生きる全ての人間が行動すべきことが綴られ、さまざまな団体の環境保全のための行動の指針となっ
ている。具体策としてはリデュース（Reduce= 削減）、リユース（Reuse= 再利用）、リサイクル（Recycle= 再生）の３Ｒと、ゼロエ
ミッション（排出物ゼロ）が打ち出された。
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表2 表3

各スポーツ 競 技 団 体 等による
エコ活 動への取り組み

スポーツ産 業に関わる
企 業の 環 境 配 慮  主な取り組み

連 盟 エコスローガンの募集、マイボトル推進運動（ペットボトルの使用を廃止しタンクボトル
を採用）、紙削減プロジェクト（競技者登録の電子化、関係者やメディアに対して紙で配布してい
た大会の公式記録をホームページでリアルタイムに公開することで紙の使用量を削減。その他、
会議での配布資料をせずにスクリーンで表示するなどの取り組みで、年間約200万枚、植林木約
150本分の紙の使用を削減）などの継続実施と強化。

ナイキは早い時期から他社に先駆けてオーガニックコットンの採用や有害物質の排除などの環
境対策を行い、サステナビリティにも配慮。

連 盟 主催/後援競技会等におけるゴミ分別や公共交通機関の利用の啓発、シャトルバスの手
配、クリーンサポーター活動（試合後の清掃活動。これまでに通算100回以上の開催、17000名
以上の累計参加）などの実施。

1990年に「Reuse-A-Shoe」プロジェクトが誕生。使い古したシューズや不良品処分となった
シューズを再利用するという目標のもと、シューズの回収が行われている。集められたものは分
別され粒状にされた後、いろいろなスポーツのサーフェスへとリサイクルされている。

Jリーグ スタジアムでのマイカップ、リユースカップの利用推進。また、各クラブでは市民団体と
協力し、選手バスにバイオディーゼル燃料を利用、クラブハウスに太陽熱温水器の設置、ゴール
裏の応援スタンドに床発電システムを設置するなどの活動が見られる。

サッカー各国代表のゲームシャツは、リサ
イクル・ポリエステル素材で作られ、1枚の
ユニフォームを作るのに使用するペットボ
トルは8本。また、陸上競技用のオリンピッ
クで使用されるウェアもリサイクル・ポリ
エステル素材を採用しており、ペットボト
ル13本分のリサイクルに相当。さらに、バ
スケットボールのオリンピック公式ユニ
フォームも96%リサイクル素材を採用。
1枚のユニフォームにつき、22本のペット
ボトルがリサイクルに相当。ショーツの方
は、100%リサイクル・ポリエステル製。

連 盟 温暖化防止を肌で感じてもらうため、雪に親しむイベントを都内で開催。「I LOVE 
SNOW」キャンペーン（カーボンオフセットによるCO₂の削減、ホームページに多くの選手・ス
キーヤー等のエコへの思いを掲載）を実施。

2011年に環境マネジメントへの取り組みを再設計する5年計画を発表。アディダス・グループの
2010年版サステナビリティレポートと共に発表された計画の一部では、2018年までにベター・
コットンを100%使用することを表明している。主流コットン産業の環境向上を目的とし、水の
消費量とコットン栽培の農薬の削減を行う。

連 盟 主催大会時に環境バナー・ポスターの掲出、各都道府県テニス協会の環境活動を掲載した
報告書を発行、使用済みテニスボールのリユース活動を推進するNPO グローバル・スポーツ・ア
ライアンス（GSA）とのコラボレーション、スポーツ環境委員会のホームページに環境ポスター
と大会やイベント、合宿等で活用する「テニスDEエコ環境チェックシート」をダウンロードでき
るようにアップするなどの活動を実施。

2011年に世界初となる「環境損益計算書」を公表。プーマの事業とサプライチェーンで生じた
2010年の環境影響は、温室効果ガスの排出、水資源利用、土地利用、大気汚染、廃棄物などの主
要な分野において1億4500万ユーロに上ったと発表。環境損益計算書から企業の環境影響を分
析することや環境指標の必要な分野を把握することは生態系の恩恵の保全に役立つだけでなく、
ビジネスを長続きさせることにもつながると認識している。

民 間 中古硬式テニスボールを学校の机や椅子の脚に取り付け騒音防止に。希望する学校とボー
ルを提供するテニスクラブとのマッチィングを担当。

連 盟 「バレーボールバンク」（日本国内で不要となったボールやネットなどの用器具を回収し、
必要とする海外の団体や学校へ寄付）の設立。

連 盟 滑り止めに使う炭酸マグネシウムの飛散防止のため会場内の床にビニールシートを敷き、
器具付近では掃除機の使用。また、粉が外部に粉塵化することを最小限に抑えることを目的に球
体状で上部に取り出し口があるもの、あるいは蓋が付いたものなど商品の改良について業者と開
発。

民 間 折れた木製バットを箸に再利用。売り上げの一部は原材料のアオダモ育成に。

陸上
ミズノ

水泳

ナイキ

サッカー

スキー

アディダス

テニス

プーマ

バレー
ボール

体操

野球

連 盟 2006年に「JAAFグリーンプロジェクト」を立ち上げ、主催大会会場にて環境活動（連盟
独自の環境ポスター・横断幕等の掲示、プログラム紙上でのPR、植樹、花の種の配布など）を実施。

商品の企画開発から廃棄まで（素材調達、生産、輸送、販売、使用、廃棄）を考慮。1991年より地
球環境保全活動「Crew21」プロジェクトの開始。

民 間 オリンピアンらが、サイズが合わなくなった子どもの靴をアフリカに寄贈。 長野五輪のオフィシャルスタッフユニフォームで「リサイクル循環システム」をスポーツウエア
で初めて採用したことが話題となった。環境配慮型商品は、6つのジャンルに分けられており、

「材料循環型商品」「再生材料使用型」「省エネ貢献型」「エコ工程型」等がある。

取り組みの内容（機関） 取り組みの内容種目 企業

（JOC スポーツ環境専門委員会活動報告書を改変）

GSA スポーツと環境についての先進事例データベース「G-ForSE」より （http://www.g-forse.com）
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About GSA

　GSAは、未来世代に健全な環境を残したいと考えるスポーツ愛好家の世

界的ネットワークで、1999 年に日本で設立された NPOです。その使命は、

空気のきれいな社会づくりを目指した世界的運動「エコフラッグムーブメ

ント」の推進です。スポーツマンシップを代表する言葉に、ルールを守り、

公正に振舞う「フェアプレー」があります。GSAでは、これに加えて、毎日

の生活で自然を守り、省エネ・省資源を心がける「エコプレー」を提唱し、世

界中の 10 億人を超えるスポーツ愛好家に「フェアプレー」と「エコプレー」

の実践を呼びかけています。「エコプレー」のシンボルが、国連環境計画

（UNEP）も認定した「エコフラッグ」です。

G l o b a l  S p o r t s A l l i a n c e
 （ G S A ）と は ?

　GSAの使命は「エコフラッグ・ムーブメント」の推進

です。そしてその活動の中心はGSAプレーヤーたちによ

る「エコフラッグ」を使った「エコプレー」の普及です。

さらにGSAワールドセンターでは、これを補完するた

めに下記のプロジェク卜も行っています。

GSAのプロジェクト

G-ForSE
スポーツ界における環境先進事例のデータベース化。また
優れた環境先進事例をフォーラムにて紹介、普及に努めます。

（www.g-forse.com）

スポーツエコネット
国境を超えたスポーツ用品のリユース促進ネットワーク

（www.sports-eco.net）

Sports Recovery Program（SRP）
自然災害や環境破壊によってスポーツができる環境を失っ
た地域の方々へスポーツを通じて心のケアを目指すスポー
ツ復興支援プログラム
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