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オリンピックにおけるフェアトレード調達の推進 

―フェアプレーで築く消費者市民社会― 

 

広島大学大学院文学研究科博士課程後期１年（広島県在住） 

 渡橋 恭子 

 

はじめに 

東京都は、2020年に行われる東京オリンピック・パラリンピックについて全国で 32兆円もの経済効果が見込ま

れると試算（１）している。実際に、わが国では 2 年後に迫った大会に向けてさまざまな取り組みが進められている。

とりわけインフラ・ＩＴ産業に関する研究開発は急速に進んでおり、オリンピック開催をわが国のさらなる発展の機

会にしようとの意気込みが感じられる。 

オリンピックによって多大な経済効果の創出が見込まれる一方、東京都はオリンピックの開催には 3 兆円を超

える費用が必要となるとの試算を発表（２）し、専門家らはこうした費用は今後も膨らむと予測している。 

Andre K. Rose 氏らが行った過去の大会にかかった費用の分析（表１）（３）によると、黒海沿岸の保養地と山間

部を結ぶ高速鉄道の建設のために多額の費用を投じたソチオリンピックや、北京市内に 4 つのインフラ施設を

建設した北京オリンピックでは 4 兆円を超える費用がかかっていることがわかる。しかし一方で、「史上最も持続

可能なオリンピック」と評され競技会場の新規建設を行わなかったロンドンオリンピックでさえも 1 兆円以上の費

用がかかっていることが読み取れる。 

大会 総費用 

ソチオリンピック（冬季・2014） 約 5兆円 

北京オリンピック（夏季・2008） 約 4兆 8000億円 

アテネオリンピック（夏季・2004） 約 1兆 7000億円 

リオデジャネイロオリンピック（夏季・2014年） 約 1兆 2000億円 

ロンドンオリンピック（夏季・2012年） 約 1兆 1800億円 

表１ オリンピックの開催費用 

 

このように、東京オリンピックにおいても大型施設やインフラの整備を急速に進めるならば、多額の費用を計

上することは必定であろう。 

 また、費用をかけていくつもの競技場を建築し、盛大な大会を開催した後の建物や大会用地のゆくえにも注目

する必要がある。例えば、リオデジャネイロ大会で世界最大級のサッカースタジアムとして注目されたマラカナン

スタジアムやアテネ大会で使用されたベースボールスタジアムは、大会終了後に使用されることもなく廃墟となっ

ている。こうした事例はしばしば負のレガシーとして語られ、大会終了後も持続可能な施設設営構想を立てるこ

とと、既存の設備の利用を進めることの重要性を強く示すのである。 

オリンピックにおける持続可能性については、オリンピック憲章（４）で「環境問題に関心を持ち、オリンピック競
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技大会開催について持続可能な開発を促進すること」と定められている。開発やレガシーというとインフラや大

型施設の充実をイメージしがちであるが、無形かつソフト面の制度の整備も含む多面的な概念である。 

 オリンピックに対して、国民はいかなるレガシーを求めているのだろうか。内閣府が行った東京オリンピック・パ

ラリンピック開催で期待される効果（表２）（５）では次のような結果となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２ 東京オリンピック・パラリンピック開催で期待される効果（平成 27年 6月） 

 

 このように、インフラの利便性向上以外にもすべての人にやさしい街づくりや日本の国際化の促進など、ソフト

面の効果にも期待が集まっていることがわかる。長期的に管理費を工面する必要がある大型施設の建設に資金

を充てるよりも、オリンピックの気運がもたらすソフトなレガシーが必要とされているのではなかろうか。日本はこう

した世の中に還元できる利益を求めるべきであるし、こうした姿勢はオリンピックの理念とも合致するものと考える。 

こうした中で日本エシカル推進協議会は 2014 年 8 月に、2020 年の東京五輪を環境や社会的課題に配慮し

た「エシカル五輪」にするべきであるとして、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会に対して提言

書（６）を提出している。日本古来の「もったいない」精神を環境への配慮や調和に活かし、同じく日本の伝統的な

商習慣である「三方よし」の考え方についても、従来の枠組みを超えて経済合理性・効率性だけでなく社会およ

び環境への影響にも配慮した、「経済よし、社会よし、環境よし」と位置づけることで、プラスのレガシーをのこそう
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というものである。日本の伝統的な習慣とエシカル消費の考え方を融合させる提言には、稿者も首肯するところ

である。こうした社会を実現させるために、大会を 2 年後に控えた今、具体的な方策を交えた提言が必要となる

だろう。 

 そこで本稿では、オリンピックにおける調達や消費のありかたに焦点を当て、オリンピックを通して消費者市民

社会を実現させるべく提言を行う。 

 

1.オリンピックと持続可能性－ロンドンオリンピックの事例― 

オリンピック憲章では持続可能性について言及されていたものの、実際にオリンピックの基本コンセプトとして

この表現を盛り込んだのは、2012 年に開催されたロンドンオリンピックが初めてであった。「持続可能性

（sustainability）」とは、経済や社会、特に環境やエネルギーなどの人間活動が将来にわたって持続できるかどう

かを表す概念のことである。大会組織委員会では、持続可能なオリンピックをつくるために 2012年 2月に発表さ

れた報告書「Sustainability Guidelines-corporate and public events (Third Edition)」（７）において、「責任ある調達、

再生材の使用、環境影響の最小化、有害物質の削減」について企業に要請している。中でも、「責任ある調達」

として、物品は原則として国内で調達するが、国内での調達が困難なものについては、国際フェアトレード認証

された商品のみ提供を許可すると規定されており、五輪の大会運営としては初の試みとして注目された。 

 フェアトレードとは、開発途上国で作られた作物や製品を、その価値や労働の対価に合った価格で、対等な条

件下で継続的に取引することにより生産者の生活を改善し、地位の向上と自立を目指す取り組みである。全世

界 125 ヵ国がこの取り組みに参入し、取引がなされている。これらの品物には、国際フェアトレードラベル機構

（Fairtrade Labelling Organizations International）（８）により、「経済的」「社会的」「環境的」な基準をクリアした原

料や製品に対して与えられる「国際フェアトレード認証」が付与され、認証ラベルをつけて販売することが許可さ

れる。 

 国際的に定められたフェアトレード基準について、次の通りまとめた。（表３）(９) 

 

基準 内容 

労働環境の整備 
児童労働、強制労働の禁止。国の定める最低賃金以上の給料の支

払い。過剰な労働を防ぐための、労働時間の制限など。 

最低買取価格の設定 
生産者を保護するために最低買い取り価格を定め、市場価格が下が

った場合でも、この価格で製品を買い取る。 

社会発展のための 

奨励金の支払い 

生産者から製品を購入する際、生産者の地域の発展のためのプロジ

ェクトに使われる奨励金（フェアトレード・プレミアム）を市場価格に上

乗せして払う。 

表３ フェアトレード基準 

 

ロンドン五輪では、これらを参考にして、「どのように供給されているかを重視する」「どこから採り、何を使って

つくられているのかを重視する」「サプライチェーンへの働きかけを重視する」の 3 点を指標として五輪に関連す

る物品の調達を行った。（10） 



4 

 

ロンドン五輪の期間中、選手村や食堂で国際フェアトレード認証のコーヒー約 1400 万杯、紅茶約 750 万杯、

バナナ 1000万本、ワイン 220万本などが提供され、こうした取り組みによって、五輪開催前は 900億円

であったイギリスのフェアトレード市場は、終了後は 3000 億円へと急成長をとげている。（11）また、ロンドン交通局

ではフェアトレード認証コットンを約 10万人の職員の制服に採用するなど、企業のみならず自治体においてもフ

ェアトレード製品の導入が進み、これらはオリンピック終了後も継続された。 

 

2.ロンドンオリンピックにみえる課題 

ロンドン五輪は、「史上最も持続可能なオリンピック」として高く評価されており、フェアトレードの先進国として

世界の模範となった。こうしてイギリスによって示されたフェアトレードの動きは、さらなる制度の見直しや国民の

倫理観の向上を図ることでより高いものとすることができるだろう。 

ロンドン五輪におけるフェアトレードの対象は、バナナ、茶、コーヒー、チョコレート製品に限られていた。こうし

た製品の提供は、先述したとおり高く評価され同時に利益を生み出したことは言うまでもない。しかし、国際フェ

アトレード認証で規定された製品の中には、繊維・スポーツボール・金・化粧品・切り花などのように食料品以外

の物品も含まれている。ロンドン五輪においてはこれらがフェアトレードの品目として設定されることはなく、人権

を無視した不当な労働によってつくられた物品が用いられる可能性にさらされていたと考えられる。 

不当労働の一例としてサッカーボールの製作状況（12）に着目したい。サッカーボールは機械縫いのものと手

縫いのものとにわけられる。中でも手縫いのボールは耐久性が高く、ワールドカップ等の公式試合で選手たちが

用いるボールは全て手縫いのボールが指定されている。手縫いのサッカーボール生産の世界シェア第 1 位は

パキスタンである。パキスタンでは、ボールを縫う技術力の高さからサッカーボールやバレーボール、ラグビー、

クリケットなどの各種スポーツ用品の生産も行われてきた。企業はボールの製作のために直接製作者を雇って

いるのではなく、仲介業者に委託し、縫製工場や各家庭で縫製が行われている。そのため、一時は大人だけで

なく約 1 万 5000 人（ILO 推計）の子どもたちがサッカーボールの縫製に携わっていたと言われている。さらに、

パキスタンではサッカーボールを 1 個縫って得られる賃金は 8 インドルピー（約 24 円）ほどである。大人でも 1

日に 2～3 個縫うのが限界であるため、収入は 24 インドルピー程度にしかならず、パキスタンの法律で定められ

ている 1日の最低賃金 63 インドルピー（約 189円）を下回る金額しか得られない。 

 このような不当な労働の実態は、1998 年にフランスで行われたワールドカップで取り上げられ議論されたもの

の、依然として手縫いサッカーボールのシェアの 8 割を発展途上国の労働力に依存しており、未だ根絶に至っ

ていない。以上の事例に類似する不当労働は、世界各地で行われている。本来人々に夢や希望を与えるもの

であるスポーツをめぐって、不当労働が行われるおそれのある事態は防がねばならない。 

 

3.提言―東京オリンピックに必要な施策― 

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会では、大会の基本コンセプトの 1 つとして「未来への継

承」を掲げている。これを受けて大会開催基本計画には、「成熟国家となった日本が、今度は世界にポジティブ

な変革を促し、それらをレガシーとして未来へ継承していく。」（13）と目標が記されている。こうした方針に沿い、ロ

ンドンオリンピックでの試みをさらに推し進める意味も込めて、大会での調達に関する手段としてフェアトレードを

推進してはどうだろうか。 
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 欧米諸国に比べ日本はフェアトレードの導入率が低いものの、2014 年にはフェアトレードの市場規模が 95 億

円を超え、国民の理解も少しずつ進んでいる。（14）しかし、その実態はコーヒーなどの食品に偏っており、こうした

活動をさらに広げていく余地は残されている。 

 本稿では、東京オリンピックを契機として全国の企業・消費者にフェアトレード製品の使用の促進と啓発を行う

ための方法を考察する。特にスポーツボールや大会関連グッズなど世界の人々の目に触れる機会が多いと判

断できるものについて、フェアトレード製品を流通させるための具体策を提言する。 

 

①フェアトレード認証のスポーツボールの使用 

スポーツボールの製作過程における不当労働の実態については、前述したとおりである。近年は国際サッカ

ー協会（FIFA）の先導により、多少の改善はみられるものの、その陰で不当労働が行われている可能性は否定

できない。 

 こうした状況を阻止するために、フェアトレードを用いて企業の行動を監視し、生産者を保護する必要がある。

フェアトレードのスポーツボールは、国際協力ＮＧＯわかちあいプロジェクト（15）が 1992 年より行ったパキスタンで

の労働問題の解決に向けた支援をきっかけとしてうまれ、世界に広まった。2004 年には日本初のフェアトレード

サッカーボール「ＡＳＰＩＲＯ」（図１）（17）の販売も開始され、ボール１個あたり 75 円から 175 円の奨励金が支払わ

れ、現地の労働者やその家族のために用いられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１                 図２ 

「ＡＳＰＩＲＯ」のロゴマークの下には、フェアトレード認証ラベル（図２）（18）が付けられている。このラベルは前述

のように、国際フェアトレード基準を満たしたとして認証されたことを示すものである。こうした認証ラベル付きボ

ールを大会公式球として使用することで、一般消費者にもフェアトレードの存在を広く伝えることができるようにな

ると考える。 

また、フェアトレード商品の販売のノウハウを有している民間団体との協力も不可欠である。フェアトレードボー

ルは、わかちあいプロジェクトにより 2004 年に初めて販売され、ヨーロッパ各地にシェアを広げた。こうした経験

をもとに多くの企業が行う CSR のパートナーとしても活動している。このように、オリンピックなどのイベントを開催

する際にも長期にわたる活動実績のある企業や団体との連携を進めることで、より広範な活動が可能となると考

える。ボールを購入しスポーツを楽しむことが国際貢献につながるという事例をオリンピックを通して一般消費者

に伝えるよい機会ではなかろうか。 

 こうした活動が行われると、オリンピック公式ライセンスのボールは世界中で販売され、オリンピック後の大小の
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大会でも模範とされるだろう。その際、認証ラベルの意味と合わせて周知されると、各国のクラブチームに所属す

る若いプレイヤーや子供たちへの教育的効果も期待できると考える。国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）は、オリン

ピックムーブメントの一環として、青少年に対してオリンピックを題材とした教育活動を推進している。（18）教育内

容はスポーツ分野にとどまらず、平和の維持や国際交流など、多岐にわたるものである。その際、オリンピック教

育にあわせてフェアトレード教育も行うことで、公正な取引を重視するフェアトレードの理念が、実はオリンピック

のフェアプレーの精神とも合致しているのだということが若い消費者にも理解されるのではないか。 

 

②大会関連グッズにフェアトレード製品を取り入れる 

オリンピックでは、選手が使うスポーツ用品のほかに大会関連グッズが注目を集め、世界で大量に流通する。

競技の応援では、選手が着ているユニフォームと同型のものや、スティックバルーンのように音の出るグッズが使

用されるのが一般的である。 

 特にユニフォームの製作には、国際的なスポーツブランドが関わることが多い。しかし、制作の過程では深刻

な問題が指摘されている。カンボジアでは、近年縫製・靴工場で労働者が作業中に卒倒する事故が相次いでい

る。（19）カンボジアの国家社会保障基金(NSSF) によれば、2016 年には、18 工場で 1160 人の労働者の卒倒事

故があったという。NSSF は、その要因として精神的問題(34 %)、肉体的問題 (22 %)、化学薬品の影響 (18 %)、

労働者の長時間労働 (16 %) 等を指摘している。長時間労働や劣悪な労働環境に起因する事故は、ニュース

にならないものを含めると世界各国で発生していると推測できる。 

 こうした労働環境を改善するためにも、フェアトレードが有効であると考える。フェアトレード認証を得るために

は、労働環境の整備とともに国が定める最低賃金以上の給料の支払いが必須となっている。そのため、世界中

の人々がフェアトレードのオリンピック関連グッズを購入すると適正な代金を確実に生産者の手に渡らせることが

可能となる。 

 しかし、通常よりコストが増加するフェアトレードを積極的に採用する企業は少ないのが現状である。そこで、１

つの企業から多くのフェアトレード商品を調達しようとするのではなく、複数の企業が少量ずつオリンピック関連

のフェアトレード商品を扱うことができるよう支援することを提案する。これにより、フェアトレード商品を扱ううえで

のリスクが分散されるため、多くの企業が積極的にオリンピックやフェアトレード関わるようになるのではないか。

また、協賛企業を一部の大企業のみに限るのではなく、中小企業も含めることで、たくさんの企業でオリンピック

を支えることができるようになると考える。 

 服飾の分野においてフェアトレード製品の製作・販売を手掛けている団体に、ピープル・ツリー（20）がある。この

団体は、環境や社会に配慮した生産方式で製作された衣料品を扱っており、エシカルファッションのビジネスモ

デルを示す存在でもある。製品にはオーガニックコットンなどの有機素材が用いられており、環境への負荷を減

らすことに加え、生産者の労働環境への配慮もなされている。とりわけ特筆すべきは、ピープル・ツリーと提携し

ている生産団体名の一覧を公表し、YouTube などをとおして生産者が働く様子を紹介している点である。オリン

ピックでの調達においてもこうした情報公開に対する態度は活かされるべきであろう。このように生産者の顔が見

えることは、生産者・消費者双方の安心にもつながり、生産者が新規の仕事の依頼を得るための手助けにもなる

と考えられる。 

 これに加え、オリンピックのサプライヤーには、「持続可能性に配慮した調達コード」（21）を基準とした生産を行う
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ことが義務付けられており、国際人権基準や国際労働基準の遵守が求められていることも考慮すべきである。 

これらの施策を実行することで、オリンピック関連商品の購入を通して一般市民も社会に貢献することができる

ようになり、オリンピックによる恩恵を全世界に広げることが可能となるのではないか。 

 

おわりに 

以上のように、本稿では東京オリンピックを契機として全国の企業・消費者にフェアトレード製品の使用の促進

と啓発を行うための方法を考察し、具体策を提言した。 

 今日、オリンピックの模様はテレビの他に SNS などでも実況され、選手が使用するものや応援のための道具な

どは必然的に世界から大きな注目を集める。オリンピックに関わる人々が社会や環境に配慮したフェアトレード

商品を使用すれば、大きな潮流となるだろう。 

 現代の資本主義社会では、ともすれば商品が少しでも安く手に入りさえすればよいという消費態度になりかね

ない。そのような中で、利益追求と社会貢献を両立させるための手段であるフェアトレードを選択することで、日

常生活を営みながら国際貢献をすることが可能となる。 

 近代オリンピックの父と称されるクーベルタンが提唱したオリンピズム（22）には「文化・国籍など様々な差異を超

え、友情、連帯感、フェアプレーの精神をもって理解し合うことで、平和でよりよい世界の実現に貢献する。」とオ

リンピックが目指すべき姿が示されている。オリンピックによって悲しみの涙が流されることはあってはならない。

そうした想いを世界に広げ、フェアトレード製品を積極的に調達するというソフトなレガシーをのこすことは、本年

度の消費者月間統一テーマ「ともに築こう 豊かな消費社会 ～誰一人取り残さない～」にも通ずるものでもある。

オリンピズムにみられる「フェアプレーの精神」をオリンピック関連の調達においても活かしていくことが、豊かな

消費社会への道筋となるのではないか。 

 

【注】 

（１）2017年 3月 7日朝日新聞朝刊 聞蔵ビジュアル 

http://database.asahi.com/library2/main/top.php 

（２）2018年 10月 5日朝日新聞朝刊 聞蔵ビジュアル 

http://database.asahi.com/library2/main/top.php 

（３）Andre K. Rose and Mark M. Spiegel “NBER WORKING PAPER SERIES THE OLYMPIC EFFECT” 

NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH, April 2009 

http://www.nber.org/papers/w14854.pdf?new_window=1 

（４）オリンピック憲章 

https://www.joc.or.jp/olympism/charter/pdf/olympiccharter2017.pdf 

（５）内閣府大臣官房政府広報室 世論調査「東京オリンピック・パラリンピック開催で期待される効果」平成 27年 

https://survey.gov-online.go.jp/h27/h27-tokyo/zh/z10.html 

（６）http://www.alterna.co.jp/13491/2 

（７）環境省 「ロンドン大会におけるサステナブル調達」 

http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/archive/h26pre_03/mat02-2.pdf 
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（８）https://www.fairtrade.net/ 

（９）FAIRTRADE JAPAN 

https://www.fairtrade-jp.org/about_fairtrade/intl_standard.php 

（10）注７に同じ 

（11）Fairtrade Cotton Initiative 

https://www.fairtradecottoninitiative.com/aboutfairtrade 

（12）世界の子供を児童労働から守る NGO ACE 

https://acejapan.org/childlabour/report/soccer-ball 

（13）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 

https://tokyo2020.org/jp/games/vision/ 

（14）2015年 4月 25日朝日新聞朝刊 聞蔵ビジュアル 

http://database.asahi.com/library2/main/top.php 

（15）わかちあいプロジェクト 

http://www.wakachiai.com/ 

（16）注 15に同じ 

（17）注 15に同じ 

（18）日本オリンピック協会 

https://www.joc.or.jp/olympism/ovep/ 

（19）国境を越えて人権を守る NGO Human Rights now 

http://hrn.or.jp/activity/13373/ 

（20）http://www.peopletree.co.jp/index.html 

（21）https://tokyo2020.org/jp/games/sustainability/sus-code/ 

（22）日本オリンピック委員会「クーベルタンとオリンピズム」 

http://www.joc.or.jp/olympism/coubertin/ 

 

 

 

［審査委員長からのコメント］ 

 
オリンピックを契機にフェアトレードの認知と消費の拡大を図ろうという提言は、マスコミを巻き込むという

点でも効果的であり興味深い。主催者目線の課題だけでなく、さらに広い視点での提言があると良い。 


