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第３３回障害者による書道・写真全国コンテスト 

写真部門 金賞 ｢高原の雲」 

福島県  佐藤 光政 
 

（作品ＰＲ） 

 夏も終わりかけた高原に来てみると雲の流れがなんともいえない状

況でした。 

（寸評） 

 高原の緑のなだらかさの上に文字通りさわやかに広がる白い雲が夏

の終わりの高原の美しさを表現していて、素敵です。 

 このコンテストは、障害者の文化活動等の推進を図る

ことで技術の向上、自立への促進並びに積極的な社会参

加を目的として、(公財)日本障害者リハビリテーション

協会（全国障害者総合福祉センター）の主催により毎年

開催されているものです。第33回を迎えた今回のコンテ

ストでも、全国各地より184点（写真部門）にのぼる素

晴らしい作品がよせられました。 
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伝える、伝わる 

～触手話コミュニケーションを通して感じたこと～ 

 
盲ろう者 

川島 朋
とも

亮
あき

 

 

盲ろう者とは、視覚障害と聴覚障害の二つの障

害を併せ持つ重複障害者で、いわばヘレン・ケラー

のような存在を指します。見えづらい聞こえづら

いは一人ひとりによってまちまちで、盲ろう者に

なった時期や環境もまちまちです。盲ろう者一人

ひとりのコミュニケーション手段も多種多様で

「盲ろう者とは何か」について一括りに説明する

ことは難しいと思います。 

「伝える、伝わる」ことの意味について、私が

日常利用している「触手話」コミュニケーション

を通して私なりに感じたことを書かせていただき

たいと思います。 

 

私はもとは先天性のろう者で育ちました。最初

は口話をコミュニケーション手段として用いてい

ましたが、やがて20歳前後になって手話に変えて、

それ以来周囲と共にコミュニケーションしながら

暮らしていました。そして35歳前後になって、視

神経関連の病気を患い、目も徐々に見えづらくな

りました。左目は失明、右目のみの極度の弱視と

なりましたが、携帯（ガラケー）やパソコンの文

字は読めている程度です。（絵と写真、画像、相手

の顔を確かめることは困難です。）現在私は主なコ

ミュニケーション手段として、手話習得をベース

にして相手の手話に触れながら内容を読み取る

「触手話（4ページ写真参照）」と、ノートパソコ

ンの画面に表示される拡大文字を読み取る「ＰＣ

要約筆記（写真参照）」を利用して、相手の話や周

囲の状況などを聞いたり情報を入手したりするよ

うにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ろう者から盲ろう者になったことで、コミュニ

ケーション手段も触手話に変えることを余儀なく

されましたが、触手話を習得するのは容易なこと

ではありませんでした。 

一般では日常的に目と耳で見たり聴いたりする

ことによって瞬時に様々な情報を得られます。で

は、見えづらい聞こえづらい盲ろう者の場合はど

うでしょうか？触覚など残された感覚を駆使して

情報を読み取ります。 

私の場合は相手の手話に触れて、手と指に伝

わってくる感覚、形や動きの強弱などを一つ一つ

感じ取りながら、頭の中で内容を描

き出し事柄を理解するという作業で
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読み取るようにしています。「見て知

る」作業と「触れて知る」作業とは

感覚的にも情報量的にも大きな差が

あります。たとえば「手のひら書き」というコミュ

ニケーション手段があります。一見簡単なように

見えますが、自分が目隠し状態で手のひらに書か

れる文字を読み取る側になると、案外難しいと気

付くことに似ていると思います。指文字も同様で

す。初めはそのような感覚でしたので、触手話や

指文字の読み取りがなかなか難しく、慣れるまで5

年の歳月を費やしました。 

その間、家族や周囲の人とのコミュニケーショ

ンでも、正確に読み取れない、意思疎通が上手く

いかず、わからないことへの苛立ちともどかしさ

を覚えました。時には読み取りに疲れて喧嘩に

なったり、途中で会話をやめたくなったこともし

ばしばありました。 

その一方、「わからないままでやり過ごす」とい

うのも納得できない想いがありました。周囲も「な

んとか伝えよう！」として懸命に根気よく何回も

話しかけてくれましたので、理解するまで時間を

かけながら読み取る努力を続けました。初めの頃

はなかなかわからず、そのうち面倒になってきた

り、「時間がかかって周囲に迷惑をかけるといけな

い」との思いが働いて相槌を打って、わかったふ

りをしていましたが、お互いのずれが生じたため

に怒られたりもしたものでしたが、そのような苦

労の甲斐あって徐々に読み取りが円滑になり、会

話を楽しむ時間も増えました。わからないとか理

解できていないことがあれば素直に聞くようにし

ています。 

 

その体験を通して感じたことは、伝えたことが

相手に伝わるようになるには、お互

いの根気と努力が大事だということ

です。一方で、ひとつひとつの場面

においてお互いに「伝える、伝わる」の同時成立

は容易なことではないということです。 

例えば盲ろう当事者が通訳・介助員を介して、

相手に伝えたい、伝えようとしても、感情や態度、

ニュアンス、雰囲気が伝わっていなければ想いは

上手く伝わっていない。また、相手が「自分は伝

えた」と思っていたつもりが実は伝わっていな

かったりする場合があります。それに気付かない

まま、その場をやり過ごしてしまうケースもよく

あります。通訳の内容と情報の一部が抜け落ちて

いる、一部の間違いがあることに対して、当事者

から注意、指摘をするのは困難だと思います。 

また、通訳・介助員は当事者の移動介助の他に、

当事者の周辺で起きている出来事や、一つ一つの

場面と状況を客観的に伝えるようにする「黒子」

とも言うべき重要な役割を担っています。しかし、

中には主観的に情報を伝えたり通訳内容の一部が

抜け落ちていたりすることで間違った、あるいは

偏った情報が伝わり、その結果、当事者は誤った

行動に出てしまうこともあります。特に会議や相

談など大事な話し合いの場面で、「本当に正しく伝

えているのだろうか、伝わっているのだろうか」

と不安に感じてしまうこともあります。 

通訳・介助員のスキル向上と研鑽、モラルの向

上は大きな課題の一つですが、大事なことは「伝

えたことが伝わっているか」を常に意識し、お互

いに気付き合えるようにすることではないかと思

います。日常生活の中で常に心がけることで「伝

える、伝わる」の意味に一歩近づけることができ

るのではないかと思います。そんな日が来ること

を願いたいと思います。 

最後に、普段の会話のようにコミュニケーショ

ンとは本来、お互いに心から気楽に楽しむもので

ありたいと願いつつ、ペンを置くことにいたしま

す。 
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伝える、伝わる 

～盲ろう通訳・介助員の立場から思うこと～ 

 
盲ろう通訳・介助員 

久松 京子 

 

私は神奈川で手話通訳者として、また盲ろう通

訳・介助員として活動しています。 

どちらも同じ情報保障者ですが、「聞こえない」

「聞こえづらい」障害に加えて「見えない」「見え

づらい」障害を合わせ持つ「盲ろう者」への情報

保障者として「伝えること」「伝わること」の違い

と難しさを実感しています。 

今回は盲ろう通訳・介助員としての経験から「伝

える」と「伝わる」について書かせていただきま

す。 

盲ろう通訳・介助員の仕事に携わるようになっ

たのは今から15年ほど前になります。 

当初は、聞こえてくることを必死に「伝える」

ことだけで精一杯の状況でした。 

少しずつ経験を重ねる中で「伝えること」と「伝

わること」の違い、話者の発言や周囲の状況が盲

ろう者に「伝わる」ことの大切さを知り、「伝わる

通訳のあり方」を教えてもらい、学び、試行錯誤

しながら、あっという間に15年という月日が経ち

ました。 

「伝える」と「伝わる」は普段何気なく使って

いる言葉ですが、「伝える」は相手が情報や内容を

理解できたか、正しく把握できたかなど相手の受

け止め方は関係なく一方的に伝えていくことで、

「一方通行」と言われます。 

「伝わる」は、伝えられた情報を受け取った相

手が正しく理解したことが行動として表れた時に

初めて「伝わった」となります。 

言葉の真ん中の一文字「え」と「わ」が違うだ

けですが、その違いを考えずに使われている場面

を色々と思い出しました。 

例えば、学生時代のことです。教室に入ってき

た先生がいきなり「今から宿題に出した問題をテ

ストするぞ」と発表。 

それを聞いた生徒全員から一斉に不満の声が続

出。 

その様子を見た先生は「昨日の最後に宿題のテ

ストを今日することは伝えたぞ」と一言。 

こんな経験ありませんでしたか？ 

先生は「伝えた」、でも生徒には「伝わっていな

かった」ということです。 

他にも、自分の発言に「真意が伝わっていなかっ

た」と陳謝して発言を取り消す場面など、「伝える」

と「伝わる」の違いが理解されていないように感

じる場面も見られます。 

皆さんもよく知っている「伝言ゲーム」。これは

一番目の人から順番に後ろの人へ言葉や短文を伝

えていくだけのゲームです。 

最初と最後で全く違っていたり、逆の意味の言

葉になることがよくあります。 

ゲームですから、間違った答のほうが面白くて

皆で笑いあって終わりとなりますが、大切な話し

合いやニュース、あるいは個人の生活に関わる大

切な事柄など正しい情報が必要な場面ではどうで

しょうか？「笑い」では済まされま

せん。 
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「盲ろう通訳・介助員」としての

経験を通して、「伝わる」ためにはき

め細かな配慮が必要であることを学

んできました。 

伝えるメッセージには「言語メッセージ」と「非

言語メッセージ」があることはよく知られていま

す。 

言語メッセージとは言葉で伝えるメッセージの

こと。手話も言語ですし、音声や文字で伝えるこ

ともできます。 

非言語メッセージとは言語以外のメッセージの

ことで、表情や視線、声や口調、姿勢や動作など

により発信されるメッセージです。 

「伝わる話の中で、言葉だけから伝わるのは約

30％、それ以外は非言語メッセージによる発信」

とも言われます。 

言葉（音情報）を手話通訳を介して得る聴覚障

害者は視覚からの情報（非言語メッセージ）は自

分で得ることができます。 

一方で「盲ろう者」にとって視覚からの情報入

手は通訳・介助員からの発信になりますから、通

訳・介助員が非言語メッセージに細心の注意を払

わずに「伝える」と盲ろう者が誤ったメッセージ

を受け取ることになってしまいます。 

普段何気ない会話の中でも無意識のうちに、そ

の表情や態度から多くのメッセージが発信されて

います。 

例えば相槌や頷きには「あなたの話に関心があ

る」というメッセージがあり、上の空で聞いてい

る仕草や携帯電話を見ながら聞いている様子から

は「関心が他に向いている」というメッセージも

感じ取れます。 

そのように視覚から得られる非言語メッセージ

を客観的に捉えて「伝える」ことで盲ろう者がそ

の場の空気を感じ取り、的確に行動

して「伝わった」ことになります。 

身近な日常生活での例を挙げてみ

ましょう。 

例えば、食材を買いに行ったとします。売り場

や買いたい物の様子、値段、生鮮食品であれば色

味や売れ筋など視覚から得られる全てのことが重

要な情報になります。 

通訳・介助員からの「伝える」情報が正しく盲

ろう者に理解され「伝わる」ことで希望の商品を

購入することができます。 

また、誰かと話をしている時や会議などの場で

は、意見や質問、説明内容を伝えるだけでなく、

その場の雰囲気や参加者の表情などは盲ろう者が

他の参加者と同じ空気を共有できる大切な非言語

メッセージです。 

盲ろう通訳・介助員として視覚から得られる情

報を客観的で正しく「伝える」通訳のあり方と、

「伝わること」を意識した通訳が大切であること

を忘れずに、これからも経験と研鑽を積んでいき

たいと思っています。 

現代は情報社会と言われ、街には多くの情報が

溢れています。 

聞こえてくる「音情報」と視覚による「視覚情

報」、それらの情報を100％完璧に伝えることは非

常に難しいことですが、できる限り努力して、「伝

える」が「伝わる」に繋がることを心にしっかり

と記しておきたいと思っています。 
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公共劇場における鑑賞サポートの一事例 

～視覚・聴覚に障害のあるお客様に芸術鑑賞をお楽しみいただくために～ 

 
公益財団法人東京都歴史文化財団 

東京芸術劇場 事業企画課事業調整係 佐藤 宏美 

 

東京芸術劇場における芸術公演鑑賞サポート

の歩み 

東京芸術劇場は、コンサートホール、演劇やダ

ンスの公演等のための３つの劇場、更に、展示会

場やリハーサル室、会議室等を備える、地上9階地

下２階建ての公共劇場です。都内屈指のターミナ

ル駅である池袋駅西口広場前に位置し、毎日、多

数の来館者で賑わっています。 

東京芸術劇場は1990年に開館し、当初は貸館事

業を中心に運営されました。20年ほどを経て、よ

り質の高い芸術文化の創造発信ができる劇場、よ

り多様なお客様にとって使いやすい劇場をめざし

て大規模改修工事が行われ、2012年9月にリニュー

アル・オープンしました。この改修を機に、車い

すや白杖をご利用のお客様のためのバリアフリー

化が進みました。また、リニューアル・オープン

以降、視覚と聴覚に障害のあるお客様の情報保障

の施策として、鑑賞サポートが本格化しました。 

初めて鑑賞サポートが行われたのは、2009年に

野田秀樹芸術監督の就任を記念して行われた演劇

公演『ザ・ダイバー』での、字幕サービスと舞台

説明会です。2012年度以降、毎年数回の主催・共

催演劇公演で、聴覚に障害のあるお客様のための

字幕サービスと、視覚に障害のあるお客様のため

の舞台説明会を行ってきました。前者は、公演の

音声情報を文字情報に置き換えて伝えるもので、

観劇中に、お手元のポータブル字幕機に表示され

るセリフや音響効果の説明を読んでいただきます。

後者は逆に、視覚情報を音声情報に置き換えるも

ので、開演前に、舞台装置や役者に関する説明を

聴いていただきます。舞台セットが複雑でないな

ど条件が揃う場合は、お客様を舞台にご案内し、

ご自身で舞台空間を体感いただきます。2017年度

からは、視覚に障害のあるお客様向けの鑑賞サ

ポートとして、舞台説明会に加えて、ライブの音

声ガイドを導入しています。舞台上の役者の動き、

場面転換、照明効果などの説明を、観劇中にイヤ

ホンで聴いていただくものです。これらを通じて、

2018年度までに延べ約80回の演劇公演で約400人

の障害のあるお客様に、鑑賞サポートをご利用い

ただきました。 

音楽公演でも、鑑賞サポートを行っています。

東京芸術劇場の2000人収容のコンサートホールに

は、9000本のパイプを持つ世界最大級のパイプオ

ルガンが置かれています。定期的に開催されるパ

イプオルガンのコンサートで、2015年より、視覚

に障害のあるお客様とお付添を対象に、開演前に

公演説明会を開催しています。オルガンのパイプ

の模型を手にとりつつ、パイプオルガンの仕組み

や、当日の演目と作曲者、演奏者などに関する説

明をお聴きいただきます。 

東京芸術劇場のコンサートホール
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と３つの劇場には、開館当初からヒ

アリングループが敷設されています。

ループアンテナ内に誘導磁界を発生

させて、補聴器や人工内耳を利用する難聴者の聴

こえを支援する機器で、演劇・ダンス・音楽の主

催・共催公演で作動させています。聴覚に障害の

あるお客様に向けて導入しましたが、補聴器をお

使いの方はどなたでもご利用になれます。障害の

ある方のための施策がより広い層の人々にも広が

るユニバーサルデザインの一例と言えると思いま

す。 

こうした鑑賞サポートの機会を重ねるごとに、

我々劇場スタッフにはさまざまな気づきがありま

す。お客様のご意見ご感想からも多くを教えられ

ます。常に施策の改善を図り、より多様なお客様

にお芝居やコンサートをお楽しみいただくことの

できる劇場をめざしていきたいと考えています。 

 

障害のある人々の芸術活動に関する社会的

な環境整備 

2006年に国連で採択され、2014年に日本で批

准・公布された「障害者権利条約」は、「障害者が

他の者との平等を基礎として文化的な生活に参加

する権利を認め、劇場や博物館を利用できるよう

措置をとる」ことを求めています。この条約の批

准に向けて国内法の整備等が進みつつあった2013

年に、2020東京オリンピック・パラリンピック大

会の開催が決定したことからも勢いを得て、障害

のある人々が文化芸術を楽しむことのできる社会

環境整備が進展しました。 

2016年に施行された「障害者差別解消法」では、

「求めに応じ、負担が過重でない限り、社会的障

壁の除去のための合理的な配慮」を

行うことが、公的機関に義務付けら

れました。我々公共劇場でも、社会の制度・環境

が障壁となって機能障害のある人の生活に障害を

もたらしているという「障害の社会モデル」の考

え方に立ち、障害のある人の困難やニーズを理解

し建設的な対話を重ねて相互に合意できる策をみ

つける姿勢を、一層定着させていきたいと思いま

す。 

2018年6月には「障害者による文化芸術活動の推

進に関する法律」が施行され、障害のある人々が

文化芸術を享受する権利が、法のうえでも明確に

されました。基本理念として、「文化芸術を創造し、

享受することが人々の生まれながらの権利である

ことに鑑み、国民が障害の有無にかかわらず、文

化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造

することができるよう、障害者による文化芸術活

動を幅広く促進する」と謳われています。2019年3

月には「基本計画」が発表され、「美術、音楽、舞

踊、演劇等の各分野で創造・発表を推し進める」
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と、領域の広さも確認されました。 

 

演劇公演での鑑賞サポートの事例 

このような社会環境の整備と足並みを揃えて、

東京芸術劇場での鑑賞サポートも着実に進展しま

した。2013年度からの３年間は、年間平均で12.3

回の公演で鑑賞サポートを行い、59.7人に利用い

ただきました。16年度から18年度の３年間は、公

演数が19.0回／年、利用者数が111.7人／年と、大

幅に拡大しています。 

2019年2月には、約３週間にわたる演劇作品『父』

の公演で、視覚障害のあるお客様のための舞台説

明会と音声ガイドを２回、聴覚障害のあるお客様

のためのポータブル字幕機貸出しを１回行いまし

た。アルツハイマーの症状が出始めた父とその娘

の困惑を描くこの作品は、初演前から話題を集め、

鑑賞サポートにも多数のお申込みがありました。

ご要望に応えるべく定員を増やして、舞台説明会

と音声ガイドを実施しました。 

舞台説明会では、まず正面前方の

客席に座り、舞台上からの説明を聴

いていただきます。説明者の肉声や

足音の響きから劇場の広さと舞台空間を確認し、

劇場の四隅での拍手から劇場全体の広さの感覚を

つかんでいただきます。物語の進行や出演者に関

する説明を含め、開演前の30分間ほどの短い説明

会ですが、「細かな舞台美術や、役者の背格好や服

装まで事前に紹介があったので、舞台のイメージ

が具体的になって、芝居をより楽しむことができ

た」と、ご好評をいただくことができました。 

舞台説明会の終了後はそれぞれのお座席で、レ

シーバーとイヤホンを使って音声ガイドを聴いて

いただきます。開演までは補足的な情報、上演中

は役者の動きや場面転換など、舞台の進行に従っ

てライブのガイドをお届けします。音声ガイドは、

作品の世界観をそのまま伝えることが最大の使命

です。映画では音声ガイドが急速に広がっていま

すが、“なまもの”の演劇公演のガイドには難しい

要素が多く、聴き心地良く過不足のない説明を行

うには、作品の理解に加え、高度なテクニックと

経験の蓄積が必要です。説明者は、台本を読み込

み公演の映像を何度もチェックして、精緻な台本

を作り、舞台上の役者の声や音響効果と重ならな

いよう、ライブでの練習を重ねます。そのうえで

当日は、“なまもの”の公演に臨機応変に対応して

説明を行うのです。幸いこの公演では、「言葉が多

すぎず、作品の世界観がよく伝わる音声ガイド

だった」「音声ガイドのおかげで場面転換もわかり、

芝居を十分に楽しめた」と、多くのお客様から良

い反響をいただくことができ、我々関係者も胸を

なでおろしました。 

『父』の公演には、視覚特別支援

学校の高校生と卒業生20人近くが招
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かれました。10代の若者に、アルツ

ハイマーに苦しむ高齢者と家族の物

語がどう受け取られるか、時系列で

ない場面転換が多く、馴染みの薄いパリのアパル

トマンを舞台とする作品は理解しにくいのではな

いかと懸念する声もありましたが、舞台説明会・

音声ガイド付きで観劇した生徒たちは作品を深く

理解し、豊かに鑑賞していました。「場面ごとに時

系列が入り乱れていたのに、最後に一つにまと

まった」「セリフ以外の行間の思いがよく伝わっ

た」「状況は異なっても自分の周囲と重なることが

多いので、身内の問題に置き換えて鑑賞した」な

どの感想を寄せ、我々を驚かせてくれました。ま

た、「開演前に役者の声の録音を聴くことができた

ら、どの声が誰のものかが最初からわかって、芝

居をよりよく理解できると思う」といった具体的

な提案もありました。我々にとって、鑑賞サポー

トの手ごたえを確かに感じさせてもらうとともに、

感性豊かでアイディアの豊富な若い人々により広

く観劇の機会を提供していくことの大切さを、い

ま一度胸に刻む機会となりました。 

 

おわりに 

昨（2018）年に施行された「障害者による文化

芸術活動の推進に関する法律」では、芸術鑑賞の

機会と並んで、障害のある人々の創造活動や作品

発表の機会を増やしていくことが求められていま

す。東京芸術劇場でも、創造と発表の場として、

「東京ホワイトハンドコーラス」を一般社団法人

エル・システマジャパンとともに2017年度から実

施しています。ろうの子どもを中心とする「サイ

ン隊」が手話を基にした“手歌”をつくり、盲学

校の児童・生徒を中心とする「声隊」

のコーラスとともに、舞台に立ちま

す。「サイン隊」は３年目、「声隊」は2年目を迎え、

活動に厚みが出てきました。さらに本（2019）年

は、障害のある人とない人のインクルーシブ・ダ

ンス「東京のはら表現部」が始動しました。ダン

スの好きな若者たちが月に一度ワークショップに

集まり、ともに自由な身体表現を楽しみます。一

部の人は障害のある人のダンス・ファシリテー

ションを学ぶ実習生として参加しています。多様

な人がそれぞれの個性を自由に表出し合い、仲間

としてサポートし合って、一緒にダンス作品をつ

くる場には、「共生社会」そのものの姿が立ち現れ

ています。 

東京芸術劇場は、芸術鑑賞の機会提供を公共劇

場の「伝える」使命と位置づけて、これまで主に

聴覚と視覚に障害のある人々の情報保障を旨とす

る鑑賞サポートを先駆的に推し進めてきました。

今後はこれと並行して、文化芸術活動を通じて、

障害のある人々の思いを社会に「伝えて」いくこ

と、そしてそれが「伝わる」環境を整えていくこ

とにも、公共劇場として積極的に取り組み、「共生

社会」に向かって歩を進めることができればと考

えています。 

オリンピック憲章に謳われているように、オリ

ンピック・パラリンピックは「スポーツと文化の

祭典」です。2020東京オリンピック・パラリンピッ

ク大会を契機として、スポーツのみならず文化芸

術の分野でも、障害のある人の活動機会を拡大す

る機運が広がってきました。各地で進められる

様々な取り組みがオリンピック・パラリンピック

大会を機に盛り上がり、そして大会後に全国各地

でより定着し、更に拡大していくことを願いつつ、

公共劇場ができることは何かを考えて続けていき

たいと思います。 
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パラリンピック種目の紹介 

 
 

東京都障害者スポーツ協会 事業推進課  

井田 智之 
 

Ｉ． 概要 

2020年9月に東京で開催されるパラリンピック、

日本では２度目で56年ぶりの開催であります。前

回は車いすを中心とした国際大会でしたが、今回

は、肢体不自由、視覚、知的障害で行われます。

また、以前の東京大会では、同じ競技でも車いす

の様式、ルール等大きく違っています。もっとも

前回の大会をご存知の方は少数であったと思いま

すが、今度の大会では多くの皆さんにパラリン

ピックを知っていただきたく、パラリンピックの

競技紹介をいたします。 

各競技の紹介は、対象とする障害、会場、競技

の各特徴的な内容を紹介します。 

 

Ⅱ． 各競技の紹介 

１． アーチェリー(Archery) 

対象:肢体不自由 

会場:夢の島公園アーチェリー場(江東区)  

概要(特徴・競技方法・クラス等) 

・ 第一回のパラリ

ンピックから実

施されている競

技で、使用できる

弓 具 は オ リ ン

ピックと同じ「リ

カーブ」と、オリ

ンピックでは使

用されていない、

少ない力で引くことができる「コンパウンド」

(弓具の両端に滑車の付いた弓具)を使用する

クラスに分かれる。 

・ 競技カテゴリーは四肢麻痺相当(重度障害)の

W1クラスと、車いす使用(W2)、立位(ST)の合わ

さったオープンクラスで実施される。 

・ 競技は72射(１射10点満点、最大720点)でラン

キングを決め、決勝トーナメントの組み合わせ

を決定し、１対１の対戦で競います。 

 

２． 陸上競技(Athletics) 
対象:肢体不自由、視覚障害、知的障害 

会場:オリンピックスタジアム(新宿区) 

概要(特徴・競技方法・クラス等) 

・ 第一回のパラリンピックから実施されている

競技で、競技用の車いすなどの競技用具が回を

追うごとに進化しています。参加選手もパラリ

ンピック競技で最も多く、障害の種類や程度に

よってクラスに分かれています。100m 競技、ク

ラスと男女合わせると30個の金メダルが出る

ことになります。車いすレーサー、義手・義足

のランナー、ガイド付きのランナーなどその障

害特性に応じて、競技が進められるところは見

写真提供:有限会社エックスワン
写真提供:有限会社エックスワン
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所の一つです。マラソンについては、東京で実

施の予定です。チケットがなくても応援できる

種目ですね。 

 

３．バドミントン(Badminton) 

対象:肢体不自由 

会場:国立代々木競技場(渋谷区) 

概要(特徴・競技方法・クラス等) 

・ 車いすと立位のカテゴリーに分かれ、それぞれ

障害の程度で６つのクラスに分かれます。シン

グル(男・女)とダブルス(男・女・混合)があり

ます。(一部、男子のみ実施クラス有り) 

ルールは基本的に、一般と同じで21点マッチで

２ゲーム先取の３

ゲーム制で実施さ

れます。違う点とし

て、車いすを使用す

るクラス、下肢障害

の一部のクラスは

コートを半分にし

て行っています。 

 

４． ボッチャ(Boccia) 

対象:肢体不自由 

会場:有明体操競技場(江東区) 

概要(特徴・競技方法・クラス等) 

・ オリンピックでは実施されていない、手足に障

害のある重度の四肢麻痺のある方の競技種目

です。障害の程度により４クラスに分かれ、重

いクラスでは、競技補助として、ランプという

滑り台のような道具とアシスタントのサポー

トで競技を進めていきます。ルー

ルはジャックボール(白)と呼ば

れる白いボールにいかに近づけ

られるかを競います。赤青のチームにそれぞれ

６球ずつ投球し各エンド得点を競います。攻防の

戦術がわかってくるとより楽しめる競技です。 

 

５．カヌー(Canoe) 

対象:肢体不自由 

会場:海の森水上競技場 (江東区) 

概要(特徴・競技方法・クラス等) 

・ 下肢障害のある選手が対象です。障害の程度に

より３クラスに分かれます。競技種目は200m の

スプリントで競争する単距離の種目になりま

す。使用するカヌーにより、両側にブレードが

付いたパドルを使ってカヤックと片方にブ

レードが付いたパドルを使用してヴァー(片側

にアウトリ

ガー)の２種

目で争われ

ます。 

 

６． 自転車(Cycling) 

対象:肢体不自由 

会場:トラック競技 伊豆ベロドローム (静岡県

伊豆市) 

  :ロード競技 富士スピードウェイ(静岡県駿

東郡小山町) 

概要(特徴・競技方法・クラス等) 

・ 障害により、二輪自転車(オリンピックとほぼ

同じもの、５クラス)、ハンドバイク(下肢障害

のため手でこぐ自転車、５クラス)、三輪車(障

害により体幹バランスが悪く二輪に乗るのが

難しい障害、２クラス)、タンデム自転車(前に

パイロット、後ろに視覚障害が乗る、１クラス)

の４つの自転車が使用されます。障害の程度で

クラスが分かれています。 

・ 競技として、トラックは250m の走

路用いて、「タイムトライアル」
写真提供:有限会社エックスワン
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「個人追い抜き(パシュート)」「チー

ムスプリント」があり、ロードでは

「タイムトライアル」「ロードレー

ス」「チームリレー」があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．馬術(Equestrian) 

対象:肢体不自由、視覚障害 

会場:馬事公苑(世田谷区) 

概要(特徴・競技方法・クラス等) 

・ 障害の程度により、５つのグレードに分かれて

実施されます。団体戦では、グレードを問わず

にチームを組んで実施されます。男女の区別が

なく、視覚障害の選手には、状況や位置など伝

える声でサポートするコーラーを13人までつ

けられます。 

・ 競技は、色々な歩き方、図形を描いて演技し、

正確さ、美しさを

競います。種目と

して、個人種目と、

団体があり、個人

の結果上位選手

のみが行う自由

演技などが実施

されます。 

 

８． ５人制サッカー(Football 5-a-side) 

対象:視覚障害 

会場:青海アーバンスポーツパーク 

(江東区) 

概要(特徴・競技方法・クラス等) 

・ ブラインドサッカーとして広く認知されてい

る、視覚障害者のスポーツです。１チーム５名

で、アイマスクを着けた４名のフィールドプ

レーヤーと、晴眼である、ゴールキーパーで構

成されています。他にも、ピッチ中央と相手側

ゴールに声を出して指示を出すガイド(コー

ラー)が配置されます。ボールはシャカシャカ

と音が出るフットサルのサイズのボールを使

用します。ルールはフット

サルのルールが基本となっ

ています。音を頼りにボー

ルを追いかけるので、ボー

ルを持った選手に向かって

いくときは「ボイ(スペイン

語で行くの意味)」の声をか

けながらプレーをしていき

ます。 

 

９． ゴールボール(Goalball) 

対象:視覚障害 

会場:幕張メッセＣホール (千葉県千葉市美浜区) 

概要(特徴・競技方法・クラス等) 

・ １チーム３名ずつで、鈴が入った固めのボール

を転がして投球しあい、相手のゴールを狙って

いきます。コートはバレーコートの大きさで、

両サイドに幅９m×高さ1.3m のゴールが設置さ

れています。選手は目隠しとして、アイシェー

ドを使用しています。ブラインドサッカーと同

様に、音を頼りにプレーを進めるため、競技中

は静かにしています。試合中に、審判が「クワ

イエット プリーズ」とコールすると静かにし 

写真提供:有限会社エックスワン

写真提供:有限会社エックスワン
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 てなくてはなりません。コーチが指示を出した

らペナルティを取られてしまいます。応援は、プ

レーの合間に行います。気を付けてください。 

 

10． 柔道(Judo) 

対象:視覚障害 

会場:日本武道館(千代田区) 

概要(特徴・競技方法・クラス等) 

・ 視覚障害の選手が対象ですが、アイマスクはせ

ずに、弱視、全盲などは関係なく、男女別体重

別のカテゴリーに分けて実施されます。一般の

柔道と同じルールですが、大きく違う点として、

試合開始の時点で組み合う形で試合開始とな

ります。「はじめ」の開始合図後に大技が出るこ

ともあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11． パワーリフティング(Powerlifting) 

対象:肢体不自由 

会場:東京国際フォーラム (千代田区) 

概要(特徴・競技方法・クラス等) 

・ 下肢障害、低身長が対象となる競技です。カテ

ゴリーは男女別で体重別の階級に分かれて実

施されます。切断の選手は、切断の範囲に応じ

て、体重に追加され、その体重のカテゴリーに

参加します。競技は、ベンチプレスで、仰向け

に寝た状態からバーを胸までおろし挙げてい

きます。バーをおろして、挙げるのですが、き

ちっと胸の上で静止させる、スムーズに挙げる、

バーを斜めにせず、真っ直ぐにあげるなど３人

の審判がチェックを行い、きれいに上がったと判

断すると、白いランプがつき、成功(３個中２つ

以上点灯)となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12． ボート(Rowing) 

対象:肢体不自由 

会場:海の森水上競技場 (江東区) 

概要(特徴・競技方法・クラス等) 

・一般のボート競技と同じ、直線2000m の距離の

速さを競います。コースはブイで仕切られ８

コースで実施します。肢体不自由と視覚障害が

対象で、クラスは車いすの選手(歩行不可)の男

女別のシングルスカル、男女混合で行われる、

ダブルスカル(下肢切断、脳原性麻痺)、舵手つ

きフォア(上下肢、脳原性麻痺、視覚障害)で実

施されます。オールは左右両手に持ち漕ぐ形で

スピードを競

います。舵手は

健常者が入っ

ても構わない

ルールになっ

ています。 

 

13． 射撃(Shooting) 

対象:肢体不自由 

会場:陸上自衛隊朝霞訓練場 (練馬区) 

概要(特徴・競技方

法・クラス

等) 

・ 肢体不自由の

方が対象で、ク

ラスは、自分の

上肢で銃を保

写真提供:有限会社エックスワン

写真提供:有限会社エックスワン
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持できるクラスと、銃を保持できず、

スタンドを使うクラスに別れます。

競技種目は銃の種類(ピストル、ライ

フル)、的までの距離(10ｍ、25ｍ、50ｍ)、打

つ姿勢(立射、膝射、伏射)を合わせた様々な競

技があり、男女別、混合で競います。 

 

14． シッティングバレー(Sitting Volleyball) 

対象:肢体不自由  

会場:幕張メッセＡホール (千葉県千葉市美浜区) 

概要(特徴・競技方法・クラス等) 

・ 肢体不自由の方が対象で、競技中は座位でプ

レーするため、ネットの高さが(男子1.15ｍ、

女子1.05ｍ)一般と比べ低く、また、コートも

大きさが(サイドライン５ｍ、エンドライン６

ｍ)と狭くなっています。プレー中のサーブ、

レシーブ、アタックの時には、臀部が床から浮

くことは反則となります。そのため身長の高い

選手は有利になっ

てきます。その他の

ルールは一般と同

じで、ラリーポイン

ト制の３セット先

取の５セットマッ

チで試合が行われ

ます。 

 

15． 水泳(Swimming) 

対象:肢体不自由、視覚障害、知的障害 

会場:東京アクアティクスセンター (江東区) 

概要(特徴・競技方法・クラス等) 

・ 第一回のパラリンピックから実施されている

競技で、肢体不自由、視覚障害、知的障害の選

手が対象となります。障害の種類や程度、泳法

によってクラスを分けて競技を実施していま

す。基本的には一般と同じですが、障害に応じ

てサポートが行われます。視覚障害

の選手に対して、壁に近づいたこと

を知らせるためタッピングバーで選

手に触れて知らせることや、スタートで、捕ま

ることができない、静止できないときに、ひもを

用いたり、体を壁につけてサポートして貰うなど

行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16． 卓球(Table Tennis) 

対象:肢体不自由、知的障害 

会場:東京体育館 (渋谷区) 

概要(特徴・競技方法・クラス等) 

・ 第一回のパラリンピックから実施されている

競技で、肢体不自由と知的障害の選手が対象と

なります。クラスは障害の種類と程度により、

肢体不自由で車いす５クラス、立位５クラス、

知的障害で１クラスとなります。競技は一般と

同じ１ゲーム11点制で３ゲーム先取にて行い

ます。障害に応じて、サーブやトスに特別ルー

ルが設定されています。またダブルスの試合で

は、必ず交互に打つ必要がなく、自分のサイド(左

右)のボールを打つことでラリーを続けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17． テコンドー(Taekwondo) 

対象:肢体不自由  

会場:幕張メッセＢホール (千葉県千葉市美浜区) 

写真提供:有限会社エックスワン

写真提供:有限会社エックスワン
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写真提供:有限会社エックスワン

概要(特徴・競技方法・クラス等) 

・ 肢体不自由の上肢障害の選手が対象となりま

す。男女別にそれぞれ体重別に３階級に分かれ

て実施されます。基本的に競技は一般と同じで、

コートは８角形のコートで、２分×３ラウンド

で、プロテクター(ヘッドギア、ボディープロ

テクター)を装着して実施されます。違う点と

して、一般では認められている頭部への攻撃が

認められておらず、胴部の攻撃(足蹴り)のみ許

されています。得点

はポイント制で胴

に蹴りが入れば２

点、回転(180度)で

蹴りが入れば３点、

回転(360度)で蹴り

が入ると４点とな

ります。ポイントの

高いほうが勝ちに

なります。 

 

18． トライアスロン(Triathlon) 

対象:肢体不自由、視覚障害 

会場:お台場海浜公園(港区) 

概要(特徴・競技方法・クラス等) 

・ 肢体不自由と視覚障害の選手が対象です。障

害の種類や程度により５つのクラスに分かれ

ます。車いすが１クラス、肢体不自由立位が

３クラス、視覚障害が１クラスになります。

競技は一般と同じで、スイム750m、バイク20km、

ラン５km の合計タイムで競われます。障害に

合わせた競技の特徴として、視

覚障害の選手にはガイド(同性、

同国籍)がつき、スイムとランで

はロープでつながり、バイクはタンデム(２人

乗、前がガイド、後ろが視力障害選手)で実施

され、車いすの選手は、バイクがハンドサイ

クル、ランが競技用の車いすを用いて実施し

ます。 

 

19． 車いすバスケットボール(Wheelchair 

Basketball) 

対象:肢体不自由 

会場:武蔵野の森総合スポーツプラザ(調布市) 

  :有明アリーナ(江東区) 

概要(特徴・競技方法・クラス等) 

・ 下肢障害の選手が対象で、１チーム５名の選手

(持ち点が合計14.0以内)で構成されます。コー

トの広さ、ゴールの高さや競技時間は一般のバ

スケットボールと同じです。一般のバスケット

ボールと違うのは、３回車いすをこぐとトラベ

リングになることと、ダブルドリブルがない点

(１度ドリブルをすると２回まで車いすをこぐ

ことができる)が違いとなっています。持ち点

によって役割が変わってきます。高いポイント

の選手は、動きも素早くボールに絡んで、エー

ス的な存在になってきます。逆にポイントの低

い選手は体幹のバランス保持ができないため、

高いポイントの選手に比べると動きがやや

劣ってきます。主に、ディフェンスや高いポイ

ントの選手のスクリーンプレーに対応するな

写真提供:有限会社エックスワン 
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ど、地味ですが、チームに貢献して

いくプレーができます。そのプレー

を追っていくのも、ゲーム観戦のポ

イントです。 

 

20．車いすフェンシング(Wheelchair Fencing) 

対象:肢体不自由  

会場:幕張メッセＢホール (千葉県千葉市美浜区) 

概要(特徴・競技方法・クラス等) 

・ 第一回のパラリンピックから実施されている

競技で、下肢障害の選手が対象です。腹筋によっ

て上半身のバランスが取れるクラスと、バランス

が取れないクラスの二つで行われます。 

 競技種目は、一般のフェンシングと同じで、メ

タルジャケットを着た胴体だけを突く「フルー

レ」、上半身の突きを行う「エペ」、上半身の突

きに斬る動作が加わった「サーブル」の３つで、

男女別に行われ

ます。一般のフェ

ンシングと大き

く違うのは、ピス

トという装置に

車いすを固定し

て、上半身の動き

だけで突き合い

ます。 

 

21．車いすラグビー(Wheelchair Rugby) 

対象:肢体不自由 

会場:国立代々木競技場(渋谷区) 

概要(特徴・競技方法・クラス等) 

・ 四肢麻痺の障害を持つ方が対象で、ぶつかって

も良い車いすを使用して競技が行われます。競

技は１チーム４名(持ち点が合計8.0以内)で、

試合は８分、４ピリオドで行われます。ボール

は専用のボール(球形でバレーボールぐらいの

大きさ)を使用します。一般のラグ

ビーと違い、ボールは前方にパスし

ても大丈夫であり、障害の重い選手

はボールを打ち出す形でパスをすることもあ

ります。車いす同士がぶつかり合うことが特徴

で、相手の車いすの後ろ側にぶつかることは禁

止されています。得点は、ボールを保持した選

手がトライラインを超えることで得点が加算

されます。持ち点の低い選手と、高い選手で役

割があり、得点シーンだけでなく、その動きを追

うことも、一つの観戦ポイントです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22．車いすテニス(Wheelchair Tennis) 

対象:肢体不自由 

会場:有明テニスの森(江東区) 

概要(特徴・競技方法・クラス等) 

・ 車いすのテニス競技で硬式テニスのルールで

行われています。唯一違うのが、返球のバウン

ドが２バウンド以内の返球が認められていま

す。競技クラスは、車いすを使用する下肢麻痺

のクラスと四肢麻痺の障害を意味する「クアー

ド」があり、このクラスではラケットが充分に

握れないために、ラケットと手をテープで固定

することや、電動車いすを使用することも認め

られています。 

写真提供:有限会社エックスワン

写真提供:有限会社エックスワン
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