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1. 緒言 

全国に約 936 万 6 千人国民の 7.4%は何らかの障

害を抱えている 1)と言われている．世界において共

生社会の実現が掲げられている今日，第 2 期スポ

ーツ基本計画 2）は障害のある人とない人が一緒に

楽しめるスポーツレクリエーションの推進を掲げ

ており，共生社会の実現へ向けて，スポーツに対す

る期待は大きい．とりわけサッカーは，JFA のグラ

スルーツ宣言にも記載されているように，

「Football for All”サッカーをみんなのもの

へ”，年齢，性別，障がい，人種などに関わりなく，

誰もが，いつでも，どこでも，身近でサッカーにア

クセスできる環境の整備に取り組む」ことを明言

した．3）しかし,あらゆる障害や特性を持った人た

ちが一緒にサッカーをできるインクルーシブサッ

カーに関する研究やそのスポーツをする対象者に

対して使われるルールに関する研究はほとんど見

られない. 

本研究では,インクルーシブサッカーのアダプテ

ッドルールを審判の適応の意図と競技者の受け止

め方に着目して調べることにより，審判側と競技

者側の間に生じる違い，そして違いが生じた要因

について明らかにすることで，審判の技術向上の

ための基礎資料を得ることを目的とする． 
 

2. 研究方法 

2-1 対象 

対象は,20 歳~30 歳であり,なないろサッカーフェ

ス 18 のインクルーシブサッカーに参加し,それぞ

れ運営側から期待されている役割のある（障害者,
チームリーダー,一般参加）選手 3 名及びその審判

2 名（うち 1 名女性）とした. 
2-2 データの収集 
データ収集法は,個人インタビュー（直接個人面

接）を用い,インタビューによって得られた音声と

映像をデータ源とした. 
インタビューは半構造化面接法を採用し,審判に

は①アダプテッドルールの適応の意図②インクル

ーシブサッカーの考え方について聞き取りを行っ

た.競技者には①チームメンバーの特性について②

アダプテッドルールの受け止め方について③イン

クルーシブサッカーの考え方について聞き取りを

行った. 
インタビュー音声は,対象者の同意を得た上で IC

レコーダーに録音し,インタビュー終了後音声デー

タを文字に起こし,逐語記録を作成した. 
データの収集は 2018 年 9 月～2018 年 11 月まで

の 2 か月間に実施し，面接時間（平均）は約 35 分

で行った． 
2-3 分析方法 

 得られたデータの分析は,グラウンデット・セオ

リーを基にした質的分析とした．データに密着し

た分析から理論を作り出す分析方法であり，デー

タをよく見て，よく読んで，解釈することを大切に

している．対象者の具体的な発言から複数の概念

が生成されていく． 

 なお，分析の信憑性，妥当性を確保するためにア

ダプテッド体育・スポーツ学を専門とする教員か

らスーパーバイズを受けた．また，カテゴリー化を

行う際は，スーパーバイザー及びアダプテッド体

育・スポーツ学を専攻とする大学院生と協議を行

い（仲間同士での検証），データの絶えざる比較を

行いながらカテゴリーの生成，修正を行った． 
 

3. 結果と考察 

 生成された概念及びカテゴリーの一覧は表にま

とめた．なお，本論文では対象者の語りを「」，概

念を〔〕，カテゴリーを［］大カテゴリーを【】で

それぞれ示した． 

3-1 審判のインクルーシブサッカーの捉え方 
審判のインクルーシブサッカーの捉え方は，[障害

や能力差を超えたスポーツの楽しさを理解するこ

と][お互いに対する理解と配慮ができること][平等

なルールでの実施]の 3 つのカテゴリーが生成され

た．（表１） 

審判のインクルーシブサッカーの捉え方として，

障害や能力差を超えたスポーツの楽しさを理解さ

せるために，お互いの理解と配慮に加え平等なル

ールで実施することが必要であると考えているこ

とがわかる．  
3-2 競技者のインクルーシブサッカーの捉え方 

競技者のインクルーシブサッカーの捉え方は 
[ニーズを理解し合えること][能力差を超えてサッ

カーの楽しさを理解すること]の２つのカテゴリー

が生成された．（表２） 

競技者におけるインクルーシブサッカーの捉え方

としては，能力差を超えてサッカーの楽しさを理

解できるという考えのもと，そのためには，障害や

個人の特性に合った，ニーズを理解しあうことが

大切であると考えていることがわかる． 
3-3 審判と競技者とのインクルーシブサッカー

の捉え方の違い 

[障害や能力差を超えたスポーツの楽しさを理解]
すること[お互いの理解と配慮ができること]とい

う審判側の捉え方と ,[ニーズを理解しあえるこ

と][能力差を超えてサッカーの楽しさを理解する

こと]という競技者側の捉え方には，楽しさを理解

カテゴリー（コンセプトの捉え方） 概念 具体例

配慮事項の把握 配慮しなければいけない点を把握すること

協調性 みんなでうまくやっていくこと

多様な障害の理解 いろんな障害を持ってることを理解すること

仲間意識 仲良くなれること

サッカーの楽しみ 楽しくサッカーがやりたい

楽しさの共有 アダプテッド対象者にもサッカーの楽しさを味あわせてあげたい

誰もが楽しめる 全員が楽しめること

ニーズを理解しあえること

能力差を超えてサッカーの楽しさを理解

表２
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するためには，［お互いの理解と配慮ができること］

ことと，［ニーズを理解しあえること］という点が

必要だという点ではほとんど違いが見られなかっ

た．一方で，審判と競技者のインクルーシブサッカ

ーの捉え方の違いとしては，審判側からだけ生成

されたカテゴリーとして，[平等なルールでの実施]
が挙げられる．しかし，インクルーシブサッカーに

おけるコンセプトとして競技者側からの同意義の

カテゴリーは生成されなかった．すなわち，インク

ルーシブサッカーにおける平等なルールというも

のに対する考え方に違いがある可能性が推察され

る． 
3-4 審判のアダプテッドルール適用の意図 

審判のアダプテッドルール適用の意図は，[ロール

リードとなることでボールタッチ機会を保障す

る][特化ルールの排除][ニーズへのルール伝達方

法][プレースピードを落とす][能力差を人が増える

ことによりカバー]という 5 つのカテゴリーが生成

された．（表３） 

ルール適応の意図として一貫されていたのは，能

力差を個人に対するアダプテッドルールで解決す

るのではなく，チーム全体に対するアダプテッド

ルールで解決を試みているという点である．これ

は，審判のインクルーシブサッカーの捉え方にも

あったように平等なルールで実施したいという考

え方に類似するものであると推察される． 
3-5 競技者アダプテッドルールの受け止め 

競技者のアダプテッドルールの受け止めは，[一人

増えてもプレー時間は確保されない][プレースピ

ードを落としても個人差は埋まらない][聴覚障害

者への配慮不足][知的障害者への配慮不足][視覚障

害者への配慮不足][選手個人のプレーの幅の拡大

要求][ルールが不明確]の 7 つのカテゴリーが生成

された． 

競技者側の受け止めとしては，アダプテッドが必

要とされる競技者に対するアダプテッドルールが

入る（公平性）ともっと楽しさを理解できるのでは

ないかという考え方が読み取れる．また，ルールを

伝える時は一般的な障害に対する配慮に加え，個

人のニーズに応じた伝え方をして欲しいという考

え方が明らかになった． 
3-6 審判の適応の意図と競技者側の受け止めと

の違い 

審判の適応の意図である［ロールリードとなるこ

とでボールタッチ機会の保障］［能力差を人を増や

すことによりカバーする］［プレースピードを落と

す］［個人への特化ルールの排除］から大カテゴリ

ーである【個人の能力差を全体へのアダプテッド

ルールで解決】が生成された．これに対し，競技者

側の受け止めは，［一人増えてもプレーまでの時間

は変わらない］［プレースピードを落としても個人

差は埋まらない］［選手個人のプレー幅の拡大要求］

から【全体にではなく個人のニーズに対応したル

ールが必要】という大カテゴリーが生成された.こ
の点は,平等性と公平性の考え方の違い 4)がこの違

いが生まれた大きな要因である.審判側は平等性の

あるルールにアダプテッドルールを定めたのに対

し,競技者側が求めていたルールは公平性のあるル

ールを求めていたことが明らかになった.また，審

判側から［ニーズへの伝達方法］というカテゴリー

が生成されたのに対し，競技者側からは【ニーズに

対応したルールの伝え方が必要】というカテゴリ

ーが生成された．この違いにおいては，審判側と競

技者側との間でニーズが正確に伝わっていなかっ

たということが明らかになった. 
インクルーシブサッカーにおけるアダプテッド

ルールを採用する際には，平等性と公平性の考え

方の違いを理解していること．個人のニーズに対

応するだけの知識を持っていること．そして個人

のニーズに応じて公平性を意識したルールを適応

することが審判側と競技者側の間に生じる適応の

意図と受け取り方の違いを少なくするために有効

であることが推察される． 
 

4. まとめ 

 本研究では，インクルーシブサッカーにおける

アダプテッドルールの審判の適応の意図と競技者

側の受け止め方の違いについて明らかにすること

を目的とした． 
審判側は,平等性のあるルールが障害や能力差を

超えたスポーツの楽しさを理解できると考えてい

るのに対し,競技者側は,その競技者はどんなニー

ズを持っているのかを踏まえ，それらをカバーす

ることのできるルール，すなわち公平性の高いア

ダプテッドルールが必要であるという受け止めを

しているという違いが見られた． 
 また,障害種別に応じた配慮だけでなく個人のニ

ーズに応じた配慮が出来なかったことで審判の適

応の意図と競技者の受け止めとの間にちがいが生

まれた. 
 収集分析した結果はあくまで事例的な知見だが,

少なくとも審判の意図と競技者の受け止めに大き

な違いが生じていることを明らかにすることがで

きた.  
今後は，さらに多くの知見を研究していくととも

に,自立して競技できる競技者だけでなく，車椅子

競技者を含めたインクルーシブサッカーのアダプ

テッドルールに関して検討していく必要がある． 
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