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１．はじめに

を行っている視障者から寄せられた。特に「接触に関す
るファウルやバイオレーションの設定」については，多

視覚障害者（以下，視障者と記す）の球技には盲人卓

くの回答が得られたため，普及の上でかなり重要といえ

球や盲人バレーボール等の様々なものが普及しているが，

る反面，その具体的な設定方法はまだ定まっておらず，

バスケットボール（以下，バスケと記す）は健常者での
人気に反し，視障者には普及していない。視障者のバス

「目が見えないために多少の接触は仕方がない」こととと
らえられている面もあることが確認されている。

ケについて取り上げた筆者の一人による以前の研究（鶴

接触に関するファウルやバイオレーションの設定の重

井，2017）では，その理由として，ボールを投げる動作

要性を踏まえると，ファウルやバイオレーションの設定

の難しさ，音源を含む設備の不十分さ，衝突を含む安全

のためには，どのような場面で怪我や外傷・事故がおこ

性の問題などを指摘した。中でも，安全性の問題に関す

るのか調査する必要があると考えられる。同時に，どの

る検討は，視障者におけるバスケの普及を進める上で重

ような工夫をすればそのような怪我や事故を防ぎつつ選

要な問題であると考えられる。

手の安全性を向上できるかについても検討する必要があ

上記の研究の調査においては，選手の安全を確保する

る。

手段として「接触に関するファウルやバイオレーション

どのような場面で怪我や外傷・事故がおこるのか，バ

の設定」
「声を出して試合をする」
「ボールへの恐怖心を

スケでおこりやすい怪我や外傷・事故にはどのようなも

克服・軽減する」といった方法の提案が，実際にバスケ

のがあるのかを明らかにすることは，ファウルやバイオ
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レーションが必要な状況を整理するための裏付けになる

たホームページ（6D\XUL2015）も存在している。これに

とともに，その予防方法に関する検討へと結びつくもの

よると，バスケの１回の練習での受傷率が 043に対し，

と考えられる。そのような過程を踏まえることにより，健

1 回試合することによる受傷率は099と，練習時の23

常者のみならず，視障者にも該当するファウルやバイオ

倍にまで跳ね上がる。また，大学生選手は１年間で平均

レーションの内容を理解するための手がかりが得られる

して94の練習と28の試合をこなすとされ，練習において

ものと推察される。

は選手のうち40が，試合では28がなんらかの怪我を

健常者が行うバスケでおこる怪我・外傷の内容やその

するとも説明されている。

傾向については，様々な報告がある。例えば，日本国内

また，([FHOVLRU2UWKRSDHGLFV（2016）
は，バスケの外傷

では，スポーツ安全協会・日本体育協会の『スポーツ外

の中で，最も選手にとって身近なものには，足首の捻挫

傷・障害予防ガイドブック』
（2017）において，バスケ，

とジャンパー膝を挙げている。足・足首の怪我や外傷は

サッカー，ラグビーなどのスポーツの外傷の内容や発生

特に攻撃する側に多く見られ，足をひねった時，ボール

頻度・比率に関する2012年度のデータが取り上げられて

を奪い合う時，不意に踏み込んだり止まったりした時な

いる。この資料によれば，バスケでは手・指の骨折や突

どにおこるとされる。

き指などの外傷が全体の30以上を占めることや，足関

さらに，前述の)OHWFKHUら（2014）の論文は，2005年度

節の捻挫や靭帯損傷が 20に上ること等が記されてい

から2010年度にかけて13歳から19歳の高校生を対象と

る。その一方で，膝関節の靭帯損傷・断裂が高校生にな

したバスケにおける外傷について，+LJK6FKRRO5HSRUWLQJ

ると急増することも指摘されており，足首の捻挫と並ん

,QIRUPDWLRQ2QOLQH（以下，+65,2 と示す）と 1DWLRQDO

で健常者のバスケにおいては注意すべき事柄であるとい

(OHFWURQLF,QMXU\6XUYHLOODQFH6\VWHP（以下，1(,66と示す）
の調査結果が示されている。これによると，足首の外傷

える。
また，
『学校における体育活動中の事故防止について』

は全体の 3 割に達し，その中でも捻挫や張りに関するも

（文部科学省，2012）は，1998年から2009年にかけてお

のが 9 割前後を占めること，顔及び頭部の外傷は 2 割弱

こった死亡及び重度の障害事故について扱ったものであ

であるが，その中で脳震盪を含む衝撃に関するものが 6

る。体育活動全体の傾向として，授業では高校 3 年生で，

割を超えるというデータが示されている。また膝の外傷

運動部活動では中学 2 年生や高校 1・2 年生での事故が

は15程度であるが，そのうち捻挫や張りが半数近くを

多いことが指摘されている。バスケに関する内容として，

占めることも報告されている。さらに，怪我のうち60

死亡・重度の障害事故ともに最も多い突然死の原因とし

は試合中盤におこっていることも指摘されている。
以上のように，健常者が行うバスケにおける怪我・外

て陸上競技，バスケ，サッカーが挙げられている。
国内では他に，ホームページ上の資料でもバスケにお
ける怪我・外傷について取り上げられている。
「村上接

傷の傾向については様々なデータが確認されているが，
一方で，視障者が行うバスケにおける同様のデータは確

骨院」
（2014）のホームページでは，バスケでの外傷につ

認されていない。そこで本研究では，視障者が行うバス

いて詳しい解説があり，足首の捻挫，ジャンパー膝，突

ケにおいて起こりやすい怪我・外傷の内容やその傾向に

き指，シンスプリントの 4 種類について触れられている。

ついて確認を行うことを目的とした。具体的には，実際

また，
「ガーディアンズアスレティックトレーニング＆セ

にバスケを行っている視障者を対象としてアンケート（ま

ラピー」
（2017）では，今までに記載した内容の他に，半

たはインタビュー）調査を行い，視障者がバスケを行う

月板の損傷とオスグッド病が紹介されている。

上でおこりやすい怪我・外傷・事故や，安全性を確保す

一方，海外の報告を見ると，米国の詳細な資料が確認

る上での課題についての分析・整理を行った。

されている。まず，バスケにおける怪我は，激しい外傷
２．方法

と疲労や使い過ぎによるものに大別でき，特に前者は，
転倒したりつまずいたり突然強い力が靭帯や骨などに加
わることでおこる（(GZDUGV出版年不明）
。また，怪我・

２．１

対象

外傷の60は下半身に関するものであり（(GZDUGV出版

調査は，視障者バスケを行っている団体に調査協力の

年不明6D\XUL2015）
，その中でも足や足首に関するもの

依頼を行い，所属するメンバーを対象とした。メンバー

の比率が高いとされる（)OHWFKHUら，20146D\XUL2015）
。

数は23名であり，内訳は，全盲13名，弱視 8 名，サポー

'LFNら（2007）は1988年から2004年までの米国にお

ター 2 名である。このうちサポーターは，アイマスクを

ける男子大学生バスケチームの怪我や外傷について説明

かけてバスケを行う晴眼者であるため，今回の分析の対

している。この論文については，日本語で内容を解説し

象からは除くこととした。
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２．２

調査内容

（2）経験したことのある怪我や事故

「回答者の年齢・性別」2 問と，
「安全に関する質問」

「顔・頭部の打撲・すり傷」が 9 名，
「手・指の捻挫・

23問の調査用紙を作成した。回答方式は選択式と自由記

張り（突き指含む）
」が 7 名と特に多く，次に「手・指の

述式の併用である。

打撲・すり傷」が 5 名，
「膝の打撲・すり傷」が 4 名で

質問項目については，前述のスポーツ安全協会・日本
体育協会（2017）の記述，及び )OHWFKHUら（2014）に掲
載された+65,2並びに1(,66の調査結果を踏まえて作
成を行った。

あった。
（3）選手同士の衝突がおこる場面
「ルーズボールをとりあう時」が 8 名と最も多く，つい
で「ドリブルのカット・妨害時」が 6 名，
「シュート関係
の動作時」が 5 名であった。

２．３

手続き

（4）選手同士の衝突の防止方法

対象者に調査用紙と依頼文を電子メールで送付し，回

「攻守ともに声出しや声掛けの徹底」が 7 名と最も多

答を依頼した。回答方法は，メールの返信または対面式

く，次いで「防具の着用」が 4 名，
「手を前にしながらの

での構造化インタビューのどちらかを回答者が選択でき

移動・守備」
「周囲との距離感を意識する」が 2 名ずつ

ることとした。

であった。
（5）選手同士の衝突による怪我や事故について，解決で

２．４

調査期間

きていない点や今後の課題

2017年12月〜2018年 1 月

「声出しが徹底されていない，思ったほど出せていな
い」が 4 名，
「ファウルの設定等ルールの整備が必要」

２．５

分析

という回答が 3 名からあった。一方「対策は必要だが完

回答を項目ごとに:RUGに入力し，内容ごとに整理し
た。

全に防止することは不可能である」
「防具の着用は必要
だが，移動や状況処理の観点から適さない可能性もある」
（それぞれ 2 名ずつ）という指摘もあった。

２．６

倫理的配慮

（6）顔面や頭部に関する怪我や事故がおこる場面

調査の趣旨説明文において，調査で得られた情報は研

「ボールが落ちてきた時」
（8 名）
，
「ルーズボール等，

究目的以外で使用しないこと，また個人が特定されない

ボールをとりあう時」
（6 名）が多い他，
「パスをとれな

ように配慮することを説明した。調査用紙の回収（イン

（4 名）
，
「リバウンドに失敗した時」
（3 名）と
かった時」

タビュー形式の回答の場合は，回答への協力の申し出）

様々であった。

をもって調査への同意が得られたものとした。個人情報

（7）顔面や頭部の怪我の防止方法
「防具の着用」が 5 名，
「声出しの徹底」が 4 名の順で

の取り扱いに十分留意し，倫理的配慮を行った。

多かった。
（8）顔面や頭部への怪我の予防について，解決できてい

３．結果

ないことや今後の課題
３．１

「ボールの激突は仕方ない面もある」
（3 名）
，
「ボール

回答率

分析対象者21名中10名から回答があった（回答率

を持つと前に出ようという意識が強くなってしまう」
（2

476％）
。回答方式はメールによる返信と対面式でのイン

名）が多かった。他は位置把握やドリブルに関する内容

タビュー調査が 5 名ずつであった。

が 1 名ずつであった。
（9）肩への打撲がおこる場面

３．２

「選手同士の接触」
（3 名）
，
「落ちてきたボールが当た

回答者の状況

年齢は24 歳以下が 7 名，25歳以上が 3 名。また女性

る」
（2 名）が多かった。その他 1 名ずつの回答が 6 件
あり，パス，ドリブル，シュートブロック，ボールの取り

が 4 名，男性が 6 名であった。

合い，素早く動くためというように様々な内容であった。
３．３

（10）上腕への打撲がおこる場面

安全に関する質問

「パスをとれなかった時」が 3 名，
「相手がパスに失敗

（1）よく目にすると感じる怪我の内容
「顔・頭部の打撲・すり傷」が10名，
「手・指の捻挫・
張り（突き指含む）
」が 9 名，
「足首の捻挫・張り」が 6

した時」が 2 名と，パス関係の回答が多い。他に選手と
の接触や転倒に関する回答（2 名ずつ）もあった。

名の順で多かった。
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（11）肘への打撲がおこる場面

多かったが，その一方で，怪我や事故は仕方ない面もあ

「転倒」が 5 名と多く，次いで「相手選手との衝突・

るという回答もあった。

接触」が 3 名であった。
（12）前腕への打撲がおこる場面

４．考察

「ボールを取りそこなうことによる転倒やパスをとれな
かった時」が 2 名から挙げられた。その他 1 名ずつの回
答が 4 件あったが，内容は様々であった。

アンケート（インタビュー）調査の結果から，実際に
バスケを行っている視障者における怪我・外傷の状況と

（13）手首の打撲がおこる場面

課題について述べてみたい。

「パスを取れなかった時」が 3 名，
「シュートブロック
やボールの取り合い」
「選手との接触」が 2 名ずつであっ
た。

まず，回答者がよく目にする怪我・外傷については，
「顔・頭部の打撲・すり傷」が10名全員から挙げられて
おり，次いで「手・指の捻挫・張り（突き指含む）
」が 9

（14）手・指の打撲がおこる場面

名，
「足首の捻挫・張り」が 6 名という状況であった。ま

「パスやカットなどボールの取り損ない」が 8 名で多く，
その他は，リバウンドや転倒による捻挫やすり傷が 2 名
ずつであった。

た，実際に体験したことのある怪我・外傷についても，
「顔・頭部の打撲・すり傷」が 9 名，
「手・指の捻挫・張
り（突き指含む）
」が 7 名と共通していた。回答の状況か

（15）手・指の打撲の防止方法

らみると，
「顔・頭部への打撲・すり傷」についてはボー

「バスケは打撲や突き指はおこるので仕方がない」が 3

ルがボードに弾かれたりリバウンドを行う時，さらには

名であり，他は 1 名ずつの回答であったが，手指の保護

パスを受けるといったボールによる原因が多くを占めて

というよりは，指の構え方やボールの扱い方に関する内

いた。また「手・指の捻挫・張り」に回答が集中してい

容が多かった。

たのはこの中に突き指が含まれていたためであり，その

（16）手・指の打撲について，解決できていない点や今
後の課題

原因はやはり，パスを受けたりリバウンドを取るといっ
た，ボールの扱いに関するものが主であった。

無回答者が 3 名，さらに「対策方法はない」が 5 名で
あった。

また，選手同士での接触や衝突の原因については，
ルーズボールを含むボールの取り合いとドリブルに関す

（17）突き指がおこる場面

る回答が目立った。これらの動作を行う場合，選手はプ

「パスを受ける時」
「リバウンド」が 4 名ずつ，
「パスを

レーに集中している，必至になっている，周囲の音がう

とれなかった時」が 3 名であった。また，1 名ずつの回

まく拾えていないといった特徴があることに加え，特に

答には，ドリブルとボールの取り合いに関する内容が目

ドリブルにおいては頭部を前に突き出すなど姿勢が低く

立った。

なりがちな上にスピードも早いため，大きな怪我につな

（18）体幹下部の打撲がおこる場面

がりやすいといえる。特に頭部や眼球への衝撃は視力低

「ボールの取り合いによる転倒」が 3 名，
「相手がパス

下や失明につながる可能性がある他，選手にとっても大

に失敗した時」が 2 名であった。1 名ずつの回答には接

きなトラウマになりかねないため，その対策は大きな課

触や転倒といった内容が多かった。

題である。
以上の結果から，視障者がバスケを行う上では頭部や

（19）下肢への打撲がおこる場面

顔面への打撲・すり傷・衝撃が健常者に比べかなり高い

競り合い及び接触による転倒が 5 名ずつであった。

こと，手・指の打撲・捻挫もパスやリバウンドなどあら

（20）膝への打撲がおこる場面
「転倒」と「ルーズボールをとる時床にぶつける」が 5

ゆる場面で多くおこることがわかり，これらは健常者と
は異なる特徴を示しているといえる。以上を踏まえると，

名ずつであった。

やはりまずは頭部及び顔面の保護というのが，接触に関

（21）膝の打撲の防止方法

するファウルやバイオレーションのルールを細かく設定

「防具の着用」が 9 名と多かった。
（22）膝の打撲について，解決できていない点や今後の

する以前に必要な条件整備であるといえる。防御の手段
としては，ヘルメットやアイシェードといった防具の検

課題
無回答が 5 名であり，他は 1 名ずつの回答であったが，

討がまず第一に考えられ，どのような防具がバスケに適
しているのか調査する必要がある。

体の動きに関する内容が多かった。

ただし，回答にもあった通り，顔面や頭部・膝につい

（23）その他の意見
頭部や眼球の保護について，必要であるという回答が

ては防具やサポーターを着用する必要性が高いといえる
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反面，手や手首への打撲など，スポーツとしてある程度

着用等による安全性向上に関する検討などが必要である。

の怪我や事故は仕方のない部分があるのもまた事実であ
る。たくさんの防具を着用すると，選手の動きや得られ

付記

る情報量が制限されてしまい，逆に危険を高める可能性
があることにも注意する必要があるだろう。また，
「ある

本稿は，筆頭著者の2017年度東京学芸大学教育学部

程度の接触は仕方がない」という状況が逆に，健常者が

特別支援教育特別専攻科修了論文を整理し直したもので

行うバスケではファウルやバイオレーションの対象とな

ある。

るような事項についても，通常通りファウルなどの判定
を出すことが難しくなる可能性も考えられる。このよう

本研究の執筆にあたり，調査にご協力いただいた関係
者の皆様に感謝申し上げます。

な状況が視障者バスケの普及を妨げている一因というこ
とも考えられるであろう。このことからも，不意の事故
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