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22001100 年年度度版版ににつついいてて  
 

これは 1996 年に第 1 版が発表されてから最初の大きな改編である．この「車椅

子バスケットボール接触の原則(2010 年度版)」は「進路理論」を説明するために

多くの素晴らしい写真を所収した．「進路」や位置取りをより明確に示すために

新しいカラーの図を採用した．多くの章がより適切な位置に配され，文言にも修

正が加えられた．規則条文は最新の規則に合わせて変更された．付録は 1 章にと

どめられ，以前の付録のいくつかは本文中に吸収されたが，付録にはいくつか新

しい資料を加えた．新版が作られる度に多くのページ番号を振り直す手間を省く

ために索引は削除した．  

もっとも大事なことは，「進路」の基本理論には何ら変化はないということであ

る．IWBF に採用された 1998 年度版「進路理論」の原則は 2010 年度版「進路理論」の原則と全く同じであ

る．この文書の全ての記述は，1998 年-2002 年度版 IWBF 車椅子バスケットボール公式競技規則集に私が初

めて「進路理論」に基づいて書いた接触に関するルールと 100％適合している．「進路理論」は IWBF 車椅

子バスケットボールの接触に関するルールの基礎として確立されている．IWBF の接触に関するルールと，こ

の「接触の原則」最新版に記載された接触の原則は，依然として完全に適合している． 

この 2010 年度版は私が 1980 年代に始めた事業の最新版である．私はこの書物の第 1 版を 1996 年にアトラ

ンタ･パラリンピックで配布した．その後私は IWBF 審判委員会に於いて 1998 年-2002 年度版 IWBF 車椅子

バスケットボール公式競技規則集の接触に関するルールを執筆した．私の新しいルールは「進路理論」の用

語や原則を用いて初めてファウルや接触を定義し，車椅子バスケットボールにおける接触の状況を車椅子バ

スケットボール特有の用語で説明した．  

「進路理論」は動いているプレイヤーが関わる接触が以下の 5 つの基本的な状況で説明できることを初めて

提唱した． 
 

 進路の重なり  二人の相対するプレイヤーが一つの点で鋭角に交わる 2 本の直線上を動いている 

 直角の交わり あるプレイヤーが相手のプレイヤーの側面に向かって直角に進んでいる 

 正面衝突   あるプレイヤーの正面に向かって進んでいる 

 湾曲した進路   あるプレイヤーが相手のプレイヤーと車椅子を絡ませながら湾曲した進路を進んで

いる 

 ピヴォット   静止しているプレイヤーが動いている相手の「進路」の中にピヴォットして入る 

私は 1980 年代に二つの基礎研究から「進路理論」の概念を開発した．その一つは ISMG

バスケットボール部のホルスト･ストローケンデル博士らが車椅子バスケットボールの接

触に関して書いた初期の書物を読んだり，彼と直接話したりしたことであり，もう一つ

は私が 1970 年代からオーストラリアで ISMG とは関係なく独自に開発した接触に関する

新しい基本的な理論である．私はこの新しい原則を「進路理論」と呼ぶことにした． 
 

私はストローケンデル博士の接触の状況に関する記述を現代のゲームに適用させる際の

より総合的でより完璧な方法として「進路理論」を開発した．私は IWBF 競技規則集の

中に定義されていなかった多くのよくある接触の状況を説明するために「進路理論」を

用いた． 

ホルスト・ストローケンデル     
 

今日「進路理論」は，全てのありふれた状況の中でプレイヤーが正当な位置を占めるために何をしなければ

ならないかという明確な定義を，首尾一貫した理論的な枠組みの中で提供し続けている．近年の全ての競技

規則の変更や，この素晴らしいスポーツの本質をも変えてきた現代の車椅子のデザインや技術の発展を目の

当たりにしても，「進路理論」は未だに有効である．「進路理論」の原則はいかなる例外も伴わずにこれら

の変化を生き延びてきた．「進路理論」は私が 1996 年に初めて IWBF に提唱したときと同じように現在も堅

固である． 
 

以前の版と同様にこの最新版でも付録の中にいくつか新しい記事も含めて多くの補助的な資料を収録した．

これらの記事は 40 年間に及ぶオーストラリア国内や数多くの ISMG 及び IWBF 世界選手権やパラリンピック

での車椅子バスケットボール審判を通じて蓄積された知識に基づいている．この書物は読者が FIBA の接触に

関する原則に明るいことを前提としている．  
 

車椅子バスケットボールをあまりよく知らない読者がこの書物を読むときは，付録の中の「接触の進路理論

－一般原則」という記事から読み始めるのがいいかもしれない．この記事には車椅子バスケットボールの接

触に関する原則の基本的な概観が示されている． 

この書物を楽しんでほしい．コメントや質問や指摘を歓迎する． 

ロロスス･･デデュュエエルル  
B. Ed Studies (Newcastle), OAM.  
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序序文文    
  

モモウウリリーーンン・・オオーーチチャャーードド  
  

              IIWWBBFF 会会長長  
 

 
ロス･デュエル氏が「車椅子バスケットボール接触の原則」の最新版を完成されたことをお祝いす

る． 

 

1980 年代にロス氏は車椅子バスケットボールには私たちの競技のこの重要な側面により完璧な分

析が必要だと実感し，氏の洞察力と努力のおかげで私たちは新しい審判にこのとても重要な接触の

原則を教えるための優れたツールを手に入れた． 

 

氏とともに活動する審判やコーチやプレイヤーは接触やファウルについて議論したいときに氏の業

績を参考にする．IWBF には幸運にもロス氏の背後に審判や教育を行う人達がおり，ルールに変更

があっても正確なモデルを維持しようとする熱意がある．  

 

ロス氏は盟友のオーストラリア人審判マット・ウェルズ氏と協力してこの書物に記述されている原

則をよりよく説明するためにアニメ･デジタル版を作成した．  

この資料は以下のサイトで閲覧可能である: 

 
     http://www.wellsm.com/iwbf 
 

私はロス氏が私たちのこの競技に正確な教育支援資源を提供したことに感謝の意を表したい． 
 

 

モモウウリリーーンン・・オオーーチチャャーードド  
  

  

IIWWBBFF 会会長長  

 

 
 

 
 

 

http://www.wellsm.com/iwbf
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        序序文文    

  

ノノルルベベルルトト･･ククチチェェララ    
  

                  

                IIWWBBFF 審審判判委委員員長長  
 

 

 

ロス･デュエル氏の「車椅子バスケットボール接触の原則」に序文を寄稿できることは IWBF 審判

委員長として名誉であり喜びである． 

 

この新しく完全に改訂された版はさらに素晴らしい業績であるばかりでなく，さらに非常に重要な

新しく明らかになった補足事項も含んでいる． 

 

ロス･デュエル氏が私たちのこの競技に提供してくれたこの偉大な業績は，接触に関するルールの

基本を考えるときに，非常に現実的で使いやすいハンドブックであり，実際には必需品とさえ言え

る．この書物は，最高レベルの人達も含めて，この競技にすでに関わっている全ての人々に，車椅

子の接触に関して非常にわかりやすく明確な説明を与えてくれる． 

 

この書物の文章や説明の中に，読者はロス･デュエル氏の 20 年以上に渡る国内及び国際審判として

の高く評価される実体験を感じるだろう．読者はまたロス･デュエル氏の教育専門家としての教育

的視野の広さも楽しむことが出来るだろう． 

 

この書物の第 1 版でロス氏が提唱した「進路理論」は 1998 年-2002 年度版 IWBF 車椅子バスケッ

トボール公式競技規則集の接触に関するルールの基本であった．このことは彼の車椅子バスケット

ボールに対する業績に寄せられた高い敬意を示している．この書物が提供する指針に従うことは本

当に簡単であるが，それを構築することがそんなに簡単であったとは考えないでほしい．さらにこ

の書物は正当な接触と違法な接触に対する「感じ」を文章化しており，これを観察する方法を迷各

区に示している．ロス氏はこれを成し遂げ，元審判委員長のチップ・チボウトット博士がこの書物

の発展を私たちのこの競技とこの競技に対する理解の両方にとっての一歩として支持されたことは

大変喜ばしいことだ． 

 

車椅子バスケットボールはゲームのスピードが上がるにつれてより競技的になっている．ハイテク

車椅子がプレイヤーの技術や車椅子操作を完璧にするにつれてダイナミックなプレイはより観客に

アピールするようになっている．しかし 2 人のプレイヤーの間で接触が起こったときに，1 秒の何

分の一かでどちらに責任があるかを正しく判定しなければならない審判にとっては本当にハードに

なってきている．この書物は審判，コーチ，プレイヤー全てにとって究極のヘルプである．  

 

車椅子バスケットボールに関わる全ての人にこの書物を読んでほしい． 
 

 

ノノルルベベルルトト･･ククチチェェララ  
  

  

IIWWBBFF 審審判判委委員員長長  
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序序文文  
  

ググレレッッググ･･ララブブ  
  

  

IIWWBBFF アアジジアア・・オオセセアアニニアア  

事事務務局局長長  
 

 
ロス･デュエルはオーストラリアのトップレベルで 1971 年から国際公認審判としては 1971 年から

審判として車椅子バスケットボールに関わってきた．国際車椅子バスケットボール(IWBF)に対する

彼の審判及び技術的側面での貢献は 1950 年代後半におけるジョン･バン博士の NCAA 及び FIBA に

おける業績に匹敵するほど重要である． 

 

そもそも 1986 年を振り返ってみると，ロスは多くの場合国際車椅子バスケットボールの本流から

隔離された審判を支援するために接触を扱った明確な文章がオーストラリアに存在しないことに大

きな危惧を抱いていた．しかしこの企画は世界中の審判やコーチやプレイヤーを支援するものへと

進化していった．  

 

この書物の第 1 版が発表されて以来，ロスは IWBF の接触に関するルールがより明確に定義される

につれて文章と図を進化させることに継続的につとめてきた．実際ロスはルールの定義の明確化に

大いに影響を与えてきた． 

 

ロスが IWBF 審判委員会のメンバーだった 4 年間，彼の主な任務は IWBF 公式競技規則集の接触に

関する部分の書き換えを指導することであった．彼の簡単な前提は「もしプレイヤーB にそこに着

く時間があったなら，相手のプレイヤーA にも同様に接触を避けるチャンスがあったはずだ」とい

うものである．IWBF と FIBA の両方を参考にしながら，ロスはこの前提が正しいことを証明し続

けている． 

 

この書物とそのオンライン･バージョンを，この競技の中で前進するための指針がほしい全ての審

判とプレイヤーに推薦したい． 

 

 
 

      ググレレッッググ･･ララブブ  
  

            

          IIWWBBFF--AAOOZZ 事事務務局局長長 
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謝辞 
 

 

私は 2 人の盟友グレッグ･ラブ（オーストラリア，元

IWBF 審判委員会会長）とアルマンド“チップ”チボ

ウトット博士（アメリカ）に改めて感謝の意を表し

たい．  

 

私が 1990 年代にこの書物の初版を執筆中に長きにわ

たって彼らから受けた援助，支援，そして多大な忍

耐は限りなく貴重であった．  

 

        グレッグ･ラブ                                                                              チップ・チボウトット 
 

グレッグとチップはこの理論の初期の開発時期に一貫して調査と検証を行い，これが最終結果を強化した．

グレッグは私が 1996 年にアトランタ･パラリンピックで発表したこの書物の第 1 稿を準備しているときに数

多くの指摘と文章についての建設的な批評を行ってくれた．また校正と最終稿の編集の時にはチップの細部

にまで行き渡る鋭い「目」に大いに助けられた．２人の支援，鋭いコメント，建設的な批評と果てしない忍

耐に感謝する．  
 

グレッグは，今から何年も前の 1980 年代のある夜にアデレードにある彼の自宅の台所で私がこの「接触の原

則」の事業を始めたことをよく私に思い出させてくれる．私たちは車椅子に見立てたピザの箱をテーブルの

上に並べ，車椅子の位置取りや時間と距離，接触の責任，FIBA における接触の原則と車椅子の違いなどにつ

いて日付が変わっても話し続けたものだった．そのような議論の中で，私は車椅子の進路という言葉を用い

て車椅子が接触する状況を説明するという考えを思いついた．このようにして深夜の議論の中で「進路理

論」は生まれたのである．この書物を書き始めるために私が全てを再考するまでにその夜からさらに数年が

経過した．その結果が 1996 年の「車椅子バスケットボール接触の原則(第 1 版)」の発表である． 
 

最後に，私の盟友であり IWBF 国際公認審判であるマット・ウェルズとマーク・フラナガンのこの「接触の

原則(2010 年度版)」の編集への協力に，特にマット・ウェルズには彼の素晴らしい写真の提供に感謝したい． 
                                          

ロス･デュエル 
2009 年 10 月 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

写写真真 

 

写真の版元を特定するために出来るだけの努力をしたが，もし間違いがあればロス･デュエルまで連絡してほ

しい．以下の詳細参照．  
  © Paralyzed Veterans of America, Sports 'n Spokes という表記のある写真は Sports and Spokes 誌

提供． 

 動きの写真や連続写真は IWBF の Matthew Wells 提供．彼の素晴らしい写真は IWBF の web サイト

でも見られる． 

 Basketball News 誌の編集者のご厚意により写真を掲載． 

 Wheelchair Basketball Canada の Kevin Bogetti-Smith と Jody Kingsburyとのご

厚意により Kevin の素晴らしい写真を掲載． 

 

web サイト wheelchairbasketball.ca では 

             Kevin の素晴らしい写真がもっと見られる． 
 

 
表紙写真: Canadian Wheelchair Basketball 及び Kevin Bogetti-Smith Photography 所蔵．不許複製． 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

ロス･デュエル: 連絡先 
 

この書物に記述されている「進路理論」に関する質問・コメントは直接著者まで． 

Email アドレス: ross_dewell@optusnet.com.au  または  ross_dewell@hotmail.com   
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                                                                                                                        - ロス･デュエル 
 

 
 

アニメーション – 車椅子バスケットボール接触の原則  
 

私はこの書物の読者に私の盟友でオーストラリアの IWBF 国際公認審判であるマッ

ト・ウェルズによって制作された優れた教育資源を見ることを薦める．  

マットはこの書物の多くの説明をアニメ化した． 
 

この優れた教育資源はにある以下のマットの web サイトで閲覧できる． 
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A.1 
 
 
 
 

セセククシショョンン AA  

  

  

              定定義義 
 
 

11..  進進路路  

22..  ブブレレーーキキンンググにに要要すするる距距離離ととブブレレーーキキンンググ･･

エエリリアア  

33..  進進路路ををカカババーーすするるこことと  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Original photo by Matthew Wells for IWBF. Used by permission 

Added graphic by Ross Dewell. 
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 A.2 

定定義義  
  

1. 進路   
車椅子とその進路 
図 A.1 

 

 
 
 
 
 

 プレイヤーの進路とは車椅子の両側のサイドシートレールから車椅

子の進行方向に引いた 2 本の平行線の間にある部分のことである． - 

(図 A.1 参照) 

 

 プレイヤーの進路の幅はそのプレイヤーの車椅子のシートの幅に等

しい． - (図 A.2 参照) 

参照:  IWBF 公式競技規則集 – 33 条 
 
 

 
Original photo by Matthew Wells for IWBF. Used by permission - 

                                                                                              Added graphic by Ross Dewell.  
                                                                                             

図 A.2                                                     

       
 
 
 
 
 
 

 
 

2. ブレーキングに要する距離とブレーキング･エリア 
図 A.3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

この二つの用語を理解することが大切である． 
 

ブレーキングに要する距離 

ブレーキングに要する距離とは動いているプレイヤーが止まることが出来るために必要な距離のことである．  

止まるのに必要な距離は車椅子が動いているスピードによって変わる．  

止まるのに必要な距離は決して車椅子 2 台分の長さを超えることはない．  

 

ブレーキング･エリア 

ブレーキング･エリアとは動いている車椅子が止まるために必要とするフロアー上の部分のことである．  

これはそのプレイヤーの進路のうち，車椅子の直前の部分である． 

 (続く .. )

解説:  

車椅子のシートの幅は新しい車椅子のデザ

インや構造の開発を経ても時を超えて一貫

している． 

このことは「進路」の定義が時を超えて一

貫していることを示す． 
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A.3 

定義 (続き .. ) 

 

3. 進路をカバーすること  
 

これは車椅子バスケットボールに於いてボールを持ったプレイヤーに対する

ディフェンスを理解する上で最も重要な概念である． 

 

(a) ボールを持ったプレイヤーに対する正当な位置取り 
 

進路をカバーすることとは，プレイヤー(図 A.4 の赤 4)が相手のプレイヤー(図 A.4 の青 6)の進路の一方の側

からもう一方の側までを自分の車椅子が覆うように，相手の進路を横切って自分の車椅子を置くことである． 

 

図 A.4:  
進路は後輪も含めて車椅子のどの部分を使ってカバ

ーしてもよい．  

 

もしプレイヤーが相手の進路をカバーしたら，その

プレイヤーは正当な位置を占めたことになる． 

参照: IWBF 公式競技規則集 - 33.3.        

 

この写真ではディフェンダー青 11 は白 9 の進

路をカバーした． 
 

これはボールを持ったプレイヤーに対して正当

な位置を占める唯一の方法ではない．ボールを

持った相手に対して正当な位置を占めるために

ディフェンダーに出来ることは二つある : 
  
 

ボールを持った相手に対して正当な位置を占め

るためには，ディフェンダーは次のいずれかの

ことをしなければならない: 
 

(a) 相手の進路をカバーする 

  あるいは 

(b)接触を避けるための時間と距離を相手に与え 

る 

         Original photo by Matthew Wells for IWBF. Used by permission. 
                            Added graphic by Ross Dewell.                               

   (b) 進路をカバーするために後退すること 
 

図 A.5: 進路をカバーする  

プレイヤーは進路をカバーするために後退してもよい． 

 

図 A.5 に於いてディフェンダー赤 4 はボールを持った

相手の青 6 の進路を正当にカバーするために後退した． 

  
 
  

  

正正当当なな位位置置取取りりととはは相相手手とと正正対対すするるここととをを意意味味すするるかか？？  

FIBA のバスケットボールに於いては， ボールを持った相手の前に正当な位置を占めたディフェンダーは通常

その相手と正対していなければならないが，車椅子バスケットボールにはこれは当てはまらない．車椅子バ

スケットボールのディフェンダーは，ボールがあるときもないときも，正当な位置を占めるだけでよく，車

椅子がどの方向を向いているかは重要ではない． 
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                                                                                   B.1 

 

  

セセククシショョンン BB  
  

  

  

  

          正正当当ななデディィフフェェンンスス 
 

                    二二つつのの基基本本的的ななデディィフフェェンンススのの状状況況::  
 

   1. ボールをコントロールしているプレイヤーに対するディフェンス  

 
     2. ボールをコントロールしていない相手に対するディフェンス 

 

- 静止したディフェンス 

- 動いているディフェンス 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Photo by Matthew Wells for IWBF. Used by permission. 
 

 
 

 

 



 
 
 

車椅子バスケットボール接触の原則 

車椅子バスケットボール接触の原則(2010 年度版)  出典の明らかなものをのぞく全ての文章と園著作権は © Copyright Ross Dewell, Bateau Bay Australia October 2009 に帰属する．. 

IWBF関連の資料は全て使用許可を得ている．この文書のいかなる部分も著者の許可を得ずして複製･販売･電子記憶媒体へ保存することを禁ずる．翻訳：西村太一 

 

B.2  

デディィフフェェンンスス::    二二つつのの基基本本的的なな状状況況  
車椅子バスケットボールに於いては，接触はディフェンス(防御側の行為)とスクリーン(攻撃側の行為)に分け

られる．  

ディフェンスに関して，接触に関するルールは次の二つの基本的な状況を定義する: 

1. ボールをコントロールしているプレイヤーに対するディフェンス(IWBF 公式競技規則集 - 33.4) 

2. ボールをコントロールしていないプレイヤーに対するディフェンス(IWBF 公式競技規則集-  33.5) 

これら二つの基本的な状況では，ディフェンダーに関して異なるルールがあり，接触の責任も異なる． 

注意: ボールをコントロールしているプレイヤーにも接触を避ける責任がある． 
 

状状況況そそのの 11::      

ボボーールルををココンントトロローールルししてていいるるププレレイイヤヤーーにに対対すするるデディィフフェェンンスス  

 ボールを持っている相手に対して正当な位置を占めるためには，ディフェンダーは次のいずれかのこ

とをしなければならない: 

(a) 相手の進路をカバーする    …… あるいは  ……   (b) 接触を避けるための時間と距離を相手に与える 

 

図 B.1: 進路がカバーされた                                                   図 B2: 接触を避けるための時間  

                                                    

 
 
 
 
 
 

 もしディフェンダーがボールを守ったプレイヤーの

進路をカバーすれば，そのディフェンダーはボールを持ったプレイヤーに接触を避けるための時間を

与えたと考えられる．この概念は次の原則によって記述される:  … 
 
 

もしプレイヤーB に相手のプレイヤーA の進路の中で正当な位置を占める時間があれば，  

相手のプレイヤーA にも等しく接触を避けるためのチャンスがあったはずである． 
 

    参照: IWBF 公式競技規則集 -  33.4.1  
 

注意:  プレイヤーは相手の車椅子によって占められた空間を侵害してはならない．  
例えば，プレイヤーは相手が動くのを妨げるために自分のフットレスト･バーを相手の車椅子の中または下や

フロントキャスターの後ろに押し込んではならない．またプレイヤーは自分の車椅子を相手の後輪の間に於

いてはならない．このようなことをすることによって接触を引き起こすことはその接触を引き起こしたプレ

イヤーにファウルが科されるという結果を招くかもしれない． 

  

ボールを持ったプレイヤーに対する正当な位置取り-  
 

     接触を避けるための時間と距離 
 

 進路をカバーすることに加えて，ディフェンダーはボールを持ったプレイヤーの進路をカバーしていな

くても，ボールを持ったプレイヤーに接触を避けるための時間と距離を与えてその進路の中に止まるこ

とによってもボールを持ったプレイヤーの進路の中で正当な位置を占めることが出来る． 

 一般的な指針として，ディフェンダーはボールを持ったプレイヤーがゆっくり進んでいる場合は車椅子

約１台分，ボールを持ったプレイヤーが速く進んでいるときでも車椅子２台分の距離を，ボールを持っ

たプレイヤーが接触を避けるために与えればよい．このボールを持ったプレイヤーがとまるために必要

とされる距離がブレーキングに要する距離と呼ばれる． 

 動いているプレイヤーが止まるために必要とする距離はそのスピードによって変わる．  

(参照: IWBF 公式競技規則集 - 33.4.1) 

 

動動ききななががらら正正当当なな位位置置をを占占めめ続続けけるるこことと  
「進路をカバーする」という概念は，プレイヤーが相手の進路をカバーした後，正当な位置を占め続けるた

めにその相手の進路の中で動くことを可能にしている． (参照: IWBF 公式競技規則集 –  33.4.3) 

似たような状況は FIBA にも存在する． (参照: FIBA 公式競技規則集––  33.4) 
  (続く .. ) 
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B.3 

ディフェンスの状況 – 実例集 
 

ボールを持ったプレイヤーに対するディフェンス 

 例 1. 図 B.2  

青６はボールを持っている．相手の赤４が自分のフット

レストを青６の進路に押し込んだ． 

赤４は青６に止まるか方向を変えるための時間を与えず

に止まり，青６は赤４にぶつかった． 
 

判定: この接触の責任は赤４にある．  

                 赤４のブロッキング． 

                参照:  IWBF 公式競技規則集 -  33.4.3 
 
 

例 2.  図 B.3 

青６はボールを持っている．赤４は青６の進路に入り

青６の進路をカバーした．  

青６は赤４にぶつかった． 
 

判定:  青６のチャージング．  

                  赤４は青６の進路をカバーした． 

                   参照:  IWBF 公式競技規則集 -  33.4.3 

この写真では白１１は緑４の進路をカバーした． 

 

緑４はその勢いで両方の後輪が浮くほど激しく白１１に

ぶつかった． 

 

判定: 緑４のチャージング． 

                 参照:  IWBF 公式競技規則集 -  33.4.3 

 
 
 
 
 
 
 

 
Original photo by Matthew Wells for IWBF. Used by permission.  

例 3.   接触を避けるための時間                  
 図 B.4 

赤４は青６の進路の 10 ﾒｰﾄﾙ前方で青 6 が接触を避ける

ために必要な距離を十分に超えて静止している．赤 4

はフットレストだけを青 6 の進路に入れている．青 6

はコート上をまっすぐに進み続け赤 4 にぶつかった．  

判定: 接触を割ける時間があった青 6 のプッシング．  

参照:  IWBF 公式競技規則集 - 33.4.1; 33.4.3; 33.5.1.2 

 

解説:  ボールがあってもなくても，青６の進路の中で

正当な位置を占めた赤４との接触を避ける責任は青６

にある．ボールを持っていても持っていなくても，接触を避けるための時間と距離を与えられたプレイヤー

は自らが接触を避け損なったために起こった接触に責任がある． 

ボールを持ったプレイヤーの基本的な責任 

質問:   ボールを持ったプレイヤーがディフェンダーに向かって動くときは何をしなければならないのか？  
 

ボールを持ったプレイヤーは: 

1. ディフェンスされることを予期しなければならない．(参照: IWBF 公式競技規則集 - 33.4.2) 

2. その進路の中で正当な位置を占めた相手との接触を避けなければならない． 

3. 正当なディフェンスとの接触を避けるために常に自らの車椅子のコントロールを維持しなければならない．       

                                                                                                                                                         (続く .. ) 
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B.4 

ディフェンス (続き .. ) 

状状況況そそのの２２::      

ボボーールルををココンントトロローールルししてていいなないい相相手手にに対対すするるデディィフフェェンンスス    
  

==  審審判判ははどどちちららがが先先ににそそここにに着着いいたたかかをを判判定定ししななけけれればばななららなないい．． 

1. ディフェンダーとボールを持っていない相手との間の接触の原因を判定するためには，車椅子バスケット

ボールの審判は 3.の場合を除いて「どちらが先にそこに着いたか」を判定しなければならない． 

2. 一般に，ボールを持っていない相手よりも先に位置を占めたプレイヤーはその位置を正当に占めたと見な

される． (参照: IWBF 公式競技規則集 – 33.5.1)  

3. しかしながら，進路の横断や正面衝突，スクリーンやピヴォット，最初は静止していて動いている相手の

ブレーキング･エリアに入ってくる場合など，考慮しなければならない他の要因もあるかもしれない． 

 

例: ボールのないところでのディフェンス (図 B.5) 

オフェンス側のプレイヤー赤 4 はボールを持っていない．赤 4 は自らのフロントコートでエンドラインに近

い左の角に，車椅子を制限区域に近いエンドラインと平行に置き，制限区域の方を向いて静止している． 

図 B.5   どちらのプレイヤーもボールを持っていない． 

ディフェンダー青 6 は同じく静止している赤 4 の

ブレーキング･エリアから車椅子半分離れた位置で，

赤 4 の想定される進路のわずかに外で，エンドラ

インの方を向いて静止している．青 6 は赤 4 のエ

ンドライン方向のいかなる動きに対しても止まる

ことが出来る．赤 4 がエンドラインと青 6 との間

に動こうとした．青 6 は自分の車椅子を赤 4 のブ

レーキング･エリアに押し込み，赤 4 の進路を自分

の車椅子で半分横切った．赤 4 が青 6 の側面にぶ

つかった．  

接触の瞬間，赤 4 は車椅子約半分の長さを進んでいた．もとより 2 人のプレイヤーの間には車椅子 1 台分の

距離はなかったが，赤 4 が接触を避けるための時間はあった．両方のプレイヤーは速く動いていなかったの

で，赤 4 のブレーキングに要する距離は車椅子半分の長さよりも短かった．  

 

質問:この接触に責任があるのは誰か． 

回答: 青 6 が先にそこに着いたので，ボールのないところでの接触の責任は赤 4 にある． 

バスケットボール用語では青 6 が「先にそこに着いた」のである．赤 4 は相手によってすでに占められた場

所に入ろうとした．ボールのないところでの原則 = 誰がそこに着いたか．  

(参照: IWBF 公式競技規則集 -  33.5.1 – どちらのプレイヤーもボールを持っていない). 

どちらのプレイヤーもボールを持っていないことを忘れてはならない．もしこの接触が軽微なものであれば，

審判はノーコールと判定してもよい． 

しかし他にも 2 つの可能性がある．図 B.4 における最終的な判定は審判がこのプレイをどう読むかにかかっ

ている． 

 ボールのないところでのブロッキングと車椅子によるトリッピングに関しては，審判は誰が先にその

地点に着いたかを意識しなければならない．制限区域の近くでは，特にゾーン･ディフェンスの場合，

どちらのプレイヤーも不利にならなければ，ノーコールになることがよくある．審判もプレイヤーも

この状況では公式競技規則集の条文 33.5.3(車椅子によるトリッピング)に留意する必要がある． しか

しながら，現実にはこの状況で条文 33.5.3 が適用されることはまれである．このような制限区域近

くの限られたスペースで，条文 33.5.3 が適用できるほど十分なスピードをプレイヤーが出すことは

通常はあり得ない．限られたスペースではほとんどスピードを出すことが出来ないので，多くの場合

ブレーキングに要する距離も非常に短くなる．ゾーン･ディフェンスでの制限区域近くでは，車椅子

の位置争いやディフェンダーが間隙を閉じる動きをファウルの心配なく行うことが出来る．  
 

解説: 制限区域の近くではこの種の接触がよく起こる．オフェンス側のプレイヤーが狭い感激に車椅子を押し
込もうとすると，その間隙はディフェンダーによって素早く閉じられる．スピードを上げるスペースがない
ので，オフェンス側のプレイヤーには間隙が閉じられるのが見え，止まるか接触を避けるための時間がある．
オフェンス側のプレイヤーがディフェンダーにぶつかって起こる接触は，両方のプレイヤーが規則の範囲内
でプレイしていれば，避けられないものと見なされてノーコールになることが多い．審判は有利・不利を意
識する必要がある．ファウルは確かに起こりえるし，審判は不正なブロッキングやオフェンス側のプレイヤ
ーに対するホールディングのような重大で不正な接触に注意していなければならない．                                       

(続く .. )
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B.5  

ディフェンス (続き  ...) 

  

進進路路ををカカババーーすするるたためめのの前前進進とと後後退退::  
  

ルルーールルにに違違いいははああるるののかか?? 
 

プレイヤーは正当な位置を占めるために後退してもよいが，前進の時と同じ要件を満たさなければならない．

すなわち …. 

 

 ボールを持っていない相手よりも先にそこに着かなければならない．  

 ボールを持ったプレイヤーの進路をカバーするか，接触を避けるための時間と距離を与えなければなら

ない．  

(下の図 B.5 参照). 

 

進路をカバーする際に，正当な位置を占めるために前進する距離と正当な位置を占めるために後退する距離

には物理的な違いはない．例えば，プレイヤーはボールを持った相手の進路を後退で横切ることによって進

路をカバーしてもかまわない．  
 

実例 1 
 

図 B.6  進路をカバーする 

ディフェンダー赤 4 はボールを持った青 6 の進路と重

なった進路上を後退する．赤 4 は青 6 の進路を正当に

カバーするのに十分なくらい遠く離れていた． 

 

青 6 が赤 4 にぶつかった． 
 

判定: 赤 4 は青 6 の進路をカバーして正当な位置を占め

た． 

(参照: IWBF 公式競技規則集 - 33.4) 
 

 

 
 

実例 2 
 

図 B.7  進路をカバーする 

ディフェンダー赤 4 はボールを持った青 6 の進

路と重なった進路上を後退する．赤 4 は後輪の

車軸を青 6 の進路に入れることは出来たが，青

6 の進路をカバーすることは出来なかった．  

 

B 青 6 が赤 4 にぶつかった． 

       

判定: 赤 4 のブロッキング． 

赤 4 は青 6 の進路をカバーしていない．  

(参照: IWBF 公式競技規則集  33.3; 33.4)                                                                                           
 

 図 B.7 に関する解説:  
 

 図 B.7 に於いて赤 4 が相手の青 6 の進路をカバーしないで青 6 のブレーキング･エリア周辺に車椅子の後

部を押し込んだ状況は，FIBA のバスケットボールに於いてプレイヤーが不正に腕や足を相手の前に突き

出している状況に似ている．  

 車椅子バスケットボールに於いて，赤 4 の正当な動きが突然でその結果引き起こされた接触が重大なも
のであれば，その状況は FIBA のバスケットボールに於いて健常者のプレイヤーが足を伸ばして相手を躓
かせることに似ている．これはこの書物の中で私が「車椅子によるトリッピング」と記述している状況
で，公式競技規則集 33.5.3 の条文が扱う状況に含まれると IWBF から認められた. 

 The prime consideration for officials in 図 B.7 の状況に於いて審判が考慮しなければ行けないのは，赤 4

が青 6 に接触を避けるための時間と距離を与えたかどうかである.青 6 のブレーキング･エリアに進入して
しまった赤 4 は正当な位置を占められなかった. 

 

 

(続く .. )



 
 
 

車椅子バスケットボール接触の原則 

車椅子バスケットボール接触の原則(2010 年度版)  出典の明らかなものをのぞく全ての文章と園著作権は © Copyright Ross Dewell, Bateau Bay Australia October 2009 に帰属する．. 

IWBF関連の資料は全て使用許可を得ている．この文書のいかなる部分も著者の許可を得ずして複製･販売･電子記憶媒体へ保存することを禁ずる．翻訳：西村太一 

 
B.6  

ディフェンス (続き .. ) 

 

シリンダーと車椅子フットプリント(シリンダー) 
 

車椅子フットプリントとは車椅子によってコート上に占められるスペースのことである．このフットプリン

トは車椅子がコート上で占めている部分(フットプリント)の真上の空間も含む．これは IWBF 公式競技規則集

にはプレイヤーのシリンダーと表記されている． プレイヤーは自分の車椅子がコート上で占めている部分(フ

ットプリント)とその真上の空間を占める権利がある． 
 

この書物は車椅子の位置取りと「進路」という概念にまず焦点を当てている．この焦点は，プレイヤーのコ

ート上での位置取りの正当性を判定するときに，プレイヤーの車椅子の占めるシリンダーの原則を尐しも軽

視するものではない． 

プレイヤーは自分の車椅子の占めるシリンダーの中で

頭上に手を伸ばしてもかまわない．このことは，プレ

イヤーが自分の体幹の前方に腕を伸ばしても，まだ自

分の車椅子の占めるシリンダーの中にいることを意味

する． 

ディフェンダーは相手のショットを防ぐためにシリン

ダーの範囲内で頭上に腕を伸ばすことが出来る．その

空間の中で腕を動かしてもかなわないが，腕を動かす

ことによってショットやパスのフォロースルーのため

にシリンダーの中に進入してきた相手の腕と不正な接

触を引き起こしてはならない． 

ショットやパスをするオフェンス側のプレイヤーは，

相手の不利になるような接触を起こさない限り，フォ

ロースルーで手や腕を相手のシリンダーの中に入れて

もかまわない． 

この最初の写真 (左 )では，ディフェンダーである緑

15(ブラッド･ネス-オーストラリア)は，白 12(パトリッ

ク･アンダーソン-カナダ)のパスやショットを防ごうと

して，腕を正当に頭上に上げ，自分のシリンダーの中

にほぼとどまっている． 

Both Photos: Courtesy of Wheelchair Basketball Canada  
and Kevin Bogetti-Smith Photography. Used with permission. 
 

 

                        

次の写真では，青のディフェンダーは 2 人とも白の

シューターの頭上に腕を伸ばし，そのシューターの

車椅子の占めるシリンダーを侵している．  

 

どちらのディフェンダーも車椅子同士の触れ合いは

起こしそうだが，相手の腕に触れてはいない． 

 

ディフェンダーの腕はシューターの車椅子の占める

シリンダーを侵しているが，今のところディフェン

ダーはいかなる接触も引き起こしていないので，フ

ァウルではない． 
 

もしディフェンダーの腕がこのように相手のシリン

ダーを侵していて，シューターがボールをシュート

するときにディフェンダーの腕に接触すれば，この

腕のせっしょっくの責任はディフェンダーにある． 
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C.1 
 

 

 

  

セセククシショョンン  CC  

  

  

間間隙隙をを閉閉じじるる 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo: Ccourtesy of Sports and Spokes    

© Paralyzed Veterans of America, Sports 'n Spokes. 
Photo by Mark Cowan. 
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C.2 
 

間間隙隙をを閉閉じじるる    
  

 「間隙を閉じる」とは，2 人のディフェンダーがお互いに近づいて，相手の車椅子が通り抜けようと

する空間を閉じようとする状況である．  

 これは非常によく見られる接触の状況であり，特にボールのないところでよく起こる． 

 この状況はディフェンス側のチームがゾーン･ディフェンスをしているときによく起こる．  

 この接触はマンツーマン･ディフェンスでも起こる． 
 

「間隙を閉じる」の例 
 

図 C.1: 間隙を閉じる                      

ディフェンダー赤 4 と赤 7 は両方の車椅子の間に空間を空けて静

止している．空間は車椅子 1 台分の幅よりも狭い． 

相手の青 6 が赤 4 と赤 7 の間の空間を通り抜けようとした． 

赤 4 と赤 7 は 2 人の間の空間をさらに狭くするためにお互いに前

進した． 

青 6 と 2 人のディフェンダーの一方または両方との間に接触が起

こった． 

 

判定: 青 6 のプッシング． 

赤 4 と赤 7 の間には青 6 が通り抜けられるような十分な空間はな

かった． 

 

赤 4 と赤 7 が間隙を狭めようとしたという事実はこの状況を変え

ない．最初の間隙も青 6 が接触を引き起こさずに通り抜けられる

ほど十分に幅広くはなかった． 
 

解説: この接触の責任が誰にあるかを決定するためには，審判は「進路」のルールを適用しなければならない． 

   ボールがないところ   = 誰が先にそこに着いたか?  

                               この場合，先に着いたのは赤 4 と赤 7． 

                ….. もし青 6 がボールを持っていれば …   

ボールがあるところ  =  ディフェンダーの 1 人が進路をカバーしていたか? 

                                                                あるいは 

                     ボールを持ったプレイヤーに接触を避けるための時間が与えられていたか? 
 

 

間隙を閉じる: 審判は何を探すべきか? 
 

審判の判定は次の 5 つの要因に基づいてなされる． 
 

1. 青 6 はボールを持っていたか? …..  それともこれはボールのないところの接触か? 
 

2. もし青 6 がボールを持っていれば，赤 4 と赤 7 は青 6 に接触を避けるために止まったり方向を変えたり出

来る時間を与えたか? 
 

3. もし青 6 がボールを持っていなければ，誰が先にそこに着いたか? 
 

4. 赤 4 と赤 7 が間隙を狭める前に，赤 4 と赤 7 の間には青 6 が通り抜けられるような十分な間隙があった

か?  

もし青 6 が通り抜けられるような十分な間隙がなかったとすれば，ディフェンダーが間隙を狭めるために動
いたとしても，青 6 は相手によってすでに占められたコート上の空間に不正に侵入しようとしたことになる． 
 

5. 接触の程度は有利や不利を生じるほど十分に重大なものであったか? 

ディフェンダーが正当に間隙をとしたとしても，その結果引き起こされた接触が過剰なものではなく，プレ
イの状況を重大に変えなければ，審判はこのプレイをノーコールと判定してもよい． 

しかし，ディフェンダーの不正な動きによってオフェンス側のプレイヤーが間隙を通り抜けられるはずであ
った動きが妨げられた場合は，その接触が軽微なものであってもディフェンダーのファウルである．(続く ...) 
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C.3 

間隙を閉じる (続き… ..) 

 

以下のページで次の 4 つの状況を検証しよう: 

 

ボールのあるところ 

1. 青 6 はボールを持っており ………….… 接触を避けるための時間がある 

2. 青 6 はボールを持っているが ………….. … 接触を避けるための時間はない 

 

ボールのないところ 

     3.    青 6 はボールを持っておらず … … 接触を避けるための時間がある 

     4.    青 6 はボールを持っておらず … … 接触を避けるための時間もない 

 

例 1 – 青 6 はボールを持っており接触を避けるための時間がある 
 

図 C.2:  接触を避けるための時間 

青 6 はボールを持っている． 

 

青 6 から赤 4 と赤 7 までの距離は車椅子 2 台分以上あり，それは青

6 が接触を避けるために止まったり方向を変えたりするのに必要な

距離よりも長い． 

 

青 6 は赤 4 と赤 7 の間の間隙に車椅子を押し込もうとする．  

 

赤 4 と赤 7 は間隙を閉じるために両方がお互いに向かって車椅子を

押す． 

 

もし赤 4 と赤 7 が青 6 のブレーキング･エリアの外で青 6 の進路の

中に位置を占めることが出来たら，青 6 が接触を避けなければなら

ない．  

- 下の図 C.3 参照 

 
 
 

 
 

図 C3:  正当なディフェンス 

 

ここでは，赤 4 と赤 7 は青 6 に接触を避けるための時間と距離を与

えながらうまく青 6 の進路に進入した． 

 

青 6 は正当な位置を占めた赤 4 と赤 7 を避けなければならない． 

 

解説:   
 

ディフェンダーが青 6 のブレーキングに必要な距離を超えたところ
で正当に位置を占めたので，ディフェンダーは青 6 の進路をカバー
しなくてもよい．  

 

青 6 は接触を避けるために止まったり方向を変えたりする時間を与
えられた． 

 

もし赤 4 と赤 7 が正当な位置を占め続ければ，接触の責任は青 6 に
ある． 

 

たとえ青 6 がブレーキングに要する距離の中に入ってきたときに赤
4 と赤 7 が間隙をさらに狭めても，赤 4 と赤 7 の間には青 6 が通り
抜けられるような空間が生まれたことはないので，赤 4 と赤 7 は正
当な位置を占め続けていることになる．        (続く ...) 
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C.4 

間隙を閉じる (続き… ..) 
 

例 2 – 青 6 はボールを持っていて接触を避けるための時間を与えられていな

い 
 

図 C.4:  ブレーキングに要する距離の内側でのディフェンス 

青 6 はボールを持っている．赤 4 と赤 7 までの距離

は青 6 が接触を避けるために必要な距離より短い．

青 6 は赤 4 と赤 7 の間の間隙に車椅子を押し込もう

とする．  

赤 4 と赤 7 は間隙を閉じるために両方がピヴォット

またはプッシュをした．  

青 6 が正当に間隙に入った後で接触が起これば，赤 4

と赤 7 に接触の責任がある． 

この状況では，2 人のディフェンダーのうち 1 人は青

6 の進路を完全にカバーしなければならない． 

図 C.4 の状況から起こる接触が図 C.5 と図 C.6.に示

されている． 

図 C.5 と図 C.6 に示された両方の状況に於いて，デ

ィフェンダーのファウルが宣せられるべきである． 

 
 

図 C.5: (図 C.4 の続き)              図 C.6:  (図 C.4 の続き) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 C.5,に於いて 赤 4 も赤 7 も青 6 の進路をカバー

していない． 

 
 

赤 4 と赤 7 がボールを持った青 6 のブレーキング

に要する距離の中に入ったのなら，青 6 には接触

を避けるための時間が与えられていないので，赤

4 と赤 7 は青 6 の進路を半分ずつ正当にカバーす

ることが出来なかった． 
 

 

判定:  図 C.5 に於いて，審判は青 6 と最初に接触

したディフェンダーにファウルを宣するべきだ．          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 図 C.6 に於いて青 6 は明らかに先に間隙に入った．

審判は青 6 と最初に接触したディフェンダーにプ

ッシングのファウルを宣するべきだ． 

審判は接触した場所を見極めるべきだ．この場合

接触は青 6 の車椅子の側面で起こっており，この

ことはどちらのディフェンダーも正当な位置に到

達していないことを示している． 

 

判定: 図 C.6 に於いて，審判は青 6 と最初に接触

したディフェンダーにファウルを宣するべきだ． 

図.6 に於いては，青 6 がボールを持っていてもこ

の接触はディフェンダーのファウルである． 

解説 – 例 1 と例 2 に於いて，最初の間隙が青 6 が
通り抜けられるほど広くなければ，接触の責任は
青 6 にある．青 6 には通り抜けられない間隙を，
接触を引き起こしながら通り抜ける権利はない． 

審判は接触した場所を見極めるべきだ．青 6 が通
り抜けられるくらい間隙が広くなかったときは，
接触は通常青 6 の車椅子の前面で起こる．  

注意: 2 人のオフェンス側のプレイヤーが 1 人のデ
ィフェンダーに対して間隙を閉じようとして接触
が起こったときは，審判はスクリーンのルールに
基づいて判定をしなければならない．          

                                                           (続く ...) 

解説: 図 C.4 と 図 C.5 に示された状況では，実

際には青 6 はかなり速く動かなければならな

い．ゆっくり動いている車椅子は車椅子 1 台分

より短い距離で止まることが出来る．  

 

もし図 C.4 に於ける青 6 が静止しているかゆ

っくり動いていたら，ブレーキングに要する距

離は図 C.4 と 図 C.5 示されるような車椅子 2

台分にはならない．  
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C.5 

間隙を閉じる (続き… ..) 

 

例 3 – 青 6 はボールを持っておらず接触を避けるための時間がある． 
 

図 C.7:  正当な間隙の閉じ方  

 

赤 4 と赤 7 は青 6 がブレーキングに要する距離を超えたところでお互いに向か

い合って進む．青 6 は間隙を狭めるために動いた赤 4 と赤 7 との接触を避ける

ための時間を与えられている． 

 

もし青 6 がこの進路を進み続けて赤 4 か赤 7 のどちらかと接触すれば，その接

触に責任があるのは青 6 である． 

 

赤 4 と赤 7 は青 6 がブレーキングに要する距離の外にいるので，青 6 の進路を

カバーしなくてもよい．このボールがないところでの接触を判定するために必

要な原則は「誰が先にそこに着いたか」ということである． 

 
 
 
 

 

解説  

 例 3 の 図 C.7 に於いて，青 6 には接触を避けるための時間があるので，元の間隙の幅は問題ではない．もし
青 6 が通り抜けられないほど間隙が狭ければ，接触の責任は青 6 にある．青 6 には通り抜けられるほど広く
ない間隙を，接触を引き起こしながら通り抜ける権利はない．  

審判は接触が起こった場所を見極めるべきだ．この場合，間隙は通り抜けられるほど広くなかったので，接
触は通常青 6 の車椅子の前面で起こる． 
 

 

例 4 – 青 6 はボールを持っておらず接触を避けるための時間もない 
図 C.8:  正当な間隙の閉じ方 

図 C.8 に於いてディフェンダー赤 4 と赤 7 は青 6 が進入しよう

とする間隙を閉じるためにお互いに向かってプッシュした． 

 

青 6 はボールを持っていないので赤 4 と赤 7 には間隙を閉じる

権利がある． 

 

これは「誰が先にそこに着いたか」という原則が適用されるボ

ールのないところでのディフェンスの状況なので，赤 4 と赤 7

は青 6 の進路をカバーしなくてもよい． 

もし青 6 が赤 4 と赤 7 の両方もしくはどちらか一方にぶつかれ

ば，青 6 に接触の責任がある． 
 

進路を正当にカバーするためには，1 人のディフェンダーが進路を完全にカバーしなけれ

ばならない． 
 

1.図. C.8 に於いては，ディフェンダーが青 6 のブレーキングに要する距離の範囲内で青 6 の進路の中に入っ

たのなら，接触が起こる前に 2 人のディフェンダーのうち 1 人(赤 4 か赤 7）が青 6 の進路を完全にカバーし

なければならない． 

2. もし両方のディフェンダーが青 6 のブレーキングに要する距離の範囲内で青 6 の進路に進入したら，それ

ぞれが半分ずつ進路をカバーしても正当に進路をカバーしたことにはならない． 

青 6 のブレーキングに要する距離の範囲内にいる 1 人のディフェンダーが進路を完全にカバーしなければな

らない．もし 1 人しかディフェンダーがいなければ，進路の半分しか正当にカバーできないことになる．そ

のディフェンダーが進路をカバーすることが出来ないことは，やはり進路をカバーすることが出来ないもう

1 人のディフェンダーによって否定されない．この場合，半分の 2 倍は全体にはならない． 

3. 1 人(または両方)のディフェンダーが青 6 の進路の一部しかカバーしないで正当でいられる唯一の方法は，

青 6 のブレーキングに要する距離を超えたところで正当な位置を占めて，青 6 に接触を避けるための時間を

与えることだけである． 
 

 

(続く .. ) 
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C.6 

間隙を閉じる (続き… ..) 

 

「間隙を通り抜けられる空間がない」よくある 2 つの状況 
 

状況 1:  2 台の車椅子の間に空間がないとき 
 
 

図 C.9                   図 C.9,図 C.10a 及び図 C.10b に於いては共通して，青 6 が間隙を通り抜

けられる空間はない． 

 

赤 4 と赤 7 は青 6 の進路の中で静止している．青 6 は赤 4 と赤 7

に向かってプッシュを始める．もし青 6 が赤 4 か赤 7 を接触すれ

ば，赤 4 と赤 7 は青 6 が動き始める前に正当な位置で静止してい

たので，接触の責任は青 6 にある．  

 

たとえ赤 4 と赤 7 が間隙を狭めるためにお互いに向かって動いて

も，赤 4 と赤 7 には青 6 の進路の中でコート上の位置を占める権

利がある．赤 4 と赤 7 の間には青 6 が通り抜けられるような十分

な間隙がなかったので，ボールを持っていてもいなくても，青 6

に接触の責任がある．                       

 
 
 

 
  

注意:  

もし青 6 が通り抜けられるような十分な間隙が初めにあって，その後で赤 4 と赤 7 が青 6 のブレーキングに

要する距離の中で間隙の一部を閉じれば，どちらのディフェンダーが先に青 6 に接触しても，ブロッキング

になる．  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「間隙を閉じる」の判定 – 審判の思考過程 

 

その１           その２ 
 

1.  ボールを持っていない                  1. ボールを持っている  

 

2.  十分な空間があるか?         2. 十分な空間があるか? 

 

3. 「誰が先にそこに着いたか」を見る          3. ﾃﾞｨﾌｪﾝﾀﾞｰの 1 人が間に合って「そこに着いた」か？ 

                                                                           すなわち，1 人のﾃﾞｨﾌｪﾝﾀﾞｰが進路をカバーしたか? 

                                                                                   または ﾃﾞｨﾌｪﾝﾀﾞｰは接触を避けるための時間を与えたか? 
                                                                                                         

 

(続く .. )

 

重要: 

 

青 6 のブレーキングに要する距離の中に 2 人のディフェンダーが入って 2 人で青 6 の進路をカバーする

ことは出来ない． 

 

正当であるためには 1 人のディフェンダーが進路を完全にカバーしなければならない．  
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C.7 

間隙を閉じる (続き… ..) 

 

例: 間隙を閉じる 

 
 

この写真に於いて，ボールを持った白チームのプレ

イヤーが青 3 と青 42 の車椅子の間を通り抜けられ

るような空間が初めはあったと仮定しよう． 

 

青 3 と青 42 は，間隙を閉じて白チームのプレイヤ

ーがコート上を進むのを妨げようとして，ボールを

持った白チームのプレイヤーのブレーキングに要す

る距離の中でそのプレイヤーの進路に入るのが両方

とも遅すぎた． 

 

青 3 と青 42 のどちらも白チームの相手の進路を完

全にカバーすることが出来なかった．  

 

判定: 白チームの相手と最初に接触した青チームの

プレイヤーにブロッキングのファウルが宣せられる

べきである． 

 

青チームのプレイヤーの 1 人がボールを持ったプレ

イヤーの進路を完全にカバーしなければならない． 
 

Photo courtesy of Sports and Spokes 
© Paralyzed Veterans of America, Sports 'n Spokes. Photo by Mark Cowan. 
 

 

 

次の写真にはこの時代の世界で最高のハイポインタ

ーの 2 人，トロイ・サックス(オーストラリア-ゴー

ルド 5)とカーティス・ベル(アメリカ-黒 13)が写っ

ている． 

この写真には 2 つの「間隙を閉じる」状況が考えら

れる． 

状況その 1 

アメリカの黒 13 と彼の味方(写真ではよく見えない)

はゴールド 5 によるドライブの間隙を不正に閉じた．

アメリカのディフェンダーは 2 人ともゴールド 5 の

進路をカバーしておらず，ゴールド 5 は接触を避け

るための時間や距離を与えられていない． 

判定:  ゴールド 5 に先に接触したアメリカのプレイ

ヤーのブロッキング 

状況その 2 

アメリカの黒 13 と彼の味方はゴールド 5 の前でゴ

ールド 5 がブレーキングに要する距離の先でゴール

ド 5 よりも先に正当な位置を占めた．ゴールド 5 が

2 台の車椅子の間を通り抜けられるような空間は絶

対になかった． 

ゴールド 5 には接触を避けるための時間があったが，

相手の車椅子の間の小さな間隙にドライブすること

を選んだ．もとより通り抜けられるような空間がな

ければ，2 人のディフェンダーがさらに間隙を狭め

ることは問題にならない． 

判定: ゴールド 5 のチャージング．                      

                          Photo from Basketball News July 1996.                      
                             Used with permission of the Editor.                                             

                                  (続く ..)     
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C.8 

間隙を閉じる (続き… ..) 

 

状況その 2:   サイドラインまたはエンドライン沿いで空間がないとき 
 
 

図 C.10a:  赤 7 とサイドラインの間には小さな間隙しかない．  

                     青 6 が接触しないで正当に通り抜けられるような十分な空間はない． 

 

青 6 と赤 7 はともに静止している． 

 

赤 7 は自分の車椅子とサイドラインまたはエンドラインと

の間に尐ししか空間がないように正当に車椅子を置いてい

る．その空間は車椅子 1 台分の幅よりも狭い．  

(図 C.10a) 

 

青 6 は赤 7 とサイドラインの間の空間を通り抜けようとす

る．その空間の幅は青 6 が通り抜けられるほど広くない．  

 

青 6 がこの小さな空間に向かって進んできたとき，赤 7 は

その空間をさらに狭めようとして動いた． (図 C.10b) 

青 6 が赤 7 にぶつかった． 
 

 
 

 
    
          
 

図 C10b: 正当に間隙を閉じる                         

 
 

この 2 番目の状況では，赤 7 とサイドラインの間には青 6

が通り抜けられるような十分な空間はなかった． 

 

青 6 がボールを持っていてもいなくても接触の責任は同じ

である．  

 

たとえ青 6 がボールを持っていて，赤 7 が青 6 の進路をカ

バーしていなくても，赤 7 は青 6 が動き始めるより前に青 6

の進路の中で空間を占めていたので，接触の責任は青 6 に

ある．  

 

もし青 6 がボールを持っていなければ，ボールのない状況

で赤 7 が「先にそこに着いた」ので接触の責任はやはり青 6

にある． 

 
 

 
 
 

解説: 

このタイプの接触は，ボールがあるないに関わらず，制限区域の周囲でプレイヤーが車椅子の間の小さな間
隙を通り過ぎようとするときに，エンドラインの周辺でよく起こる． 

 

 もし接触が軽微なものであれば， 他の要因が影響しない限り，ボールがあるないに関わらずどの場合でも，
審判はこれをノーコールとしてプレイを続行させてもよい．  

 

相手の傍を通り過ぎるために車椅子をアウト･オブ･バウンズにはみ出すことはヴァイオレイションであるこ
とに注意しなければならない． 

警告の後繰り返すようであればより強い罰則を与えることもある． 
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D.1 
 

 

セセククシショョンン  DD  

  
  

進進路路のの重重ななりり 
 
 

11..  定定義義::  進進路路のの重重ななりり  

22..  ボボーールルををココンントトロローールルししてていいるるププレレイイヤヤーーにに対対

すするるデディィフフェェンンスス  

33..  どどちちららののププレレイイヤヤーーももボボーールルをを持持っってていいなないいとと

きき 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Original photo by Matthew Wells for IWBF. Used by permission 

Added graphic by Ross Dewell. 
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D.2 
 

進進路路のの重重ななりり  ––  定定義義  
 

図  D.1  進路の重なり 

「進路の重なり」とは同じ地点に向かって鋭角に交わ

る直線上を進んでいる相対する２人のプレイヤーの進

路のことを言う． (図 D.1 参照) 
 

どちらのプレイヤーも方向を変えない． 

 

どちらのプレイヤーも方向を変えないで直線の進路を

維持しているという事実が，「進路の重なり」と「進

路の横断」という２つの状況の違いである． 

 

「進路の重なり」と「進路の横断」の違いは何か? 
 

回答:  「進路の重なり」にはどちらのプレイヤーも方向を変えない直線の進路が含まれ，「進路の横断」に

は方向変換が含まれる． 

「進路の重なり」を考えるときに２つの基本的な状況がある． 

(a) 状況その１: ２人の相対するプレイヤーのうち一方がボールを持っている(ボールを持っているプレイヤー

に対するディフェンス)． 

(b) 状況その２: どちらのプレイヤーもボールを持っていない． 

状状況況そそのの１１::  ボボーールルをを持持っってていいるるププレレイイヤヤーーにに対対すするるデディィフフェェンンスス  
 

 ディフェンスの原則が適用される．すなわちディフェンダーは，進路をカバーするか接触を避けるため

の時間と距離を与えて，正当な位置を占めなければならない． 

 図 D.2～D.6 に於いては，青６がボールを持っている．  

どの例でも，相手の青６の進路をカバーするか，青６に接触を避けるための時間と距離を与えるかして，

正当な位置を占めることがディフェンダーの責任である． 

例 1: ディフェンダーが進路をカバーする  

図 D.2 青６はボールを持っている．                                  

赤４は青６の進路をカバーした．青６には接触を

割ける時間があったのに赤４にぶつかった． 
判定: 青６のチャージング． 

参照: IWBF 公式競技規則集 -   33.3; 33.4.2 
 

下の写真では白のディフェンダーとボールを持っ

た相手の進路が重なっている．接触が起こる前に

相手のブレーキング･エリアの中で正当な位置を占

めるためには，白のディフェンダーはボールを持

ったプレイヤーの進路をカバーしなければならない．  

Original photos by Matthew Wells for IWBF. Used by permission. Added graphics by Ross Dewell. 

                    (続く .. ) 
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D.3 

進路の重なり (続き) 
 

次に，青 6 の進路を正当にカバーした後で赤 4 がその進路から出ようとしているときに青 6 が赤 4 の後輪に

接触した場合のことを考えてみよう．(図 D.3 参照) 
 

例 2. ボールを持ったプレイヤーが，その進路から出ようとしているディフェンダーと接触

する 
 

図 D.3  

青 6 はボールを持っている．赤 4 は青 6 の進路を

正当にカバーしていた．赤 4 は青 6 の進路の中を

進み続け，その進路を出ようとしていた．青 6 が

赤 4 の後輪にぶつかった． 

   

判定: 青 6 のチャージング． 

参照: IWBF 公式競技規則集 -  33.3 

解説: 

図 D.3 に於いて，赤 4 は青 6 が入ろうとしていた

コート上の位置を正当に占め続けていた．その位

置は赤 4 のシリンダーの一部である． (参照 : 

IWBF 公式競技規則集 –  33.2) 

赤 4 は，自らが横切って青 6 の進路をカバーしたときにしめたコート上の位置を，占め続ける正当な権利を

確立した． 
 

例 3: ディフェンダー赤 4 は進路をカバーできなかった 
 図 D.4        

青 6 はボールを持っている．青 6 と赤 4 の進路は重なっている．

どちらのプレイヤーも方向を変えない．赤 4 が青 6 の進路に入

ったが，青 6 の進路をカバーしてはいない．  

青 6 は赤 4 の車椅子の側面にぶつかった． 

   判定: ディフェンダー赤 4 のブロッキング．  

赤 4 は正当な位置を占められなかった(進路をカバーできなか

った)． 

参照: IWBF 公式競技規則集 -  33.3 

解説: - ボールを持ったプレイヤーに対するディフェンス 

図 D.4 に於いては，赤 4 は正当なディフェンスの位置を確立できなかった．すなわち赤 4 は進路をカバーで
きず，青 6 に接触を避けるための時間を与えられなかった． 

 
 

この写真では赤 13 が図 D.4 と同様のファウルを犯している． 

 

赤 13 はボールを持って自分の進路を前進しようとしている白

7 の進路をカバーできていない．  

 

赤 13 は白 7 の前進を不正に妨げることによってブロッキング

のファイルを犯している．白 7 のフットレストをふフロントキ

ャスターがはっきり見えることが，白 7 の進路が赤 13 の車椅

子によってカバーされていない証拠である． 

                                                                   
 
 
 
 
                                   Photo: Courtesy of Wheelchair Basketball Canada and  
                               Kevin Bogetti-Smith Photography. Used with permission. 

 

 

(続く .. )        
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D.4 

進路の重なり (続き) 

 
ここに例 3(図 D.4.)と同様にボールを持ったプレイヤーに対す

るディフェンスをしているプレイヤー(緑 5 番)の写真がある．  

 

緑 5(トロイ・サックス-オーストラリア)はショットの動作中の

相手の白 8（ジョウイ・ジョンソン-カナダ）の進路をカバー

しようとした．これはとてもきわどい判定である．  

 緑 5 は進路をカバーしたか?  

 緑 5 は正当な位置を占め損なったのか?   
 

これは非常にきわどい状況なので判定が難しい． 
 

この写真では 2 つの事実が明白である: 

1. 緑 5 は白 8 のブレーキング･エリアに入っている． 

2. 接触が起こったとき白 8 はショットの動作中である． 

このような微妙な判定では，シューターがその疑いの恩恵を

被るべきである．もし審判が緑 5 が進路を占め損なったと判

断すれば，これは緑 5 のブロッキングであろう．  

 

審判が考慮すべきもう一つの可能性もある．  

白 8 は方向を変えて不正に進路を横切ろうとしたのではない

か? この写真からはそれは分からない． 

 
 
                                   Photo: Courtesy of Wheelchair Basketball Canada and  

Kevin Bogetti-Smith Photography. Used with permission. 
 

 
 

例 4: ディフェンダー赤 4 はボールを持った青 6 の進路に後退で入る．   
 

図 D.5 :   進路をカバーする     

 

青 6 はボールを持っている． 

赤 4 は車椅子を後退させて青 6 の進路をカバー

した．  

    
判定:  青 6 のチャージング 

参照:  IWBF 公式競技規則集 -  33.3  

 
 

例 5: 車椅子の後退  
プレイヤーは進路をカバーするために車椅子を後退させてもよい．図 D.6 に於いて，ディフェンダー赤 4 は

ボールを持った相手の青 6 の進路に車椅子を後退させて入った．赤 4 は青 6 の進路を正当にカバーした． 
 

図 D.6:   進路をカバーする 

赤 4 はボールを持った相手の青 6 の進路を正当にカバーするために車椅子を後退させて，青 6 の進路に入っ

た． 

解説:  

相手の進路をカバーする際に，進路をカバーす
るために車椅子のどの部分を使うかは問題では
ない．また車椅子がどちらの方向を向いている
か，どちらの方向に動いているか，ディフェン
ダーが正当な位置を占めるために前進したか後
退したかも問題ではない． 

 

(続く .. )
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D.5 

進路の重なり (続き ... ) 

 

例 6:  ディフェンダー赤 4 は，青 6 がブレーキングに要する距離の先で鋭角に，青 6 の進

路に入った． 
 

図 D.7:   鋭角 – 時間と距離 

青 6 はボールを持っている．赤 4 は青 6 の進路

に入っているが青 6 の進路をカバーしていない． 

しかし赤 4 は祖 6 が止まったり方向を変えたり

するのに必要なブレーキングに要する距離のか

なり先で，非常に鋭い角度で青 6 の進路に入っ

た．青 6 は赤 4 の車椅子の後部にぶつかった． 

判定:  青 6 のチャージング (参照:  IWBF 公式競
技規則集 -  33.3) 

            

解説:  

 赤 4(図 D.7)は青 6 の進路をカバーしてはいないが，図 D.7 に於ける実際の状況で，この状況が現実に起

こるためには，2 台の車椅子のなす角度は非常に鋭くなければならない．赤 4 が青 6 のブレーキングに要

する距離の先で鋭角に進路に入るためには，2 台の車椅子の間にかなりの距離(車椅子 2 台分以上)が必要

である． 

  もし赤 4 がそのような鋭い角度で自らの車軸を進路に入れ，その進路を維持すれば，青 6 には接触を割
けるための回避行動をとるための時間が十分以上にあるはずだ．実際，角度が鋭くなればなるほど青 6

にはより多くの時間があるはずだ．  

 もう一度確認するが，ボールを持った青 6 には車椅子バスケットボールに於いても FIBA のバスケットボ
ールと同様の責任－ディフェンスされることを予測していなければならず，正当なディフェンスとの接
触を割ける準備をしていなければならない－がある．青 6 は常に正当なディフェンスとの接触を割ける
ために自らの車椅子のコントロールを維持しなければならない． 

 

状状況況そそのの 22::    

ボボーールルををココンントトロローールルししてていいなないいププレレイイヤヤーーにに対対すするるデディィフフェェンンスス 
ディフェンダーがボールを持っていない相手をディフェンスするために正当な位置を占めるためには，その

相手よりも先にその位置を占めるだけでよい．  
 

図 D.8 

図 D.8 に於いては，どちらのプレイヤーもボールを

持っていない． 赤 4 と青 6 の進路は重なっている．  

赤 4 が青 6 の車椅子の側面にぶつかった． 審判は

「誰が先にそこに着いたか」を判定しなければなら

ない． 

判定:  

赤 4 のプッシング．青 6 は正当な位置を占めた． 

青 6 は先にそこに着いた．すなわち青 6 は赤 4 より

先に正当な位置を占めた． 

                                                                                           参照: IWBF 公式競技規則集 -  33.5.1 

解説:  この状況 – 状況その 2 – に於いては，どちらもボールを持たずに相対しているオフェンス側のプレイ
ヤーとディフェンス側のプレイヤーに等しく同じ原則が適用される．例えば，「進路の横断」や近接して静
止した位置から動いている相手のブレーキング･エリアに入る( D.8 – 車椅子によるトリッピング参照)という
ような特殊は状況では，ディフェンダーはその状況に応じたルールに従わなければならない． 
  

ボールがあるところでの接触 
 

質問: 図 D.8 に於ける 2 人のプレイヤーのうち一方がボールを持っていたら，接触の責任は誰にあるか? 

回答: 
 

1. もし赤 4 がボールを持っていれば，青 6 のプッシング． 

2. もし青 6 がボールを持っていれば，赤 4 は青 6 の進路をカバーできなかったので赤 4 のブロッキング．
これらの状況については次のセクションで説明する． 

(続く .. ) 
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D.6 
 

ボールがあるか，ボールがないか，によって接触の責任は変わる  
 

車椅子バスケットボールにはボールがあるところで起こった接触とボールがないところで起こった接触を扱

うルールに明確な違いが長い間存在していたし，現在も存在する．  

ボールがあるところでの接触とはディフェンダーがボールを持ったプレイヤーをディフェンスしている場合

で，ボールがないところでの接触とはディフェンダーがボールを持っていないプレイヤーをディフェンスし

ている場合のことである． 

ここに上げる 3 つの例は，ディフェンダーとボールを持った相手との間に接触が起こったときと，ディフェ

ンダーがボールを持っていない相手との間に接触が起こった場合とでは，接触の責任に違いがあることを説

明してくれる． 

 

例 1: ボールを持っていない相手をディフェンスするとき (図 D.9) 
 

図 D.9 どちらのプレイヤーもボールを持っておらず，両方のプレイヤーが動いている． 

2 人の相対するプレイヤー青 6 と赤 4 が同じ地点に向

かってコート上をまっすぐに進んでいる．言い換えれ

ば 2 人の進路は重なっている．どちらのプレイヤーも

ボールを持っていない．どちらのプレイヤーも方向を

変えない． 

青 6 は先にその地点に着き，赤 4 は青 6 の側面にぶつ

かった．接触が起こったとき両方のプレイヤーはまだ

動いていた． 

判定: 青 6 が「先にそこに着いた」(先にその位置を占

めた)ので赤 4 のプッシング．               参照:  IWBF 公式競技規則集 -  33.5.1 
 

今度はこの同じ状況で，赤 4 にボールを与えて同じ接触が起こったとき (図 D.10 ) と，青 6 にボールを与え

て同じ接触が起こったとき(図 D.11)に，接触の責任がどう変わるかを見てみよう． 

 

例 2: ボールを持った相手をディフェンスするとき (図 D.10) 
 

これは図 D.9 と同じ状況だが，今回は接触に関わったプレイヤーの 1 人(赤 4)がボールを持っている． 

図 D.10     赤 4 はボールを持っている． 

2 人の相対するプレイヤー青 6 と赤 4 が同じ地点に

向かってコート上をまっすぐに進んでいる．言い換

えれば 2 人の進路は重なっている．赤 4 がボールを

持っていて，青 6 がディフェンダーである．赤 4 は

レイアップのために制限区域に向かおうとしている．  

どちらのプレイヤーも方向を変えない． 

青 6 は赤 4 の進路の中に尐しだけフットレストを入

れた．激しい接触が起こった．  

接触が起こったところは例 1 全く同じである．  

接触が起こったとき両方のプレイヤーはまだ動いていた．どちらのプレイヤーも方向を変えなかった．   

 

判定: 青 6 のブロッキング．青 6 はボールを持った赤 4 の進路をカバーすることが出来なかったので青 6 のブ

ロッキング． 

公式競技規則集 参照: 33.4.3: 

「ディフェンス側のプレイヤーは次のいずれかによって先に正当な位置を占めなければならない． 

(i) 相手の進路をカバーするか，または r 

(ii) 相手に接触を避けるための時間と距離を与えるように相手の進路の中で位置を占める．」  
 

結論:        例 1 と例 2 (図 D.9 及び D.10)に於いては ….. 

 プレイヤーの進路は同じ． 

 接触したところも同じ． 

 しかし，例 2(図 D.10)に於いて 2 人のプレイヤーのうち 1 人がボールを持っているだけで，この 2 つの状

況の接触の責任が変わったと言うことは明らかである．                                           

(続く .. ) 
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進路の重なり: ボールがあるかないかで接触の責任が変わる (続き ...) 

 

ここに図 D.10 に示されたのと全く同じ状況の連続写真がある．         

Photos below by Matthew Wells for IWBF. Used by permission. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ディフェンス側のプレイヤー白 19 はボールを持

った相手の青 5 の前に何とか入ったが，白 10 は

青 5 の進路をカバー出来なかった． 

 
 
 
 

青 5 は白 10 にぶつかった． 

これは進路の重なりの状況である． 

この状況ではディフェンダー白 10 はボールを持

った相手の進路をカバーしなければならないが，

彼はそれが出来なかった． 

判定 : これは白 10 のブロッキングである．

例 3: ボールを持った相手をディフェンスするとき  
 

質問:  同じ状況で，赤 4 ではなく青 6 がボールを持っていれば，接触の責任は誰にあるのか? 

図 D.11    

これは図 D.10 と同じ状況であるが，今回は青 6 がボールを

持っている．赤 4 は青 6 の側面にぶつかった． 

判定: ボールを持った青 6 の進路の中に正当な位置を占めら

れなかった赤 4 のプッシング． 

参照:  IWBF 公式競技規則集 -  33.4.3 

解説: 図 D.11 に於いて，赤 4 は青 6 の進路をカバーできず

青 6 に接触を避けるための時間も与えなかった．実際，赤

4 はすでに相手が正当に占めた位置に入ろうとしていた．こ

れら 2 つの例(図 D.11 及び D.12)は簡単だが，車椅子バスケ

ットボールに於いてボールがあるところとないところのル

ールが違うことを明確に示している．この事実の背後には

きわめて単純な原則がある．ボールを持ったプレイヤーは

ボールと車椅子の両方をコントロールしなければならない

ので，その進路に入ろうとするディフェンダーはボールを

持った相手に接触を避けるための時間と距離を与えなけれ

ばならない．これは車椅子バスケットボールに於いて長い

間保持されてきた原則である．しかしどちらもボールを持

っていない場合には，どちらにも等しく止まるチャンスが

ある．車椅子バスケットボールに於いては，この事実を

「先にそこに着いた」プレイヤーにその位置を占める権利

があると言う表現で，接触に関する理論に反映させている．

これはきわめて論理的なことで，審判がこの判定を下すの

はとても簡単である． 

この写真(左)は図 D.11 の接触が起こったところを尐し変え

た状況を示している．ここでは白の車椅子の側面ではなく

前面で接触が起こっている．黒 7 はボールを持った白 12 の

進路をカバー出来なかった．これは接触が白 12 の車椅子の前面で起こっているので黒 7 のブロッキングであ

る．これは私が「車椅子によるトリッピング」(次章参照)と呼んでいる例かもしれない．(続く .. ) 

Photo: Courtesy of Wheelchair Basketball Canada and Kevin Bogetti-Smith Photography. Used with permission.      
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D.8 

ボボーールルをを持持っってていいなないいププレレイイヤヤーーををデディィフフェェンンススすするるとときき::  

車椅子によるトリッピング – 静止したディフェンスから動いているディ

フェンスへ  
公式競技規則集 33.5.3 は，ボールのあるなしにかかわらず動いているプレイヤーをディフェンスしている静

止したディフェンダーが，相手に接触を避けるための十分な時間を与えないで，相手のブレーキング･エリア

の車椅子 1 台分以内の距離から，突然相手のブレーキング･エリアに自分の車椅子を押し込むことが不正であ

ることを明確にしている．IWBF はこの動作によって引き起こされる接触が不正であることを明確にするため

にこの条文を採用した．この接触は FIBA のバスケットボールにおける「トリッピング」に等しい．車椅子バ

スケットボールにおけるこの種の接触はしばしば激しいものになり，危険性を伴うこともある． 

どちらのプレイヤーもボールを持っていない図 D.12 の状況について考えてほしい． 

赤 4 はディフェンダーで静止している．ボールを持たずに速く動いている相手の青 6 が赤 4 のそばを通過し

ようとした．青 6 が止まったり方向を変えたり出来ないくらい赤 4 に近づいたとき，赤 4 が突然自分のフッ

トレストを青 6 のブレーキング･エリア(青 6 が止まるために必要な空間)に押し込んだ．青 6 には接触を避け

るための時間や距離はなかった．青 6 は赤 4 のフットレストにぶつかり，フロアー上に激しく転倒した． こ

れは赤 4 のファウルであり，車椅子バスケットボールにトリッピングに相当するものがあるとすれば，これ

こそがそれである． 

この「トリッピング」の状況は，両方の車椅子がボールのないところでより長い距離を進んでいる「進路の

重なり」の状況とは違う．この「トリッピング」の状況では，図 D.12 のディフェンダー赤 4 は相手から車椅

子 1 台分も離れていないところの相手のブレーキング･エリアのそばに最初は静止していて，そこから相手の

ブレーキング･エリアに自分の車椅子を押し込んだ．ブレーキング･エリアの長さはそのプレイヤーのスピー

ドによって決まるが，決して車椅子 2 台分より長くなることはない．プレイヤーがとてもゆっくり動いてい

るときには，車椅子 1 台分よりも短いかもしれない．  

図 D.12 どちらのプレイヤーもボールを持っていない． 

赤 4 は静止していて，突然自分の車椅子を青 6 のブレーキ

ング･エリアに押し込んだ． 

ブレーキング･エリアとは青 6 が止まるために必要な空間で

ある．赤 4 は青 6 のブレーキング･エリアの車椅子 1 台分以

内のところに静止していて，青 6 のブレーキング・エリア

に突然入り始めた．  

この例ではどちらのプレイヤーもボールを持っていないこ
とに注意．. 

判定: 赤 4 は青 6 のブレーキング・エリアの近くではあるが

その外側で静止していたので，赤 4 のブロッキングである．  

参照: IWBF 公式競技規則集 -  33.5.3 

根拠: 赤 4 が青 6 から車椅子 1 台分も離れていないところに静止していて青 6 のブレーキング･エリアに突然

入ってきたら，赤 4 は青 6 に接触を避けるために方向を変えたり止まったりする時間を与えていない． 通常

ボールのないところではプレイヤーは先にそこに着けばよいが，この動きはあまりに遅くあまりに突然で安

全に行うことが出来ない．これは健常者が誰かを躓かせるのに似ている．この接触が起こったときの青 6 の

スピードが重要である．青 6 がゆっくり動いていればブレーキング・エリアは短い．青 6 が速く動いていれ

ばこの接触は危険なものになり得る． 

解説:  

1. この種の接触は制限区域の周囲で，特にゾーン･ディフェンスではよく起こる．しかし多くの場合，実際に
はほとんどの場合，それほど激しい接触には鳴らない．ゾーンの中でプレイヤーが車椅子を操作するスペー
スはほとんどない．カッターが小さな間隙を見つけてもすぐにディフェンダーがそれを閉じてしまう．ゾー
ンを通り抜けるプレイヤーのスピードは通常それほど速くはならず，引き起こされる接触は無害のことが多
いが，この行為が不正なものであることに変わりはない．しかしカッターには激しい接触を避ける可能性が
ある．33.5.3 の条文が扱うのはこのような接触ではない．よりオープンな状況で，静止していたディフェン
ダーがボールを持たずに速く動いている相手をブロックするために突然不正に動くことによって引き起こさ
れる激しい接触を危惧しているのである．この種の接触は通常激しく危険になることもあので，罰せられる
べきである．これが「車椅子によるトリッピング」である． 

2. 図 D.12 に示されたこの「車椅子によるトリッピング」の状況はこれまでからボールのないところでの不

正なプレイと見なされてきており，何も目新しいことはないのだが，この状況は最近の改正まで IWBF 公式

競技規則集には規定されていなかった．この同じ動きはスクリーナー(33.4)やボールをコントロールしている

プレイヤーをディフェンスしているディフェンダー(33.4)が行っても不正である．どちらの場合も接触を避け

るために止まったり方向を変えたりする時間と距離が相手に与えられなければならない．      (続く .. )  
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車椅子によるトリッピング – 静止したディフェンスから動いているディフェンスへ: 解説 (続き ..) 

3. 「車椅子によるトリッピング」(33.5.3)と，33.4.3 がボールのないところで動いているディフェンダーが相

手の進路の中で正当な位置を占めるためには，ただ「先にそこに着けばよい」としているのには重要な違い

がある．図 D.12 に示され，33.5.3 に規定されたこの新しい「車椅子によるトリッピング」と言う状況に於い

ては，ディフェンダー赤 4 は相手のブレーキング･エリアのそばで最初は静止していて，相手の青 6 から車椅

子 1 台分以内のところから相手のブレーキング･エリア，すなわち青 6 が止まるために必要とする空間に自分

の車椅子を突然に押し込んだ．もし接触が起これば，このディフェンダーの動きは不正なものである． 

33.5.3 に規定されたこの「トリッピング」の状況に於ける接触の責任を判定する際に，赤 4 が青 6 に対して

静止していた，動き始める前の位置はきわめて重要である．  

もし赤 4 が青 6 に止まるための空間を与えるほど離れていて動き始めれば，赤 4 の行為は正当である．もし
青 6 が接触を避けることが出来ないほど青 6 のブレーキング･エリアの近くで赤 4 が動き始めれば，赤 4 に接
触の責任がある．  

 

ボールのないところでディフェンダーが相手の進路に正当に入るためには，

どれくらい離れていなければならないか？ 

この質問には論理的な解答がある． 

まず，車椅子バスケットボールにおいて，他の大部分のボールのない状況では，動いているディフェンダー

(図 D.10 の青 6)は動いている相手より「先にそこに着く」だけでよいことになっている．これはボールのな

いところでは，どのプレイヤーも等しく止まったり方向を変えたりすることが出来るからである．ボールの

ないところではどのプレイヤーもボールをつかむために両手を使わなくても良い．ボールのないところでは

どのプレイヤーも車椅子だけを操作すればよい．どのプレイヤーも両手をフルに使って車椅子の方向を変え

たり，プッシュをしたり，ブレーキをかけたり出来る． 

 

このような状況で，ボールのないところではどのプレイヤーもボールをドリブルすることに煩わされること

なく相手を探すことが出来る．どのプレイヤーもコート上のある位置を相手と争うか，止まるか方向を変え

ることによって相手に譲るかを決めることが出来る．これは 33.5.4 に規定されたような，ディフェンダーが

最初は静止していて相手が止まったり方向を変えたり出来ないくらい急に自分のフットレストを相手のブレ

ーキング･エリアに押し込む状況とは違う．  

 

33.5.3 に規定されたボールのない状況(図 D.12 参照)

で，青 6 の進路に正当に入るためには，赤 4 は相手

に止まったり方向を変えたりする時間を与えなけれ

ばならない．必要な距離は相手のスピードによって

決まる．もし赤 4 が青 6 の進路の外に占めていた自

分の位置を完全に空けて，青 6 の進路の中に完全に

新しい位置を占めれば，この新しい位置は正当なも

のである．赤 4 は接触が起こる前にこの新しい位置

を占めなければならない．言い換えれば，赤 4 はそ

れまでに自分がコート上で占めていた位置を完全に離れ，全く新しい位置を占めていなければならない．も

し赤 4 に新しい位置を占めるための時間があれば，青 6 にも等しく接触を割ける時間と可能性があったはず

だ．全く新しい位置に移動することによって，赤 4 は自らの進路を確立したことになり，「先にそこに着い

たのは誰か」というボールのないところでの原則が適用されることになる． 

 

そうすると論理的には，赤 4 が以前に占めていた位置を完全に離れるためには，車椅子 1 台分以上の距離を

移動しなければならない．言い換えれば，赤 4 が青 6 の進路に入り始めるときには，赤 4 の動き始める位置

は青 6 のブレーキング･エリアから車椅子 1 台分以上離れていなければならない．従ってこれが審判の下す簡

単で明瞭な判断基準となる．  

 

さあ、このことを審判とプレイヤーのために単純化しよう． 

 

審判は，赤 4 が青 6 のブレーキング･エリアに入り始めるとき，赤 4 が青 6 のブレーキング･エリアから車椅

子 1 台分以上離れているかを判定する．もし赤 4 が車椅子 1 台分以上離れていれば，赤 4 は正当である．も

しそうではなくて接触が起これば，赤 4 のブロッキングである．これはきわめて簡単で論理的である．この

解釈は「進路」理論のボールがないところでの接触に関する原則と完全に合致する．      (続く .. ) 
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車椅子によるトリッピング – 静止したディフェンスから動いているディフェンスへ (続き ..) 

 

今度は図 D.12 の青 6 ボールを与えて，接触の責任がどう変わるか見てみよう． 

(図 D.13 参照) 

 

例 4: ボールのあるところでのディフェンス                                                                                 

 (図 D.13)  

接触の性質は例 3 と同じである．これは

図 D.12 と同じ状況であるが今回は青 6 が

ボールを持っている． 
 

青 6 がボールを持って前進する．  

 

赤 4 は青 6 の進路に侵入したが，「進路

をカバー」していないし，青 6 に止まる

ための時間や距離を与えていない． 

 

青 6 が赤 4 にぶつかった． 
 

判定: 赤 4 のブロッキング． 

理由:   赤 4 はボールを持ったプレイヤー青 6 の「進路をカバー」できず，青 6 に接触を避けるための時間を

与えなかった． (参照:  IWBF 公式競技規則集 – 33.4.1; 33.4.2; 33.4.3) 
     
 

この写真は「車椅子によるトリッピング」の可能性を示

している． 

この写真に於いて，次のように仮定してみよう: 
 

 黒 7 は白 12 の進路の尐し外側で静止していた． 

 白 12 は黒 7 の前の直線の進路を正当に進もうとして

いた． 

 黒 7 は自分の静止していた位置から突然動き始め、

白 12 のブレーキング・エリアの中に車椅子を押し込ん

だ．  

黒 7 の車椅子の動きは素早く短いものであった．黒 7 は

車椅子 1 台分も動いていない．これは図 D.13 に示され

た動きである． 
 

この状況は「進路の重なり」の一種である． 
 

白 12 が黒 7 のフットレストにぶつかったとき，その衝

撃は激しいものであった． 

 

これは黒 7 のブロッキングと判定されるべきである． 

黒 7 は白 12 の進路をカバー出来なかった． 

これは健常者のバスケットボールにおける「トリッピン

グ」によく似ている．  

これが「車椅子によるトリッピング」である．  
 

Original Photo: Courtesy of Wheelchair Basketball Canada  
and Kevin Bogetti-Smith Photography. Used with permission.  
Added graphic by Ross Dewell. 
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E.1 
 
 
 
 

セセククシショョンン  EE  

  

  

    進進路路のの横横断断 

 
 
 

 
 

青 11 はこの位置から正当に進路を横断できる  
Original photo by Matthew Wells for IWBF. Used by permission. 

Added graphic by Ross Dewell. 
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E.2 
 

進進路路のの横横断断  
 

「進路の横断」は，相対する 2 人のプレイヤーが接近して(ブレーキングに要する距離より近くで)同じ方向に

向かってほぼ並行に進んでいるときに起こる．  

「進路の横断」の状況は，これらのプレイヤーの 1 人が方向を変えて相手の進路に侵入するときに起こる． 
 

この「方向変換」こそが「進路の横断」と「進路の重なり」に関するルールの違いである． 

 

 「進路の横断」は方向変換を伴う． 

 「進路の重なり」方向変換を伴わない．どちらのプレイヤーも直線の進路を維持する． 

 

正正当当なな進進路路のの横横断断    
 

 「進路を横断」するプレイヤーは相手に接触を避ける

ための時間と距離を与えなければならない． 

 正当に「進路を横断」するためには，プレイヤーは自

分の車椅子の相手に近い方の後輪の車軸が相手の車椅

子よりも前に(コートの前方に)出るまでは相手の進路に

侵入してはならない． 

 もしプレイヤーが正当に相手の「進路を横断」すれば，

そのプレイヤーには相手の前の進路に対する権利が生

じるので，その後に起こった接触に関してはその相手

に責任がある． 

 
 

図 E.1  青 6 の正当な進路の横断 

 

赤 4 の前で「進路を横断」するためには，青 6

は自分の車椅子の相手に近い方の後輪の車軸を

赤 4 の車椅子の前部よりも前に(より前方に)出さ

なければならない． 

 

参照:  IWBF 公式競技規則集 -  33.6.2. 

 
 

 

 

この写真ではオレンジのプレイヤーは正当に相手の青のプ

レイヤーの進路を横断した． 

 

オレンジのプレイヤーは相手に近い方の後輪の車軸を相手

の青のプレイヤーの車椅子の最前部より前に(より前方に)

出した． 

 

この状況ではディフェンダーである青には相手のオレンジ

とのいかなる接触にも責任がある． 

 

もしオレンジのプレイヤーがボールを持ってなくても同じ

ルールが適用される． 
 

Photo: Courtesy of Sports and Spokes    
© Paralyzed Veterans of America, Sports 'n Spokes. 
 

 
 
 

 

重要な注意: 
 

正当に相手の「進路を横断」したプレイヤーは，相手の「進路をカバー」する必要はない．  
 

             

 (続く .. )
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E.3 

進路の横断 (続き ...) 

         

実例 1:   ボールを持ったプレイヤーによる正当な「進路の横断」  
 

 ブレーキングに要する距離よりも近くにいる相手の進路を正当に横断するためには，ボールを持ったプ

レイヤーは相手に近い方の大輪の車軸が相手の車椅子の前部の前に(より前方に)出るまでは相手の進路に

侵入してはならない．  

 もしボールを持ったプレイヤーが正当に進路を横断すれば，そのプレイヤーには相手の前の進路に対す

る権利が生じる．  

その後に起こったいかなる接触もディフェンダーに責任がある． 
 

 図 E.2  ボールを持ったプレイヤーによる正当な進路の横断 

青 6 はボールを持っていて，赤 4 にディフ

ェンスされている． 

 

赤 4 の前で「進路を横断」するためには，

青 6 は相手に近い方の後輪の車軸を赤 4 の

車椅子の前部の前（より前方）に出さなけ

ればならない． 
もし青 6 が正当に進路を横断して接触が起

これば，その接触の責任は赤 4 にある． 

参照:  IWBF 公式競技規則集 -  33.6.2 

 

 

この連続写真では青 11 が正当に白 4 の「進路を横断」している． 
   

Original photos by Matthew Wells for IWBF. Used by permission. Added graphic by Ross Dewell 

     

  青 11 は後輪の車軸を白 4 の前に出した．それから青 11 は正当に白 4 の進路を横断したので，その後に起

こる接触は白 4 に責任がある． 

 

「進路の横断」に関するルールは，ボールを持ったプレイヤーに対しても，ボールを持っていないプレイヤ

ーに対しても同じである． 

 

「進路の横断」のルールが適用されるのは，そのプレイヤーが自分のブレーキングに要する距離の範囲内で

相手のブレーキング･エリアの中から動き始めた場合であること注意する必要がある． 

 

もし横断の動きが，相手の進路の中で新たな直線コースを取れるくらい遠くに離れたところで(ブレーキング

に距離を超えて)始まれば，これは「進路の横断」ではなく「進路の重なり」の状況になる．これについては

別のセクションで詳しく説明している． 

 
 

 (続く… ) 
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E.4 
進路の横断 (続き ...) 

         

実例 2:  ボールを持ったプレイヤーによる不正な「進路の横断」 
 

自分の車軸が相手より前に出る前に「進路を横断」したプレイヤーは，その結果引き超された接触に通常責

任がある． 

図 E.3   ボールを持ったプレイヤーによる不正な「進路の横断」 

 
 

青 6 はボールを持っていて，相手に近い方の後輪の車

軸が赤 4 の車椅子の前に出る前に，赤 4 に進路を横断

しようとした．  

 

もし接触が起これば，これは青 6 の「不正な進路の横

断」である．参照: IWBF 公式競技規則集 -  33.6.2. 

         
 

 
 

 

注意: 
「進路の横断」に関するルールは，ボールを持ったプレイヤーに対しても，ボールを持っていないプレイヤ

ーに対しても同じである． 

この連続写真では，ボールを持っていない青 5 が白 12 の進路を不正に横断しようとして

いる． 
   

Photos by Matthew Wells for IWBF. Used by permission. 
 

      
   

1. 青 5 は白 12 と並んでいる

が，後輪の車軸を白 12 の車椅

子の前に出してはいない． 

 
 
 
 

2. 青 5 が白 12 の進路を横断

しようとしたのが早すぎて，

正当な位置を占めた白 12 にぶ

つかった． 

 
 
 
 

3. 青 5 は不正に白 12 と接

触した． 
 

判定: 不正に進路を横断しよう

とした青 5 のファウルである． 

このボールがないところでの「進路の横断」の状況は，もし青 5 がボールを持っていても同じルールが適用

される．その場合は青 5 のオフェンス・ファウルである． 

 

注意:  

 この青 5 による「進路の横断」に於いて，白 12 は正当な位置を占めるために青 5 の「進路をカバー

する」必要はない．これは「進路の重なり」の状況ではないからである．仮にそうだとしても，これ

はボールのないところだから，白 12 は「先にそこに着く」だけでよく，明らかに白 12 は「先にそ

こに着いて」いる． 

 白 12 は常に相手と平行な進路を進み続けることができる．  

 青 5 はこれを「進路の重なり」(次章参照)の状況に変えることが出来るほど白 12 から離れてはいな

い． 

(続く… ) 
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E.5 

進路の横断 (続き ...) 

         

進進路路のの横横断断    OORR  進進路路のの重重ななりり??  
 

1. ボールのあるところ: ボールを持ったプレイヤーに対するディフェンス  
ボールを持ったプレイヤーが方向を変えて平行に進んでいる相手の進路に侵入したが，ディフェンダーに接

触を避けるための時間を与えられるくらい遠くに離れてこの動きを始めれば，これは「進路の横断」という

より「進路の重なり」の状況になる．ボールを持ったプレイヤーは正当に方向を変えたことになる． 
 

 

もしプレイヤーが相手の進路に侵入するために自分のブレーキングに要する距離を超えてプッシュをして方

向を変えなければならないとしたら，これは「進路の横断」ではなく「進路の重なり」の状況である． 
 

 

図 E.4 の例を見て欲しい． 

 

ボールを持った青 6 とディフェンダー赤 4 は車椅子 2 台分離れてほぼ並行に進んでいる．青 6 は方向を変え

て赤 4 の前で進路を横切る新たな直線の進路を取った．青 6 は赤 4 に接触を避けるための時間を与えた．  

たとえ青 6 が相手に近い方の後輪の車軸を赤 4 の前に出す前に方向を変えても，その後に起こるいかなる接

触にも責任があるのは赤 4 である． 
 

根拠:  

 青 6 はこれを「進路の重なり」の状況に出来るくらい赤 4 から十分に離れて方向を変えた．  

 青 6 は赤 4 の進路に侵入する前に新たな直線の進路を取った． 

 青 6 は赤 4 のブレーキングに要する距離の中に入ったが，接触に責任があるのは赤 4 である．  

 赤 4 は「ボールを持ったプレイヤーに対するディフェンス」のルールに従わなければならない． 
 

図 E.4: 青 6 はボールを持っている． 

青 6 は車軸を赤 4 の前に出す前に方向を変

えた． 

 
 

青 6 は赤 4 の進路に向かう新たな直線の進

路を取った． 

 

赤 4 の進路までの距離は青 6 のブレーキン

グに要する距離よりも長い．  
 

青 6 は新たな直線の進路を取ったので，こ

れは「進路の重なり」の状況である． 
 

 
 
 

判定:  

正当なディフェンスをするためには，ディフェンダー赤 4 はボールを持った青 6 の「進路をカバー」するか

青 6 に接触を避けるための時間を与えて正当な位置を占めなければならない． 

参照: IWBF 公式競技規則集 -  33.6.2,  3 

 

解説:  

これは「進路の重なり」の状況である．青 6 は赤 4 の進路と重なった新たな直線の進路を取った． 

 

 青 6 が赤 4 の進路に侵入するところは青 6 のブレーキングに要する距離を超えている． 

 

 もし赤 4 の進路が青 6 のブレーキングに要する距離を超えているために青 6 に止まるための時間があれば，
赤 4 にも接触を避けるための時間があるはずだ．赤 4 は「ボールを持ったプレイヤーに対するディフェン
ス」のルールに従わなければならない． 

 
 

(続く .. ) 
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E.6 

進路の横断 (続き ...) 
 

2. ボールのないところ            図 E.5: どちらのプレイヤーもボールを持っていない 
                                                                                   

図 E.4 と同じ 2 人のプレイヤーの動きを見て

みよう．今回，図 E.5 ではどちらのプレイヤ

ーもボールを持っていない．  
 

相対するプレイヤー青 6 と赤 4 はほぼ並行に

進んでいる．お互いにブレーキングに要する

距離よりも離れている．青 6 が方向を変えて

赤 4 の前で進路を横切る新たな直線の進路を

取った． 
 

青 6 は車軸を赤 4 の前に出す前に方向を変え

た．青 6 が赤 4 の進路に入るためにはブレー

キングに要する距離よりも長くプッシュなけ

ればならないので，赤 4 の進路に入る前に新

たな直線の進路を取った． 

青 6 は赤 4 の進路からブレーキングに要する距離よりも離れて方向を変えたので，赤 4 にも等しく接触を避

けるための時間と可能性が与えられた．これはもう「進路の横断」の状況ではない．青 6 の取った新たな進

路は青 6 とか 4 の進路が「重なった」進路上で交差することを意味する．青 6 と赤 4 がコート上の同じ位置

を占めようとしたときに起こる接触に責任があるのは誰か？ 

判定:  

これはどちらのプレイヤーもボールを持っていない「進路の重なり」の状況であり，どちらのプレイヤーも

正当な位置を占めるためには「先にそこに着く」だけでよい． 参照: IWBF 公式競技規則集 -  33.5.1; 33.5.1 

根拠:  

青 6 はこれを進路の重なりの状況に出来るくらい十分に赤 4 から離れて方向を変えた． 

どちらのプレイヤーも「ボールのないところでの進路の重なり」のルール，すなわち「先にそこに着いたの

は誰か？」に従わなければならない． 

解説:  

 この状況を図 E.3 で一方のプレイヤーが方向を変えるまで 2 人のプレイヤーがとても接近して動いてい

た「進路の横断」の状況と比べてみよう．  

 一方のプレイヤーが方向を変えるときの 2 台の車椅子の間の距離は，図 E.3 と図 E.4 及び E.5 に示され

た状況との重要な違いである．  

 

進進路路のの重重ななりりかからら進進路路のの横横断断へへ  
相手と重なった進路を進んでいるプレイヤーが突然方向を変えて相手の進路を横断したらどんなことが起こ

るだろう？これは車椅子バスケットボールではよく起こることである．  

図 E.6 どちらのプレイヤーもボールを持っていない．  

図 E.6 において，青 6 と赤 4 の進路は重なっ

ている．しかしその後 2 台の車椅子がほぼ並

んだときに，青 6 が方向を変えて赤 4 の進路

を横断した． 

 

判定:  青 6 が方向を変えたとき，状況は「進

路の横断」に変わった．青 6 は「誰が先にそ

こに着いたか？」ではなくて「進路の横断」

の原則に従わなければならない，すなわち青 6 は方向を変える前に後輪の車軸を赤 4 の前に出さなければな

らない．  参照: IWBF 公式競技規則集 -  33.6.2. 

 

 

解説: 上の図 E.6 では，もし青 6 が方向を変えて赤 4 の進路と重なる新たな直線の進路を取り，青 6 がこの方

向転換を車軸が赤 4 の車椅子の前に出る前に行えば，この新しい進路は赤 4 に接触を避けるための時間を与

えなければならない． 

もし青 6 がこのことに成功すれば，新たな「進路の重なり」の状況が生まれ，ボールのないところの原則

「誰が先にそこに着いたか？」が適用される．  
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セセククシショョンン  FF  

  

  

正正面面衝衝突突  
 

11..  ボボーールルののああるるととこころろ  

22..  ボボーールルののなないいととこころろ 
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F.2 
 

正正面面衝衝突突  
 

1. ボールのあるところ  

 

図 F.1      青 6 はボールを持っている． 
動いているディフェンダーはボールを持った

プレイヤーに正面からぶつかってはならない．  
 

図 F.1 では，青 6 と赤 4 はどちらも正面から

ぶつかりそうなコースを進んでいる． 

赤 4 が青 6 のブレーキング･エリアに侵入した．  

   

この状況で正当な位置を占めるためには，赤 4 は次のいずれかをしなければ

ならない． 

(a) 青 6 に接触を避けるための時間を与えて止まるか，  

       … または … 

(b) 接触が起こる前に青 6 の「進路をカバー」して，接触の瞬間静止してい

なければならない．  

 

もし赤 4 が自分の進路を進み続けて青 6 に正面からぶつかれば，たとえ青 6

の進路をカバーしていても赤 4 のプッシングである．  

(参照: IWBF 公式競技規則集 -  33.4 

 

この写真では，前に進んでいる緑 11 は白 12 がボールを持っているので白

11 の正面にぶつかるのを避けなければならない． 

Photo: Courtesy of Wheelchair Basketball Canada and  
Kevin Bogetti-Smith Photography. Used with permission. 

それでは，この接触に関わるプレイヤーの 1 人がボールを持っているかいな

いかによって，正面からの接触の責任がどのように変わるかを，いくつかの

例で見てみよう．   
 

ボールのないところ                   

1. 正面衝突: ルーズ･ボールを追いかけて     

正面衝突に関わるどちらのプレイヤーもボールを持っていないとき，車椅子バスケットボールの審判は双方

のプレイヤーの動きをよく見なければならない(健常者の審判も同様の判定を迫られる)． 

ルーズ･ボールを追いかけているのか？一方のプレイヤーがスクリーンをセットしようとしているのか？ディ

フェンダーが相手の進路をブロックしようとしているのか？これは常に審判にとって難しい判定である．審

判は「プレイを読む」－プレイヤーの動きを観察することによってプレイヤーの意図を理解する－必要があ

る．  

図 F.2                                                                

2 人の相対するプレイヤー赤 4 と青 6 がルーズ･

ボールを取ろうとして反対の方向から速く進ん

で正面からぶつかったが，どちらもボールを取

ることは出来なかった．どちらも車椅子の前部

が接触した．どちらのプレイヤーもボールの保

持を得ることは出来なかった． 

判定: どちらのプレイヤーもボールを取ること
が出来なかったのなら，ノーコールでもいいか

もしれない．  

 

もし両方のプレイヤーに等しくボールを取る可

能性があり，接触が起こったときにどちらのプレイヤーもボールを取ることが出来ず，どちらのプレイヤー

も不正なことをしていないのなら，衝突が激しいものであったとしても，審判はこれをやむを得ない接触(ノ

ーコール)と判定してもよい．                                                                              (続く .. ) 
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F.3 
 

正面衝突 (続き ... ) 
 

この写真ではファウルは起こっていない．どちらのプレイヤ

ーもルーズ･ボールを取ろうとして突進してきた．どちらのプ

レイヤーにも等しくボールを取る可能性がある．両方のプレ

イヤーが同時にボールをつかんだ．お互いの正面にぶつかっ

たときの接触は激しかったかもしれないが，どちらのプレイ

ヤーもファウルを犯してはいない．     

                             
 
 

 

図 F.2 と同様に 2 人の相対するプレイヤーが反対の方向から

進んできている．しかし今回は青 6 がボールを持っている．  

 
 

図 F.3   青 6 はボールを持っている．  

           Photo by Matthew Wells for IWBF. Used by permission. 
 

この場合，図 F.2 と同様の接触が同じように起こった

としても，ディフェンダー赤 4 にファウルが宣せら

れるであろう(図 F.3 参照)．赤 4 は接触が起こったと

きボールを持っていた相手の青 6 に正面からぶつか

った． 

 

判定: もし接触が起これば，これは赤 4 のプッシング． 

 (IWBF 公式競技規則集 参照: Article 33.4) 
 

2. イリーガル･スクリーン – (図 F.4 )  
イリーガル･スクリーンによる正面衝突の状況を検証してみよう． 

図 F.4   イリーガル･スクリーン  

青 6 がボールを持っている．ディフェンダー赤 4 が

相手の青 6 を追いかけようとしていたとき，青 5 が

赤 4 にスクリーンをセットして青 6 をフリーにしよ

うとした． 

 

青 5 が赤 4 の正面に飛び込み，ノーブレーキで赤 4

にぶつかった．双方の車椅子の前部がぶつかった． 

 

判定:  

青 5 のイリーガル･スクリーン． 

正当なスクリーンをセットするためには，青 5 は静

止していなければならない． 

参照: IWBF 公式競技規則集 -  33.8 

 

解説:  ここでは審判はオフェンス側のプレイヤー青 5 の動きに対して判定を下さなければならない．  

もしボールがなければ，これは図 F.2 と同様にどちらのプレイヤーにも非のない単純な正面衝突と見なされ

るかもしれない．ここでの正しい判定は，プレイを正しく読み，オフェンス側のプレイヤー青 5 の意図を見

極める審判の能力にかかっている． 

青 5 はスクリーンしようとしていたのか？この場合は YES である．青 5 はルーズ･ボールを取ろうとしてい
たのか？この場合は NO である． 
 

結結論論  
 

これらの例から最終的に分かることは，ボールのあるところとないところの接触を扱うルールには違いがあ

るということである．オフェンスとディフェンスには，接触に関わったプレイヤーの 1 人がボールを持って

たのかいなかったかによって，正当に位置を占めた相手との接触を避けるための責任に違いがある． 
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    湾湾曲曲ししたた進進路路    
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G.2 
 

湾湾曲曲ししたた進進路路  
 

2 人の相対するプレイヤーが近接して併走しているとき，お互いに接触しながら動き続けていることがある．

両方の車椅子があたかもかみあったかのように湾曲した進路に入っていくことは珍しいことではない． 

 
 

 図 G.1 湾曲した進路 

 図 G.1 に於いて，進路の内側にい

るプレイヤー(青 6)が不利になってい

ることが多い．  
 

このプレイヤーは通常外側にいるプレ

イヤー(赤 4)に押されることによって

湾曲した進路に入らされている． 
 

審判は進路の外側にいるプレイヤー

(赤 4)が自分の外側の車輪を相手の車

椅子に不正に押しつけることによって

進路を湾曲させていないかを判定する

ために注意して見なければならない． 

もしこのようなことが起これば，赤 4

は相手の自分の進路から不正に押し出すことによって不正な利益を得ることになる．この場合，どちらのプ

レイヤーがボールを持っているかは問題ではない． 

 

 湾曲した進路の外側にいるプレイヤー(赤 4)が，あたかも「私がこの接触を引き起こしているのではな

い」とでも言いたげに，両手を車輪から放して両腕を高く上げることがよくある．審判は，赤 4 が車輪から

両手を放す前に，進路を湾曲させるような接触を引き起こしていないかどうか判定しなければならない． 

 

 車輪から両手を放すことによって，赤 4 は自分の車椅子を操作する責任を放棄したことになる． 

       

        参照: IWBF 公式競技規則集 –  33.1; 33.3 

 

 

重要な概念: 
 

両手を車輪から放してしまったプレイヤーは，自分の車椅子を操作し続ける責任を無視し，放棄し

てしまっている．  

 

もしこのプレイヤーが自分の車椅子を操作していないときに正当に位置を占めたプレイヤーと接触

を引き起こせば，その接触の責任はこのプレイヤーにある．これには，相手を湾曲した進路に巻き

込むことや，ショットやパスの後に相手にぶつかることも含まれる． 
 

 
 

筆者注: 

 近年，高いレベルのゲームではこの種の接触を見かけることは尐なくなった．  

この種の接触は経験の未熟なプレイヤーがプレイしているときによく見られるようである．
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セセククシショョンン  HH  

  

ピピヴヴォォッットト 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

赤 4 はピヴォットして青 6 の進路の外側から 

青 6 の進路の中に入った 
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H.2 
 

ピピヴヴォォッットト  
 

1. 進路を横切るピヴォット: ボールを持った相手の進路にピヴォットして侵入して静止しているディフェンダ

ーは「進路のカバー」に関するルールに従わなければならない．このディフェンダーは相手に接触を避ける

ための十分な時間を与えない限り接触が起こる前に「進路をカバー」しなければならない． - (図 H.1 参照). 

 

図 H.1   ボールを持ったプレイヤーの進路にピヴォットして侵入する  

 

赤 4 はボールを持った青 6 の進路の外側で静止して

いた．赤 4 はピヴォットして青 6 の進路に入り，青

6 の進路をカバーした． 

赤 4 は青 6 の進路に対して 90 度の角度を取り，ピ

ヴォットの後，静止した． 

青 6 は自分の進路をとり続け、赤 4 にぶつかった． 

 

判定: 青 6 に接触の責任がある(チャージング)． 

                 接触が起こる前に赤 4 は青 6 の「進路をカバー」した． 

                 参照: IWBF 公式競技規則集 -  33.3 

 
 

解説: 

 赤 4 は青 6 と接触を起こす前にピヴォットの動きを完了しなければならない．  

 もし赤 4 が青 6 の進路をカバーした後も青 6 に向かってピヴォットし続けて接触が起これば，赤 4 がその
接触に責任がある．この状況は 図 H.2 に示されている．  

 もしディフェンダーがその場でピヴォットして最初の正当な位置を維持できれば，正当な位置を占め続け
られる．この種のピヴォットは車椅子では難しいが，できないことではない． 
 

 

2. 相手に向かうピヴォット:  ピヴォットしてボールを持った相手の青 6 の「進路をカバー」して静止してい

るディフェンダー赤 4 が青 6 に向かってピヴォットし続けて青 6 と接触した．青 6 に向かって自分の車椅子

フットプリントを出ることによって赤 4 はファウルを犯した．(図 H.2 参照). 
 

図 H.2  直角を超えたピヴォット 
 

青 6 の進路の外側で静止していた赤 4 はボールを

持った青 6 の進路にピヴォットして侵入した． 

 

赤 4 は青 6 の「進路をカバー」した． 

 

その後，赤 4 は青 6 に向かってピヴォットし続け

た． 

 

青 6 が自分の進路を維持しているときに赤 4 はま

だ青 6 に向かってピヴォットし続け，青 6 が赤 4

にぶつかった． 

判定:  

赤 4 が接触に責任がある．赤 4 のプッシング．  

青 6 の「進路をカバー」した後，赤 4 には青 6 に向かって動き続ける権利はない． 

(参照: IWBF 公式競技規則集 -  33.4; 33.3) 
 

 

解説: これは審判にとってきわめて難しい判定になることが多い．  

ピヴォット終了時に，ボールを持ったプレイヤーに明らかに接触を避ける責任がある状況を，それほど変え
ない程度の相手に対するわずか動きは，やむを得ないものと見なされてもよい． 
 

 

(続く ..) 
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H.3 

ピヴォット: (続き … ) 

 

図 H.2 に関する解説  
以下のような場合の判定に注意:  

もし図 H.2 の状況を変えれば，次の条件によって接触の責任が変わるだろう: 

(a) ボールが含まれるか含まれないか 

(b)  どちらがボールを持っているか  
 

ここの状況を見てみよう．              

図 H.3  赤 4 がボールを持っている 

もし図 H.2 における赤 4 がボールを持っていたら，青 6 に

接触の責任がある．  

これはボールを持った赤 4 に対して犯された青 6 のプッ

シングである． 

(参照: IWBF 公式競技規則集 –  33.3) 
 

… あるいは … 

 

1. もしどちらのプレイヤーもボールを持っていなければ 

(図 H.4) 
 

図 H.4: どちらのプレイヤーもボールを持っていない．. 

 赤 4 が青 6 に向かってピヴォットし続けた． 

 

最終的な判定は審判のプレイを読む能力に完全に依存す

る．審判はプレイヤーの意図と接触の影響を理解できな

ければならない．  

 

(参照: IWBF 公式競技規則集 – 33.3; 33.4)   

 
 
 
 

 図 H.4 の状況に於いて，審判は判定を下さなければならないが，次のようないくつかの可能性のある判定が

ある: 
 

(a) もしどちらのプレイヤーもボールを持っていなければ，どちらかのプレイヤーがこの接触に責任がある．

赤 4 にはその場でピヴォットする権利がある． 

 

しかしながらこれは次の 2 つのことに依存する: 

(I) ピヴォットしているときに赤 4 は自分の位置を維持し基本的にその場でピヴォットしたか ． 

(ii) ピヴォットしているときに赤 4 はコート上の新しい位置を占めるために大幅に位置を変えたか．  

            この場合，この新しい位置への動きは「正当な位置取り」に関するルールに従わなければならない．  

(b) 「ノーコール」の可能性もある． 

例えば，両方のプレイヤーは 2 台の車椅子の間に転がっているルーズボールを取ろうとしていたかもしれな

い．どちらかがボールを取る前に接触が起こり，どちらのプレイヤーもボールを取ろうとすること以外には

何もしていないときは，不正なことは何も起こっていない．このケースの接触はきわめて激しいものになる

かもしれないが，それでも結果は「ノーコール」かもしれない． 

(c) もし赤 4 以外の赤チームがボールを持っていたとすれば，これは赤 4 のイリーガル･スクリーンかもしれ

ない． 

スクリーナーは静止していなければならない． 

     (参照: IWBF 公式競技規則集 –  33.8) 

(d) 青 6 のプッシングかもしれない．  

(参照: IWBF 公式競技規則集 –  33.4.6) 

 

解説:  

この状況にはいくつか可能性のある判定があるが，あらゆる可能性を判定するルールがある．審判は個々の
ケースにどのルールを適用すべきかを決定しなければならない． 
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セセククシショョンン  II  

  

  

静静止止ししたた相相手手にに対対すするる    

デディィフフェェンンスス  
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

オーストラリアの Troy Sachs (5)と Brad Ness (15)が 

静止している Patrick Anderson (Canada)をディフェンスしている 
 

Photo: Courtesy of Wheelchair Basketball Canada 
and Kevin Bogetti-Smith Photography. Used with permission. 
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I.2 

 

静静止止ししたた相相手手にに対対すするるデディィフフェェンンスス  
 

ボールを持っているいないにかかわらず，静止した相手をディフェンスするときには，ディフェンダーは接

触しないで可能な限り近くに自分の車椅子を置くことができる． 

ディフェンダーは次の原則を尊重しなければならない: 

 

1. 静止したプレイヤーは自分の車椅子によって占められたコート上の空間に対する権利がある． 

   (参照: IWBF 公式競技規則集 -  33.3) 

2. 「プレイヤーは相手の車椅子の後輪の間に自分の車椅子を置いてはならない」 

    (参照: IWBF 公式競技規則集 -  33.3) 

 

例: 

 

この写真では，緑 15(Brad Ness – オーストラリア)はボー

ルを持って静止している相手の白 12 (Patrick Anderson – 

カナダ)に接触しないで可能な限り近くに位置を占めること

ができる．実際この状況では白 12 がボールを持っている

かいないかは問題ではない．緑 15 はこの位置を占める際

に白 12 に接触してはならない．  

 

白 12 に対して緑 15 がどちらの方向を向いているかは問題

ではない．車椅子バスケットボールではプレイヤーは正当

な位置を占めるために相手と正対する必要はない．この写

真では緑 15 は白 12 に背中を向けて正当なディフェンスの

位置を占めている．彼は彼の車椅子の占めるシリンダーの

ほぼ内側で腕を伸ばしている．  

 

緑 5(Troy Sachs – オーストラリア)も白 12 の車椅子の直後

で正当なディフェンスの位置を占めている． 

                                                                                                                                                   
Photo: Courtesy of Wheelchair Basketball Canada 
and Kevin Bogetti-Smith Photography. Used with permission. 

                     

静止していた相手が新しい位置へ動き始めたらどうなるか? 
 

上の写真の状況では，もし白 12 が新しい位置へ動き，ディフェンダー緑 15 が相手に対して正当な新しい位

置を占め直すために動いたら「動いているプレイヤーに対するディフェンス」に関する原則が適用される．  

             

この原則は相手の白 12 がボールを持っているかどうかによって変わる． 

両方の可能性を見てみよう． 
 

1. もし白 12 がボールを持っていたら        
 

緑 15 は「進路をカバー」するか接触を避けるための時間と距離を与えなければならない． 

緑 15 は正当な位置を維持するために動いてもよい．   (参照: IWBF 公式競技規則集 -  33.3) 

 

2. もし白 12 がボールを持っていなかったら 
 

緑 15 は次のいずれかをしなければならない: 

 

(a) IWBF 公式競技規則集 33.5 の様々な要件を満たしながら，白 12 よりも先に新しい位置に着くか  

  あるいは …  

 (b) 白 12 の進路を横切ろうとして方向を変えるなら，「進路の横断」のルールに従わなければならない． (参
照: IWBF 公式競技規則集 - 33.6)  

 

(続く … ) 
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I.3 

静止した相手  (続き) 
 

実例集: 
 

静止した相手に対する車椅子バスケットボール特有のファウル  
 

例 1. 相手の車椅子の側面を押すことによるホールディング  

 

図 I.1 ホールディング  

どちらのプレイヤーも静止している． 

赤 4 の車椅子は青 6 の車椅子の側面に触れている．  

赤 4 は青 6 が動くのを妨げるために青 6 の車椅子との接触を維持しようとし

て自分の外側の車輪を押している． 

この接触によってどちらのプレイヤーもその場に留まっている． 

判定: 赤 4 のホールディング．  

ホールディングは静止した相手に犯されるファウルである． 

(参照: IWBF 公式競技規則集  33.13 定義- ホールディング) 

解説: もし赤 4 が青 6 を横に押せば，プッシングである．  

(参照: IWBF 公式競技規則集  33.14 定義- プッシング) 

 

2. フットレストによるホールディング  
 

図 I.2   フットレストによるホールディング  
赤 4 は，青 6 が動くのを妨げるために自分のフットレストを静止している相手

の車椅子の側面に押しこんだ．この接触によってどちらのプレイヤーもその場

に留まっている． 
 

判定: 赤 4 のホールディング 

 
 
                                                          
 
                                                  

この写真では，白 7 が赤の側面を押し込んで赤が動くのを

妨げている．  

 

両手を車輪から放しているのは，白 7 が自分の車椅子の操

作を放棄していることを示している．これは白 7 のホール

ディングである． 

                                                                                                                        
Photo by Matthew Wells for IWBF. Used by permission. 

 

3. シューターの車椅子を押してバスケットからそれさせる  

図 I.3  シューターの車椅子を押す r 
青 6 がボールを持っている．青 6 は静止してシュートしよ

うとしている．赤 4 は青 6 のフットレストの側面を押して

青 6 の車椅子をバスケットからそれさせる． 

判定: 赤 4 のプッシング．    
解説 

これは車椅子バスケットボールではよく見られるファウル
である． 

エンドライン上の審判はバスケット近くでのショットの動
作中にボールの行方を追ってしまいコート上で何が起こっ
ているかを無視してこの種の接触を見逃してしまいがちな
ことを意識していなければならない．エンドライン上の審
判は車椅子の高さに目線を落としていなければならない． 

(続く … ) 



 
 

車椅子バスケットボール接触の原則  

 

車椅子バスケットボール接触の原則(2010 年度版)  出典の明らかなものをのぞく全ての文章と図の著作権は © Copyright Ross Dewell, Bateau Bay Australia October 2009 に帰属する．. 

IWBF関連の資料は全て使用許可を得ている．この文書のいかなる部分も著者の許可を得ずして複製･販売･電子記憶媒体へ保存することを禁ずる．翻訳：西村太一 

 
I.4 

 

実例集: 制した相手に対する車椅子バスケットボール特有のファウル (続き) 
 

4. シューターの車椅子を押して後退させる  
 図 I.4   シューターの車椅子を押して後退させる  

青 6 がボールを持っている．青 6 は静止してシュー

トしようとしている．赤 4 が青 6 のフットレストを

前に押して，青 6 がシュートするときに青 6 の車椅

子を後退させる．  

判定: 赤 4 のプッシング   
(参照: IWBF 公式競技規則集 33.14 定義 –プッシング) 

この写真では青のディフェンダーが白のシューターの

フットレストを前に押しこんでいるように見える．も

し審判がディフェンダーはシューターの車椅子を押し

て後退させることによってシューターを不利にしてい

ると判断すれば，これはプッシングである． 

もし，接触が起こったときにボールがリリースされた

直後であっても，審判がシューターはまだバランスを

回復していないと判断すれば，これはショットの動作

中のファウルである． 

       Photo by Matthew Wells for IWBF. Used by permission. 
 

 

解説:   図 I.4   シューターの車椅子を押して後退させる 
 

この種の接触は車椅子バスケットボールではとてもよく見られる．  

審判はこの種の接触を意識する必要がある．ディフェンダーによる接触は軽微なものに見えるかもしれない
が，ショットの動作中に車椅子を後退させられたシューターが被った不利益はしばしば甚大なものである．
これはファイルである．  

エンドライン上の審判がボールやディフェンダーの腕を見上げてしまい，審判の目線の下で起こるディフェ
ンダーフットレストによるシューターのフットレストへの優しいが不正なプッシュを意識していない危険性
がある．この柔らかいが重大な接触を見逃すのは簡単である． 

混み合った制限区域の中でのこのコールをセンターの審判が助ける必要があるかもしれない． 
 

5. 相手の後輪の間を押すことによるホールディング  
 図 I.5:   後輪の間を押すことによるホールディング s  

青 6 は静止している． 

相手の赤 4 が青 6 の後輪の間を押して青

6 が動けないようにしている．. 
判定: 赤 4 のホールディング．   
 

解説: この写真の白のディフェンダーは
ボールを持って静止している緑のプレイ
ヤーの座席の下に背後から自分の車椅子
を押し込んだ．これによって緑のプレイ
ヤーは車椅子を操作することがとても難
しくなった．これは白のプレイヤーによ
るホールディングである．   
 

この種のファウルは多くの車椅子が１つ
か２つのリア･キャスターを付けるようになったので，近
年のゲームではあまり見られなくなった．このことによっ
て相手の車椅子の下に背後から自分の車椅子を押し込むこ
とは難しくなった．しかし，この種の接触はまだ起こっている．Photo by Matthew Wells for IWBF. Used by permission.                                                                                                                       
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J.1 

 

 

セセククシショョンン  JJ  

  
  

ススククリリーーンン 

  

ススククリリーーンン  ––  静静止止ししたた相相手手  

ススククリリーーンン  ––  動動いいてていいるる相相手手 

 
 

 
 

動いている相手に対する青 14 の正当なスクリーン  
 

Photo by Matthew Wells for IWBF. Used by permission. 
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J.2 
 

ススククリリーーンン  
  

定定義義::  ススククリリーーンン 
 

スクリーンとは，相手がコート上の望む位置に到達するのを妨げようとして，相手の近くの静止した位置に

自分の車椅子を置くオフェンス側のプレイヤーの行為である． 
 

健常者のバスケットボールに於いては，スクリーンのルールは，スクリーンがプレイヤーの「視野の内側」

にセットされる場合と「視野の外側」にセットされる場合によって異なる．以下の議論を理解するには「視

野」という言葉の意味を理解する必要がある．「視野」という言葉は図 J.1 で説明されている． 
 

視野 
 

図 J.1     視野という概念 
スクリーンが「相手の視野の内側」にセッ

トされるか「外側」にセットされるかは車

椅子バスケットボールのスクリーンに関す

るルールでは重要ではない．これは健常者

のバスケットボールに於けるスクリーンの

ルールとは違う． 

健常者のバスケットボールに於いては，青 5

の視野とは青 5 がまっすぐ前を向いたとき

に青 5 に見える範囲によって定義される．

青 5 のほぼ真横にあるものは周辺(側方)視野

によって確認できる． 
 

 

それに対して，車椅子バスケットボールのスクリーンに関するルールは，スクリーンが視野の内側にセット

されるか外側にセットされるかではなく，動いているプレイヤーに対してセットされるスクリーンか，静止

している相手にセットされるスクリーンかだけを問題にする．スクリーンが相手の視野の内側にセットされ

るか外側にセットされるかは車椅子バスケットボールに於いては重要ではない． 
            

11..  静静止止ししてていいるる相相手手にに対対すするるススククリリーーンン  
 

車椅子バスケットボールに於いては，スクリーンは，静止している相手の視野の内側でも外側でも，接触し

ないで可能な限り近くにセットすることができる．  
 

これは健常者のバスケットボールにおけるスクリーンの要件が，スクリーンが相手の視野の内側にセットさ

れるか外側にセットされるかによって変わるのとは違う．  
 

健常者のバスケットボールとの重要な類似点は，車椅子バスケットボールに於いてもスクリーンをセットす

るときスクリーナーの車椅子は静止していなければならないということである．(参照: IWBF 公式競技規則集 

-  33.8) 
 

 

非常に重要な注意点: 
 

1. スクリーナーの車椅子は静止していなければならないという要件にはいくらか説明が必要である．  
 

スクリーナーがスクリーンをセットして静止した後，相手が動いたためにスクリーをセットし直すためにス
クリーナーが動くとき，新しいスクリーンの位置を占める際にスクリーナーはもう一度相手に接触を避ける
ための時間と距離を与えなければならない． 

2. 審判は自分がスクリーンの状況(スクリーンをセットするオフェンス側のプレイヤーは静止していなければ
ならない)を判定しているのか，相対する 2 人のプレイヤーが両方とも動いているディフェンスの状況を判定
しているのかを見極めなければならない．この 2 つの状況を扱うルールは異なる．審判はしばしばボールを

持っていないオフェンス側のプレイヤーが何をしようとしているのかを判定しなければならない．自分がよ

りよい位置を占めようとしているのか(「誰が先にそこに着いたか？」)，ディフェンダーが自分のそばを通り

過ぎるのを妨げようとしているのか？(スクリーンのルール –時間と距離). 
 

  

(続く … ) 
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J.3 

スクリーン (続き … ) 
 

22..  動動いいてていいるる相相手手にに対対すするるススククリリーーンン  
 

車椅子バスケットボールと健常者のバスケットボールの両方に於いて，スクリーナーの最初の要件はスクリ

ーナーは静止していなければならないということである． 

 

車椅子バスケットボールに於いては，スクリーナーは相手に接触を避けるための時間と距離を与えるか，相

手の「進路をカバー」しなければならない．  

 

健常者のバスケットボールに於ける相手の視野の内側または外側にセットされるスクリーンという概念は車

椅子バスケットボールには適用されない．車椅子バスケットボールに於いて考慮するべき唯一の原則は，ス

クリーンされるプレイヤーが動いているか静止しているかということである． 

 

「もしあるプレイヤーがそこに着く時間があれば，相手にも接触を避ける時間があるはずだ」という原則が

ここでは適用される．  

(以下の 解説 参照) 

 

スクリーンが動いている相手に対してセットされるとき，審判は以下の点を考慮しなければならない: 

 

1. スクリーナーは相手に対して正当な位置を占めたか?  

このためには，スクリーナーは「進路をカバー」するか，接触を避けるための時間と距離を与え

なければならない． 

 

2.   もしスクリーナーが相手の正面に向かって進んでいれば，スクリーナーは相手に接触を避けるた

めの時間と距離を与えて止まったか?  

 

 もしスクリーナーがこの要件を満たしていれば，そのスクリーンは正当である． 

(参照: IWBF 公式競技規則集 –  33.8) 

 

しかし，もしプレイヤーB が動いている相手の

プレイヤーA に正当なスクリーンをセットして，

プレイヤーA がブレーキングに要する距離(止ま

ったり方向を変えたりすることによって接触を

避けるために必要な距離)の範囲内で動いても，

スクリーナーであるプレイヤーB は静止してい

なければならない．もしスクリーナーであるプ

レイヤーB がそのスクリーンを動かしてプレイ

ヤーA に対して大幅に位置を変えたら，プレイ

ヤーB はその結果起こるいかなる接触にも責任

があるかもしれない． 

 

この写真では，青 14 は白チームの動いている相

手に正当なスクリーンをセットしている． 

        Photo by Matthew Wells for IWBF. Used by permission. 

解説: 
 

ここで前に述べた一般原則を繰り返すことが適切だろう: 

  

もしプレイヤーB に相手のプレイヤーA の進路の中で 

正当な位置を占める時間があれば，  

相手のプレイヤーA にも等しく 

接触を避ける可能性があるはずだ． 
 

この原則がスクリーンに適用されると，スクリーンされるプレイヤーに接触を避ける時間と距離が与えられ
たときに正当なスクリーンがセットされたことになる． 
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K.1 
 

 

セセククシショョンン  KK  

  

  

  シショョッットトのの動動作作 
 

 

ショットの動作はいつ始まるか? 
 

ショットの動作はいつ終わるか? 

 

 

 
 

パトリック・アンダーソン (カナダ) 

 車椅子「スカイフック」 
 

Photo: Courtesy of Wheelchair Basketball Canada  
and Kevin Bogetti-Smith Photography. Used with permission. 
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K.2 

 

シショョッットトのの動動作作  
  

11..  ププレレイイヤヤーーははいいつつシショョッットトのの動動作作中中だだとと考考ええらられれるるかか?? 
 

ショットの動作が始まるのは，プレイヤーがゴールに向かってシュートしようとして習慣的にボールをリリ

ースするための動きを始めたときである．次の時，プレイヤーはショットの動作中であると考えられてもよ

い:  

(a) ボールを片手または両手に持ち，片腕または両腕を十分にまたは半ば伸ばして，ボールをシュートす

るための準備として手首をコックしている 

                     … あるいは … 

(b) ボールを片手または両手に持ち，バスケットの方向にボールをすくい上げる動きを始めている． 

 

ボールを持ったプレイヤーの腕がディフェンダーに押さえられてボールをシュートできないとき，そのプレ

イヤーの腕が古典的なショットの姿勢でなくてもそのプレイヤーはシュートしようとしているかもしれない．   

(参照: IWBF 公式競技規則集 -  15.1; 15.2; 15.3) 

 

車椅子バスケットボールに於いても健常者のバスケットボールに於いてもシュートするためにボールを持つ

ことはショットの動作の始まりと見なされる．以下の連続写真を見ればこのことがよく分かる． 

 Original photos by Matthew Wells for IWBF. Used by permission.  
           

 

1. 白 8 はシュートするためにボールを持った．シ

ョットの動作が始まった． 

 

2. 白 8 はバックボードに向かってボールを投げる

ために腕を伸ばしてショットの動作を続けている． 

 

この写真(左)はショットの動作中の白 4(Dave Durepos – カナダ)を示し

ている．  

彼は両手でボールを持って、バスケットを見ている．  

 

もしこの位置で彼がディフェンスに接触されたら，ファウルが宣せら

れ，そのファウルの罰則を決める際にファウルされたプレイヤー(白 4)

はショットの動作中であったと考えられるべきである． 

 
              

 
Photo: Courtesy of Wheelchair Basketball Canada 
and Kevin Bogetti-Smith Photography. Used with permission. 

                            

                                                                                       (続く .. )
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K.3 
ショットの動作 (続き …) 

 

質問: 彼はシュートしようとしているのかパスしようとしているのか? 

 

ファウルを宣する審判は時々ボールを持ったプレイヤーがシュ

ートしようとしているのかパスしようとしているのか迷うこと

がある．このような状況でファウルによってボールを持ったプ

レイヤーからシュートする機会が奪われれば，審判はボールを

持ったプレイヤーに疑惑の利益を与え，そのファウルはフリー

スローで罰せられるべきである． 

このカナダのプレイヤーChris Stoutenburg はバスケットを見て

ショットの姿勢でボールを持っているがまだパスもできる．も

し彼がこの状況でファウルをされたら，その接触はショットの

動作中のファウルと見なされるべきである．疑惑の利益がボー

ルを持ったプレイヤーに与えられるべきである． 

2005 年 FIBA は健常者のバスケットボールに於いてレイアップ

を始めるためにプレイヤーがボールを持ったときに ショットの

動作が始まることを強調した．シュートするためにボールを持

つことは車椅子バスケットボールに於いてもショットの動作始

まりを意味する．レイアップをするためにボールを持った車椅

子バスケットボールのプレイヤーはショットの動作中と見なさ

れる． 
 

- 次段落参照 – コート上の位置とシュートする機会 

 
Photo: Courtesy of Wheelchair Basketball Canada and 
Kevin Bogetti-Smith Photography. Used with permission. 
 

車椅子バスケットボールに於いては，相手チームのバスケットにボールをタップしているオフェンス側のリバウン

ダーもショットの動作中であると見なされる． 

 

コート上の位置とシュートする機会 
プレイヤーのコート上の位置は審判がそのプレイヤーがショットの動作中であるかないかを判定する上での

とても重大な条件である．ディフェンス･リバウンドを取りピヴォットしたプレイヤーがコート前方を向いて

手首をコックしたショットの姿勢でボールを持ったとしても，それが時限終了間際の数秒間でなければシュ

ートしようとしているとは思われない．  

 

プレイヤーが実際にはバスケットに向かってボールを押し出し始めていなくても，ショットの動作中である

と見なされることもある．例えば，プレイヤーがシュートするためにボールを持ってバスケットまでの最後

の数メートルを進んでいて，審判の判断で，シュートする準備が整っていることがある．もしこの状況でフ

ァウルをされれば，審判は通常 2 ショットを与えるべきだろう．審判はコート上の位置及びショットが最も

起こりうるプレイであるという判断を下すためにプレイを読む必要がある． 

 

以下の 2 つのショットの状況に注意  
 

 状況 1: オフェンス側のプレイヤー赤 5 はバスケットの真下の制限区域に入ってきてディフェンダー青 7 の伸

ばした手を超えてパスを受けた．赤 5 はボールを受けると同時にバスケットの方向に手をコックし，ボールが

赤 5 の手を離れる前に青 7 に腕をたたかれた．ショットは成功しなかった． 

 判定: 青 7 のファウル．赤 5 に 2 本のフリースローが与えられる． 

 状況 2: 赤 4 がバスケットの真下に入り，ディフェンダー青 7 の伸ばした腕の下を通る腰の高さのパスを受け

た．青 7 は即座に両腕を下げて，赤 4 がシュートするために手を挙げ始めたが，必ずしも古典的なコックした

ショットの姿勢にはなっていないときに，赤 4 と接触した． 
 

 判定:     青 7 のファウル．赤 4 に 2 本のフリースローが与えられる． 

根拠:  腕がバスケットに向かって上がる動きが尐しでも認められればファウルが宣せられるべきだ．いか
なる疑惑の利益もシューターに与えられるべきだ． 

 

(続く .. ) 
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K.4 

ショットの動作 (続き ..) 

例: これはショットの動作か? 
 

車椅子バスケットボールに於いてレイアップによるシ

ョットの動作の始まりはドリブルが終わった後にボー

ルを持つこと(キャッチ)であると考えられる． 

 

この写真では，白 8 はまだボールをバスケットに向か

って押し出してはいないが，ショットの動作中である- 

レイアップをしようとしている-と見なされる．  

白 8 は制限区域に入ろうとしている．彼はボールを持

ってレイアップのために進んでいる．制限区域に入る

ところでボールをつかみ実際のショットに備えている．

目線を挙げてバスケットに集中している．  

白 8 は間違いなくショットの動作中である． 

 

ここでの白 8 に対するいかなるディフェンス側の接触

もショットの動作中のファウルとして罰せられるべき

である． 

 

 

Photo by Matthew Wells for IWBF.  Used by permission.                     

この次の写真も上の写真と同様の状況を示して

いる．白 11 はボールをバスケットに向かって

押し出してはいないが，ショットの動作中であ

る- レイアップをしようとしている-と見なされ

る． 

白 11 は制限区域に入ろうとしており，目線を

挙げてバスケットに集中している．  

彼はボールを持ってレイアップのために進んで

いる．制限区域に入るところでボールをつかみ

実際のショットに備えている．白 11 は間違い

なくショットの動作中である． 

ここでの白 11 に対するいかなるディフェンス

側の接触もショットの動作中のファウルとして

罰せられるべきである． 

 
Photo by Matthew Wells for IWBF. Used by permission.      
 

この写真では，白 15 はまだボールをリリースしてい

ないが，それでも彼女はショットの動作中である．  

 

赤 14 は 2 種類の不正な接触を犯している: 

 

1. プッシング – 重なった進路上での車輪による

車椅子への接触． 
 

2. イリーガル・ユース・オブ・ハンズ – 白 15 の

左腕への接触． 

 

白 15 はシュートしようとしているが，不正な接触に

よってボールのリリースが出来なくなった． 

 

審判はこの接触をショットの動作中の相手に対するフ

ァウルとして罰則を与えるべきである． 
 

Photo: Courtesy of Kevin Bogetti-Smith Photography.  
            Used with permission. 

 

 (続く ...)  
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K.5 
ショットの動作 (続き … ) 

 

22..  シショョッットトのの動動作作ははいいつつ終終わわるるののかか??  
  

車椅子バスケットボールに於いては，ショットの動作はシューターがシュートする動作(フォロースルー)を完

了しバランスを回復するまで続く．  (参照: IWBF 公式競技規則集 - 15.1;15.2;15.3) 

 

もしシューターが，ボールが手から離れてまだバランスを失っているときにファウルされたら，まだショッ

トの動作中であると見なされる． 

 
 

ショットの動作が終わる瞬間はシューターの障害の程度によって変わる．  

 

ショットの動作の終わりに関する判定は健常者のバスケットボールと車椅子バスケットボールとでは異なる．  

 

 健常者のバスケットボールには，ボールがシューターの手を離れても，シュートするためにジャンプ

したプレイヤーが着地するまでショットの動作は続くという概念がある．  

 車椅子バスケットボールに於いてそれに相当する概念は，ボールがシューターの手を離れても，シュ

ーターがバランスを回復するまでショットの動作は続くというものである． 

 

シューターがバランスを回復するまでに必要な時間はシューターの障害の程度によって変わる．   

4.5 点のプレイヤーはボールをリリースしたのとほぼ同時にバランスを回復するかもしれない．しかし，持ち

点の低いプレイヤーはボールをリリースしてからもうしばらくバランスを失ったままかもしれない．すなわ

ち，持ち点の低いプレイヤーは，持ち点の高いプレイヤーに比べて，バランスを回復するのにより長い時間

がかかるということである．  

 

熟練した車椅子バスケットボールの審判は，プレイヤーがいつバランスを回復したのかを見極めることが出

来る．この見極めはショットの動作がいつ終わったのかを判定する上で欠くことが出来ない．  
  

 

解説: バランスの回復 

 

1. 車椅子バスケットボールに於けるフォロースルーの終了を意味するバランスの回復は，健常者の
バスケットボールに於ける同様の状況と大きく違う可能性がある． 

. 

2. ショット後のバランスの回復はプレイヤーの次のような動作によって示されるかもしれない: 

 

(a) ボールのリリース後，自分の身体を支えるために車輪や車椅子の側部をつかむこと． 

 

(b) 腕のフォロースルーを完了して，背筋を真っ直ぐに，またはしっかりとバランスを取って座
ること． 

    

         (c) 自分の身体を支えるためにフロアーに手をつくこと． 

 

         (d) 胸を大腿部に付けて前倒しの状態を選ぶこと  ． 

- 持ち点の低いプレイヤーはこうする傾向がある．  

 

3. 次のことに注意: 

 

(a) プレイヤーがボールをまだバスケットに向かって押し出し始めていなくてもショットの動作
中と考えられる ..… (例:プレイヤーがレイアップをしようとしているとき) …… 

 

… そして … 

 

(b) プレイヤーはショットのボールをリリースしたが，接触が起こったときまだフォロースルー
の途中でバランスを失っていれば，そのプレイヤーはまだショットの動作中であったと見なされ
る． 
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                                                                                   L.1 

 

  
 

セセククシショョンン  LL  

  

  

接接触触のの    

基基本本的的原原則則  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Photo by Matthew Wells for IWBF. Used by permission.  
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L.2 
 

接接触触のの基基本本的的原原則則  
 

接接触触のの基基本本的的原原則則そそのの１１  
  

ボボーールルをを持持っったたププレレイイヤヤーーにに対対すするるデディィフフェェンンスス 
 

ディフェンス側のプレイヤーＡがボールを持った相手のプレイヤーＢの進路の中で正当な位置を占め

ようとするとき，審判は次の原則を考慮しなければならない: 

 

1. どちらのプレイヤーも動いているとき: 
(a) 接触が起こる前にディフェンス側のプレイヤーＡはボールを持ったプレイヤーＢの進路をカバー

したか? 

     .... あるいは ... 

 (b) ボールを持ったプレイヤーＢは接触を避けるための時間と距離を与えられたか? 

判定: もし(a)か(b)のどちらかの答えが YES ならば，ディフェンス側のプレイヤーＡは正当な位置を

占めたことになる． 

2. ボールを持ったプレイヤーが静止しているとき: 
ディフェンス側のプレイヤーＡは，接触しないで，プレイヤーＢの占めた空間を犯すことなく，相手

のプレイヤーＢの可能な限り近くに位置を占めることが出来る． 

接接触触のの基基本本的的原原則則そそのの２２  

ボボーールルをを持持っってていいなないいププレレイイヤヤーーにに対対すするるデディィフフェェンンスス  
ディフェンス側のプレイヤーＡがボールを持っていない相手のプレイヤーＢの前で正当な位置を占め

ようとするとき，審判は次の原則を考慮しなければならない: 

 

1. 両方のプレイヤーが動いているとき: 
プレイヤーＡは相手のプレイヤーＢより先にその位置に着くことによって正当な位置を占めたか? 

判定: もし答えが YES ならば，プレイヤーＡは正当な位置を占めたことになる． 

 

2. ディフェンスされるプレイヤーが静止しているとき: 
プレイヤーＡは，接触しないで，プレイヤーＢの占めた空間を犯すことなく，相手のプレイヤーＢの

可能な限り近くに位置を占めることが出来る． [スクリーンに関するルール-  H.1 参照] 

 

3. 静止していたディフェンスが動くとき: 
もしボールを持たずに動いている相手から車椅子 1 台分以内の距離で静止していたディフェンダーが

突然動くとき，相手に接触を避けるための時間を与えなければならない． 

接接触触のの基基本本原原則則そそのの３３  

スクリーン: 基本的な位置 

スクリーンをセットするプレイヤーは静止していなければならない． 

1. 静止している相手に対するスクリーン 

スクリーナーは接触しないで可能な限り近くのどこにでもスクリーンをセットすることが出来る． 

2. 動いている相手に対するスクリーン 

スクリーナーは次のいずれかをしなければならない: (a) スクリーンされるプレイヤーの「進路をカバ

ー」するか，または …     (b) 相手に接触を避けるための時間と距離を与える． 
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L.3 

 

接触の状況 
 

静止したディフェンスと動いているディフェンス  

- ボールのあるところとボールのないところ 
 
 

ディフェンダーのルール 
 

 
 

 

1. 静止したディフェンダー，ボールのあるところとボールのないところ 

もしプレイヤーＢが，相手のプレイヤーＡの進路のどこにでも，あるいはプレイヤーＡに接触を避ける時間

を与えてプレイヤーＡの近くのどこにでも，静止して位置を占めたら，その結果起こるいかなる接触もプレ

イヤーＡに責任がある． (参照:  IWBF 公式競技規則集 -  33.4) 

2. 動いているディフェンダー対ボールをコントロールしているプレイヤー 

ディフェンダーはボールを持ったプレイヤーの進路をカバーするか，そのプレイヤーに接触を避けるための

時間を与えなければならない．(参照: IWBF 公式競技規則集 -  33.3) 

3. 動いているディフェンダー対ボールをコントロールしていない相手 

動いているディフェンダーＢがボールを持たずに動いている相手のプレイヤーＡの進路のなかに位置を占め

ている．接触が起こったときディフェンダーＢがまだ動いていたら，プレイヤーＢが正当なディフェンスの

位置を占めるためには先にその位置に着かなければならない．  

これはプレイヤーＢはプレイヤーＡの進路のなかに自分の車椅子の一部を入れなければならないことを意味
している．もしこれに成功すれば，プレイヤーＢは正当な位置を占めたことになる．プレイヤーＢは自分が
先に着いたこの位置を占める権利がある．プレイヤーＡはプレイヤーＢとの接触を避けなければならない． 

(参照:  IWBF 公式競技規則集 - 33.5) 

4. ボールをコントロールせずに動いている相手のブレーキング･エリア侵入して静止して

いるディフェンダー 
プレイヤーＢがプレイヤーＡのブレーキング･エリアから車椅子 1 台分以内の位置から動き始めてプレイヤー

Ａのブレーキング･エリアに侵入したのなら，静止しているディフェンダーＢは動いている相手のプレイヤー

Ａに接触を避けるための時間を与えなければならない．どちらのプレイヤーもボールを持っていない． 

(参照:  IWBF 公式競技規則集 - 33.5)  
 

次の原則は審判が接触の責任を判定する上できわめて重要である: 
 

 動いているディフェンダーはボールを持ったプレイヤーに接触を避けるための時間を与えなければなら
ないという要件は，ディフェンダーがコート上で正当な位置を占めたら，満たされたものと見なされる． 

 ボールを持ったプレイヤーの進路をカバーしたディフェンダーは石塔内地を占め、その結果ボールを持
ったプレイヤーに接触を避けるための時間と距離を与えたと見なされる． 

 

ボボーールルをを持持っったたオオフフェェンンスス側側ののププレレイイヤヤーーのの原原則則  
 

 ボールを持ったプレイヤーは常にディフェンスされることを予期していなければならない．  

(参照: IWBF 公式競技規則集 –  33.4.2) 

この原則は健常者のバスケットボールのルールでも同じである． (参照:  FIBA 公式規則集 – 33.4.2) 

 ボールを持ったプレイヤーは，自分の進路の中で正当な位置を占めたディフェンダーを避ける

ために，止まったり方向を変えたり出来るように，常に車椅子の操作を維持していなければな

らない． (参照:  IWBF 公式競技規則集 –  33.4.2) 

解説: もしボールを持ったプレイヤーがショットやパスのために車輪から両手を放したら，自分の車椅子を操
作する能力にリスクをかけたことになる．そのプレイヤーは自分の車椅子を操作するために両手を使う能力
を放棄することを選択した．ボールを持ったプレイヤーはたとえ両手を車輪から放しても自分の車椅子の動
きに責任を持ち続けなければならない． 
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付付録録    
 

補補助助資資料料 

 

このセクションの全ての記事はロス･デュエルの執筆による l 
 

M.2 車椅子の寸法と「進路をカバー」すること 

 

N.1 接触に関する「進路理論」 – 一般原則 

 

O.1 時間と距離 

 

P.1 ディフェンスの状況 – 車椅子バスケットボールに於ける 

ボールを持ったプレイヤーとディフェンダーの責任 

 

Q.1 正当なディフェンス – 止まる必要があるのか? 

 

R.1 意識と接触 

 

S.1 ボールがあるところとボールがないところの接触に関するルールに違いがないのは 

どんなきか? 

 

T.1 IWBF と FIBA の接触に関するルールの違い 

 

U.1 障害と持ち点制度  

 

V.1 熟練した審判はルールだけを知っているのではない 

 

W.1  クイック･クイズ 
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M.2 
 

車椅子の寸法  
 

-  筆者による観察. 

 

私は 1996 年オーストラリア国内車椅子バスケットボールリーグに於いて何台かの車椅子の寸法を記録した． 

 

 たくさんの個性的なデザインの車椅子がある中で，以下の寸法はほぼ平均的な値であった． 

 

 寸法の幅は以下の通り:  

X:  22 - 25 cm 
    Y:  30 - 33 cm 
    Z:  30 - 33 cm 

 

            (X, Y , Z は図 M.1 及び M.2 の中に示された寸法) 

 

 後輪の直径は約 56cm から 66 cm まで (1996 年 当時の IWBF ルール) 

 持ち点の高いプレイヤーがより直径の大きな車輪を使う傾向があった． 

 

 シート幅の平均は 40 cm. 

 

 これはプレイヤーの進路の平均的な幅が，時代とともに車椅子のデザインにどんな変化が起こっても，

一貫してほぼ 40 cm であることを示している  

              
    

図 M.1                                                                                                                                                                                   

 
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  

注意:  X の寸法は車椅子によって異なる． 

この寸法は，かなり古い 3 輪の車椅子で，1 つだけのフロント･キャスターとその周囲に極端に長い

三角形の突起を持った車椅子で最大 30cm に達した．  

 

しかし，フロント･キャスターを 1 つしか持たない車椅子は近年のゲームからは消えてしまった．  

大部分の現代の車椅子は 2 個のフロント･キャスターを持ち，長い突起部分を持つ古い車椅子は滅多

に見かけなくなった．  

現代の車椅子のフロント･プロテクト･バーはきちんと被覆がなされている．       (続く .. )



 
 

車椅子バスケットボール接触の原則  

 

車椅子バスケットボール接触の原則(2010 年度版)  出典の明らかなものをのぞく全ての文章と図の著作権は © Copyright Ross Dewell, Bateau Bay Australia October 2009 に帰属する．. 

IWBF関連の資料は全て使用許可を得ている．この文書のいかなる部分も著者の許可を得ずして複製･販売･電子記憶媒体へ保存することを禁ずる．翻訳：西村太一 

 
M.3 

車椅子の寸法 (続き .. ) 
 

「「進進路路ををカカババーー」」すするるこことと  
「進路をカバー」する際に，相手の進路に前進で入り，自分の後輪の車軸を相手の車椅子の進路に入れない

で「進路をカバー」することが出来る． ( 図 M.2 参照). 

 

車椅子の前部から車軸までの長さ (図 M.1 及び M.2 の X + Y)は，多くの場合車椅子の平均的な幅よりも長い．

このことは，車椅子の前方の突起を有効に延長するために，フロント･プロテクト･バーを三角形状にしてい

る現代の多くの車椅子に於いて，特に当てはまる． 

 

  図 M.2 

 

赤 4 は相手の青 6 の進路に侵入し，青 6 の「進路

をカバー」した．  

 

赤 4 の大輪の車軸は青 6 の進路に入っていない．

赤 4 は正当な位置を占めている． 

(参照: IWBF 公式競技規則集 -  33.4)  

 
 

注意: X, Y 及び Z の寸法は図 M.1 及び図 M.2 に示されている． 

3 つの寸法の中で最も短い X の寸法は平均的な「進路」の幅(シートの幅)よりも短い．        

 

ブレーキングに要する距離とブレーキング･エリア 
「ブレーキングに要する距離」と「ブレーキング･エリア」という言葉は「車椅子バスケットボール接触の原
則」によく登場する．  

 

「ブレーキングに要する距離」とは，動いてい
る車椅子が止まったり方向を変えたりするため
に必要な距離のことである．止まるために必要
な距離はブレーキングの前に車椅子が進んでい
たスピードによって変わる．  

 

「ブレーキング･エリア」とは，動いている車椅子の直前にあるそのプレイヤーの進路の一部分で，その車椅
子が止まるまでに進む部分である．  

 
 

進路の幅は車椅子のシートの両側から引いた平

行線の幅に等しい． 

 
 
 

進路に侵入することとは「ブレーキング･エリア」も含めて相手の進路のどこかに侵入することを意味する． 

進路に侵入することとはより特定的な「ブレーキング･エリアに侵入すること」とは違う．  

ブレーキング･エリアに侵入することとは，動いているプレイヤーはそのブレーキング･エリアに侵入した相

手との接触なしに止まることは出来ないという定義に基づいて規定される． 

 

車椅子バスケットボールの「ブレーキングに要する距離」と，健常者のバスケットボールに於いて空中にい

るプレイヤーには着地する空間が与えられなければならないという概念には相関関係がある．健常者のバス

ケットボールに於いては，プレイヤーが空中にいるときは誰も着地点に入ることは出来ない．この概念には

2 つの理由がある．1 つはこの競技の物理的な要因の制御を維持することであり，もう 1 つは安全に対する配

慮である． 

通常のプレイの一部として車椅子がフロアーから離れることはないので，健常者のバスケットボールに於い

て空中にいるプレイヤーが安全に着地する空間を必要とするという安全に対する配慮は，車椅子バスケット

ボールに於いては，それほど問題にはならないように思われる．                                   

(続く .. ) 
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M.4 
 

ブレーキングに要する距離とブレーキング･エリア (続き .. ) 
 

しかし，不正な位置取りによって 2 台の車椅子が激しく衝突したためにプレイヤーが負傷することはあり得

る．従って車椅子バスケットボールのルールは空中にいるプレイヤーの位置を配慮する必要はないが，車椅

子の正当な位置取りや不正な位置取りに関するルールを規定するには，車椅子が安全に止まるために必要な

時間は重要な要因でなければならない． 

 

競技の物理的な要因の制御を維持するという概念は確かに車椅子バスケットボールにも存在する．「ブレー

キングに要する距離」は車椅子バスケットボールに於ける「着地のための空間」である．車椅子バスケット

ボールのプレイヤーはブレーキングに手を使うので，動いている車椅子を止めるために両手で車輪を持つた

めに必要な時間と，この間に車椅子が進む距離は，「ブレーキングに要する距離」を規定する上で重要な要

因である．  

 

健常者のバスケットボールと同様に，車椅子バスケットボールに於いても，ボールを持ったプレイヤーは常

にディフェンスされることを予期していなければならない．ボールを持ったプレイヤーは，正当に位置を占

めた相手との接触を避けるために，自分の車椅子を止めるか方向を変えるための準備を，常にしておかなけ

ればならない． 

 

速く動いている車椅子を止めるためにどれくらいの距離が必要かを規定するために，私はオーストラリアの

国際レベルの 3.5 点プレイヤーを使って，止まるために必要な距離や高速での方向転換のテストを何度も行

った.「車椅子 2 台分の長さ」は，静止している相手との接触を避けるために，高速で動いている車椅子を止

めたり，プレイヤーが方向を変えたりするのに必要な距離以上であった.このことは，健常者のバスケットボ

ールに於いて，速く動いているプレイヤーが接触を避けるために必要な距離が「2 歩」であるという伝統的

な概念とうまく整合するので，幸運な結果であった．私がこのようなテストを 1994 年に行ってから車椅子の

技術革新はこの車椅子を止めるために必要な距離を増やしてはいない．実際には，より軽くなった車椅子に

とっては「車椅子 2 台分」はかなり気前のよい距離である．  

 

「ブレーキングに要する距離」や「ブレーキング･エリア」という概念を理解したら，次は正当なディフェン

スや不正なディフェンスを定義する上でこれらの概念がどのように適用されるのかを理解する必要がある．

ここで私は車椅子バスケットボールの接触に関するルールの詳細を全て議論するつもりはない．私はただ車

椅子バスケットボールの「ブレーキングに要する距離」や「ブレーキング･エリア」という概念と，健常者の

バスケットボールの空中にいるプレイヤーが着地する空間という概念とを比較してみたいだけである．  

 

健常者のバスケットボールに於いては，ボールを持ってジャンプした相手の下に入るディフェンダーは，物

理学と重力の法則によって空中にいるプレイヤーは空中で止まることが出来ない(空中にいるプレイヤーには

着地する空間が必要)ので，接触が起こればファウルを宣せられる．  

 

同様に，物理学と運動の法則によって手を使わずに止まることは出来ないので，ボールを持って動いている

相手に止まるために必要な空間を与えなかった車椅子バスケットボールのプレイヤーにもファウルが宣せら

れる．関係する物理学的な要因は異なるが，健常者のバスケットボールと車椅子バスケットボールの状況と

を比較する基本的要因がある．もし健常者のバスケットボールで空中にいるプレイヤーと動いている車椅子

バスケットボールのプレイヤーが止まるための正当な空間がコート上にあって，それを着地する空間や「ブ

レーキング･エリア」に侵入した相手によって奪われれば，その相手の行為は不正なものである． 

 

相手の「ブレーキング･エリア」に侵入するプレイヤーを含

むもう一つの状況は，いわゆる「車椅子によるトリッピン

グ」である．静止していて，相手の「進路をカバー」せずに，

最後の瞬間にボールを持って速く動いている相手の「ブレー

キング･エリア」に自分の車椅子の前部を押し込むプレイヤ

ーは健，常者のバスケットボールでのトリッピングのような

行為を犯している．ボールを持ったプレイヤーがとても速く

動いていれば，この結果引き起こされる接触は激しいものと

なり，負傷の危険性もある． 

(続く .. ) 
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M.5 
 

ブレーキングに要する距離とブレーキング･エリア (続き .. ) 
 

車椅子バスケットボールのルールは，ディフェンダーにボールを持ったプレイヤーの「進路をカバー」する

ことを求めることによって，このような行為を不正なものとしている．もしディフェンダーにボールを持っ

た相手の進路を横切り，完全にカバーする時間があれば，そのボールを持ったプレイヤーにもディフェンダ

ーとの接触を避けるための時間と距離があるはずだと考えられる．もし進路がカバーされていれば，ディフ

ェンダーは正当な位置を占めたことになる． 

 

ボールのないところでは考え方が違う．車椅子バスケットボールに於いてはボールのないところのプレイヤ

ーが正当な位置を占めるためには，先にその位置に着くだけでよい．正当な位置を占めるために進路をカバ

ーする必要はない．「進路の中に」いるだけで十分である．ボールを持っていない車椅子バスケットボール

のプレイヤーは，方向を変えたり車椅子を止めたりするために，常に自由に両手を使える．ボールを持って

いない車椅子バスケットボールのプレイヤーが，相手のプレイヤーにそのプレイヤーの動きを見て回避的な

行動を取らせることなく，その相手の進路に自分の車椅子を入れることは実際不可能である．唯一の例外は

その相手が背中を進路に向けて後退しているときで，それは確かに起こるがよくあることではない．その場

合も同じルールが適用される．しかし，ボールのないところで静止した位置から相手のブレーキング･エリア

に侵入することは，上記の「車椅子によるトリッピング」というファウルの状況になることがあることを忘

れてはならない． 
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N.1 
 

接接触触にに関関すするる「「進進路路理理論論」」  

一一般般原原則則 

概概観観 
 

「進路理論」は車椅子バスケットボールに於ける接触の責任を明確にした．IWBF 公式競技規則集は「進路理

論」の用語を用いて接触に関するルールを記述している．この理論が車椅子バスケットボールのプレイヤー，

コーチ，ファン，審判にコート上で正当な位置を占めるために必要な要件の正確な定義を初めて提供した．

それはプレイヤーが「正当だ」と見なされる特定の位置を明確に定義した．それは例外のない定義であり，

車椅子のデザインのたゆまぬ進化にも適合する．  

プレイヤーが相手に対して正当な位置を占めたかどうかを決定する第一の要件は 3 つの基本的な状況に分か

れる: 

 

1. ボールを持ったプレイヤーに対するディフェンス 

2. ボールを持っていないプレイヤーに対するディフェンス 

3. スクリーン 

「進路の横断」のような車椅子バスケットボール特有の接触の状況もある．  
 

しかし，車椅子バスケットボールに於ける接触の原則に関するこの議論は，上記の 3 つの基本的状況に限定

される． 

それらを 1 つずつ順番に見ていこう． 

11..  ボボーールルをを持持っったたププレレイイヤヤーーにに対対すするるデディィフフェェンンスス  

 

WBF 公式競技規則集 33.4.2 は次のように規定する: 

ボールを持ったプレイヤーはディフェンスされることを予期し，相手が自分の前で正当な位置を占めた汰時
はいつでも，止まったり方向を変えたりする準備をしていなければならない． 

 

 

IWBF は，ディフェンダーがボールを持ったプレイヤーの近くで正当な位置を占めるためには，どこにいなけ

ればならないかということに関する正確な指針を示した． 

 

これを決定するために審判は次の 2 点を考慮しなければならない:  

1. ディフェンダーは相手の「進路をカバー」しなければならない． 

.... あるいは ... 

2. もしディフェンダーが「進路をカバー」していないのならば，相手に接触を避けるための「時間と距離」

を与える必要がある． 
 

もしディフェンダーが上記の 2 つの点のいずれかによってボールを持ったプレイヤーに対して正当な位置を

占めれば，その結果起こるいかなる接触もボールを持ったプレイヤーに責任がある． 

 

車椅子バスケットボールのルールは，上記の 2 つの要件のいずれかがディフェンダーによって満たされてい

れば，ボールを持ったプレイヤーに決定を下す適切な時間が与えられたと見なされると規定している． ボー

ルを持ったプレイヤーは自分の進路を進み続けるか，ディフェンダーよりも先にその位置に着けることに賭

けるか，接触を避けるためにブレーキをかけるか方向を変えるべきか，決定しなければならない．   

 

 

 

(続く … ) 
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N.2 

接触に関する「進路理論」 - 一般原則  (続き ... ) 

22..  ボボーールルををココンントトロローールルししてていいなないいププレレイイヤヤーーにに対対すするるデディィフフェェンンスス  

(a) 動いているディフェンダー:  

ボールを持っていない相手に対して正当なディフェンスの位置を占めるためには，動いているディフェンダ

ーは「先にそこに着く」必要がある．言い換えれば，どちらもボールを持っていない 2 人の相対するプレイ

ヤーがコート上のある位置に向かって競い合っているときには，その地点に先に着いたプレイヤーにその位

置を占める権利がある．(参照: IWBF 公式競技規則集 –  33.5) 

(b) 静止していて動いている相手のブレーキング･エリアに侵入するディフェンダー 

ボールを持たずに動いている相手のブレーキング･エリアから車椅子 1 台分以内のところで静止していたデ

ィフェンダーが，その相手のブレーキング･エリアに侵入するときには相手に接触を避けるための時間を与

えなければならない．(参照: IWBF 公式競技規則集 –  33.5) 

33..  ススククリリーーンン  

健常者のバスケットボールと同様に，スクリーンをセットする車椅子バスケットボールのプレイヤーは静止

していなければならない． 

正当なスクリーンをセットするためには，スクリーナーは次のいずれかのことをしなければならない: 

(a) スクリーンされる相手の「進路をカバー」する  

(b) 相手に接触を避けるための時間と距離を与える  

44..  デディィフフェェンンススをを予予期期すするる    

 

 ボールを持ったプレイヤーは常にディフェンスされることを予期していなけ

ればならない 

車椅子バスケットボールに於いては，ボールを持ったプレイヤーは常にディフェンスされることを予期して

いなければならない． (参照: IWBF 公式競技規則集 –  33.4.2) 

ボールを持ったプレイヤーは常に正当な泥フェンスとの接触を避ける用意をしていなければならない．これ

は健常者のバスケットボールのボールを持ったプレイヤーと同様である． 

これはボールを持ったプレイヤーを含む接触の責任を決定する上で最も重要な潜在原則である．  

車椅子バスケットボールに於いては，ボールのあるなしに関わらず，もしディフェンダーが正当な位置を占

めたら，進み続けるかその位置に先に着けることに賭けるか，接触を避けるべきか，相手にも決定を下すた

めの時間があったと見なされる． 

このことは健常者のバスケットボールと同様である． 

車椅子バスケットボールに於いて動いているオフェンス側のプレイヤーはディフェンダーが自分に接触を避

けるための時間をほとんど与えずに非常に素早く正当な位置を占めたことを見つけることがある．(同じこと

は健常者のバスケットボールでも起こりうる．) 同じことはスクリーンに出会ったディフェンダーにも当ては

まる．ボールのあるなしに関わらず，正当な位置を占めた相手との接触を避けるために，全てのプレイヤー

は常に自分の車椅子の操作を維持しなければならない．相手を見損なうことや，非常に素早く正当な位置を

占めた相手を避け損なうことは接触の言い訳にはならない． 

特に，ボールを持ったプレイヤーはパスやシュートをするために両手を車輪から放すことは止まったり方向

を変えたりする能力をリスクにかけることを忘れてはならない． 

 

(続く .. ) 
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N.3 

接触に関する進路理論 – 一般原則  (続き ... ) 

55..  誰誰がが先先ににそそここにに着着いいたたかか??    

いくつかの例 
健常者のバスケットボールに於いては，ボールを持った相手の前で正当な位置を占めたディフェンダーは通

常その相手と正対していなければならない．これは車椅子バスケットボールには当てはまらない．車椅子バ

スケットボールのディフェンダーは正当な位置を占めるだけでよい．ディフェンダーがどちらを向いている

かは重要ではない． 

車椅子バスケットボールに於いて「誰が先にそこに着いたか」を決めることは，接触に関する「進路理論」

に含まれる原則がきわめて簡単なので，比較的簡単な判定となった． 

どちらのプレイヤーもボールを持っている 2 つの例を見てみよう． 

例 1 

ディフェンダー赤 4 は，ボールを持って同じ位置を求めて動いている相手の前に入ろうとしている．もし両

方のプレイヤーがコート上の同じ位置を占めようとしているときに接触が起これば，審判はディフェンダー

赤 4 が相手の青 7 の「進路をカバー」したか，赤 4 が青 7 に接触を避けるための時間と距離を与えたかを判

定しなければならない． 

 もし赤 4 が青 7 の「進路をカバー」していたら，赤 4 は正当であり，接触に責任があるのは青 7 である． 

 もし赤 4 が青 7 の「進路をカバー」しなかったが，青 7 に接触を避けるための時間と距離を与えていれ

ば，接触に責任があるのは青 7 である．  

 もし赤 4 が青 7 の「進路をカバー」せず，青 7 に接触を避けるための時間と距離も与えていなければ，

接触に責任があるのは赤 4 である． 

しかし，赤 4 がひとたび「進路をカバー」したからと言って，青 7 に向かって動き続け、その正面にぶつか

る権利はない．赤 4 は青 7 の進路を横切るか，青 7 の進路の中で青 7 から遠ざかることによって，青 7 の前

で自分の位置を占め続けることは出来る（健常者のバスケットボールと同様）もし赤 4 が青 7 の進路をカバ

ーした後，自分の車椅子の後部だけをその進路の中に残してその進路の反対側から出ても，青 7 は動き続け

て赤 4 の車椅子の後部に接触することは出来ない．赤 4 は引き続きコート上の位置を占め続け，そこで青 7

が赤 4 にぶつかった．赤 4 は正当である． 

例 2 (図 N.1) 

赤 4 と青 6 はどちらもボールを持たずにコート上を高速で進んでいる．2 人の進路は重なっている．もう一

人のプレイヤー青 10 がボールを持っている．青 6 がパスをもらおうとして制限区域に入る．青 10 は青 6 に

パスしようとする．青 6 がパスをキャッチする前に赤 4 が青 6 の側面にぶつかった．  

この接触に責任があるのは誰か? 

図 N.1  

 

青 10 は青 6 にボールをパスしようとした．   

赤 4 が青 6 の側面にぶつかった． 

 

判定:  赤 4 のプッシング 

(参照: IWBF 公式競技規則集 - 33.5) 

 

 

 

                                    

                         (続く .. ) 
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O.1 
 

時時間間とと距距離離  
車椅子バスケットボールと健常者のバスケットボールの「時間と距離」の概念には相互関連がある．  

 健常者のバスケットボールは，プレイヤーが動いている速度に応じて，プレイヤーが止まるために１

歩か２歩が必要であることを認めている． 

 車椅子バスケットボールは，プレイヤーが動いている速度に応じて，プレイヤーが止まるために車椅

子１台分から２台分の距離が必要であることを認めている． 

ボボーールルをを持持っったたププレレイイヤヤーーにに対対すするるデディィフフェェンンスス  

車椅子バスケットボールに於いては，ディフェンダーがボールを持ったプレイヤーの「進路をカバー」せず

にそのプレイヤーの「進路の中で」止まるとき，審判が判定を行う上で「時間と距離」が重要な要因となる．

この状況では，ディフェンダーがボールを持ったプレイヤーに止まるか接触を避けるための時間と距離を与

えたかどうかを判定するのは審判にかかっている．一般的な指針としては，接触を避けるためにはボールを

持ったプレイヤーに，その車椅子の速度によって，最大車椅子１台分から２台分の距離を与えなければなら

ない．もしボールを持ったプレイヤーが比較的ゆっくりと動いていれば，車椅子約１台分の距離で十分だろ

う．もしそのプレイヤーが比較的速く動いていても，車椅子２台分以上の距離は必要ではないだろう． 

1999 年にオーストラリアでロス･デュエルが行ったテストによれば，速く動いているプレイヤーが静止した

相手を避けるために方向を変えるには車椅子 1 台分から２台分の距離は十分以上であることが分かった． 

プレイヤーが相手の「進路をカバー」したとき，時間と距離に関する審判の判定はすでになされている．も

しボールを持ったプレイヤーの進路がカバーされたら，そのディフェンダーの位置は正当であり，ボールを

持ったプレイヤーは接触を避けなければならない．  

もし進路がカバーされていなければ，そのときだけ，審判はディフェンダーがボールを持ったプレイヤーに

接触を避ける時間と距離を与えたかどうかを判定する必要がある．  

進進路路ををカカババーーすするるこことと  

相手の「進路をカバー」することとは，車椅子がその相手の進路の一方の端からもう一方の端までを横切る

ように自分の車椅子を置くことである． 

プレイヤーの進路は，シートの両側からそのプレイヤーが進んでいる方向に引いた２本の平行線によって定

義される． 

まとめ:  動いている相手 – 時間と距離 

1. ボールを持ったプレイヤーに対するディフェンスとスクリーン 
 

車椅子バスケットボールではボールを持って動いている相手の進路に侵入するディフェンダーや，動いてい

る相手にスクリーンをセットするプレイヤーに，次のような要件を規定している． 

 そのプレイヤーは相手(ボールを持ったプレイヤーまたはスクリーンされる相手)の「進路をカバー」しな

ければならない．                … あるいは… 

 もし「進路をカバー」しなければ，相手の進路の中で相手のブレーキングに要する距離を超えたところに

止まることによって，相手に接触を避けるための「時間と距離」を与える必要がある． 

もしこのいずれかを行えば，そのディフェンダーは正当な位置を占めたと見なされ，その後に引き起こされ

る接触はその相手に責任がある． 

2. 動いているディフェンダー対ボールを持っていない相手 

動いているプレイヤーが，ボールを持たずに動いている相手の進路の中で正当な位置を占めるためには，コ

ート上の位置を相手よりも先に占めなければならない．すなわち「先にそこに着く」必要がある．時間や距

離の要件はない．車椅子バスケットボールに於いては，この位置を占めるプレイヤーはどちらの方向を向い

ていてもかまわない． 

3. 静止したディフェンダー対動いている相手(ボールあり，またはボールなし)  
 

ボールを持っている持っていないに関わらず，動いている相手のブレーキング・エリアから車椅子１台分以

内のところで静止していたディフェンダーが，最後の瞬間にその相手のブレーキング･エリアに入ってくると

き，そのプレイヤーは相手に接触を避けるための時間を与えなければならない． 

すなわちその相手の「進路をカバー」しなければならない．  
 

注意: これはプレイヤーがボールを持っていない相手に接触を避けるための時間と距離を与えなければならな

い唯一の状況である． 
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O.2 
 

接触に関する「進路理論」 - 一般原則  (続き ... ) 
 

時時間間とと距距離離  

11..  オオフフェェンンススととデディィフフェェンンススにに等等ししいい時時間間  

「進路理論」は，以前の車椅子バスケットボールの接触に関する理論に比べて，ボールを持ったプレイヤー

を含む接触に責任があるのは誰なのかを審判が判定するのを容易にした． 

もしディフェンダーにボールを持った相手の「進路をカバー」する時間があれば，ボールを持ったプレイヤ

ーにも等しく接触を避ける時間があった，すなわち相手が自分よりも先にその位置を占めるかどうかを判定

し，それに基づいて行動する時間が等しくあった，と見なされる． 

言い換えれば，ボールを持ったプレイヤーが接触を避ける必要があるかどうかを判定する時間は，ディフェ

ンダーがその位置に到達するために必要な時間と同じである．両方のプレイヤーに等しい時間．このことが

次の概念に表現されている: 

「もしディフェンダーにそこに着く時間があれば，オフェンスにも接触を避ける時間が等しくあった」 

あるいは逆に， ……….. 

「もしオフェンスにそこに着く時間があれば，ディフェンスにも接触を避ける時間が等しくあった」 

これは健常者のバスケットボールに於ける「ボールをコントロールしているプレイヤーに対するディフェン

ス」の原則と同じ概念である． 

車椅子バスケットボールに於いては，ディフェンスがボールを持ったプレイヤーの「進路をカバー」すれば，

そのディフェンスは正当である．この場合，接触の責任を判定するのは簡単である．ボールを持ったプレイ

ヤーは正当なディフェンダーとの接触を避けなければならない． 

ボールを持っていないプレイヤーをディフェンスするとき，ディフェンス側のプレイヤーは，両方の進路が

風なっていれば，「先にそこに着く」ことで正当な位置を占めることが出来る．時間と距離の要件はない．

しかしディフェンダーが，動いている相手のブレーキング･エリアから車椅子１台分以内のところで静止して

いて突然動く場合は，時間と距離の要件がある．そのディフェンダーは相手に接触を避けるための時間と距

離を与えなければならない． 

スクリーンの状況では，スクリーナーは相手の「進路をカバー」するか，相手に接触を避けるための時間と

距離を与えなければならない． 

ボールを持ったプレイヤーの進路に直角に侵入し正当に進路をカバーしたプレイヤーはその位置を維持する

ために止まる必要はない．ボールを持ったプレイヤーが方向を変えない限り、ディフェンダーはそのボール

を持ったプレイヤーの進路を横切って進めば正当な位置を維持している．実際，ディフェンダーが「進路を

カバー」すれば，ボールを持ったプレイヤーとの正面衝突さえ避けることが出来れば，どんな角度でその進

路の横切って進み続けてもかまわない．ただしボールを持ったプレイヤーに直接正面からぶつかっていく権

利はない．もしボールを持ったプレイヤーが方向を変えてディフェンダーとの接触を避けるような進路を取

れば，ディフェンダーはボールを持ったプレイヤーの新しい進路の中で新たに正当な位置を占めなければな

らない． 

22..  接接触触をを避避けけるるたためめにに必必要要なな時時間間::車車椅椅子子ババススケケッットトボボーールル対対健健常常者者ののババススケケ

ッットトボボーールル    

車椅子バスケットボールのプレイヤーと健常者のバスケットボールプレイヤーを比較したとき，正当な位置

を占めたり，接触を避けたりするために必要な時間には相関関係がある．健常者のバスケットボールプレイ

ヤーは車椅子バスケットボールのプレイヤーよりもはるかに速く気づかれずに位置を占めることが出来る．

健常者のバスケットボールのディフェンダーは，ボールを持った相手のプレイヤーがチャージングのファウ

ルを犯すより他にはないように，相手の前の位置に正当な位置を占めるために，最後の瞬間に正当に飛び込

むことが出来る． 

健常者のバスケットボールに比べて，車椅子バスケットボールのプレイヤーは，相手の進路への侵入を始め
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るとき，健常者のバスケットボールプレイヤーよりもはるかに長く相手の「視野の中に」いることが多い．

車椅子バスケットボールのプレイヤーは健常者のバスケットボールプレイヤーに比べて望んだ位置に車椅子

を進めるのに時間がかかる．車椅子バスケットボールのプレイヤーは健常者のバスケットボールプレイヤー

のように突然正当な位置へは動けない．従って，論理的には，車椅子バスケットボールのプレイヤーは一般

に，健常者のバスケットボールプレイヤーよりも，自分の進路の中で位置を占めようとする相手をより長く

見て，その相手からより多くの警告を受けることができる． 

以下のような概念は健常者のバスケットボールと同様に車椅子バスケットボールにも当てはまる–すなわち，

もしディフェンスに「そこに着く」(正当な位置を占める)時間があれば，オフェンスにも接触を避ける時間が

等しくある．車椅子バスケットボールのプレイヤーは健常者のバスケットボールプレイヤーのように速く動

けないから，距離が同じであったとしても，実際に必要な時間は車椅子バスケットボールの方がより長くな

る．車椅子バスケットボールの方が同じ距離を進むのに時間がかかるから，相手は何が起こっているのかを

見る時間が長い． 

(続く … ) 
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O.3 
 

接触に関する「進路理論」 - 一般原則  (続き ... ) 
 

33..    時時間間とと距距離離  --  車車椅椅子子ババススケケッットトボボーールルとと健健常常者者ののババススケケッットトボボーールルのの比比較較    

もし健常者のプレイヤーのおおよそのトップスピードと車椅子のプレイヤーのおおよそのトップスピードを

比較すれば，一般的に健常者のプレイヤーの方が車椅子のプレイヤーの約 2 倍のスピードで進むことが出来

ることが分かる．しかし健常者のプレイヤーも車椅子のプレイヤーも接触を避けるために必要な距離はほぼ

同じ(健常者の 1 歩か 2 歩に対して車椅子 1 台分か 2 台分)である．  

従って理論的には，車椅子のプレイヤーは止まるための時間に関しては健常者のプレイヤーの 2 倍必要であ

る．しかし，ボールを持った車椅子のプレイヤーはブレーキングの前にボールを膝の上に置かなければなら

ないので，車椅子のプレイヤーはしなければならないことが 2 倍あるが，それをするための時間も 2 倍ある． 

しかし，車椅子バスケットボールのプレイヤーは健常者のバスケットボールプレイヤーと同程度の意識でプ

レイを予測することが出来る．だから尐なくとも理論上は，接触を避けるために必要な時間と距離に関して

厳しい判断を下すために必要な時間が，車椅子バスケットボールのプレイヤーよりも健常者のバスケットボ

ールプレイヤーの方が短いことが多い．これは健常者のバスケットボールの方が色々なことが速く起こるか

らである．従って論理的には，接触を避けるための時間があるかどうかに関して同様の厳しい判断を下すた

めに必要な時間が，健常者のバスケットボールプレイヤーよりも車椅子バスケットボールのプレイヤーの方

がより多く持っている．そのプレイヤーは自分が下した判断の結果に責任がある．  

 
 

 

   忘れてはいけない: 

 
 

もしプレイヤーB に相手のプレイヤーA の進路の中で 

正当な位置を占める時間があれば，  

相手のプレイヤーA にも接触を避ける時間が等しくある． 
 

参照: IWBF 公式競技規則集 -  33.4.1 

 
 

これは車椅子バスケットボールの接触に関するルールの 

最も重要な基本原則である． 
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P.1 
 

デディィフフェェンンススのの状状況況  
  

ボボーールルをを持持っったたププレレイイヤヤーーのの責責任任とと  

デディィフフェェンンダダーーのの責責任任 
 

「IWBF 車椅子バスケットボール公式競技規則集」はボールを持ったプレイヤーの権利と責任を明確に規定し

ている．それはボールを持ったプレイヤーがディフェンスから予期すべきことに関して明確な指針を提起し

ている．またそれはディフェンスがボールを持ったプレイヤーに対して正当なディフェンスの位置を占める

ためにしなければいけないことに関しても明確な指針を提起している．  
 

ボボーールルをを持持っったたププレレイイヤヤーーのの権権利利とと責責任任  
     ボールを持ったプレイヤーには明確な権利と責任がある．  

 「先にそこに着く」ことでコート上の位置に対する権利が生じる．  

 相手の方が先にそこに着けば接触に対する責任が生じる．ボールを持ったプレイヤーに「接触を避ける

ための時間と距離」を与えるか，ボールを持ったプレイヤーの「進路をカバー」すれば，その相手は正

当な位置を先に占めたと見なされる． 
 

ボボーールルをを持持っったたププレレイイヤヤーーははデディィフフェェンンススをを予予期期しし接接触触をを避避けけるる責責任任ががああるる    
 

 健常者のバスケットボールと同様に，ボールを持ったプレイヤーはディフェンスされることを予期しな

ければならない．ボールを持ったプレイヤーは止まるか方向を変えることによって正当に位置を占めた

ああいてとの接触を避ける用意をしていなければならない．このことは競技規則集に明確に記述されて

いる(参照: IWBF 公式競技規則集 –  33.4.2)． これはとても重要な責任である．ボールを持ったプレイヤ

ーは相手が自分の進路を塞ごうとすることを予期していなければならない．ボールを持ったプレイヤー

は非常に短い時間で回避行動を取る準備をしていなければならない．同じことは健常者のバスケットボ

ールプレイヤーにも当てはまる．実際，車椅子バスケットボールのプレイヤーは健常者のバスケットボ

ールプレイヤーよりも動きが遅いので，車椅子バスケットボールのプレイヤーと健常者のバスケットボ

ールプレイヤーが，自分の進路に侵入してくるディフェンス側のプレイヤーに対して同程度の意識を持

っていたとしても，健常者のバスケットボールプレイヤーよりも車椅子バスケットボールのプレイヤー

の方が接触を避けるための時間をより多く持っている． 

 ボールを持った車椅子バスケットボールのプレイヤーは，手で車輪にブレーキをかけながらボールをコ

ントロールすることが出来ないので，健常者のバスケットボールプレイヤーのように素速く止まること

が出来ない．健常者のバスケットボールプレイヤーは止まることとボールのコントロールが別々に出来

る．にもかかわらず，たとえ難しくても，正当なディフェンスを避けるために突然止まらなければなら

ないことを意識することは，車椅子バスケットボールのプレイヤーの責任である． 

 ボールを持ったプレイヤーには相手によって正当に占められた位置に無理矢理侵入する権利はない．も

しディフェンダーがボールを持ったプレイヤーの進路の中で正当な位置を占めたら，接触を避ける責任

はボールを持ったプレイヤーにある． 
 

ボボーールルをを持持っったたププレレイイヤヤーーはは判判断断をを下下ささななけけれればばななららなないい  
ボールを持ったプレイヤーは自分の進路の中で正当な位置を占めたディフェンダーとの接触を避ける責任が

あるので，ボールを持ったプレイヤーは必要に応じてこの判断を下さなければならないことを意識していな

ければならない．これは，健常者のバスケットボールでボールを持ったプレイヤーが，同じ状況で判定を下

さなければならないのと，全く同じである．もし自分の進路の中でディフェンダーが位置を占めようとして

いるのが見えたら，ボールを持ったプレイヤーはディフェンダーよりも先にその地点に着くことが出来るか

どうか決めなければならない．相手よりも先にそこに着くことに賭けてもいい．それは勝ち目のある賭けか

もしれない．しかし負ける賭けであるかもしれない．判断を下すのはほんの一瞬かもしれない．しかしもし

賭けに負ければ，その判断の結果には責任を負わなければならない．もしディフェンダーの方が「先にそこ

に着い」てボールを持ったプレイヤーの「進路をカバー」して正当な位置を占めれば，その結果起こるいか

なる接触もボールを持ったプレイヤーに責任がある．  

 

(続く … ) 
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P.2 

ディフェンスの状況 (続き ... ) 
 

ディフェンダーが，ボールを持った相手の進路に入り，その「進路をカバー」するには時間がかかる．ディ

フェンダーが自分の進路に入ってくる動きの可能性を意識することはボールを持ったプレイヤーの責任であ

る．この意識はこの競技に必要な技術の 1 つである．ボールを持ったプレイヤーのこの意識が，もしディフ

ェンダーが「先にそこに着いて」ボールを持ったプレイヤーの進路の中で正当な位置を占めたときに，チャ

ージングのファウルを宣せられる可能性を避けるために，行動を取るべきかどうかという判断に影響を与え

る． 

デディィフフェェンンダダーーににもも責責任任ががああるる  

ディフェンダーにもボールを持ったプレイヤーと同様の責任がある．ディフェンダーも同様の判断を下さな

ければならない．ディフェンダーは，ボールを持ったプレイヤーの「進路をカバー」して「先にそこに着

く」ことが出来るか，接触を避けてボールを持ったプレイヤーにその位置を譲るか，ということに賭けなけ

ればならない．ボールを持ったプレイヤーと同様に，ディフェンダーにもこの判断を下す時間はほんの一瞬

しかなく，もし誤った判断を下せばその結果に責任を負うことになる． 

正正当当ななデディィフフェェンンススのの位位置置  
 

ボールを持ったプレイヤーの進路の中で正当なディフェンスの位置を占めるためには，ディフェンダーは次

のいずれかをしなければならない: 

 (a) ボールを持ったプレイヤーの「進路をカバー」する 

   あるいは 

 (b) ボールを持ったプレイヤーに接触を避けるための時間と距離を与える 

もしディフェンダーが上記の条件のいずれかを満たせば，ボールを持ったプレイヤーに接触を避ける責任が

ある． 

注意: 

条件(a)は，ディフェンダーとボールを持ったプレイヤーがコート上の同じ位置を目指してどちらも動いてい
るときに，適用される．その位置に先に着いたものにその位置に対する権利がある．  

ディフェンダーが正当な位置を占めるためには条件(a)を満たさなければならない． 

しかしボールを持ったプレイヤーは先のその位置に着くだけでよい． 

条件(b)は，ボールを持った相手のプレイヤーの「進路をカバー」しないでそのプレイヤーの進路の中で正当
な位置を占めるときに，適用される．  

例えば，ディフェンダー赤 4 はボールを持った相手の青 12 の進路の中で約 10 メートル離れて静止している．
赤 4 は青 12 の進路をカバーしてはいないが，明らかに青 12 には接触を避けるための時間が与えられている．
赤 4 にはコート上の子の正当な位置に対する権利がある．ボールを持った青 12 には接触を避ける第一の責任
がある．. 

ボボーールルをを持持っったたププレレイイヤヤーーがが接接触触をを避避けけるるたためめににははどどれれくくららいいのの空空間間がが必必要要

かか??  
もしディフェンダーがボールを持ったプレイヤーの進路の中で相手の「進路をカバー」しないで止まったら，

ディフェンダーはボールを持ったプレイヤーに，接触を避けるために止まったり方向をかえたりするための

時間と距離を与えなければならない．必要な距離はもっぱらボールを持ったプレイヤーのスピードにかかっ

ている．ゆっくり動いている車椅子は，速く動いている車椅子よりも，止まったり方向を変えたりするため

に必要な空間が小さい．ゆっくり動いているプレイヤーに必要な距離は車椅子約 1 台分(約１ｍ)で，もっと速

く動いているプレイヤーに必要な距離は約車いす２台分(約２ｍ)である．これが審判の判定の基準になる． 

審判は，ボールを持ったプレイヤーが自分の進路の中にディフェンダーが入ってくる可能性を十分意識して

いたかどうかを，判定する必要はない．このディフェンスされる可能性に対する意識はボールを持ったプレ

イヤーの責任である．実際，審判はこの意識を当然のものとし，ボールを持ったプレイヤーが止まったり方

向を変えたりして接触を避けるための空間が与えられていたかどうかだけを判定すればよい． 

注意: 
 

上記の状況では，たとえ進路がカバーされていなくても，ボールを持ったプレイヤーに接触を避ける十分な
時間を与えることで，正当な位置をしめたことになる．  

｢進路理論｣は，ディフェンダーがボールを持ったプレイヤーの｢進路をカバー｣すれば，ディフェンダーは正
当な位置を占めたことになり，その結果起こるいかなる接触もボールを持ったプレイヤーに責任があること
を明記している．進路がカバーされたので，｢時間と距離｣に関する判定は審判に代わってなされたことにな
る． 
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Q.1 
 

正正当当ななデディィフフェェンンスス  ––  止止ままるる必必要要ががああるるののかか??  
ボールを持った相手の｢進路をカバー｣したプレイヤーは正当な位置

を占め続けるために静止していなければならないのか? 
 

プレイヤーが相手の進路の中で正当な位置を占め続けて動いている限り，答えは通常 NO である． 

しかし，静止し続けていなければならないケースが１つある．それは正当なディフェンスの位置を占めよう

としてそのボールを持った相手の正面に向かって動いているときである．その場合は接触が起こる前に止ま

らなければならない．ディフェンダーがボールの持った相手の正面に向かって行って起こった接触の責任は

ディフェンダーにある． 
 

いくつかの例を見てみよう． 
 

質問 1. (図 Q.1 ) 
もしディフェンダー赤４がボールを持った相手の青６の進路を横切って青６の｢進路をカバー｣したら，接触

の瞬間に動き続けていてもまだ正当な位置にいることになるか？ 
 

回答 1:        図 Q.1  青６のチャージンぐ 
 

非常にありふれた以下の条件の下であれば，答え

は YES である． 

赤４が青６の進路を横切って｢進路をカバー｣した

後青６の進路の反対側に進み続ければ，赤４は青

６の進路の中にまだ入っている部分も含めてその

車椅子によって占められたコート上の正当な位置

を占め続けていることになる． 

もし青６が方向を変えずに直線の進路を進み続け

て赤４の車椅子の後部にぶつかれば，その接触の

責任は青６にある． 
 

質問 2. 
赤４はボールを持った相手の青６の進路を横切って青６の｢進路をカバー｣した．  

青６は赤４に接触しそうなことに気付いた．青６は方向を変え，新しい進路を進み始めた．この新しい進路

は赤４が青６の進路を出るときに向かっていた方向と同じ方向にある．  

青６の新しい進路は赤４が正当にカバーしていた自分の古い進路の部分を避けて通る． 

赤４が正当な位置を占め直すためには何をしなければならないか? 
 

回答 2: 

青６は新しい進路を進み続ける権利がある． 

赤４は次のいずれかによって新しい正当な位置を占めなければならない: 

(i) 青６の新しい進路をカバーする  

(ii) 青６の進路の中で青６に接触を避けるための時間と距離を与えるような新しい位置を占める 
 

質問 3. 
相手が自分の進路を横切って自分に正面から近づいてくるのが見えた時，ボールを持ったプレイヤーにはど

んな責任があるか? 
 

回答 3: 

ボールを持ったプレイヤーは，ディフェンダーが自分の進路の中で正当な位置を占めそうかどうか，判断を

下さなければならない．ボールを持ったプレイヤーは，ディフェンダーが占めようとしている位置に自分の

ほうが先に着くことを期待して自分の進路を進み続けるべきか，止まるか方向を変えることによって先に正

当な位置を占めたディフェンダーとの接触を避けるべきか，決定しなければならない． 
 

ボールを持ったプレイヤーは，常にディフェンスされる可能性があるということと，常に正当なディフェン

スとの接触を避ける準備をしていなければならないということを，常に意識していなければならないという

責任がある．  

 (続く … ) 
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Q.2 

止まる必要 (続き ... ) 

 

質問 4. 
ボールを持った相手の進路の中で正当な位置を占めようとして，その相手の正面に向かって進んでいるディ

フェンダーにはどのような責任があるか？ 

 

回答 4: 

ディフェンダーはボールを持った相手の正面に向かって進んで接触を引き起こしてはならない． 

ディフェンダーは次のいずれかによって正当な位置を占めなければならない: 

 

(a) ボールを持った相手はディフェンダーの正面に向かって進んでいるのだから，その相手の「進路をカバ

ー」した後，止まらなければならない．さもなければ..... 

 

(b) (必ずしもボールを持った相手の「進路をカバー」していなくても)その相手の進路の中で位置を占めて，

ボールを持った相手が止まったり方向を変えたりして接触を避けられる時間と距離を与える． 

 

止まったり方向を変えたりするのに必要な距離とは車椅子のスピードによるがおおよそ 1m から 2m である． 

 

質問 5. 
上記の質問のディフェンダーに関するルールと，「スクリーン」をセットしようとするオフェンス側のプレ

イヤーに関するルールは，どのように違うのか？ 

 

回答 5: 

スクリーナーは静止していなければならない． 

スクリーナーは「進路をカバー」するか，接触を避けるための時間と距離を与えなければならない． 

 

 

注意:  
 

1. もしプレイヤーB が相手のプレイヤーA のブレーキングに要する距離の中でスクリーンをセットしたら，
プレイヤーB は静止していなければならない．もしプレイヤーB が動いてプレイヤーA に対して大きく位置
を変えた場合は，プレイヤーB はその結果引き起こされるいかなる接触にも責任がある．  

 

車椅子バスケットボールと健常者のバスケットボールの両方においてスクリーナーの第一要件は，スクリー
ナーは静止していなければならないということである． 

(参照: IWBF 公式競技規則集 -  33.8) 

 
2. スクリーンされたプレイヤーは，正当なスクリーンをセットした相手との接触を避けなければならない． 
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R.1 
 

意意識識とと接接触触  
  

ボボーールルをを持持っったたププレレイイヤヤーーのの責責任任 
車椅子バスケットボールにおいては，ボールを持ったプレイヤーは常にディフェンスされることを予期して

いなければならない．このことは車椅子バスケットボール競技規則に明確に規定されている．(参照: IWBF 公
式競技規則集 -  33.4.2).  

このことは健常者のバスケットボール競技規則にも明確に規定されている．(参照: FIBA 公式競技規則集 -  

33.4.2). 
 

IWBF 公式競技規則集では，33.4.2 は次のように規定している:  ボールを持ったプレイヤーはディフェンスさ

れることを予期して，相手が自分の前で正当なディフェンスの位置を占めたときにはいつでも止まるか方向

を変える準備をしていなければならない． 

従って，ボールを持ったプレイヤーは自分の進路の中で正当な位置を

占めたディフェンダーとの接触を避けるために自分の責任を意識して

いなければならない．ボールを持った車椅子バスケットボールのプレ

イヤーは正当なディフェンスとの接触が避けられるように自分の車椅

子のコントロールを維持しなければならない． 

健常者のバスケットボールにおいては，ボールを持ったプレイヤーの

進路に突然進入して正当な位置を占めたディフェンダーは，自分が位

置を占めたときにボールを持ったプレイヤーが空中にいる場合にその

プレイヤーが着地する場所を空けておくことを除いては，ボールを持

ったプレイヤーに止まるための時間や距離を与える必要はない．健常

者のバスケットボールのルールは，ボールを持ったプレイヤーに止ま

ったり方向を変えたりする必要があることを意識し，必要があればそ

うする準備をしていなければいけないことを求めている．このルール

は，もしディフェンダーに正当な位置を占める時間があれば，ボール

を持ったプレイヤーにも等しく止まる機会があるということを意味し

ている．この原則は車椅子バスケットボールのルールにも確立されて

いる． 

車椅子バスケットボールでも健常者のバスケットボールでも，ボール

を持ったプレイヤーがあまりにも速く動くので，正当なディフェンス

を避けるために止まったり方向を変えたりすることが出来ないことがよくある． このような場合，そのプレ

イヤーはディフェンダーにぶつかったときの接触に対して責任がある．

両方のルールはボールを持ったプレイヤーが接触を避けるために必要

なコントロールの維持という責任を放棄したと見なす． 
 

このブロック/チャージの状況で，車椅子バスケットボールのプレイヤ

ーは健常者のプレイヤーよりも有利な点がいくつかある．車椅子バス

ケットボールでは，健常者のバスケットボールのように，ディフェン

ダーがボールを持ったプレイヤーの視野の外からその進路に不意に突

然進入することは出来ない．車椅子の動きの特性のおかげで，ディフェンダーがボールを持ったプレイヤー

の「進路をカバー」する前からディフェンダーはボールを持ったプレイヤーの視野に入ってくる．ボールを

持った車椅子バスケットボールのプレイヤーは危機的な状況が自分に迫りつつあるという警告をたくさん受

け取る．ディフェンダーが自分の進路の中で正当な位置を占めつつあることを見る時間があり，即座に止ま

ったり方向を変えたりする必要性があることを予期しなければならない． 

ここで意識が必要になる．ボールを持ったプレイヤーはディフェンダーが近づいていることを意識していな

ければならない．ディフェンダーがボールを持ったプレイヤーの進路をカバーすることに成功すれば接触を

避ける必要性が生まれることを意識していなければならない．従ってボールを持ったプレイヤーはコート上

の同じ地点を争っているディフェンダーに勝つことに賭けるか，接触を避けるために止まったり方向を変え

たりするか，決定を下さなければならない．自分で下した決定の結果に対しては責任がある．しかもその決

定を下すための時間は一瞬しかない． 

健常者のバスケットボールプレイヤーが車椅子バスケットボールのプレイヤーのおおよそ 2 倍の早さで動く

ｻﾝﾃﾞｨｰ･ﾌﾞﾗｲｽ 2.5 点プレイヤー   – 

車椅子をｺﾝﾄﾛｰﾙしてパス – 左手は

接触を避ける準備 
 

Photo: Courtesy of Basketball News  
           January 1999   
    Used with permission of the editor 
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ことが出来るという事実を考慮すれば，車椅子バスケットボールのプレイヤーの方が，健常者のバスケット

ボールプレイヤーよりも，接触を避けるための決定を下す必要性を予期する時間が長いということは明白で

ある(車椅子の 100ｍ走の記録は健常者の世界記録のおおよそ 2 倍である)． 

 

接触を避ける必要があるかどうか決定を下さなければならないのはボールを持ったプレイヤーだけではない

ということに気づけばおもしろい．ディフェンダーも同様の決定を下さなければならないからだ．コート上

の同じ地点を争っているディフェンダーに勝つことに賭けてもいいし，ボールを持ったプレイヤーよりも先

にその位置に到達することが出来ないと判断して，接触を避けるために止まったり方向を変えたりしてもよ

い．ボールを持ったプレイヤーと同様に，ディフェンダーも自分の下した決定の結果には責任がある． 

(続く … )
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R.2 
 

意識と接触 (続く ... ) 

 

次の事実に気づくことがとても重要である． 

 

車椅子の制御は通常大輪に片手または両手をかけて行われる．車輪から両方の手を放してショットやパスの

ためにボールを頭上に構えているプレイヤーは，自分の車椅子の制御を維持するという責任を放棄したと見

なされる．これはこのプレイヤーが抱え込むリスクであり，このプレイヤーの車椅子が正当な位置を占めた

相手の車椅子と接触すれば，その責任はこのプレイヤーにある． 

 
                                                                                                                                                                                   

結論 – ボールを持ったプレイヤーの責任 
 

以下の 5 点がボールを持ったプレイヤーの重要な責任である． 

 

1. ボールを持ったプレイヤーは常にディフェンスされることを意識していなければならない． 

2. ボールを持ったプレイヤーは正当なディフェンスを避ける責任を意識していなければならない． 

3. ボールを持ったプレイヤーは正当なディフェンスを避けるために常に車椅子の制御を維持する

責任を意識していなければならない． 

4. ボールを持ったプレイヤーは正当なディフェンスを避けるために急に止まったり方向を変えた

りする必要性があることを常に予期していなければならない． 

5. ボールを持ったプレイヤーは相手がその進路の中で正当な位置を占めれば接触を避けるために

止まったり方向を変えたりするために必要な時間を与えられたと見なされる． 
 

 

 

重要: 
 

もしプレイヤーB に相手のプレイヤーA の進路の中で正当な位置を占める時間があれば，  

相手のプレイヤーA にも接触を避けるチャンスが等しくあった． 
 

 

参照: IWBF 公式競技規則集 -  33.4.1 
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S.1 

ボボーールルががああるるととこころろととボボーールルががなないいととこころろででのの接接触触にに関関すするる

ルルーールルにに違違いいががなないいののははどどんんななととききかか?? 
 

3 種類の主な接触に関するルールが同じという状況が確かに存在する． 
 

3 種類の基本的な接触の状況とは: 

1. ボールを持ったプレイヤーに対するディフェンス 

2. ボールを持っていないプレイヤーに対するディフェンス 

3. スクリーン  
 

接触の責任に関する車椅子バスケットボールのルールは，スクリーンされるプレイヤーとディフェンスされ

るプレイヤーが静止しているときだけ同じである． 
 

このような静止している状況では，スクリーナーもディフェンダーも，接触しなければ，静止した相手のプ

レイヤーの可能な限り近くに位置を占めることが出来る． 
 

従ってこのような静止している状況においてのみ，車椅子バスケットボールではボールのあるところとボー

ルのないところでの接触の責任に違いがない． 
 

しかしスクリーンされるプレイヤーが動いているときはこれら 3 種類の状況には違いがある．また「ボール

を持ったプレイヤーに対するディフェンス」には接触の責任に関して別の基準がある．一般にこの責任とは: 
 

1. ボールを持ったプレイヤーに対するディフェンス 

ディフェンダーは次のいずれかをしなければならない .. 

(a) 進路をカバーする 

(b) 接触を避ける時間と距離を与える 

 2. ボールを持っていないプレイヤーに対するディフェンス  
もし相手が動いていれば審判は「誰が先にそこに着いたか」を判定しなければならない．ディフェンダーは

「進路の横断」に関するルールと動いている相手のブレーキング・エリアに進入する静止したディフェンダ

ーに関するルール(このディフェンダーは相手に接触を避ける時間を与えなければならない)に従わなければな

らない． 

3. スクリーン 
スクリーナーは動いているディフェンダーに接触を避ける時間と距離を与えなければならない． 

スクリーナーは静止していなければならない．そうでなければこれはスクリーンの状況ではない． 

スクリーンは可能な限り静止した相手の近くにセットすることが出来る． 
 

ルルーールルのの違違いいのの例例  ––  正正面面衝衝突突    
 

ボールのあるところとボールのないところの接触に関するルールの違いを明確に説明するありふれた状況が

２つある． 
 

状況 1: 
相対する２人のプレイヤーがルーズボールを取ろうとしてお互いの正面に向かって進んでいる．ボールを取

ろうとして両方のプレイヤーが正面衝突した．衝突が起こったときどちらのプレイヤーもボールを持ってい

なかった． 

どちらのプレイヤーも不正なことはしていないのでこれはノーコールにしてもよい． 

しかし同じ状況で２人のうち一方がボールを持っている状況を見てみよう． 

状況 2: 
同じように２人のプレイヤーが同じように反対の方向から進んできて同じような接触が起こっても，一方の

プレイヤーがディフェンダーでボールを持った相手のプレイヤーに正面衝突すればファウルが宣せられる．

これはディフェンダーのファウルである． 

 

結結論論  
 

ボールのあるところとボールのないところでの接触に関するルールには違いがある．    

(比較参照: IWBF 公式競技規則集  33.5.1 及び 33.4.3) 
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T.1 

 

車車椅椅子子ババススケケッットトボボーールルとと健健常常者者ののババススケケッットトボボーールルのの接接触触

にに関関すするるルルーールルのの違違いい  
 

車椅子バスケットボールと健常者のバスケットボールでは接触に関するルーが似ているところもたくさんあ

るが，重要な違いのあるところもある． 

 

それに加えて，車椅子バスケットボールには「進路の横断」のような車椅子特有の接触の原則もいくつかあ

る． 

 

この章では以下の 3 つの共通の分野についてのみ見ていくことにする． 

 

車椅子バスケットボールも健常者のバスケットボールも接触を以下の 3 つの基本的な状況に分けている． 

すなわち: 

 

1. ボールを持ったプレイヤーに対するディフェンス 

2. ボールを持っていないプレイヤーに対するディフェンス 

3. スクリーン 

 

各々の状況によってルールは異なる．これら 3 つの状況を一つ一つ見ていこう． 

 

11..  ボボーールルをを持持っったたププレレイイヤヤーーにに対対すするるデディィフフェェンンスス  
これはボールがあるところでの接触を扱う． 

 

 

 

 

 

 

ボールを持っ

たプレイヤー

が動いている 
 

 

 

 

 

 

 

 

ボールを持っ

たプレイヤー

が静止 
 

 

 

 

 

車椅子 
 
 進路をカバーするか r 

 

 接触を避けるための時間と距

離を与える 

 

 どちらを向いていてもよい 

 

 

 

 

 

 

 

 

車椅子 
 

接触しないで 

可能な限り近く 

 

 

 

 

 

 

健常者 
 

 先にそこに着く 

 

 時間と距離の要件なし 

 

 

 ボールを持ったプレイヤーに

正対 

 

 

 
 

 
 

健常者 
 

接触しないで 

可能な限り近く 

 
 

 

 

 

(続く …)
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T.2 

 

車椅子バスケットボールと健常者のバスケットボールの接触のルールの違い (続き …) 

 
 

22..  ボボーールルをを持持っってていいなないいププレレイイヤヤーーにに対対すするるデディィフフェェンンスス  
 

これはボールのないところでの接触を扱う 

 
 

 

 

 

静止した相手 
 

 

 

 

 

 

 

車椅子 
 

 接触しないで 

可能な限り近く 

 

 

 

 

 

 

健常者 
 

 接触を避けるための  

時間と距離を与える 

 

 

 

 

 

 

動いている 

相手 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車椅子 
 

 先にそこに着く，しかし … 

 「進路の横断」のルールに従

い …  

 「車椅子によるトリッピン

グ」のルールに従う 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健常者 
 

 接触を避けるための 

時間と距離を与える 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
(続く) 
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T.3 
 

車椅子バスケットボールと健常者のバスケットボールの接触のルールの違い (続き …) 

 

33..  ススククリリーーンン  
 
 スクリーンはオフェンス側のプレイヤーによる行為である． 

 スクリーンに関するルールはボールのないところの接触を扱う – オフェンス側のプレイヤーが相手のデ

ィフェンダーにスクリーンをセットする． 

 
 
 
 
 

 

動いている 

相手 
 

 
 
 
 
 
 

 

車椅子 
 

 スクリーナーは静止していな

ければならない 

 

 接触を避けるための時間と距

離を与える 
 

 

 
 

 

 

健常者 
 
 スクリーナーは静止していな

ければならない  

 

 接触を避けるための時間と距

離を与える 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

静止した相手 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

車椅子 
 

 スクリーナーは静止していな

ければならない  

 

 接触しないで可能な限り近く 

      視野の中でも外でも可 

 
 
 

 

 
 

 

 

健常者 
 
 スクリーナーは静止していな

ければならない 

 

 視野の中では接触しないで 

可能な限り近く 

 

  視野の外では接触を避けるた

めの距離を与える 
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U.1 
 

障障害害ととククララスス分分けけ持持ちち点点  
注意: この章は IWBF クラス分け委員長 Don Perriman の助言を元に編集した． 

         

クラス分け 
 

車椅子バスケットボールのプレイヤーはそれぞれの障害に応じてクラス分けされている．骨折や切断や小児

麻痺のような下肢機能不全が障害の原因となっている． 

 

プレイヤーはそれぞれのバランスや動きの程度に応じてクラス分けされている．車椅子バスケットボールの

プレイヤーの障害は，そのバランスや可動域に影響することによって，それぞれのプレイ能力に影響を与え

る．審判は，接触が起こったときに有利不利が判定できるように，プレイヤーの障害の特性とそれがプレイ

ヤーのバランスに与える影響について一般的な理解をしておかなければならない．  

 

1 点～4 点までの基本的な 4 つのグループがある．プレイヤーは障害と下肢機能のレベルに応じて，このいず

れかのグループにクラス分けされる．あるプレイヤーが正確にあるクラス分けのグループに適応しないこと

がある．このような場合，クラスィファイヤーはそのプレイヤーにあるクラスの点数にさらに半分の持ち点

を与えることがある．これらのプレイヤーには 1．5 点，2．5 点，3．5 点，4．5 点が与えられる．最も障害

の程度が高いプレイヤーは 1．0 点にクラス分けされ，最も障害の程度が低いプレイヤーは 4．5 点にクラス

分けされる． 

 

各チームはコート上にいるプレイヤーのクラス分け持ち点の合計が 14.0 を超えてはならない． 

 

脊髄損傷と腹筋の使用 
 

脊髄損傷のあるプレイヤーは，一般にその損傷部位より下の筋肉の使用を全部または一部失う．そのプレイ

ヤーは，脊髄損傷の部位とその程度によって，両脚及び腹筋の使用も失うことがある． 

 

以下の図(図 U.1) は 1 点～4 点までのクラス分けグループに属するプレイヤーの可動域を示している． 

この図はあくまでもクラス分けの一般的な指針である． 

 

 

図 U.1 

 

この図はプレイヤーが両手でボールをつかんだときの可動域を示している． 

数字はプレイヤーのクラス分け持ち点を表す． 

 
 

 

図は IWBF の許可を受けて使用. 

 

(続く … )
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U.2 

 

傷害とクラス分け持ち点 (続き … ) 
 

ローポイント・プレイヤー (1.0 点 ～ 2.5 点) 
 

1. 肩甲骨の高さでの損傷 
 

肩甲骨の高さ(肋骨最下部周辺の高さ)での脊髄損傷は，そのプレイヤーが腹筋の使用が出来ないことを意味す

る．筋肉機能とバランスの損失はローポイント・プレイヤーにいくつかの影響を与える． 

1 点プレイヤー: 下肢の運動を喪失し，体感の制御をほとんど喪失．その前方及び側方への動きにおけるバラ

ンスは著しく損なわれており，バランスを崩したときには直立姿勢への回帰に両腕の使用が必要．このクラ

スのプレイヤーは接触の状況や通常片手の頭上でのリバウンドで安定を欠く． 

2 点プレイヤー: 通常下肢の運動は喪失しているが，前方へはある程度制御された体幹運動が可能．側方への

制御された運動及び体幹の旋回は不可．プレイヤーは接触の状況では安定性が限られ，衝突の際に姿勢を直

立状態に維持するためには手による支えが必要になることが多い．  

注意: 2．5 点プレイヤーはミッドポイント・プレイヤーと呼ばれることが多い． 
 

この障害はローポイント・プレイヤーのプレイにどのように影響を与えるか? 
 

肩甲骨の高さでの脊髄損傷はプレイヤーの腹筋に障害をもたらす．これはプレイヤーが，バランスを失うこ

となく両手でボールを取るために，車椅子の側方や前方に体を傾ける能力に影響を与える．プレイヤーは一

方の手で車椅子をつかみ，もう一方の手でボールを取ろうとして体を傾け，ボールをキャッチした後自分の

身体を直立姿勢に戻さなければならない．ローポイント・プレイヤーは通常ハイポイント・プレイヤーやミ

ッドポイント・プレイヤーよりもコートでの動きが遅い． 
 

このプレイヤーがシュートしたりパスしたり前方または側方に寄りかかったりすると，ボールを放した後や
ボールに手を伸ばすときに，バランスや直立姿勢を維持するのに苦労する．膝の上に胸から倒れ込んでしま
うこともある． 
 

 審判の判定- ローポイント・プレイヤー 
 ボールに手を伸ばしたり，体を傾けたりしているときに車椅子に接触されたローポイント・プレイヤーは，
その接触がそのプレイヤーのバランスを失わせるために，そのプレイヤーにとって不利になるかもしれない． 
 

この写真はハイポイント・プレイヤーとロー

ポイント・プレイヤーの違いを示す良い例で

ある． 
 

Photo: Courtesy of Wheelchair Basketball Canada and  
Kevin Bogetti-Smith Photography. Used with permission. 
 

左側の黒 11 はローポイント・プレイヤーで

ある．シートがバックレストに向かって鋭く

傾斜している．彼はシートに深く座り込みス

トラップによって固定されている．膝は腰よ

りも高い位置にある．これら全てが彼の安定

性を高めるが，同時に高さも制限する． 
 

これに対して黒 8 はハイポイント・プレイヤ

ーである．彼は車椅子に高く腰掛けている．

シートは傾斜がなく，フロアーをほぼ平行で

ある．直径の大きな車輪を使用しているため，

黒 11 に比べて明らかにフロアーからはるか

により高い位置に座っている． 

ローポイント・プレイヤーである黒 11 の車椅子のセットアップに比べて，黒 8 のシートは車軸からかなり上

にあり，大輪の上端に近い．彼はローポイント・プレイヤーよりもバランスに優れているので，より高くよ

り真直ぐに座ることができる．彼は後方にも側方にも体を傾けることができる．彼は体幹の機能と車椅子を

つかむことなくバランスをとることができる能力のおかげで，車椅子を傾けたり体をひねったり車椅子を旋

回させることができる．ローポイント・プレイヤーにはこのようなことはできない． 
  

黒 11 の車椅子のシートの後端はよりフロアーに近いところにあり，車軸の高さに近い．これが彼をより安定

させバランスを取りやすくしているが，同時に車椅子に深く腰掛けているのでハイポイント・プレイヤーの

ような高さは得られない． 

                                                                                                                                                        (続く …)  
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U.3 

障害とクラス分け持ち点 (続き … ) 

 

2. ミッドポイント・プレイヤー (3.0 点～ 3.5 点) 
 

ミッドポイント・プレイヤーはローポイント・プレイヤーよりも運動やバランスの領域が広い．(注意: 一般

には 2.5 点のプレイヤーがミッドポイント・プレイヤーといわれることが多い．) 

 

3 点プレイヤー: 下肢をいくらか動かすことができ，上体を前方に倒してまた元に戻すことがある程度でき，

旋回もある程度できる．ミッドポイント・プレイヤーは上体の側方への動き対する制御は十分ではないが、

接触の状況ではより安定している．頭上のリバウンドを両手で取ることができる． 

 

障害の程度がミッドポイント・プレイヤーのプレイにどのように影響するか? 
 

3.0 点または 3.5 点のプレイヤーはかなり運動機能に優れ，リバウンドやパス・キャッチ及びその後のバラン

スの回復に伴う困難がより尐ない．3.5 点プレイヤーは 4.0 点や 4.5 点のプレイヤーのように臀部の回転によ

って高速で進んでいる車椅子の方向を換えることもできる．  

 

 審判の判定- ミッドポイント・プレイヤー 
 

同様の接触がローポイント・プレイヤーではファウルになるようなケースでも，パスの状況などでのミッド
ポイント・プレイヤーに対する接触に対して，審判はこれをアドバンテージと見ることができる．しかし持
ち点のいかんにかかわらず，重大な接触があったにもかかわらずプレイを続けてもよいプレイヤーはいない．  

 

ハイポイント・プレイヤー (4.0 点及び 4.5 点) 
 

ハイポイント・プレイヤーは脊髄下部損傷，脚部の完全または部分的切断，あるいはその他の下肢損傷や小

児麻痺のようなその他の疾病による障害を抱えている．  
 

ハイポイント・プレイヤーが脊髄損傷を抱えているときも，それは通常脊髄下部周辺である． 
 

脊髄下部または脚部への障害または損傷は，通常そのプレイヤーが腹筋を使えることを意味する．これはそ

のプレイヤーがバランスに優れていることを意味する． 

 

4 点プレイヤーは通常の体幹の運動ができるが，下肢機能の障害のために両側の側方へ体を傾けることを完

全に制御して行うことはできない．接触やリバウンドの状況で安定しており，前方への運動及び旋回の運動

も正常である． 
 

4.5 点プレイヤーは身体障害のレベルが最も低い．最小限度

の下肢機能不全または脚部切断を持つ．全方向への体幹の

運動が正常であり，重心の外へ体を傾けても非常に安定し

ている． 

この写真の白 12 番(パトリック・アンダーソン–カナダ)は両

脚切断の 4.5 点プレイヤーである． 

この写真では白 12 はドリブルをしながら体を傾けている．

彼はバランスを維持するために車輪をつかまなくても前方

にも側方にも簡単に体を傾けることができる．ハイポイン

ト・プレイヤーにはこれができるが，1 点プレイヤーはバラ

ンスを維持するために車椅子に掴まることなくこのように

体を傾けるのは難しい．  

ハイポイント・プレイヤーは，車輪に手を触れることなく，

臀部を回転させるだけで車椅子の方向を換えることができ

る．このバランスがハイポイント・プレイヤーのローポイ

ント・プレイヤーに対する大きな有利になる．このバラン

スのために，ハイポイント・プレイヤーはローポイント・

プレイヤーには不利になるような小さな衝撃を吸収するこ

とができる．  

(続く …) 

Photo: Courtesy of Wheelchair Basketball Canada and Kevin Bogetti-Smith Photography. Used with permission.                   



 

車椅子バスケットボール接触の原則 

車椅子バスケットボール接触の原則(2010 年度版)  出典の明らかなものをのぞく全ての文章と図の著作権は © Copyright Ross Dewell, Bateau Bay Australia October 2009 に帰属する．. 

IWBF関連の資料は全て使用許可を得ている．この文書のいかなる部分も著者の許可を得ずして複製･販売･電子記憶媒体へ保存することを禁ずる．翻訳：西村太一 

 

U.4 

障害とクラス分け持ち点 (続き … ) 

 

障害の程度がハイポイント・プレイヤーのプレイにどのように影響するか? 
 

この優れたバランスによって，ハイポイント・プレイヤーはミッドポイント・プレイヤーやローポイント・

プレイヤーに対していくつかの点で有利になる:  

 ハイポイント・プレイヤーは，ボールをパスしたりキャッチしたりするために，側方や上方や前方に体

を伸ばすことがより簡単である．上記のクラス分けの解説に述べられているように，体を傾けたり伸ば

したり，直立した姿勢に回復するのが他のプレイヤーよりも容易にできる． 

 ハイポイント・プレイヤーは車椅子により高く座れるように車椅子をセットアップすることができる．

これによりリバウンドでは明らかに有利になる． 

 体を傾けたり伸ばしたりする能力のために，ローポイント・プレイヤーよりも多くの種類のシュートを

することができる． 

 ローポイント・プレイヤーよりもコート上を早く動き回れる．これはハイポイント・プレイヤーが体を

前傾させ，腕だけではなく手と体を使って車輪をより強く回転させることができるからである． 

 臀部を回転させることにより，手で車輪に触れることなく，車椅子を操作してその方向を換えることが

できる．このためボールから手を放す必要がない．このことはローポイント・プレイヤーに対して大き

な有利をもたらす． 

 

優れたバランスのために，ハイポイント・プレイヤーは通常，もっとも大きな車輪と最も高いシートを備え

た規定上最大限の大きさの車椅子を使用できる． 

これらの有利のために，4.0 点と 4.5 点のプレイヤーはリバウンドと得点において他を圧倒することができる． 

 
 審判の判定- ハイポイント・プレイヤー - 有利と不利 

 

ハイポイント・プレイヤーはバランスにより優れ，接触による影響がより尐ないように見えるため，審判は
ハイポイント・プレイヤーに対してより多くの接触が犯されるのを許してしまう危険性がある．同様の接触
がローポイント・プレイヤーやミッドポイント・プレイヤーに起こればファウルが宣せられるような接触の
状況でハイポイント・プレイヤーがパスに成功したようなとき，審判はこれをアドバンテージと見たい誘惑
に駆られる．   

例えばボールのないポストの位置で２人のハイポイント・プレイヤーが激しく争っているとき，そこで起こ
っている接触はより持ち点の低い２人のプレイヤーの間での同様の状況よりも激しいかもしれない．審判は
接触の程度とどちらかのプレイヤーが不正な利益を得ていないかを判定しなければならない．  

ハイポイント・プレイヤーが重大な接触を無視してプレイし続けてはならない．プレイに影響するか不利益
を生じるような接触はプレイヤーの持ち点に関係なく罰せられなければならない．プレイに影響しないよう
な軽い接触はやむを得ないものとみなされてノーコールとしてもよい．シューターの腕への接触は，シュー
ターの持ち点に関係なく，いかなる場合にもファウルを宣せられるべきである． 

ハイポイント・プレイヤーとローポイント・プレイヤーの接触は審判にとって難しい判定になることがある．
２人のハイポイント・プレイヤーの間であればやむを得ないものとみなされる接触でも，同様の接触をハイ
ポイント・プレイヤーがローポイント・プレイヤーに対して起こした場合は判定が異なることもある．同様
に，ローポイント・プレイヤーはハイポイント・プレイヤーに罰せられることなく重大な接触を起こし続け
てはならない．審判は有利不利を決定するために個々の接触の状況を判定しなければならない． 

相手の動きを妨害する権利のあるプレイヤーはいない．そのような接触はファウルでありファウルが宣せら
れなければならない．一般に，プレイヤーが(静止した相手に)ホールディングのファウルや，(動いている相
手に)ブロッキングのファウルを犯しているときは，プレイヤーの持ち点に関係なくアドバンテージを見てよ
いケースはほとんどない．  

小さな接触が軽微なものでプレイに影響しないときは，そのような接触に関してはアドバンテージを見るこ
とができる． 

 

このような状況を一貫して判定するために審判に必要とされることは: 
 

 ｢進路｣理論の十分な技術的知識 y 

 障害とバランスに関する優れた理解  

 プレイを見通せるような良い位置取り  

 プレイヤーの行動と意図に関する正しい理解 (プレイを正しく読むこと )   
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V.1 
  

経験豊富な審判はルールだけを知っているのではない 
 

最近，私は，審判がプレイヤーの障害と持ち点制度を理解していることがどれほど重要か，とたずねられた．

私の返答は，プレイヤーの機能やクラス分けを十分理解することは審判にとって不可欠のことであると思う，

というものであった．接触が起こったときに有利不利を正しく判定できるためには，審判にはその知識が必

要だと私は思う． 
  

プレイヤーのクラス分け持ち点が審判の判定に影響を与える簡単な例を二つ挙げよう． 

  

最初に，4.5 点プレイヤーがディフェンス・リバウンドを取ろうとしているところを想像してほしい．そのと

き 1.0 点プレイヤーがその 4.5 点プレイヤーの車椅子に接触した．4.5 点プレイヤーはバランスがいいので，

その車椅子の接触に苦もなく対処して，バランスを崩すことなくアウトレット・パスを出した．この例では，

この車椅子の接触はこのハイポイント・プレイヤーがボールをプレイする能力に影響を与えなかったので，

審判は笛を吹かずにこのプレイヤーにプレイを続けさせてもよい．この接触は審判の見地においてやむを得

ないものと見なされた． 

  

しかし，1.0 点プレイヤーが同じリバウンドを取って同じ接触を車椅子に受けたと想像してみよう．4.5 点プ

レイヤーの優れたバランスにはほとんど影響を与えなかった程度の接触が，1.0 点プレイヤーがその接触に耐

えて同じようにアウトレット・パスを出す能力に重大な影響を与えるかもしれない．この場合，車椅子への

接触が，1.0 点プレイヤーのバランスに影響を与え，アウトレット・パスを出す能力を制限することによって

その 1.0 プレイヤーに不利益を与えたので，審判はファウルを宣してもよい． 

 

この写真(左)では，白 8(ジョウイ・ジョンソ

ン–カナダ)がオーストラリアに対してオフェ

ンス・リバウンドを取った．ジョンソンは

4.5 点プレイヤーである．  
 

ジョンソンの前にいるのはオーストラリアの

1.0 点プレイヤーブレンダン・ダウラー(緑

14). 彼の隣りにいるのはオーストラリアの

4.5 点プレイヤージャスティン・エヴェソン

(緑 4). 

 

ハイポイント・プレイヤーの白 8 はボールを

高いところでつかみながらバランスを維持し

ており，また同時に車椅子を傾けてしかもバ

ランスもとっている．車椅子を傾けているが

シリンダーを出てはいない．ハイポイント・

プレイヤーならではのプレイである．経験豊

かな審判は自分の前にいるプレイヤーのクラ

ス分け持ち点が即座に分かる． 

 

ローポイント・プレイヤーにはこのような身

体的特徴を獲得することが難しい．実際，

1.0 点プレイヤーにはこのプレイはできない．

もしリバウンドにおいてローポインターの車

椅子がこのように傾けば，審判はその原因を

注意深く見る必要がある． 

 
Photo: Courtesy of Wheelchair Basketball Canada and Kevin Bogetti-Smith Photography.  
Used with permission. 

審判は車椅子のセットアップを見極めなければならない．この写真の 3 人のプレイヤーの車椅子のセットア

ップにおける相対的な高さを見てほしい．ローポイント・プレイヤーである緑 14 と 2 人のハイポイント・プ

レイヤー緑 14 と白 8 のシートの高さは明らかに違う．白 6 と緑 4 のシートは平ら‐フロアーに対して水平で

ある．緑 14 のシートは大きく後方に傾いている．緑 14 はバランスと安定を確保するために傾いたシートに

深く腰掛けている． 
                     

審判はこの違いを見極めなければならない．                        (続く .. ) 
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V.2 
 

経験豊富な審判はルールだけを知っているのではない (続き .. ) 

 

ここにハイポイント・プレイヤーのジョウイ・ジョン

ソン(カナダ-白 8)がリバウンドを取ろうとして車椅子

を傾けているもう１つの素晴らしい例がある．彼は両

手を車輪から放している．彼はより高い位置で両手で

ボールを取るために体を伸ばしながら体重を左側にか

けることによって車椅子を左側に傾けている．このよ

うに正当に車椅子を傾けることによって４輪すべてを

フロアーにつけた状態よりもはるかに高い位置でボー

ルを取ることができる．  
 

白８は 4.5 点プレイヤーの優れたバランスと体幹筋肉

の機能のためにこれをすることができる． 

 

これはローポイント・プレイヤーには真似できない目

を見張るようなプレイである．  

 

審判はこのプレイの特徴とプレイヤーの身体能力を見

極めなければならない． 
 

この状況で起こりうる接触を判定するためには，審判

は次の点を見極めなければならない:  
 

1. リバウンダーの車椅子が傾いているのはリバ

ウンダーの力と優れたバランスのためか?  

        

           それとも  

 

      2. リバウンダーの車椅子は相手に押されていない

か?  

Photo: Courtesy of Wheelchair Basketball Canada and 
Kevin Bogetti-Smith Photography. Used with permission. 
 

審判はこの状況で，リバウンダーの浮き上がった車輪の下を相手が押していないか，注意深く確認しなけれ

ばならない． 

このプレイを判定するためには，審判はこのプレイに対する優れた位置取りと視野を確保すると同時に，障

害やバランスやプレイヤーのクラス分け持ち点を理解しなければならない．この知識は車椅子バスケットボ

ールの審判には欠くことのできないものである． 
 

さらに 2 つの例がある．  

 1. 4.5 点プレイヤーが制限区域の中で 1.0 点のディフェンダーに向かってドライブしているところを想像し

てほしい．4.5 点プレイヤーはディフェンダーを自分に引き付けておいてパスを味方にさばき，味方がそのパ

スを受けて得点した．パスをした後 4.5 点プレイヤーは完全に止まることができず，1.0 点プレイヤーである

相手にぶつかった．接触は穏やかなものに見えたが，その結果その 1.0 点プレイヤーは一時的に胸を膝につ

けて前のめりになった．1.0 点プレイヤーは接触によって不利になったので審判は 4.5 点プレイヤーにファウ

ルを宣するべきである． 

  

2. 1.0 点プレイヤーが同じプレイをしているところを想像してみてほしい．1.0 点プレイヤーは 4.5 点プレイ

ヤーの相手に向かってドライブし，ディフェンダーを自分に引き付けておいて味方にパスを出し，味方が得

点した．パスの後，1.0 点プレイヤーは完全に止まることができす，穏やかな接触を起こして 4.5 点プレイヤ

ーにぶつかった．4.5 点プレイヤーは 1.0 点プレイヤーに比べてバランスに優れているのでこの接触にほとん

ど気づきもしなかった．4.5 点プレイヤーは苦もなく自分の近くで行われるショットにプレッシャーをかける

ためにターンした．この場合審判は 4.5 点プレイヤーが不利にならなかったと判定しプレイを続けさせる．.  

 

上記のどちらの例においても，審判がプレイヤーの障害の程度を理解する能力が，そのコールやノーコール

の持つ意味に大きな影響を与える．同じ種類や程度の接触がハイポイント・プレイヤーとローポイント・プ

レイヤーには異なる影響を与えるというのが現実である．                    (続く ..) 
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V.3 
 

経験豊富な審判はルールだけを知っているのではない (続き .. ) 

 
結論 

1. 不利益はプレイヤーの障害の程度によって変わる．  

2. プレイヤーは，車椅子の速度を落としたり方向を換えたりするために，足の太ももを大輪に押しつけ

ることでブレーキとして使って，不正な利益を得ることがある． 

3. 審判は接触を見て有利不利を判定するときにこのことを意識していなければならない． 

 

プレイヤーを知りクラス分け持ち点を理解する 
 

多くの場合，審判はプレイヤーとそのクラス分け持ち点を知っている．審判のよく知らないプレイヤーがい

る場合は，よく知っている審判がその審判に，そのプレイヤーがハイポイント・プレイヤーかローポイン

ト・プレイヤーか，バランスが良いか悪いかを，目に見える合図で示すことができる．  

 

経験豊富な審判はタップ・オフの前にウォームアップをしているチームを注意深く観察し，ハイポイント・

プレイヤーを確認する．プレイヤーの車椅子の座り方，プレイヤーが車椅子の中で動く様子や車椅子のセッ

トアップを見ただけで経験豊富な審判にはクラス分け持ち点がわかる．例えば，プレイヤーが車椅子に高く

座っているか? プレイヤーが自分の体を車椅子に固定するためにたくさんのストラップを使っているか? プレ

イヤーが車椅子に低く座っているか? 車輪の大きさは最大限か，最大限よりも小さいか? より詳しい情報を得

るためにはスコアシートをチェックすればよい． 

 

ゲームが始まると，経験豊富な審判は個々のプレイヤーの身体能力－プレイヤーがリバウンドを取る時やパ

スを投げるときに側方や後方や前方に体を傾けることができるか?－を意識し始める．このような能力はゲー

ム前のウォームアップ中にも見られるかもしれない．トップレベルの審判はこれらのことを頭の中に登録す

る．これらの指標を見極められるようになるには時間がかかる．この見極めは，しばしば無意識に，本能的

に，自動的に行われる．  

 

経験豊富な審判は，プレイヤーが不正な利益を得るために下肢機能を不正に使用するか，ということにも注

意を払う．  
 

新しい審判は，持ち点制度について自分が学べる事を学び，プレイヤーの障害やバランスについて理解する

ようにしなければならない．これは車椅子バスケットボールの審判にとって欠くことのできない知識である．

この知識なくして車椅子バスケットボールの審判を上手にすることは不可能である．  

 

より経験豊富な審判に話しかけよう．大きな大会に参加した審判に話しかけよう．プレイヤーに話しかけよ

う．身体障害や下肢機能不全や，これがバランスやプレイヤーのクラス分け持ち点にどのように影響するか，

できる限りのことを学ぼう． 
 

個々のプレイヤーのクラス分け持ち点につながる一般的な身体要因を，コート上で観察して見極められるか

見てみよう．ローポイント・プレイヤーとハイポイント・プレイヤーを見分けるためにゲームが始まる前に

スコアシートやクラス分け持ち点カードを見よう． 

  

経験豊富な審判はルールだけを知っているのではない． 
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                                                                           W.1 

ククイイッッククククイイズズ  
  

テテスストトししててみみよようう  
テテスストト制制作作::  22000099 年年 1100 月月  

「接触の原則」をどれくらい理解していますか? 

テストしてみよう． 

以下の質問に正しいか間違いかで答えよう． 

1. 定義上，｢進路の横断｣は｢方向変換｣を含む． 

2. 定義上，スクリーナーは，接触が起こったとき正当であるためには，静止していなければならない． 

3. 正当に｢進路を横断｣するためには，プレイヤーは相手の｢進路をカバー｣しなければならない． 

4. プレイヤーの進路とは，車椅子のシートの外側の端から車椅子の前方に引いた 2 本の平行線によって区

切られる部分のことである． 

5. ボールを持った相手と｢重なった進路｣の上にいるディフェンダーはその相手の進路の中で正当な位置を

占めるためには｢進路をカバー｣するだけでよい． 

6. ボールを持った相手の正面に向かって進んでその｢進路をカバー｣して，まだ動いているディフェンダー

は，接触が起こったとき正当であるために静止している必要はない． 

7. スクリーナーは静止している相手に接触を避けるための空間を与えなければならない． 

8. ボールを持って動いている相手のブレーキング・エリアに侵入するディフェンダーは，その相手に接触

を避けるための時間と空間を与えなければならない． 

9. 車椅子バスケットボールでは，ショットの動作はボールがシューターの手を離れた時に終わる． 

10. ボールのあるところとボールのないところの接触に関するルールは常に同じである． 

11. 進路を横切って後退して｢進路をカバー｣することは正当である． 

12. 動いているプレイヤーが接触を避けるために止まったり方向を換えたりするのに必要な距離は車椅子 2

台分～3 台分である． 

13. ルールはボールを持ったプレイヤーにディフェンスされることを予期しなければならないと求めている． 

14. 正当に｢進路を横断｣するためには，プレイヤーは方向を換えて進路を横断する前に自分のフロントキャ

スターを相手の前に出しておかなければならない． 

15. 動いている相手にセットされるスクリーンは，ディフェンダーに接触を避けるための時間と距離を与え

なければならない． 

16. ボールを持って動いている相手の前に 5 メートル離れて静止しているディフェンダーはその相手に接触

を避けるための時間と距離を与えなければならない． 

17. ボールを持っていない相手と｢重なった進路｣上を動いているディフェンダーは，正当な位置を占めるた

めに｢先にそこに着く｣だけでよい． 

18. プレイヤーが相手の｢進路をカバー｣したら，その相手は接触を避けるための時間を与えられたと見なさ

れる． 

19. ボールを持ってゆっくり動いているプレイヤーが接触を避けるためには，車椅子 1 台分の距離を与えら

れればよい． 

20. ボールを持たずに速く動いている相手のブレーキング・エリアから車椅子 1 台分以内の距離で静止して

いて，突然動き始めるディフェンダーが正当な位置を占めるためには，その相手の｢進路をカバー｣しな

ければならない． 

 

正解   IWBF 公式競技規則集 参照    正解     IWBF 公式競技規則集 参照 

 
1. TRUE 33.6.1 
2. TRUE 33.8.1 
3. FALSE 33.6.2 
4. TRUE 33.3 
5. TRUE 33.4.3 
6. FALSE 33.4.3 
7. FALSE 33.8.1 and 2 
8. TRUE 33.4.1; 33.4.3.3 
9. FALSE 15.1;15.2;15.3 
10. FALSE 33.5. and 33.4 

11. TRUE 33.3       
12. FALSE 33.7       
13. TRUE 33.4.2 
14. FALSE 33.6.2 
15. TRUE 33.8.1 
16. FALSE 33.4        
17. TRUE 33.5.1 
18. TRUE 33.3 
19. TRUE 33.7        
20. TRUE 33.5.3

 

間違えた問題のルールを見てみよう．  

この｢接触の原則｣で接触の状況の説明をチェックしよう． 


