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Abstract
The purpose of this study was to determine whether people with disabilities can use adapted 

sports （AdS） as human service based on the current Japanese legal system. After the ratification 
of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities in 2014, domestic legislation has 
been developed. Individualized support with reasonable accommodations has been provided in 
terms of education and employment. In the field of welfare, amendments to the Comprehensive 
Support Law for Persons with Disabilities and the Child Welfare Law have expanded 
opportunities for individualized care and individualized training for adults and children with 
disabilities. However, AdS developed from sports for people with disabilities and have made 
remarkable progress in educational settings, but in the welfare field they have not yet been 
established as an empowerment approach and are still positioned as a “leisure” activity. AdS is 
reasonably well developed as an empowerment and social participation service.
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１．序論

　地域における障害のある人のスポーツライフに

関する調査によると，週１日以上のスポーツ・レ
クリエーションの実施割合は，2015年時点で若年
層が31.5%，成人が19.2%であり，同時期の成人
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グ，及びこれらの複合トレーニングの影響を検討
するものが多く（Haegele et al., 2015; Lacroix et al., 

2017; Belfiore et al., 2018），AdSはAPAに比べて競
技性，個別性の尊重，及び社会参加の促進が特徴
的である。その背景として，AdSが歴史的に身体
障害とくに脊髄損傷，又は高次脳機能障害のある
成人のQOL向上を目的として発展したこと（Diaz 

et al., 2019），日本では1964年の東京パラリンピッ
ク・ムーブメント，及び1979年の養護学校義務教
育化による体育・スポーツ参加の普及といった障
害児・者の社会参加を目的として展開されたこと

（矢部，2006）が挙げられている。
　AdSは，障害の有無や年齢，性別，技術レベル
の差などに関わらず，誰もが共に種目を楽しむ中
で，個々人の課題に応えていくという個別性を有
し（岩岡，2016），併せて，スポーツの楽しさ，
健康・体力の維持・増進を共有でき，その指導プ
ログラムが幼児や高齢者などの幅広い低体力者に
フィードバックできるという社会包摂的な意義を
有している（矢部，2006）。しかしながら，AdS

をいつでも楽しめるように，対人援助サービスと
して専門職の介在のもとで利用しできる環境は十
分とはいえず，共感性を内容とするユーザビリ
ティに着目した環境整備の必要性が指摘されてい
る（金山，2013）。つまり，スポーツを単なる余
暇として捉えるのか，それとも健康で文化的な生
活における権利として捉えるのかによってアプ
ローチが変わってくる。運動・スポーツにおける
ユーザビリティは，障害のある人にとってルール
や用具の工夫，及び共感性をもった対人援助専門
職の介入によって実現できる社会権領域の課題で
あるとの指摘がある（内海，2015；矢邊，2017）。
　そこで，本稿では，AdSの効果と特徴を整理し
たうえで，AdSを対人援助サービス，福祉サービ
スとして展開していくうえで根拠となりうる障害
法について，現在の具体的施策について法的構造
の検討を行った。

全体の実施率42.5%との格差が指摘された（笹川
スポーツ財団，2016）。この結果を踏まえて，スポー
ツ庁は若年層50%，成人40%の数値目標を含む「第
２期スポーツ基本計画」を策定し，スポーツ基本
法の趣旨である「国民が生涯にわたり心身ともに
健康で文化的な生活」を営むことができる環境整
備を進めている。しかし，2019年の調査では，障
害のある若年者のスポーツ実施率が30.4%（1.1ポ
イント減少），成人の実施率は25.3%（6.1ポイン
ト向上）であり，成人全体の実施率53.6%（11.1
ポイント向上）との格差は，むしろ拡大している

（リベルタス・コンサルティング，2020）。同調査
では，障害のある人が実施したスポーツ・レクリ
エーションの上位種目が，ウォーキング，散歩，
階段昇降等であること示され，障害のある人が楽
しんでスポーツを行っているとは程遠い実態が改
めて確認されている。
　障害のある人の運動・スポーツ機会，スポーツ
への関心，エンパワメントの向上に資するアプ
ローチとして，近年アダプテッド・スポーツ

（AdS）の研究と実践が活発化している。AdSは，
対象者の身体面を配慮して，ルールや用具を適合
させることによって，誰もが参加できるスポーツ
として定義づけられた概念である（矢部，1997; 

Winnick et al., 2016）。国際的に用いられている
adapted physical activity （APA）を由来としながら
も，日本の障害者スポーツ発展を背景としている
ことから，受け身のイメージを有するphysical 

activityではなく，主体的に取り組むsportsを名称
として用いたとされる（矢部，2011）。
　AdSの健康に関する先行研究では，車椅子バス
ケットボール，車椅子テニス，アーチェリー，シッティ
ングバレーボール，アンプティサッカー，ボッチャと
いった競技種目を行った際の影響について研究し
た内容となっており，その実践は学校教育現場，医療，
リハビリテーション，福祉，社会体育等，様 な々場面
で行われている（Muraki et al., 2000; Yazicioglu et al., 

2012; 大山，2017；植木他，2017；佐藤，2018；
宮本，2018）。APAには，対象者の身体状態に適
合させた有酸素運動，レジスタンス・トレーニン
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（２）�アダプテッド・スポーツとレクリエーショ

ンの異同

　アダプテッド・スポーツと重なりのある領域と
して，レクリエーションがある。レクリエーショ
ンとは，単なる遊びから創造的活動を含む一連の
段階的広がりの中で，余暇になされ，自由に選択
され，楽しむことを目的とした活動・経験の総称
であるとされる（鈴木，1994）。あそびや音楽，
スポーツ・レクリエーションをも包含する非常に
広範な概念とされている（日本レクリエーション
協会，2018）。しかし，日本におけるレクリエーショ
ンの実態として，対象者の身体的及び精神的状況
への理解が不十分なまま提供されていることや

（山本他，1996；古市他，2020），対象者の要介護
度が高い場合には参加できないこと（吉田，
2019），身体的・精神的機能の改善よりも仲間と
の交流や楽しい体験を重視しているため健康効果
が不明瞭であることに加え（佐藤，2004），エビ
デンスを踏まえた科学化が立ち遅れている（滝口，
2019），といった課題が指摘されている。なお，
アメリカの医療保健福祉現場等で導入されている

「治療的レクリエーション（therapeutic recreation: 

TR）」のように，治療効果が確認されているレク
リエーション領域が存在しており，専門職の養成
課程がスペシャリストレベルまで充実しているこ
とと（堀田，2018），多様な介入方法のなかにルー
ルや道具を工夫したスポーツ活動が存在し，治療
効果が認証されている等から，単なる余暇活動な
いしレクリエーションとは区別される専門領域と
考えられる（NCTRC, 2020）。障害のある人に対
して専門性が担保された福祉サービスは，現代社
会における社会資源の偏在や地域間格差を考える
と，余暇活動の選択や購入といった自由権的側面
で考えるだけでなく，機会均等や発達保障といっ
た社会権的側面から供給拡大を考えることが現実
的であろう。すなわち，安全面及び質保証の観点
から，専門性を有する人によって健康効果が確認
されたAdSやTRが提供されることが望ましい。
そのため，日本の障害法のなかに，AdSやTRの
ような対人援助サービスを障害のある個々人に幅

２．アダプテッド・スポーツの効果と特徴

（１）アダプテッド・スポーツの効果

　AdS研究の健康に関する文献レビューによる
と，身体障害とくに脊髄損傷，又は高次脳機能障
害のある成人を対象にした研究が多く報告されて
おり，AdS参加が身体的健康だけではなく，生活
満足度，うつ及び不安軽減，活力，自己効力感，
及び社会参加に好影響を及ぼすことが示されてい
る（Diaz et al., 2019）。Tasiemski et al. （2005）は，
受障時18歳から50歳であった車椅子を利用する脊
椎損傷者985名のコーホート研究において，スポー
ツ及び身体的レクリエーションへの参加に積極的
であった群が，消極的であった群よりも生活満足
度において有意に高値であり，AdS参加が人生の
満足度の有力な予測因子であることを報告した。
Muraki et al. （2000）は，対麻痺または四肢麻痺の
症状を有する18歳から59歳までの脊髄損傷者169
名を対象とする研究において，週３回以上の高頻
度でAdSを行うグループが，その他の中低頻度群
及び非活動群に比べて，うつ，不安，活力といっ
た心理状態が有意に良好であったことを示した。
Côté-Leclerc et al. （2017）は，18歳から62歳まで
の移動能力に制限のある身体障害者34名を対象と
したAdS介入によって，身体的健康だけでなく，
自尊心，自己効力感，チームへの帰属意識，社会
活動への参加意欲に好影響を及ぼしたことを指摘
した。Yazicioglu et al. （2012）は，対麻痺または
切断による身体障害者60名を対象とした研究にお
いて，AdSの工夫を施したバスケットボール，アー
チェリー，射撃，及びアンプティサッカーに取り
組んだ30名（平均年齢29.6歳 ± 6.6年）が，取り
組まなかった30名（平均年齢31.0歳 ± 8.5年）よ
りも，生活満足度，及び身体的，精神的，社会的
QOLスコアが有意に高値であったことを報告し
た。これらの研究から，AdSが幅広い年齢層及び
様々な障害状態にある対象者にとって，身体的健
康のみならず，精神的健康及び社会的健康の増進
効果を有することが明らかとなっている。
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Disabilities: CRPD）が及ぼした影響は大きい。
CRPDは，締結国が差別禁止法理に基づき，あら
ゆる場面において障害者に合理的配慮（reasonable 

accommodation）の提供を行うことを要請する（第
５条）。そして締結国には，国連に設置されてい
る障害者の権利に関する委員会（第34条）に対し
て，政府報告提出義務を課しており（第35条），
国際的な監視の仕組みが組み込まれている。
CRPDは，「Nothing about us without us」（我らを抜
きに我らのことを決めてはならない）の掛け声の
もと，多くの障害当事者が，前述の障害学による

「障害の社会モデル」を理論的根拠に，直接的・
間接的に制定過程に関与したとされている（杉野，
2007：12）。そのため，CRPDにおいて定められ
た実体的権利は幅広く包括的であり，施設及び
サービスへのアクセシビリティ（第９条），司法
手続の利用（第13条），搾取・暴力及び虐待から
の自由（第16条），移動・居住の自由及び国籍に
ついての権利（第18条），自立生活及び地域社会
への包容（第19条），移動及び補装具・支援機器
の利用機会（第20条），表現及び意見の自由並び
に情報利用の機会（第21条），プライバシーの尊
重（第22条），教育（第24条），健康（第25条），
ハビリテーション及びリハビリテーション（第26
条），労働及び雇用（第27条），相当な生活水準及
び社会的保障（第28条），政治的及び公的活動へ
の参加（第29条），そして文化的な生活，レクリエー
ション，余暇及びスポーツへの参加（第30条）が
定められている。特に，第30条第５項において，
障害のある人のレクリエーション，余暇及びス
ポーツ活動の権利について，次のように定められ
ている。

表１　 障害者の権利条約に定めるレクリエーショ
ン，余暇及びスポーツ活動の権利

５　締約国は，障害者が他の者との平等を基礎と

してレクリエーション，余暇及びスポーツの活

動に参加することを可能とすることを目的とし

て，次のことのための適当な措置をとる。

⒜ 障害者があらゆる水準の一般のスポーツ活動

広く届けるための法的根拠があるかどうか，その
法的根拠がどのような構造を有するのかについて
検討が必要である。

３．障害法の概念と法構造

（１）障害法と障害学

　障害法とは，障害に関する法の総称であり，障
害によって生じる様々な困難に対する対処を定め
た法領域を意味するが，この名称をもつ実定法が
存在するわけではない。日本における障害法の歴
史は，第二次世界大戦直後にさかのぼる。当時，
主に傷痍軍人の救済を念頭に整備された身体障害
者福祉法は，障害者の保護や更生を目的としてお
り，「障害の医学モデル」に基づいて援護が行わ
れた。その後，精神障害，知的障害，発達障害へ
と対象を拡大しつつ発展をみせ，その過程で国際
的な障害者運動及び「障害学」（Disability studies）
の 影 響 を 受 け る よ う に な っ た（Oliver et al., 

2006）。障害学とは，障害者を保護の客体から人
権の主体へと障害者観の転換を図る「障害の社会
モデル」を理論的基盤とする研究分野のひとつで
ある（菊池他，2015：2）。特に，「完全参加と平等」
をキャッチフレーズとする1981年の国際障害者年
以降，日本の障害法は，保護や更生に加え，教育
保障，就労支援，所得保障，住宅確保，社会参加
の促進，差別解消（禁止），及び共生社会の実現
を射程とする非常に広範な法体系を有するに至っ
た。近年は，2011年の障害者基本法改正，2012年
の障害者虐待防止法施行，2013年の障害者総合支
援法施行，2016年の障害者差別解消法施行，及び
同年の障害者雇用促進法改正といった大きな国内
法の施行・改正が続いている。これらは，差別禁
止法理を導入しようとする障害者施策の全面的な
刷新であり，障害のある人が直面する困難を様々
な方法で緩和しながら，同時にすべての人のため
の共生社会づくりに向けた動きである。特に，国
連で2006年12月に採択され，日本が2014年に批准
し た「 障 害 の あ る 人 の 権 利 に 関 す る 条 約 」

（Convent ion  on the  Rights  of  Persons  wi th 
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模や財政的負担能力等との関係で保障内容が相対
的に決定されるという法構造を有しているとの指
摘がなされている（竹中，2008）。すなわち，障
害者差別であるとして訴えた事実，救済是正を要
求した内容を，その社会がどのように捉え比較衡
量するかによって，合理的配慮と過度な負担の判
断が分かれるということであり，障害の社会モデ
ルが浸透した社会においては，規範だけでなく常
識や慣例とされていた事項についても更新しうる
インパクトをもつ法構造といえる。アメリカ連邦
最高裁における合理的配慮をめぐる判例として，
Olmstead判決（障害者が地域ケアでの治療が適切
と判断された場合，利用可能な資源と他の障害者
のニーズを考慮した配置は合理的配慮であると
し，施設への不当な配置及び留置が差別にあたる
とした判決）や Fry 判決（司法審査は，障害を理
由とする差別の主張のみならず，当該差別的な取
扱によって，無償で適切な公教育が否定されたか
どうかによって判断することを明示した判決）が
下されており，合理的配慮については法の趣旨，
請求内容，法的手続の可否等から精査する姿勢を
厳格にしている（青木，2020）。一方，障害の医
学モデルが根深い社会においては，司法判断が消
極的なものに留まる可能性が指摘できる。2016年
障害者差別解消法の施行からまだ日が浅いもの
の，多くの紛争が予想される民間において民間事
業者の合理的配慮が努力義務に留め置かれている
ことへの懸念が残る。支援内容に言及した判例は
それほど多くないが，自由権的基盤をもたない社
会であるとの指摘がなされ（東，2010），障害者
差別を構造的問題として捉える視点が弱い（菊池
他，2015：132）とされる日本社会においては，
合理的な配慮に消極的な司法判断となることが予
見される。そのため，個々の実定法の制定・改正
においてどこまでの具体的規程を定めていくかが
重要となる。

に可能な限り参加することを奨励し，及び促進

すること。

⒝ 障害者が障害に応じたスポーツ及びレクリ

エーションの活動を組織し，及び発展させ，並

びにこれらに参加する機会を有することを確保

すること。このため，適当な指導，研修及び資

源が他の者との平等を基礎として提供されるよ

う奨励すること。

⒞ 障害者がスポーツ，レクリエーション及び観

光の場所を利用する機会を有することを確保す

ること。

⒟ 障害のある児童が遊び，レクリエーション，

余暇及びスポーツの活動（学校制度におけるこ

れらの活動を含む。）への参加について他の児童

と均等な機会を有することを確保すること。

⒠ 障害者がレクリエーション，観光，余暇及び

スポーツの活動の企画に関与する者によるサー

ビスを利用する機会を有することを確保するこ

と。

出所：外務省「障害者の権利に関する条約」和文

（２）差別禁止法の法構造・法解釈

　CRPDにつながる差別禁止法の歴史をみると，
ア メ リ カ 公 民 権 運 動 の 流 れ を 受 け たThe 

Rehabilitation Act of 1973 （Rehab Act） 及 び
Americans with Disabilities Act of 1990 （ADA） の
差別禁止規定の制定に辿り着く。特にADAは，
障害者に対する自由権及び平等権保障を目的とし
た世界初の本格的な障害者差別禁止立法であり，
包括的な障害概念を規定するとともに，合理的配
慮を欠く場合も差別とする等，禁止されるべき障
害者差別の概念を明確化したところに歴史的意義
を有している（河野，2007）。合理的配慮とは，
契約上の定めや建物，施設などにより，障害者が
実質的に不利な影響を受けている場合，そのよう
な効果を防ぐために実施・提供される合理的な措
置をいう（菊池他，2015：121）。この合理的配慮
については，障害者の個別的主体的な権利である
ことは明確であるが，個々のケースごとに，障害
の具体的態様や活動内容，その置かれた環境の規
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表２　 身体障害者福祉センター A型の人員，設備，
運営基準（抜粋）

１　人員の基準（省令第19条，要綱第二の三）

　施設長その他当該身体障害者福祉センターの運

営に必要な職員を置かなければならない。当該セ

ンターの管理運営に支障のない限り，他の社会福

祉施設等との兼務は差し支えないものとする。

２　運営の基準（省令第13条，要綱第二の一）

　身体障害者福祉センターのうち更生相談，機能

訓練，スポーツ及びレクリエーションの指導，ボ

ランティアの養成，身体障害者社会参加支援施設

の職員に対する研修その他身体障害者の福祉の増

進を図る事業を総合的に行う。

３　設備の基準（省令第15条，要綱第二の二）

　相談室，機能訓練回復室，社会適応訓練室，図

書室，書庫，研修室，会議室，日常生活用具展示室，

体育館，プール，更衣室，宿泊室，食堂，調理室，

事務室

参照： 厚生労働省令第二十一号「身体障害者社会参

加支援施設の設備及び運営に関する基準」，社

更第六号通知「身体障害者福祉センターの設

備及び運営について」

（２）放課後等デイサービスの人員，設備，運営

基準，及び支給決定基準

　放課後等デイサービスは，児童福祉法に定めら
れた障害児通所支援のひとつであり，就学してい
る障害児に対して，授業の終了後又は休業日に指
定施設・事業所に通わせ，生活能力の向上のため
に必要な訓練，社会との交流を行わせる福祉サー
ビスである（第６条の二の二）。平成2012年４月
の児童福祉法改正によって位置づけられた，比較
的あたらしい支援であるが，開始年度は利用児童
数53,590名，事業所数2,887 ヵ所だったものが，
2019年度には利用児童数226,610名（423%），事
業所数14,046 ヵ所（487%）となり，障害福祉サー
ビス等全体の総費用額の12%（3287億円）を占め
る療育分野として拡大中である（厚生労働省，

４．障害法とアダプテッド・スポーツ

（１）障害者福祉センターの人員，設備，運営基準

　障害のある人が，日常的かつ定期的にアダプ
テッド・スポーツを実施するための環境として，
対人援助専門職の配置，安全かつ使いやすい設備，
及び共感性等のユーザビリティが反映した運営が
指摘されている（金山，2010）。障害のある人に
対して，障害法を根拠に運営される社会資源とし
ては，学校，医療機関，及び福祉施設が考えられ
る。特に，放課後等デイサービスを含む障害児通
所支援，及び障害者福祉センターを含む身体障害
者社会参加支援施設は，障害のある人（若年者及
び成人）が継続的にスポーツ，レクリエーション
を行うことを推進するための工夫が施されてお
り，その最低基準は生涯スポーツとしての障害者
スポーツの現時点での到達水準といえるものであ
る。
　障害者福祉センター（地域によっては，身体障
害者福祉センター，心身障害者福祉センター）は，
身体障害者福祉法第５条を根拠条文とする身体障
害者社会参加支援施設の一種であり，無料又は低
額な料金で，各種の相談，機能訓練，教養の向上，
社会との交流促進及びレクリエーションを供与す
る施設とされている（第31条）。人員，設備，運
営の基準としては，「身体障害者社会参加支援施
設の設備及び運営に関する基準」が厚生労働省令
として出されており，その具体的内容については

「身体障害者福祉センター設置運営要綱」が示さ
れている。特に，スポーツ及びレクリエーション
の提供を想定した身体障害者福祉センター A型に
ついては，表２のように定められている。運営及
び設備の基準については具体的であるが，人員の
基準については，下記のような表現であり，他の
事業との兼務を認める等柔軟性を持たせている。
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　　３）児童指導員又は保育士　１名以上

　　４）機能訓練担当職員　１名以上

　　５）児童発達支援管理責任者　１名以上

２　運営の基準（省令第３条・第69条）

（１）【一般原則】通所給付決定保護者及び障害児

の意向，障害児の適性，障害の特性その他の事

情を踏まえた計画（第二十七条第一項において

「通所支援計画」という。）を作成し，これに基

づき障害児に対して指定通所支援を提供すると

ともに，その効果について継続的な評価を実施

することその他の措置を講ずることにより障害

児に対して適切かつ効果的に指定通所支援を提

供しなければならない。

（２）その利用定員を十人以上とする。ただし，主

として重症心身障害児を通わせる指定放課後等

デイサービス事業所にあっては，利用定員を五

人以上とすることができる。

３　設備の基準（省令第15条，要綱第二の二）

　指導訓練室のほか，指定放課後等デイサービス

の提供に必要な設備及び備品等を設けなければな

らない。

参照： 厚生労働省令第十五号「児童福祉法に基づく

指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営

に関する基準」，障発0330第12号通知「児童

福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員，

設備及び運営に関する基準について」

５．考察

　一般的に，障害のある人に対するスポーツ提供
の法的根拠としては，スポーツ基本法，各種福祉
法が挙げられているが，社会権保障としての構造
をもつ条文は見当たらず，対人援助サービスとし
ての法的規制も小さなものに過ぎない。障害のあ
る人にとってスポーツは，理念上は権利であって
も，実質的には健康で文化的な生活を営む上での
余暇活動の位置づけに留まっていた。
　障害のある人に対する余暇活動の充実・保障

2020）。わずか７年間で400%を超える増加率と
なった背景には，同サービスの人員，設備，運営
基準における公的規制が小さいこと，それによっ
て運営上の柔軟性が確保できることが指摘できる

（表３）。 

　公的規制の小ささに対しては，ユーザビリティ
の面からの肯定的な評価ができる一方，専門性や
安全性といった面からは懸念も存在する。民間シ
ンクタンクの調査によると，全国の市町村で，同
サービスの支給決定基準を明文化している自治体
は60%程度であり，行政裁量の余地が広いことが
指摘されている。行政裁量の広さは，受給者側の
権利性と相反する影響を及ぼすことがあるため

（河野，2013），通所型の福祉サービスとはいえ児
童・生徒を対象とするために，各自治体条例によ
る一定の基準策定が期待される。
　提供されている支援内容に着目すると，日常生
活動作（Activity of daily living: ADL）の自立，社
会性やコミュニケーションスキルの獲得・向上，
外出・野外活動，学習教材等による学習支援，言
語聴覚士・作業療法士等の有資格者による訓練等
が行われている。支援プログラムに，スポーツを
取り入れている事業所が多いことが示されており

（みずほ総研，2020），今後は運動・スポーツ支援
の内容が療育として相応しい質で行われているか
どうかの検証が求められる。

表３　 放課後等デイサービスの人員，設備，運営
基準（抜粋）

１　人員の基準（省令第66条）

　児童指導員，保育士，障害福祉サービス経験者

の合計数が，それぞれイ又はロに定める数以上。

　イ　障害児の数が10名までで，２名以上

　ロ 　障害児の数が10名を超える場合には，障害

児の数が５名増すごとに１名を加えた数以上

　※ 主に，重症心身障害児を通わせる指定放課後

等デイサービス事業所の場合には，次の従事

者及び員数を配置する。

　　１）嘱託医　１名以上

　　２）看護職員　１名以上
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ポーツ機会が提供できるよう，専門職養成を持続
的に行っていく必要がある。

附記

　本稿は，第一著者が九州大学大学院芸術工学研
究院に提出した博士論文の一部に加筆したもので
ある。
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