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Point
❶  車いすラグビーとの出会いは、リハビリの過程で偶然面白いと感じたため。数あるスポーツの中で、
一番自分にフィットしていた。

❷  現在の目標は2020年の東京パラリンピックで金メダルを目指すこと。そのためにも自分の役割
をきちんと演じられるよう、日々努力を積み重ねたい。

❸  障がいを抱える方の就労環境は整ってきたものの、効率的に働くために周囲との良好なコミュニ
ケーションは不可欠な要素。お互いが感じる『普通のこと』には差があるため、そこを理解し合え
る関係性が重要である。

障がい者スポーツ女性アスリート、
“挑戦し続けることが私の生きがい”

聞き手
宮原 淳二（みやはら じゅんじ）
ダイバーシティ＆ワークライフバランス推進部長

早稲田大学卒業後、化粧品大手の資生堂に入社。2011 年 1月より東レ経営研究所に転職。企業年や自治体などワーク
ライフバランスや講演を多数実施。働き方改善の企業コンサルティング経験も豊富。社外活動では、内閣官房すべての女
性が輝く社会づくり推進本部「暮らしの質」向上検討会・座長、東京商工会議所「多様な人材活躍委員会」識者など歴任。

車いすラグビー日本代表
株式会社商船三井 人事部ダイバーシティ・健康経営推進チーム所属
BLITZ（車いすラグビーチーム）選手
倉橋 香衣（くらはし かえ）氏
1990 年 9月生まれ。兵庫県出身。高校時代まで体操、大学ではトランポリン部に所属していたが、大学在学中の試合で
のけがで頸髄を損傷。そのリハビリの過程で車いすラグビーと出会う。2015 年にBLITZに加入し、大学卒業後に商船三井
へ入社。2017 年から日本代表に女子選手として唯一選出され、2018 年 8月に開催された世界選手権で初優勝。来年の
東京パラリンピックで金メダルを目指している。

図表　基本的なルール

チーム構成
男女混合の競技で１チームは最大で 12名で編成され、コート上には 4名が出
場する。コート上 4名の合計点が 8点以内となるようにチームを編成しなけ
ればならない「ポイント制度」がある。選手交代には、回数制限はない。

競技時間
１試合で８分間のピリオドを４回行い、ピリオド間にはインターバル（ハーフ
タイム）が入る。第４ピリオド終了時点で同点の場合は、３分間の延長戦を戦っ
て勝敗を決める。

ボール運び
ボールを所持している選手はひざの上にボールを乗せて車いすを何回こいでも
構わないが、10秒以内にドリブルまたはパスをしなければいけません。前方
へのパスも認められています。

ポイント制度
障がいの程度によって、各選手に持ち点が設定される。持ち点は、障がいが軽
いほど点数が高く、重いほど点数が低くなる。合計点８点以内で編成されてい
る。

ゴール（得点）
ボール保持者が乗っている車いすの前後輪 4輪のうち 2輪が、相手側のゴー
ルラインに達するか通過している状態で得点になる。

出所：一般社団法人 日本車いすラグビー連盟

車いすラグビー紹介
車いすラグビーとは、四肢麻痺者等が、チーム・
スポーツを行う機会を得るために1977年にカ
ナダで考案され、欧米では広く普及している車
いすによる国際的なスポーツ。当初はその競技
の激しさから“マーダーボール（MURDERBALL
／殺人球技）” と呼ばれていた。2000 年シド
ニーパラリンピックから公式種目となった。
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̶̶さまざまなスポーツがある中で、なぜ車いすラ

グビーを選んだのでしょうか。

倉橋　私のような四肢麻痺の障がい者ができるリ
ハビリには、卓球、水泳、ツインバスケットなど
さまざまな種目がありました。いくつか経験しま
したが、その中でも車いすラグビーが単純に楽し
いと思ったのがきっかけでした。障がい者スポー
ツの中で、ぶつかり合いが認められている競技は
他になくて、これは面白いと思い、車いすラグビー
に魅力を感じるようになりました。不思議と恐怖
心はなかったです。ぶつかっても誰にも怒られな
いのが良いと思いました。
　ルールや動き方など、車いすラグビーは複雑な
点も多いため、かえってもっと知りたい、という
気持ちが高まり、のめり込んでいきました。
　試合などで選手同士がぶつかるともの凄い音が
します。その瞬間、車いすの両輪からは火花も出
ますので、初めて見た時はびっくりしました。

̶̶もともと激しいスポーツが好きだったのですか。

倉橋　高校時代までは体操をやっていたので、激
しいスポーツがもともと好きだったわけではあり
ません。事故が起きて、入院している時は日々見
守られている生活が続いて、危険なことはダメと
いう制約の反動からか、激しいスポーツをやりた
いと思うようになったのかもしれません。車いす
ラグビーは選手同士がぶつかり合って、転んでい
る中でも皆が笑って楽しそうにしているのが良い
点かなと単純に思いました。

̶̶試合ではどんなポジションなのでしょうか。

倉橋　選手の中では、自分が一番障がいが重く、
動きも制限されるので、相手の進路を読んで、ブ
ロックに行く役回りが多いです。瞬時に相手選手
が進むコースと味方のポジションを予測して、ブ
ロックに行きます。これからも読みの精度を確実

に上げていける選手になれるよう、努力していき
たいです。

男性選手と一緒に行動するのは苦にはならない
̶̶男性と一緒のスポーツで不安がなかったのです

か？

倉橋　私が車いすラグビーに出会ったとき、女性
選手はひとりだけでしたが、今は私を入れて 3 人
います。車いすラグビーは男女混合チームなので、
女性でもやる気があれば参加は十分可能です。女
性が少ないから入るのをやめようとは思わなかっ
たですね。健常者の時から、女性ばかりで集団行
動するというのはなかったです。一緒に食事をし
ているときでも、“あれ、女性は自分だけだな” と
思うくらい、男性の輪の中にいても気になりませ
ん（笑）。
　試合では筋骨隆々な男性と当然ぶつかります。
相手は女性だからといっても容赦なく、試合に勝
つためであれば男女関係なく突き飛ばします。実
際に対戦したオーストラリアの選手は、片腕がな
いだけで、他は丈夫なので普通に突進してきます。
日本人は体が小さいので同じ攻撃選手（ハイポイ
ンター ※）でも当たりでは負けてしまいます。
　しかしながら、私は不思議なことに激突される
恐怖心はあまりなく、海外の大きい選手にぶつか
るとどれくらい飛ぶのかな、という楽観的な姿勢
で試合に挑んでいる面があります（笑）。

※ 選手の身体能力によって「ハイポインター」と「ローポイン
ター」に分かれる。それぞれのチーム内の役割は異なるため、
役割に適した車いすを使用する。

・  ハイポインター用車いす：ボールを保持し、ゴールへ向かう「ハ
イポインター」は、敵から引っ掛けられないように、車体の前
面をウイングで囲った車いすを使用する。
・   ローポインター用車いす：味方のために終始ディフェンスに徹
する「ローポインター」は、長い車体と大きく作られたバンパー
が特徴的な車いすを使用する。

〔ルール解説〕
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̶̶昨年優勝した世界選手権での思い出は。

倉橋　世界選手権の時は、「勝ちたいではなく、勝
つ」と信じてやってきました。チームワークもと
ても良かったと思います。残り 6 秒で 1 点差を守
り切ったことが印象的でした。優勝したうれしさ
よりもホッとした気持ちの方が強かったです。観
客はシーソーゲームのような展開は楽しいかもし
れませんが、やっている選手は本当に大変です。
今度は 1 点差ではなく、もっと点差を離して楽に
勝ちたいですね（笑）。

̶̶今年日本でワールドカップラグビーが開催され

ます。

倉橋　日本でワールドカップラグビーが開催され
ることもあり、今年は車いすラグビーでも最大の
イベントである、ワールドチャレンジが東京で開
催されます。世界の強豪国が 8 カ国集まり、今年
10 月から戦いが繰り広げられます。ぜひラグビー
に関心のある方は、ワールドチャレンジも見に来
て頂きたいと思っています。また日本選手権（12
月）は、千葉市の「千葉ポートアリーナ」で試合
が行われ、私が所属している BLITZ も出場する
ので、ご都合が良ければ応援に来て頂きたいと思
います。

挑戦しようと思う気持ちから逃げないことが
大切
̶̶倉橋さんのモットーは「挑戦し続けることが私の

生きがい」ですよね。

倉橋　常日頃から、挑戦しようという気持ちから
逃げないようにと思っている。「やらねば」と思っ
たこと、その時に楽しいと思ったことを大切にし
ています。どうしたら楽しさをより良いものにで
きるのか、を自問自答しています。自分が頑張る
ことで、もっと楽しいことが待っているように感
じるし、逃げたらいけないなと。全部にそういう
気持ちを持つことは難しいので、楽しいことを選
んでやっている面もありますが。
　
̶̶挑戦しようと思っていても実際はやり過ごす人が

多い気もします。

倉橋　それは私もまったく同じで、「またやらな
かった」「もっとこうしておけば良かった」という
反省も多いです。しかし、そんなモヤモヤ感をな
くすためには、やはり自分が頑張るしかないか、
と鼓舞して頑張るようにしています。頑張ればこ
の先、きっと楽しいこと、良いことが起こるんだ、
という気持ちがあると頑張れます。
　高校時代まで取り組んでいた体操は無駄に怖
がっていた部分があり、全然練習しなかった日も
あった。しかしながら今となっては、健常者の時
に体操でもっといろいろな技を覚えたかった、と
後悔している自分もいる。これからはもう後悔し
たくない、と強い気持ちを持てるようになったと
思います。そんな経緯もありますが、私はもとも
と頑固なタイプで、一つやると決めたら、それを
やり遂げること、集中してやらないと気が済まな
い性格だと自己認識しています。

̶̶挑戦する気持ちを大切にされてますが、入院中か

らできることが増えてくるとうれしいですか。

出所：鷹羽金藏氏撮影
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倉橋　事故を起こしてから入院し、ごはんを初め
て食べられた時や、ベッドに中腰で座れた時など、
日常生活が徐々に送れるようになり、自立してい
く過程がとてもうれしくて楽しくて。まるで、赤
ちゃんが日々成長していくような感じがありまし
た。お陰様で、今では一人暮らしをするまで回復し、
料理など基本的に自分のことは自分でこなしてい
る毎日です。実家が関西で、大学が埼玉県の文教
大学でしたので、そこに復学するためには一人暮
らしをせざるをえません。当初、親は障がいを抱
えながら通学することに大反対でした。一人で生
活できるわけがないし、何かあっても実家からす
ぐに駆けつけられる距離でもありません。そこは
意地でも復学して卒業するんだ、という気持ちが
ありました。入学して最初の 2 年間がとても楽し
かったし、事故が起きて障がいを抱えるようになっ
てもそこに戻りたい気持ちは大きかったです。多
分、親から見たらとても頑固な娘だったのでしょ
うね（笑）。

̶̶一人暮らしとのことですが、通勤には車を運転さ

れるのでしょうか。

倉橋　自立したい、自分の力で何事も挑戦したい、
と思ったらやはり車も利用したい気持ちになりま
した。会社まで車で通勤していますが、道路が混
んでいると少し時間はかかります。現在は週に 1
日、出社しており、人事部でデータ入力などの業
務を行っています。
　来年のパラリンピックに向け、5 月にはアメリ
カにも遠征しました。これからは国際試合も多く
組まれており日々忙しくなるかと思います。毎月
代表合宿が 1 週間くらいあり、チームでまとまっ
て行動します。

̶̶来年の東京パラリンピックにかける思いを聞かせ

てください。

倉橋　東京パラリンピックでは金メダルを取れる

よう、皆で頑張って練習しています。チームに貢
献できる選手になれるよう、日々スキルを磨いて
います。パラリンピックは 4 年に一度なので、ぜ
ひ優勝したいです。また車いすラグビーで世界ラ
ンキング 1 位になりたいと思っています（2019 年
5 月末時点 3 位）。

̶̶激しいスポーツなので、体の疲労が気になり

ます。

倉橋　練習自体は自分の体調、ペースに合わせて
実施しています。大会期間中には専門トレーナー
がいるので、体のケアを受けながら、自分の体と
相談しながらやっています。

̶̶ところで会社（商船三井）に入社したきっかけは

何だったのでしょうか。

倉橋　会社がパラアスリートを支援するという考
え方を持っており、ちょうどタイミングが良く、

出所：鷹羽金藏氏撮影
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私が第 1 号として採用されました。会社との出会
いは就職支援サイトでした。そこで現在の会社が
障がい者アスリート採用をしていることを知りま
した。私は以前からスポーツと仕事を両立させた
いと思っていたので、「この会社で働きたい」と思
い応募しました。採用面接の際、当時私は代表選
手でもなかったのに、スポーツと仕事の両立を目
指したい気持ちを面接官の方が汲んでくれたと思
います。とてもインパクトが強かったと後でおっ
しゃっていたようです。正式に採用が決まった時
は本当にうれしかったです。今では、会社の方々
が車いすラグビーの試合に応援に駆けつけてくだ
さるようになりました。

̶̶障がいを抱えた方でも働きやすい環境を整備され

ているのですね。

倉橋　週に 1 回の出社、また海外遠征前は休みを
取って練習を入れても構わない等、本当に私の働
く環境について柔軟に対応してくださり感謝して
います。今後は私のような障がいを抱えた後輩が
入社してくるかもしれませんので、自分が良いロー
ルモデルになれるよう、頑張りたいと思います。
働く環境としては、今後人事部のフロアが引っ越
しますが、働き方改革を視野に入れたオフィスに
変更されるようで、楽しみにしています。障がい
者の対応としては、社員用のカードキーをかざす
場所も車いすを利用する方の目線で設置されたり、

車いす専用トイレも設置されたりするようです。
これからは障がいを抱えた方の目線で、いろいろ
なことが対応されていくと更に環境は良くなると
思います。

̶̶逆に健常者の方にこうしてほしいなど要望はあり

ますか。

倉橋　最初は自分の体の状態を説明しても健常者
に理解されるのが難しかったと思います。時間を
かければできることでも、ちょっと一声掛けて、
健常者の方がやってくだされば、あっという間に
できます。いつも同じことをお願いする遠慮もあ
り、依頼するタイミングなど、未だに試行錯誤し
ながら活動しています。でも最初に比べ、周囲の
方の支えと理解が素晴らしくて、少しずつ分かっ
てもらえました。一緒に過ごす時間が増えてくれ
ばコミュニケーションも高まり、言いやすい環境
になります。「そこは大丈夫です、これはお願いし
ます」といった具合に、お互いの理解が進むともっ
と良くなるでしょう。

̶̶そうは言っても、遠慮している部分もありま

すか。

倉橋　確かにあるかもしれません。どこまで頼ん
で良いのか、その境目が分からない部分もありま
す。具体的には書類をしまうキャビネがもっと下
に位置していれば取りやすいなとか。変わった部
分もあります。以前は自分の机からコピー機まで
距離があったのですが、今は自席の横に小さいプ
リンターを置いてもらいました。週 1 回の出社で
すが、私がすぐに作業できるように、パソコンの
線も事前につないでおいてくださるなど、就労環
境はすごく良くなりました。パソコンの線の接続
など自分でもできますが、自分が行うと数十分は
かかります。事前に準備頂けることで、ストレス
なくパソコンを開ける環境はとても有り難いで
す。坂道にしても、スロープの角度や長さなど、
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私たちの意見など参考にしてほしいですね。

̶̶これから障がい者のみならずシニアなど多様な人

の労働参画も増えると思います。

倉橋　障がい者雇用もこれから増えてくると思い
ます。同じ障がい者でも一緒に活動してみないと
何に不自由しているか、分からない点も多々あり
ます。お互いの困難な状況を分かり合えたら、働
きやすくなると思います。お互いに気づきを得る
ことが重要ですし、まだまだ話してみないと分か
らない点は数多くあると思います。シニアの方に
ついても体調面のケアなど同じことがいえると思
います。

̶̶そんな簡単なことなら早く言ってほしいと言われ

たことは。

倉橋　よくありました（笑）。自分の中で、悪いな、
と思いつつ遠慮してお願いしなかったことがあり
ました。自分で時間をかけて行えばいいか、と勝
手に思い込んでいました。そんな状況を周囲に伝
えると、「そんなことなら遠慮せずに早く言ってよ」
と笑われました。そこは一緒に働く仲間として、
遠慮せずにお互いの状況が言い合える関係を作っ
ておくことは重要ですね。これは健常者同士も一
緒で、自分の得意、不得意な業務もあるかと思い
ます。遠慮しながら、自分が時間をかけて取り組
むよりも、その業務に精通している人に聞いた方
が圧倒的に早いことはあると思います。

̶̶教員免許をお持ちですが、学校の先生には関心は

ありますか。

倉橋　教員にも障がい者枠があるので、できると
思います。今は、絶対先生になりたいとは思って
いませんが、車いすラグビーの体験会など、学校
へ説明に行く時もあります。そういう形でも学校
の教育現場にかかわれているので、楽しいと思っ

ています。教育実習時に小学校 1 カ月と中学校に
2 週間行っていました。その時、先生は何てすご
いんだ！　と思いました。生徒に対するエネルギー
を持っていると思いました。私は生徒たちに全部
エネルギーを吸い取られましたが（笑）。

̶̶子供たちに車いすラグビーの話をするとどういう

反応があるか。

倉橋　チームで学校での体験会などに参加すると、
こういう競技があったと知るだけで、すごいと言
われます。車いすに乗せる体験もあるが、「車いすっ
て、意外と簡単」と子供たちは言って、帰宅後に
両親に「車いすに乗って楽しかった」と言ってい
たようで車いすに関する理解が高まってうれし
かったです。ただ私が練習中のところを見せて、
ある小学生は「倉橋選手はキャッチが意外と下手
だなあ」など正直に言うのを見て、恥ずかしい思
いをしました（笑）。そういう時は、「もっと練習」
します、と答えるようにしています。

̶̶最後に2020年の東京パラリンピック後の目

標は。

倉橋　2020 年のパラリンピックへの思いはとても
強いですが、正直、その後は考えたことがありま
せん。学校の先生になりたいとか、結婚したいとか、

出所：鷹羽金藏氏撮影

障がい者スポーツ女性アスリート、“挑戦し続けることが私の生きがい”
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いいなと思えることもたくさんありますが、先の
ことは考えられない性格です（笑）。
　何か達成したら、また自分に興味のある楽しい
ことがきっと出てくるのではないかと思います。
この先、楽しいことにたくさん出会えるとうれし
いなと思います。私は偶然の出来事から物事がド
ンドンと進むことがあり、何とかなるさという性
格です（笑）。その時に興味を持ったことに全力を
注ぎたいと思います。
　ただ、旅行は好きなのでタイミングが合えば、
いろいろな国に行ってみたいとも思います。

̶̶ありがとうございました。今後のご活躍を期待し

ています。
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＜宮原の取材後の感想＞
　倉橋さんは、大学生の時に試合前の練習中に頸
髄損傷という大事故に遭ったにもかかわらず、挑
戦し続ける気持ちを持ち続けるのは素晴らしいと
思います。私たち健常者もこうした姿勢を大いに
見習うべきだと思いました。
　取材中は、関西のご出身ということもあり、お
話がとても面白くて、ついつい話が脱線してしま

いました。
　またスポーツと仕事の両立をとても大切にされ
ており、週に１回の出社でありながらも、障がい
を抱えた方がいかに就労しやすい環境を作るか、
ご自身が良きロールモデルになるべく努力されて
いる姿が印象でした。来年に東京パラリンピック
の車いすラグビーは、ぜひ金メダルを目指して頑
張って頂きたいと思います。

ヒューマン・ディベロップメント


