第 ４６ 回

筋 金 入りの“ 一 本 気 ”が
日本 車 い す バスケの 将 来を拓く

上村知佳
uemura chika

幼少期からスポーツに親しみ、体格と才能にも恵まれ、本格的にスポーツに打ち込もうとした矢先
に事故で重い障害を負ってしまった１８歳の少女。車いすを受容できずに苦しんだ日々を越えたと
き、彼女は車いすバスケットコートのなかにいた。
今回のゲストは、
２０歳で車いすバスケットボールを始めてから現在にいたるまで、現役最前線で活
躍する上村知佳さんだ。筋の通らないことは頑として納得せず、こうと決めたら命がけ。
「泥臭い」と
自身を評する一本気な姿勢が、シドニーパラリンピックでの銅メダル獲得やカナダ留学などのさまざ
まな飛躍をもたらした。
アスリートとして日本車いすバスケットボール界を牽引すると同時に、さまざまな経験で得た確かな
知見と広い視野で、車いすバスケットボールを含め日本の障害者スポーツが今後どうあるべきかを
提言する上村さんは、今後の障害者スポーツ界にとって欠かせない存在だ。そんな上村さんに、こ
れまでの半生、世界からみた日本の現状、今後日本に必要とされていることなどについて伺った。
聞き手／山本浩
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文／髙橋玲美

構成／フォート・キシモト

写真／上村知佳、フォート・キシモト

パ ラリンピアン か く語 りき 第 ４６ 回
筋金入りの
“一本気”
が日本車いすバスケの将来を拓く

上村知佳

現在も
「食べ足りない」
鋭意現役続行中
— 現在のトレーニング方法を教えてください。
月曜～木曜は体幹トレーニング、走り込み、
シュー
ティング、男子相手のトレーニングを組み合わせ
た練習。金曜は休みで、土日にはチームでの練
習、
または試合です。
— 充実しているようですね。
量よりも質を上げていかないと試合に結びつかな
いので、
ポイントにフォーカスして練習しています。
— 若いころに比べて体のキレはいかがです
か？
ピーク時に比べるとスピードは落ちてきている自

生後6ヵ月、
母と

３歳のころ

野球を夢見ながら
陸上競技に取り組んだ
中学時代

覚があります。ただ、今の若い選手は速いペース

— 時代を戻して話を伺いたいのですが、
どん

での動きを長時間維持できますが、
それだけでは

な子どもでしたか？

野球のピッチングでいうとストレート一辺倒みたい

親が買ってきたお人形を拒否して、近所の男子と

になって、相手が慣れてしまう。
自分はスローカー

チャンバラをやっているような子どもでした。川原

ブを投げながら、勝負どころでぐっとスピードを上

や山に行ったり、野球をしたり。野球は大好きで、

げるというやり方で戦っています。

将来は選手になりたいと思っていたくらいです。

— 若いころと比べて今の充実度はどこにある

— 運動会では負けた記憶がない？

のですか？

かけっこで負けた経験はあまりないですし、高跳

そうですね……。
まだお腹がいっぱいにならない

びや幅跳びもほぼ優勝でした。中学１年生のとき

ので続けているという感じです。若いころより食べ

には幅跳びで５ｍ跳べてしまって、陸上部に引っ

るペースは落ちていますが、
まだ満腹ではない。

ぱられました。チームプレーや接触プレーのない

技術的にもっと磨けるところがあると感じて探究

陸上競技は、寡 黙なイメージで好きじゃなかった

しています。
スポーツは奥が深いというか、つきつ

んですが、嫌とは言えなくて……。陸上部に入っ

めたら際限がないので。

てからは高跳びをすることになったのですが、一

か もく

般的だった背面跳びではなく正面跳びをさせら
れて「嫌だ」
と言いました。
— 気の強い少女だったようですね。
筋が通っていないことを言われたり、頭ごなしにや
れと言われたら嫌なんです。
「なんでそれが必要な
のか」
を説明してくれれば納得するという子でした。
— 指導者に対してそう言っていたんですか？
それともそういう目をしていた？
「納得いかない」
という目をしていました。
それでま
た「なんだその目は」
とガツンとやられる、
の繰り返
日本代表のチームメイトと

しで
（笑） 先生との葛藤の日々でした。
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ハンドボールに
全力投球した高校生活
— 高校にはどのような経緯で進学しましたか？
中学２年生のときに大病をして欠席日数がかさん
でしまい、
それで担任の先生に公立の受験校の
ランクを落とされてしまったんです。絶対に納得が
せい りょう

いかなくて、受かった公立を蹴って私立の星 稜
高校に進学しました。
せい りょう

— 星 稜 高校といえば、
いろいろなスポーツのレ
ベルが高い、全国に知られた高校ですね。
このと
き、
スポーツに対してのビジョンはいかがでしたか？
最初はソフトボールとかに行こうかなと思っていた
んですが、制服合わせのときに世話してくれた先
輩に「ハンドボール部に入らない？」
と言われ、
さま
ざまな体育会系の部活に勧誘されたなかから、
— そういう性格は、
ご家族の影響でしょうか？
かばん

最終的にハンドボール部を選びました。

代議士の鞄 持ちをしながら政治家を目指した祖

— ハンドボールのどこに魅力を感じたのです

父に似たのかもしれません。間違っていると思っ

か？

たことは「間違ってる」
と言う子でしたね。
— 中学生のころの将来像は？
漠然とですが、
学校の先生かなと。
社会か体育の。

野球にあるような攻守交代がないこと。
また肉体
と肉 体とのぶつかり合いが激しくて、バスケット
ボールよりラグビーに近いこと。選択肢に入れて
いた柔道に近いものも感じました。

— 陸上はいつまで続けていたのですか？

— 体をぶつけて戦う、相手をなぎ倒すみたい

先生に逆らって背面跳びをやったりしつつも、
３年

なことが嫌じゃなかったんですね。

間陸上で通しました。本当はソフトボールとかをや

大好きだったんです。

りたかったんですけど、途中で所属を変えるのは
まずいかなという大人の判断と、陸上で体を鍛え

— 身長はどのくらいあったんですか？

ることはその後の競技にも活きるはずだという思

小学校卒業時にすでに１７０ｃｍあったのですが、

いでした。

高校入学時点では１７８ｃｍになっていました。

— 後のことも考えたうえで、陸上競技のベー

— ハンドボールを始めてどうでしたか？

シックな動作の重要性を考えて続けていたとは、

石川県はハンドボールが強い県でしたし、
レベル

すごい中学生ですね。球技はやっていなかった

の高い人がたくさんいて、
自分のなかで「上手くな

のですか？

りたい」
という火がつきました。

体育以外では、空き時間に野球のボールで壁投
げをしていたくらいでした。
— ではソフトボールではなく、女子野球を目指
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— 身長がそれだけあると、
１年目からレギュ
ラー？
はい。初日の練習で、勘だけで先輩のシュートを

していた？

バシッと止めてしまって。先輩は苦笑い、先生も

そのままいけば女子野球に行っていたと思います。

びっくりしていました。身長が高いのでキーパー

パ ラリンピアン か く語 りき 第 ４６ 回
筋金入りの
“一本気”
が日本車いすバスケの将来を拓く

だろうなと思っていたのですが、
シューターを任せ

しょうがないなと。
ただ、専門学校に入って栄養に

られました。背丈が周りの女子と全然違うので、
ト

ついて学び始めたものの、体がうずうずしてきて、

レーニングによっては男子と練習していました。

上村知佳

学校の野球部に入りました。男子の野球部でピッ
チャーをやっていました。

— 試合には高校１年生の早い段階から出て
いたのですか？

— オーバーハンドでしょう？試合にも出たので

高校１年生の国体予選のときから出ていて、国

すか？

体の強化指定も受けていました。

はい、
そして勝ちました。快感でしたね（笑） でも

— いきなりハンドボール漬けの毎日ですね。

ボールをやりたいと思って、入学して２ヵ月で母に

やっぱり真剣にスポーツをやりたい、それもハンド
はい。のめり込んでやりました。練習のしすぎで貧

電話したんです。
「苦労をかけるけど大学に入

血になったりしました。腿もすごく太くなって、着るも

り直したい。出世払いでお金は返すから」
と言っ

のは腿に合わせるとウエストがガバガバになって

たら、許してくれま

しまい、悩みました。

した。その数日後

もも

もも

に、階段から転げ
— 当時の食事の量はいかがでしたか？

落ちたんです。

１回にどんぶり２杯じゃきかなかったです（笑）
うちは食堂をやっていたんですが、練習を終えて

— どこから、
ど

食堂に帰ると、
５００ｍｌのサイダーを飲みながらカ

のように落ちたの

レーライス、
チャーハン、
ラーメンに天ぷらそばを続

ですか？

けざまに食べて、
やっと落ち着くという感じでした。

寮の階段で、上か
ら下まで頭から落

—トレーニング環境はどうでしたか？

ちました。一段目を

スポーツの盛んな学 校だけあってトレーニング

降りたときに「あっ

ルームの設備が整っていたのに加え、隣の大学

忘れ 物した」って

に行ってウェイトトレーニングをしたりもして、
かなり

思って体をひねっ

充実していたと思います。

たときに足を踏み外して、
アッと思ったときには足

一度諦めた
スポーツ熱が再燃
しかしその矢先 —
— オリンピックといった夢はありましたか？

が自分の頭より上に見えたんです。そして下まで
落ちて気を失って。
— 気がついたのはいつですか？
目を開けたら病室で、石川県にいたはずの母が
いました。

ハンドボールはバレーボールなどと違ってオリン

— 足が動かなくなっていたのはすぐにわかっ

ピックは厳しいと感じていましたが、大学レベルで

たのですか？

はやりたいなと思っていて、実際中京大学から話

はい、すぐに「あれっ」
と思いましたけど、
そのとき

も来ていました。でも、
「スポーツで体を壊して欲し

は治ると思っていました。
ひととおり治療をし、山

くない」
と母が反対して。母子家庭でしたし、公立

梨県のリハビリ病院に移ったときに「下半身は元

を選ばず授業料の高い私立高校に進学してい

には戻らない」と告げられました。言われてから

たこともあり、母の希望通り、東京にある栄養系の

１ヵ月くらいはショックで誰とも話をしなくなって、
ご

専門学校に決めました。

はんも食べなくなって、気がついたら死を考えて
屋上にいたりとか……。
そんなとき、母が「死んで

— かなり葛藤があったのではないですか？

もいいけど、
あんたの葬式代を稼いでから死にな

まあ、でも意外とあっさりというか、それはそれで

さい」
と言って目を覚まさせてくれました。
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— そのとき年齢は？

の車いすバスケの選手たちが練習をしているの

１９歳くらいでした。山梨の病院へ転院したときに

を目の当たりにして「すみません」
と感じました。

車いすバスケに誘われたのですが、
「絶対嫌だ。
車いすでスポーツはしない」
と拒絶しました。
その

—「すみません」
というのは？

ころには日常の車いす操作には支障がないくら

百聞は一見にしかず。
自分の固定観念で見もし

いになっていたのですが、やはり歩けないのがめ

ないで馬鹿にしてしまっていた競技が、
こんなに

ちゃくちゃもどかしくて、歩行訓練して絶対に元通

激しい、
レベルの高い競技だったんだと知り、
それ

りになってやると思っていたんです。

まで拒んでいた思いが嘘のように一気に変わりま

車いすを受け入れ
新たな進路を模索
その先に出会ったものとは

した。
— そして、車いすバスケの世界に入った。
先輩方は初めての私にいろいろ教えてくださり、
練習の流れが遅くなっても嫌な顔ひとつせずに合
わせてくれました。
自分でも早く上手くならなきゃと

ただ、そのうちに自分を受け入

思ったし、
それからは毎日練習

れて。専 門 学 校は車いすに対

しました。

応していなかったので退 学し、
教員を目指して大学を受けるこ

— 最 初の感 触はどうでし

とにしました。母にこれ 以 上 苦

たか？

労をかけないために国立大学に

シュートが届かないのが悔しく

しぼり、山梨県の教育大学を受

てしょうがなかったです。高校

験しようとしたのですが、二次試

時 代にバスケをやったときに

験を前に大学の入試課から電

は、すぐに手の届く所にゴール

話がかかってきました。
「教育実

があったのに。

習で２階、
３階までどうやって行く
んですか。誰に運んでもらうつも

— リハビリテーションセン

りですか。生徒ですか、それとも

ターではどんな生活でしたか？

教員の方にですか」。要するに、

２０００年 シドニーパラリンピックにてゴールを狙う

朝９時から夕方５時までセン

「他人に迷惑をかけるでしょ」っていうことを遠回

ターで訓 練、そのあと夜９時 半までバスケの練

しに言われたんですね。悩んでしまって、結局辞

習、それから１０時の消灯までに風呂に入って、

退しました。当時車いすを受け入れてくれるのは

冷や飯を食べて寝ていました。

東大、京大、筑波大くらいしかなくて結局受から
ず、
じゃあ手に職をつけようということで、
１年弱の

— 実業団の選手みたいですね。土日はどうし

待機期間を経て所沢の国立障害者リハビリテー

ていましたか？

ションセンターに入りました。

体育館を開けてもらって、体育科の先生がつきっ
きりで教えてくれました。

— そこで出会ったものは何でしたか？
入って２～３週間したころ、車いすバスケの指導
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— ゆくゆくはパラリンピックに、
といった思いは

をしていたケースワーカーの先生に体育館に呼

最初からありましたか？

ばれたんです。依然として車いすで競技をするつ

パラリンピックの存在は知りませんでしたが、国際

もりはなかったものの、一応練習を見に行ってみ

試合があると聞いて、出てみたいなと。
ちょうどそ

たんですが、
そこで星義輝さん
（※１９７６年トロン

のときはソウルパラリンピックの前の年で、練習を

トパラリンピック～１９８８年ソウルパラリンピックの

始めて１ヵ月弱の１０月に代表の強化合宿に放り

３大会に出場し、
日本の車いすテニス黎明期の

込まれ、
「女の人でもこんなにできる」
という目標が

エースとして活躍した選手）
をはじめ、
日本トップ

できました。
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— 体も変わっていきましたか？
だんだん服が着られなくなっていきました。
ただ食
はまだ細かったので、筋量は増したもののバラン
スがとれなくなって貧血になり、一度ドクターストッ
プがかかりました。
— 練習の成果は？
少しずつ出てきました。男子チームに１人入って
練習していたのですが、徐々にそのチームで試
合にも出られるようになってきて。試合に出始めた

２０００年 シドニーパラリンピック
（左）

当初は一部男子から「なんで女を出すんだ」と
ブーイングが出たんですよ。でも途中からは認め

— ポジションは？

られて、文句を言われなくなりました。

センタープレーヤーでした。車いすバスケを始め

— 試合の頻度はそのころどのくらいですか？

て間もなかったですし、
８８年は身長だけで選ば
れたようなもんです。

リーグ戦が月に１回ありました。
それ以外は毎日練
習でした。
— 休みに映画などに行くといったことはしまし
たか？

初めてのパラリンピックで
見えた「世界」

いいえ。バスケのことしか考えていませんでした。

— 初めての国際試合の感想はどうでしたか？

ジャパンの合宿に行ったことが、
ひとつの火種に

メダルを狙って出場したのに５位～８位の順位決

なったと思います。

定戦に回ることになってしまい、
５位を死守しない
といけないという大事な試合に出されて、半泣き

— そして、
１９８８年の春にソウルパラリンピック

でプレーしたのを覚えています。結果的になんと

の代表に選ばれました。

か５位を守れましたが、試合の後はもうホッとした

このときのヘッドコーチにはものすごくしごかれまし

記憶しかないです。

た。当時は合宿をするといってもなかなか施設が
なくて、東京近辺の選手の家に寝泊まりして体育

— パラリンピックの舞台を踏んで、見える世界

館に通っていたのですが、
コーチと先輩方に挟ま

や目指すものが変わりましたか？

れて寝ながら、球をよけたり監督にどなられる夢

コーチに、攻撃もディフェンスもすばらしいアメリカ

でハッと起きるような日々でした。

のセンタープレーヤーの写真を渡されて「お前は
あの選手になれ」
と言われました。

— 試合ではレギュラーですか？
そのときはまだ途中出場でした。

ひい

— では何かひとつに秀でるのではなく、
オール
マイティにレベルの高い選手を
目指せと。
はい。帰ってからまた死ぬ気で
練習しました。
— それが、
２０００年シドニー
パラリンピックでの得点王、
リバウ
ンド王の２冠につながるのです
ね。
ソウルパラリンピック後、バス

２０００年 シドニーパラリンピックにて銅メダルを獲得
（前から2列目、左から2人目）

ケはますます面白くなってきた？
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面白いというレベルじゃないですね。
自分の体の

— シュートはどんどん決まりましたか？

一部、
これを達成しないと自分の人生ではないと

実は、
メンタルが弱かったのでビビッちゃって。

いうような。
— そうは見えないですけど（笑）

— その後、
どのようにして次のパラリンピックを

いや、当たるときは大当たりしてたんですけど、だ

目指しましたか？

めなときは「何だこいつ」っていうくらいシュートが

男子のチームと女子のチームの、二足のわらじ

入らなくて。それよりも、
とにかく速くなりたい、ディ

で力を磨きました。女子と男子ではやはり当たり

フェンスを強くしたい、
と思ってやっていました。

が全然違いましたね。次のバルセロナパラリンピッ
クまでは予算がなくて海外遠征をさせてもらえな
かったので、世界のチームがどれだけ伸びてい
るか、パラリンピックが開催される場所がどれだ

憧れの選手に誘われて
カナダへ留学

け暑いかなどを想像のみで予測して、体育館を
４５℃、湿度８０％とかに設定して毎日練習してい

— パラリンピックの他に、世界選手権もあるわ

ました。
１８５ｃｍくらいの男子選手を呼んで１対１

けですよね。

の練習もしました。

日本女子が参加しだしたのは１９９４年からですね。

— そのころの上村さんはどういうタイプの選手

— 世界の選手との交流などはありましたか？

でしたか？

はい。
９２年のバルセロナパラリンピックで金メダ

体つきはかなりシャープで、
センターというよりはパ

ルを獲ったカナダに、
めちゃくちゃスピードのあるパ

ワーフォワードっぽい選手でした。高さよりも動きと

ワーフォワードがいて、
ファンになりました。野性的

いう。

で、他の選手にはないような研ぎすまされたものを
もった、
シャンタール・ベノワという選手でした。閉
会式のときに一緒に写真を撮ってもらって以来、
大会のたびに彼女に声をかけていたら、
２０００
年のシドニーパラリンピックのときに「カナダに来な
いか」
と誘ってもらえたんです。
— 上村さんには海外への留学経験があります
が、
それはベノワ選手がきっかけだったんですね。
国際車椅子バスケットボール連盟の副会長だっ
た彼女のボーイフレンドも協力してくれました。そ
れまでもアメリカで挑戦している日本男子が何人
２００4年 アテネパラリンピックでの攻防
（中央）

かいて、そういう機会があるなら絶対行きたいと
思っていたので、嬉しかったです。
— ソウルパラリンピック以降、
カナダに行くまで
の生活はどんなものでしたか？
リハビリテーションセンターには１年しかいられな
かったので、その後千葉で就職をしました。でも
障害者ばかりの職場環境が私には合わず、
１年
で立川の会社に転職して。朝９時から夕方５時ま
で仕事、
それから練習、
という毎日でした。
９４年ご
ろからは年に１回か２回海外遠征をするようにな

２００4年 アテネパラリンピック日本代表
（左から6人目）
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りました。遠征先は主にアメリカでした。

パ ラリンピアン か く語 りき 第 ４６ 回
筋金入りの
“一本気”
が日本車いすバスケの将来を拓く

— 当時の世界の車いすバスケの情勢はどの

— 仕 事の内 容はどんなも

ようなものでしたか？

のでしたか？

初めはドイツが強かったらしいですが、
それからア

国際車椅子バスケットボール

メリカ、
カナダに流れが移って、
オーストラリアも伸

連 盟 副 会 長のお宅に同居さ

びてきていました。
これらの強豪国では、国から選

せてもらいながら、彼の経営し

手への補助が手厚く行われていました。

ていた車いすの販 売 会 社の

上村知佳

手伝いをしていました。
自分で
— 対して、そのころの日本の環境はどうでし

修理もできるようになったし、す

たか？

ごく実になりました。

海外遠征が全部自腹だったので、仕事で稼いだ
お金はすべて遠征で出て行っちゃうみたいな。
— カナダに行くと決めたのはいつのことでし
たか？

— カナダには２００５年まで
いらっしゃいました。
４年間で、
生活スタイル、考え方、言葉に
は慣れましたか？

２０００年です。
ただ、
シドニーパラリンピックで銅メ

はい。言葉はだいたいマスター

ダルをとって帰ってきた２ヵ月後に母が亡くなり、
カ

しました。性格面でも、
日本に

ナダへは母の一周忌を待ってから行きました。

いたときと比べてのんびり屋さ
んになったと言われました。

— ではカナダはいろいろな意味で「新たなス

２００4年 アテネパラリンピックでのシュートシーン

タート」
といった意味合いもあったのですね。

— カナダで過ごすなかで、

そうですね。
自分が障害を乗り越えてこられたの

日本の良い点、悪い点を再発見したというような

には母の存在がとても大きかったので、母が亡く

ことはありましたか？

なってからはしばらく惚けたようになり、練習も中断

悪い点は、島国ということで、大らかに物事を考え

してしまっていたのですが、
７歳下の妹が「お母

られないところですね。
カナダの人たちは前向き

さんが今のお姉ちゃんを見たら悲しむよ」と私を

過ぎるんじゃないかっていうくらいポジティブです。

奮い立たせてくれました。

自己アピールもすごいし、謙虚という概念がない。
私が控えめにしていると、
「ここは日本じゃない。

カナダ生活で多くの収穫

もっと対等になれ」とよく言われました。逆に日本

— カナダではどんな生活が待っていましたか？

の会社でも信頼されました。

人の良いところは、勤勉であることですね。
カナダ

行く前は、彼女たちはプロで、バスケだけしかやっ
てないと思っていたんですが、実際は彼女たちも
バスケの他に仕事を持っていました。ただ、
日常
生活がすべてバスケにつながっているという考え
方でした。

日本車いすバスケへの
恩返しのために帰国

— どういうことですか？

— なぜ日本に帰ってきたのですか？帰りたくな

たとえば仕事中にトラブルやミスがあったときに、

りましたか？

「君はゲーム中でも、
うまくいかないとそういうふ

めちゃくちゃ帰りたくなかったです。帰ってきたの

うにカリカリするの？」という具合です。
日常生活

は、
日本人だからですね。私は日本の車いすバス

がすべてバスケにつながっているという考え方

ケに人生を変えてもらった。だから、何の恩も返さ

でした。練 習時 間の割き方も日本 以 上でした。

ずに海外で自分のレベルだけを上げることに抵

朝６時から始業時刻まで練習、昼にはハンドバイ

抗があったのです。
「今のあなたがあるのはみん

ク
（手漕ぎ自転車）で２０ｋｍくらい走り、終業後に

なのおかげでもあるんだから、恩は返しなさい」
と

も練習。

いう母の教えもありました。
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— 日本に帰ってからは何を心がけましたか？

ニコニコ見てる。でも日本では子どもが車いすに

自分が身につけたアメリカ的な戦術や技術を伝

興味を示すと
「ダメでしょ！」って言うんですよね。

えるのはもちろん、
カナダ人やアメリカ人の車いす

子どもが興味持ってるならいいじゃないって私は

バスケに対する考え方や、それらの国の車いす

思うんですけど。

バスケを取り巻く環境について伝えることですね。
カナダでも、
日本とカナダの違いなどについて議
論したときに「日本は２０～３０年遅れてるよね」
と
言われていました。そのころ日本では車いすバス

世界に学び、
「日本流」で強化する

ケに健常者を入れるという考えがなかったんです
が、当時カナダではすでに健常者も障害者に混

— 競技面では、現在の世界の勢力図、
そして

じってプレーをしていました。子どもたちの全国大

日本のレベルをどう見ますか？

会を観に行ったときも、出場者はみんな障害者な

少し前までカナダとアメリカがトップにいましたが、

んだろうなと思っていたら、試合後に数人が立っ

今はドイツ、
オランダ、
イギリスが強くなってきていま

て車いすを押して歩き始めたんです。障害者のク

す。
リオデジャネイロパラリンピックのたった１つの

ラスメイトや兄弟でした。
「車いすに乗れば一緒

アジアオセアニアゾーン
（ＡＯＺ）枠に中国が入っ

に競技ができるんだよ」という子どもたちの言葉

て、
オーストラリアが出場できなかったというところ

が印象に残っています。車いすは障害者のため

にも勢力図の変化を感じますね。中国はドイツか

の必需品ではなく、競技をするための道具……。

らコーチを招 聘して、
ヨーロッパのバスケを研究し

これが真のバリアフリーだな、
日本もこういう環境

ています。
日本は、今後どこのバスケを取り入れて

にしていかないともっともっと遅れちゃうなと。

しょう へい

いくかという岐路に立っていると思います。
日本流
にアレンジすることも大切です。

— 現在の日本のバリアフリー環境についてど
う思いますか？

—「日本流」
とは？

狭いスペースのなかで努 力がされているなと。

日本はパワーだけでは海外に負けるかもしれない

段差をフラットにしているようでもなかなか無理が

が、パワー不足を補うテクニックを持っています。

あったりはしますが、
だいぶよくなったかな。
むしろ

ただ、昔「世界一」
と言われた日本人の車いす操

ソフト面、人間と人間との関係性という面でのバ

作テクニックは失われてきています。一般の車い

リアフリーはまだまだって感じですね。
カナダでは

すユーザーも含めて、
日本人の車いす操作のレ

車いすは珍しいものではないし、慣れていない子

ベルが落ちてきているんです。
「器用である」
とい

どもたちが車いすをいじりにきても親たちはそれを

う日本人の特性にもう一度立ち返って、
日本の強
化を進めていってほしいと思います。
あとは、変化
を恐れないことですね。
— 日本の車いすバスケを取り巻く環境につい
てはいかがですか？
たとえばオランダでは、企業や大学を巻き込んで
障害者スポーツを推進しています。
また、健常者
と障害者の施設の共同利用も進んでいます。
２４
時間態勢で稼動している施設もあり、
そこで障害
者は週５日のスケジュールを組んで練習をしてい
る。
２０１６年のオリンピック・パラリンピック招致を
にらみ、
２０１１年にはこの環境ができあがってい
たそうです。一方、
２０２０年の開催が決定してい
る日本が今どんな環境かというと、
まだ先は長い

2015年 アジア選手権にて同僚に声をかけ励ます
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なと感じますね。

パ ラリンピアン か く語 りき 第 ４６ 回
筋金入りの
“一本気”
が日本車いすバスケの将来を拓く

上村知佳

2015年 アジア選手権、
試合前の精神集中
（右から2人目）

に目が向けられるような時代になっていますが、
さ
らに加速していくには何が必要だと思いますか？
障害者のためのスポーツではなく、一般のスポー
ツと同じように捉えてもらうことだと思います。車い
すバスケだけでなく、健常者も障害者も一緒に楽
2015年 アジア選手権でのシュートシーン

— 日本での車いすバスケの普及という面では

しむっていうところに行き着いたときに初めて本当
の「スポーツ」になるんじゃないかなと思います。

どうでしょう。

— この先の現役生活について、
どんなビジョン

学校での体験会なども実施していますが、
もっと

をお持ちですか？

やっていかなきゃと思いますし、
メディアがもっと盛

さすがにリオデジャネイロ不出場が決まったとき

り上げてくれることも大事だと思います。車いすバ

は、現役続行について久しぶりに悩みましたね。

スケの大会が開催されれば、
カナダでは誰でも観

でも、辞めるっていう決断はいつでもできる。辞め

られるテレビチャンネルで放映されますが、
日本で

ない場合には何をすればいいかを考えたときに、

はケーブルテレビなどで、契約した人しか観られ

「あーもうお腹いっぱい」
とは感じていないので、

ない。
またカナダでは、世界大会が近づくと、
すごく

もうちょっと続けようと思っています。いろんな引退

かっこいいプロモーション映像がテレビでバンバン

の仕方があって、
ある程度力を残して辞める人も

流れるんです。
それを見れば子どもたちは「わぁ、

いれば限界までやる人もいる。
自分は後者だろう

かっこいい」ってなりますよね。子どもたちの目に触

なと思います。泥臭い生き方をしてきたので、貫い

れるところでいろんな映像が流れて、子どもたちが

ていきたいです。

興味を持ってくれるといいなと思いますね。
— １０月１日から始動しているス

— ありがとうございました。

2015年 アジア選手権の会場全景

ポーツ庁 への期 待 度はいかがで
すか？
カナダでは、
日本でも各自治体や組
織で実施されているスポーツ表彰
で、障害者と健常者が同じ舞台に
立つんです。
メダリストのパレードも、
オリンピック選手とパラリンピック選
手の合 同 。
これが本当のバリアフ
リーだと思うので、
日本でもそれが
叶うことを望みます。
— 東京パラリンピックを前に、
これ
までよりは日本でも障害者スポーツ
２015年 アジア選手権日本代表
（左から3人目）
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上村知佳氏 略歴

1996 上村知佳氏、
アトランタパラリンピックに

1945 第二次世界大戦が終戦
1947 日本国憲法が施行

1949
昭和24

1960
昭和35

出場し、5位入賞
1997 香港が中国に返還される

全米車椅子バスケットボール協会設立

シドニー世界車椅子
1998 上村知佳氏、

1950 朝鮮戦争が勃発
1951 安全保障条約を締結
1955 日本の高度経済成長の開始

バスケットボール選手権大会出場

2000 上村知佳氏、
シドニーパラリンピックに

ローマパラリンピック開催
車いすバスケットボールが
夏季パラリンピックの正式種目となる
1964 東海道新幹線が開業
1966 上村知佳氏、石川県に生まれる

出場し、銅メダルを獲得
得点王とリバウンド王の2冠に輝く
上村知佳氏、東村山市民栄誉賞を受賞

2001

車椅子バスケットボールキャンプ
（Ｊ‒ＣＡＭＰ）
設立
2001 上村知佳氏、
日本女子車いす
バスケットボール選手として日本女子では
初めてカナダ、アメリカのチームとプロ契約

2002

日本車椅子バスケットボール大学連盟
（ＧＢＰ‒ＪＣＷＢＦ）
発足
2002 上村知佳氏、北九州世界車椅子バスケット
ボール選手権大会出場
得点王に輝き、ベスト5を獲得

平成13

1969 アポロ11号が人類初の月面有人着陸

1970
昭和45

第1回車椅子バスケットボール競技大会、
駒沢オリンピック公園体育館にて開催

平成14

1971

全国車椅子バスケットボール競技大会開催

1972

第8回全国身体障害者スポーツ大会にて、
車いすバスケットボールが公式種目となる

昭和46
昭和46

2004 上村知佳氏、
アテネパラリンピックに

1973 オイルショックが始まる

1974

全国車椅子バスケットボール競技大会開催

1975

日本車椅子バスケットボール連盟
（ＪＷＢＦ）
設立

出場し、5位入賞
2006 上村知佳氏、
アムステルダム世界車椅子バ

昭和49

スケットボール選手権大会に出場し、6位入賞

昭和50

1976
昭和51

1979
昭和54

世相

2008 リーマンショックが起こる

日本車椅子バスケットボール選手権大会開催
1976 ロッキード事件が表面化
1978 日中平和友好条約を調印

2010 上村知佳氏、
イギリス・バーミンガムＩＷＢＦ

第8回日本車椅子バスケットボール選手権大会開催

2012 上村知佳氏、秋季大会にて優勝を果たし、

世界選手権大会に出場し、7位入賞
2011 東日本大震災が発生

大会ＭＶＰ選手に選ばれる
上村知佳氏、関東カップ女子交流戦に
出場し、準優勝

1982 東北、上越新幹線が開業
1984 上村知佳氏、18歳のときに事故で

胸椎の10番を損傷

ソウルパラリンピックに出場し、
1988 上村知佳氏、
5位入賞

1989

国際車椅子バスケットボール連盟
（ＩＷＢＦ）
設立

1990

全日本女子車椅子バスケットボール選手権大会開催

2013
平成25

日本車椅子バスケットボール連盟が
一般社団法人として法人格を取得
2013 上村知佳氏、女子車椅子バスケットボール
選手権大会に出場し、優勝を果たす
2014 上村知佳氏、仁川2014アジアパラ

平成元

競技大会に出場し、銀メダルを獲得
上村知佳氏、関東カップに出場し、4位入賞

平成2

1992 上村知佳氏、バルセロナパラリンピックに

出場し、6位入賞

イギリス世界車椅子バスケット
1994 上村知佳氏、
ボール選手権大会出場

1995 阪神・淡路大震災が発生
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2015 上村知佳氏、
三菱電機2015ＩＷＢＦ

アジアオセアニアチャンピオンシップに
出場し、3位入賞
上村知佳氏、2015国際親善女子車椅子
バスケットボール大阪大会に出場し、
優勝を果たす
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オリンピック・パラリンピック年表
オリンピック

1896
1900
1904
1908
1912
1916
1920
1924
1928
1932
1936
1940
1944
1948
1952

第1回 アテネ
［ギリシャ］

夏季大会

第2回 パリ
［フランス］

冬季大会
上村知佳氏
出場大会

第3回 セントルイス
［アメリカ］
第4回 ロンドン
［イギリス］

パラリンピック・
障害者スポーツに関する
主なできごと

第5回 ストックホルム
［スウェーデン］
第6回 ベルリン
［ドイツ］
＊中止
第7回 アントワープ
［ベルギー］
第8回 パリ
［フランス］／ 第1回 シャモニー・モンブラン
［フランス］

ポーツクラブが創設

第9回 アムステルダム
［オランダ］／ 第2回 サン・モリッツ
［スイス］
第10回 ロサンゼルス
［アメリカ］／ 第3回 レークプラシッド
［アメリカ］

1910 ドイツ聴覚障害者スポーツ協会
が創設

第11回 ベルリン
［ドイツ］／ 第4回 ガルミッシュ・パルテンキルヘン
［ドイツ］
第12回 東京［日本］＊返上 → ヘルシンキ
［フィンランド］＊中止

1924

第13回 ロンドン
［イギリス］＊中止
第14回 ロンドン
［イギリス］／ 第5回 サン・モリッツ
［スイス］
第16回 メルボルン
［オーストラリア］／ストックホルム
［スウェーデン］
第7回 コルチナ・ダンペッツオ
［イタリア］

1960

第17回 ローマ
［イタリア］
第8回 スコーバレー
［アメリカ］

1964

第18回 東京［日本］
第9回 インスブルック
［オーストリア］

第2回 東京［日本］

1968

第19回 メキシコシティー
［メキシコ］
第10回 グルノーブル
［フランス］

第3回 テルアビブ
［イスラエル］

1972

第20回 ミュンヘン
［西ドイツ］
第11回 札幌［日本］

第4回 ハイデルベルグ
［西ドイツ］

1976

第21回 モントリオール
［カナダ］
第12回 インスブルック
［オーストリア］

第5回 トロント
［カナダ］
［スウェーデン］
第1回 エンシェルツヴィーク

1980

第22回 モスクワ
［ソ連］
第13回 レークプラシッド
［アメリカ］

第6回 アーネム
（アルヘルム）
［オランダ］
第2回 ヤイロ
［ノルウェー］

1984

第23回 ロサンゼルス
［アメリカ］
第14回 サラエボ
［ユーゴスラビア］

第7回 ニューヨーク
［アメリカ］
アイレスベリー
［イギリス］
第3回 インスブルック
［オーストリア］

1988

第24回 ソウル
［韓国］
第15回 カルガリー
［カナダ］

第8回 ソウル
［韓国］
第4回 インスブルック
［オーストリア］

1992

第25回 バルセロナ
［スペイン］
第16回 アルベールビル
［フランス］

第9回 バルセロナ
［スペイン］
第5回 ティーニュ/アルベールビル
［フランス］

第17回 リレハンメル
［ノルウェー］

第6回 リレハンメル
［ノルウェー］

第26回 アトランタ
［アメリカ］

第10回 アトランタ
［アメリカ］

第18回 長野［日本］

第7回 長野［日本］

第27回 シドニー
［オーストラリア］

第11回 シドニー
［オーストラリア］

第19回 ソルトレークシティ
［アメリカ］

第8回 ソルトレークシティ
［アメリカ］

第28回 アテネ
［ギリシャ］

第12回 アテネ
［ギリシャ］

第20回 トリノ
［イタリア］

第9回 トリノ
［イタリア］

第29回 北京［中国］

第13回 北京［中国］

第21回 バンクーバー
［カナダ］

第10回 バンクーバー
［カナダ］

第30回 ロンドン
［イギリス］

第14回 ロンドン
［イギリス］

第22回 ソチ
［ロシア］

第11回 ソチ
［ロシア］

第31回 リオデジャネイロ
［ブラジル］

第15回 リオデジャネイロ
［ブラジル］

第23回 平昌
［韓国］

第12回 平昌
［韓国］

第32回 東京［日本］

第16回 東京［日本］

国際ろう者スポーツ連盟ＣＩＳＳが
設立
第1回国際ろう者スポーツ競技大
会開催

第15回 ヘルシンキ
［フィンランド］／ 第6回 オスロ
［ノルウェー］

1956

1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020

1888 ドイツで聴覚障害者のためのス

1948

パラリンピック

第1回 ローマ
［イタリア］

1952

1960

ストーク・マンデビル病院内で車い
す患者によるアーチェリー大会を
開催。これがパラリンピックの原
点となる
第1回国際ストーク・マンデビル
大会開催
国際ストーク・マンデビル大会委
員会Ｉ
ＳＭＧＣ設立
第１回パラリンピックと位置づけら
れる国際ストーク・マンデビル大会
開催

1976

1980

1985

1986

1989
1999

国際身体障害者スポーツ大会
が、初めて国際ストーク・マンデ
ビル競技連盟Ｉ
ＳＭＧＦと国際身
体障がい者スポーツ機構Ｉ
ＳＯＤ
の共催で行われる
視覚障害者の国際的なスポー
ツ団体である国際視覚障害者
スポーツ協会Ｉ
ＢＳＡが設立
国際オリンピック委員会ＩＯＣは
国際調整委員会ＩＣＣがオリン
ピック年に開催する、国際身体
障害者スポーツ大会を
「Ｐａ
ｒ
ａ
ｌ
ｙ
ｍｐ
ｉ
ｃｓパラリンピックス」
と名乗
ることに同意する
国際聴覚障害者スポーツ協会
と、国際精神薄弱者スポーツ協
会がＩＣＣに加盟
国際パラリンピック委員会創設
日本パラリンピック委員会創設

12

生後6ヵ月、
母と

３歳のころ

２０００年 シドニーパラリンピックにてゴールを狙う

２０００年 シドニーパラリンピック
（左）

２０００年 シドニーパラリンピックにて銅メダルを獲得
（前から2列目、
左から2人目）

２００4年 アテネパラリンピックでの攻防
（中央）

２００4年 アテネパラリンピック日本代表
（左から6人目）

13

２００4年 アテネパラリンピックでのシュートシーン

フォトギャラリー

PHOTOGALLERY

日本代表のチームメイトと

2015年 アジア選手権、
試合前の精神集中
（右から2人目）

２０15年 アジア選手権にて

2015年 アジア選手権でのシュートシーン

2015年 アジア選手権にて同僚に声をかけ励ます

2015年 アジア選手権の会場全景

上村千佳

２015年 アジア選手権日本代表
（左から3人目）
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