
 

車いすバスケットボールに関する IPCの発表について 

 

令和 2年 1月 31日午後 8時（日本時間）、IPCから「車いすバスケットボール

を東京 2020パラリンピック競技から除外する可能性がある」との発表があった。 

 

１ 背景 

・ パラリンピックに出場する選手のクラス分けに関する IPCのルールを、国

際競技団体である IWBF が遵守していないことを、IPC が問題視している。 

 

２ IPC発表概要 

・ IPC理事会（1月 23-25日）の決定事項 

① 車いすバスケットボールについて、IF が選手のクラス分けに関する改

善策を 5 月 29 日までに講じない限り、東京 2020 パラリンピック競技

から除外する可能性がある。 

② パリ大会については、除外を決定。ただし、2021 年 8 月 31 日までに

IPCのクラス分けに関する規定を完全に遵守できれば、資格を回復。 

 

３ 組織委員会及び日本車いすバスケットボール連盟の対応 

IPCの発表後、組織委員会及び日本車いすバスケットボール連盟が、本件

に関するコメントを発表 

（１）組織委員会のコメント（概要） 

○ 本件は、IPC のルールを、国際競技団体である IWBF が遵守していない  

問題。 

○ 運営を担う組織委員会は、競技の実施を前提に大会準備に引き続き尽力

していく。 

（２）日本車いすバスケットボール連盟のコメント（概要） 

○ クラス分けは、パラスポーツの根幹をなすものであり、IPC のクラス分

けに関する規定を遵守することが、パラリンピック出場の大前提と認識。 

○ IWBFのアクションプランが発表され次第、今後の対応を早急に検討。 



Wheelchair Basketball could lose Tokyo 2020 spot 
IWBF’s failure to comply with IPC Athlete Classification Code could see it removed 

from Tokyo 2020

IPC remove wheelchair basketball from the Paris 2024 sport programme pending full 

compliance with IPC Athlete Classification Code
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The International Paralympic Committee (IPC) has warned the International 

Wheelchair Basketball Federation (IWBF) that the removal of wheelchair basketball 

from the Tokyo 2020 Paralympic Games is one of the options it could pursue unless 

the federation implements an IPC approved action plan to improve athlete 

classification by 29 May 2020.

At the same time, due to the IWBF’s continued failure to comply with the IPC Athlete 

Classification Code, wheelchair basketball has been removed with immediate effect 

from the Paris 2024 Paralympic Games sport programme. Such exclusion may, 

however, be lifted if the IWBF takes measures to fully comply with the IPC Athlete 

Classification Code by 31 August 2021.

The unanimous decision taken by the IPC Governing Board at its meeting in Bonn, 

Germany (23-25 January) follows protracted discussions with the IWBF, which, as an 

International Federation, currently defines eligible impairments differently to the 

mandatory list of Eligible Impairments agreed on by the IPC General Assembly and 

reflected in the IPC Athlete Classification Code.  The Eligible Impairments in the 

Paralympic Movement reflect the activities of the IOSDs that founded the IPC, and any 

changes must be approved by the IPC General Assembly.

The IPC has taken the decision now after the IWBF failed on numerous occasions to 

take actions to improve its Athlete Classification Code compliance. 

Andrew Parsons, IPC President, said: “We appreciate that wheelchair basketball is 

one of the most popular sports at the Paralympic Games, but this does not mean that 

the IWBF is above the rules.

“Athlete classification is integral to all Paralympic sport and the failure of any sport to 

comply with the IPC Athlete Classification Code is of critical concern to us because it 

could threaten the integrity of competition.

“Sadly, this is not a new issue and the IWBF has been on notice of this matter for 

several years and has been provided ample time and opportunity to address it.  

Throughout this period, we have been very clear to the IWBF that changes must be 

made in advance of the Tokyo 2020 Paralympic Games.

“With less than seven months to go until the Games our disappointment with the 

IWBF’s reluctance to comply with the IPC Athlete Classification Code has reached 

breaking point, especially when the Eligible Impairments allowed to participate in 

Paralympic sport have been approved by the IPC General Assembly.

“Substantial work is required to align the IWBF classification rules with the IPC Athlete 

Classification Code and to roll-out the changes on an operational level.  We hope this 



decision will kickstart the IWBF into action because if not, the worst case scenario, is 

that the sport and its athletes could miss out on inclusion at the Paralympic Games.

“The ball is now very much in wheelchair basketball’s court, as it has been for some 

time now.  The IWBF know exactly what measures they need to take between now 

and this May.  Long-term a timeline is also in place with what actions must be taken for 

the sport to be reinstated into the Paris 2024 Paralympic Games.”

Chelsey Gotell, Chairperson of the IPC Athletes’ Council, said: “The failure of the 

IWBF to comply with the IPC Athlete Classification Code means they are also failing 

every single athlete that plays wheelchair basketball.

“From an athlete viewpoint, I am bitterly disappointed at the IWBF’s continued 

reluctance to make changes to comply with the IPC Athlete Classification Code which 

is fundamental for every single Paralympic sport.

“Any athlete in sport knows that if you do not play by the rules you will be penalised.  

The same approach must also be taken against the IWBF who currently are playing by 

their own rulebook, a rulebook that has the potential to allow athletes with non-eligible 

impairments to participate at the Paralympic Games.

“The IWBF is the only international federation on the Paralympic Games programme 

that does not have an athlete representation model.   This makes things very difficult 

for athletes in the sport to give their views or achieve a greater understanding of 

serious issues that could impact them.  This is why athletes came to the IPC Athletes’ 

Council to seek greater clarity on this issue since they were not involved in any 

discussions with the IWBF.

“We cannot escape the fact that the IPC Governing Board’s decision has a potential 

impact on an athlete population who want to compete at the Paralympic Games.  But 

the IWBF has been aware of this issue for several years and changes are needed 

within the sport so that players and spectators alike can be confident that only players 

with eligible impairments in line with the IPC Athlete Classification Code are playing 

the sport.”

TOKYO 2020

As part of an IPC approved action plan, the IPC Governing Board has granted the 

IWBF a temporary extension to comply with the IPC Athlete Classification Code.  

During this extension period, all wheelchair basketball players set to compete at the 

Tokyo 2020 Paralympic Games with sport classes 4.0 and 4.5 must have their 

eligibility reassessed by 29 May 2020.  Such reassessments will determine whether or 

not players have an Eligible Impairment under the IPC Athlete Classification Code.  



Players found without an Eligible Impairment will not be allowed to compete at the 

Games.

If at any stage the IPC considers that the approved action plan is not being complied 

with, the IPC Governing Board may consider a range of measures.  This could include 

an extension of the deadline or, if it sees fit, immediate exclusion from the Tokyo 2020 

Paralympic Games.

PARIS 2024

The IPC Governing Board has removed wheelchair basketball with immediate effect 

from the Paris 2024 Paralympic Games.  Such exclusion may, however, be lifted if the 

IWBF becomes fully compliant with the IPC Athlete Classification Code by no later 

than the end of August 2021.
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車いすバスケットボールが東京 2020 大会から除外される可能性 

 

IWBF が IPC のアスリートクラス分け基準を遵守しないため、車いすバスケットボールが東

京 2020大会から除外される可能性が出てきた。 

IPCは、IPCのアスリートクラス分け基準を完全に遵守しない限り、車いすバスケットボー

ルをパリ 2024大会の競技プログラムから除外する。 

 

2020年１月３１日 

 

国際パラリンピック委員会（IPC）は、国際車いすバスケットボール連盟（IWBF）に対して、

「2020 年５月２９日までにアスリートのクラス分けを改善する」旨の IPC 決定済みの行動

計画を同連盟が実行しない限り、車いすバスケットボールを東京 2020大会から除外すると

いう選択肢もありうると警告した。 

 

IWBFが IPCのクラス分け基準を遵守しない状態が続いたため、車いすバスケットボールは、

パリ 2024大会の競技プログラムから即時発効の決定によりすでに除外されている。しかし、

IWBF が IPC のクラス分け基準を 2021 年８月３１日までに完全に遵守する措置を取る場合、

この除外決定は解除される可能性がある。 

 

この決定が満場一致で下されたのは、ドイツ・ボン市で１月２３－２５日に開催された IPC

理事会の理事会であり、長引いた IWBFとの協議を締めくくるものだった。IWBFが国際競技

連盟として定める現行の参加資格のある障害は、IPC総会の合意のもと IPCのアスリートク

ラス分け基準に反映されている参加資格のある障害の義務的なリストとは異なる。パラリ

ンピック・ムーブメントにおける参加資格のある障害は、IPCを発足させた各 IOSD（障害別

国際スポーツ組織）の活動を反映しており、これに対するいかなる変更も IPC総会での承認

を必要とする。 

 

幾度も機会があったにも関わらず、IWBF がクラス分け基準の遵守に向けた施策を取らなか

ったことが、今回の IPCの決定につながっている。 

 

アンドリュー・パーソンズ IPC会長は「車いすバスケットボールが、パラリンピック競技大

会で最も人気の高い競技の一つであることは喜ばしい。しかし、IWBF がルールの適用を超

えた存在であるわけではない」と述べた。 

 



「アスリートのクラス分けは、全てのパラリンピック競技にとって不可欠である。いかなる

競技においても、IPCのクラス分け基準を遵守しないことは、我々にとって重大な懸念であ

る。なぜなら競技の完全性や高潔性を脅かすからだ。」 

 

「残念なことに、これは新しい問題ではなく、IWBF はこの件に関して数年にわたり勧告を

受けており、これに対処する時間を十分に与えられていた。この期間を通じ、東京 2020パ

ラリンピック競技大会の前に変更が必要だと、我々は IWBFに対し明確に伝えてきた。」 

 

「大会まで７か月を切り、IPC のクラス分け基準の遵守を躊躇する IWBF に対して、我々の

不満は限界に達した。特に、パラリンピック競技に参加資格のある障害を IPC総会が承認し

た後であるから、なおさらだ。」 

 

「IWBF のクラス分けルールを IPC のクラス分け基準に揃え、運営レベルで変更を取り入れ

ていくには相当な作業が必要となる。我々は、今回の決定が即座に IWBFの行動を促すこと

を望んでいる。そうでなければ、この競技とアスリートがパラリンピック競技大会の参加を

逃すという最悪のシナリオになるからだ。」 

 

「ボールは、ここしばらくと同様、車いすバスケットボール側にある。IWBF は、現時点か

ら今年５月の間にどんな措置を取るべきか、はっきりと認識している。長期的には、パリ

2024 パラリンピック競技大会で復活するために同競技が取るべき対策についてのタイムラ

インも設定されている。」 

 

IPCアスリート委員長のチェルシー・ゴテルは以下のように述べた。「IWBFが IPCのクラス

分け基準を遵守しないということは、車いすバスケットボールのすべての選手を見捨てる

ということでもあります。」 

 

「アスリートの立場から見れば、IWBF が IPC のクラス分け基準を遵守するための変更に躊

躇し続けることに対し、ひどく失望しています。同基準はパラリンピック競技の一つ一つの

根本となるものです。」 

 

「アスリートなら誰でも知っていることですが、ルールに従わない場合は反則を取られま

す。これと同じアプローチを IWBFに対し取るべきです。IWBFは現在、独自のルールブック

に従っています。このルールブックでは、参加資格のない障害を持つアスリートが、パラリ

ンピック競技大会に参加してしまう可能性があります。」 

 

「パラリンピック競技大会プログラムに加わる国際競技連盟のうち、IWBF だけがアスリー

トの意思決定モデルを持っていません。これでは、同スポーツを行うアスリートにとって、

自分たちの意見を述べたり、自分たちが影響を受ける可能性のある深刻な問題について理



解を深めたりすることが非常に困難です。そのため、アスリートたちは IPCアスリート委員

会に出向き、この問題について更なる明確化を求めました。彼らはこの問題に関して IWBF

との討議に関われなかったのです。」 

 

「IPC理事会の決定が、パラリンピック競技大会への出場を希望する競技者数に影響を与え

うるという事実から逃れることはできません。IWBF は、この問題を数年にわたり認識して

いました。同競技において、IPCのクラス分け基準に該当する参加資格のある障害を持った

選手のみが同競技に参加していると選手と観客が確信を持つためにも、変更の必要がある

のです。」 

 

東京 2020 

 

IPC決定済みの行動計画の一環として、IPC理事会は、IWBFが IPCクラス分け基準に従う期

限を仮延長した。この延長期間中に、東京 2020パラリンピック競技大会への出場を予定し

ている障害度 4.0-4.5 の車いすバスケットボール選手は全員、2020 年５月２９日までに各

自の資格の再評価を要求されている。この再評価を通じ、各選手が IPCのクラス分け基準に

適合した障害をもっているか否か決定する。参加資格を有する障害がないと判明した選手

は大会に出場できない。 

 

パリ 2024 

 

IPC 理事会は即時発効の決定で、車いすバスケットボールをパリ 2024 パラリンピック競技

大会から除外した。しかし、この除外決定は、IWBFが IPCのクラス分け基準に 2021年８月

末日までに完全に従えば解除される可能性がある。 



お知らせ
車いすバスケットボール競技に関する国際パラリンピック委員会（IPC）の発表について
車いすバスケットボール競技が、東京2020パラリンピックの実施競技から除外される可
能性があることについて、国際パラリンピック委員会（IPC）から連絡を受けました。
クラス分けに関するIPCのルールを、国際競技団体（IF）である国際車いすバスケット
ボール連盟（IWBF）が遵守していない問題であり、パラリンピック大会におけるIFや競
技の扱いについては、IPCの判断事項であると認識しています。
大会準備やチケット販売が進み、大会に向けて準備をしているアスリート、準備に関
わってきた東京都や大会関係者、ボランティア、チケット購入者など競技を楽しみにし
ている方々も非常に多く、改善に向けたIWBFの早期のアクションを期待します。
いずれにしても、IPCの発表にある通り、現時点では引き続き車いすバスケットボールは
東京2020パラリンピックの競技の一つであり、運営を担う組織委員会は競技の実施を前
提に大会準備に引き続き尽力してまいります。 

IPCの発表については、こちらをご確認ください。
URL：
https://www.paralympic.org/news/wheelchair-basketball-could-lose-tokyo-
2020-spot
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