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第１部　11:00-11:40
ミニラグビーの競技規則変更について

第２部  11:45-12:30　
求められる指導者像



はじめに・・



ラグビー憲章
ラグビー界の掟



ラグビー憲章策定の歴史

1871年・・・・・・・・・・・RFU（ラグビーフットボール・ユニオン）

1995年・・・・・・・・・・・ラグビーユニオンプロ化を宣言

  

1997年(2009年改定）

プロ化に伴ったラグビーの価値の消失を懸念して、
ラグビーユニオンはラグビー憲章を策定し、価値の
維持を目指すこととなる。





ラグビー憲章から考える競技規則の変更について

ラグビーの競技規則は安全を配慮し、時代によって変
更されるもの。

ラグビーの指導者をそれを受け入れること求められる。



この魅力的なスポーツであるラ
グビーをより多くの子どもたち
に、安全に、できるだけ長く楽
しんでもらうにはどうしたら良
いか？

本日のテーマ



・U8タグラグビーについて	
・ショルダーパッドの解禁について

ミニラグビーの競技規則の変更について



この１０年間の出来事

さらなるグローバル化
（政治・経済・産業・

人材等）

情報技術の進歩
（ネット環境・SNS・端

末）

ダイバーシティーの進展
（性別・年齢・障がい等）

教育観・倫理観等
価値観の多様化

（学校・社会・親
等）

スポーツ指導者によるハ
ラスメント問題

２０２０東京オリンピッ
ク・パラリンピックの開

催決定

スポーツ庁の設置
スポーツ基本計画の改定（2017）

新しい時代にふさわしいコーチング

日本体育協会→日本スポーツ協会（平成31年度）
公認スポーツ指導者制度の見直し（平成31年より始動）

２０１６W杯での日本代
表の活躍

リオオリンピックでの
７人制日本代表の活躍

スーパーラグビーへの
サンウルブスの参戦

社
会

ス
ポー

ツ
界

ラ
グ
ビー

界

新しい時代にふさわしいスポーツへ
JRFUも変化が求められている

学校体育（部
活）の限界

社会体育活動へ
の需要増加

訴訟社会気象の変化 医科学の進歩（安全基準等の変容）

２０１９W杯の日本開催
決定



2018年度のJRFU講習会のテーマ

日本ラグビー界の現状
・求められるコーチ像の変化（日本のスポーツ界全体）
・社会的な安全対策への意識の向上（U8以下のルール変更など）
・2019年ラグビーワールドカップ日本開催

Coaching Evolution
 （時代にあった指導者に進化しましょう）



U8はなぜタグラグビーに？



安心	

長期育成	

安全	
ここにフォーカスして話します

U８タグラグビー導入の３つのポイント



「スポーツ・リスクマネジメント」の定義

「スポーツ活動におけるリスクを予見
し、そのリスクが組織・団体、チーム、
プレーヤーにもたらす可能性のある損
害に対する予防策や、損害が発生した
場合の対処策を効果的・効率的に実施
する活動」（川島淳夫 2012）



訴訟社会となり、競技団体として指
導の現場でのリスクをマネジメント
することがもとめられている時代

  リスクを予見し、予防策を考える

　何かが起きてからでは遅い・・・・
今までは大丈夫だったは通用しない・・



キーワード

【かくれ脳振盪】

【慢性外傷性脳症】



脳振盪のリスクの再確認



頭部外傷の種類

1 ）こぶ(皮下血腫)
➡ 通常は放置で問題ないが、その上、脳振盪を合併することがある。
*『こぶができたから脳は安心』は間違い! 

2 ）頭皮の傷(擦り傷・切り傷)
➡ 水道水(清潔な水)で洗浄、出血は圧迫して止める。

3 ）脳振盪（脳損傷も含め）
衝撃によって脳が大きく揺さぶられたりした場合、衝撃は脳全体に及
び様々な症状が出る。例えるなら、豆腐を入れた容器を強く揺すると、
中の豆腐が崩れるのと似ています。 



衝撃によって脳が大きく揺さぶられることで発症
（豆腐を入れた容器を強く揺すると、中の豆腐が崩れるのと似ています） 

意識障害、頭痛、めまいや吐き気、体調不良・・・
正しく対処しないと人生に影響を与える後遺症、脳損傷となれ
ば、死亡するケースもあります

脳振盪（脳損傷も含め）



どんなときに脳振盪（脳損傷）は起こりやすいのか？

・タックルされて倒れるとき ・タックラーが後ろ向きに倒れるとき ・ラックに
突っ込んだとき ・人と勢い良くぶつかったとき ・強く揺さぶられたとき ・勢
いよく尻餅をついたとき



(ボールキャリアの膝が頭部に当たり非常に危険です）

どんなときに脳振盪（脳損傷）は起こりやすいのか？

　　逆ヘッドタックルした際のタックラー

正しいテクニックの指導が大切

(ボールキャリアの膝が頭部に当たり非常に危険です）



(

脳挫傷とは、頭部に強い衝撃が加わることで、脳実質に損
傷を受ける外傷。脳実質の挫滅、出血などを起こす。受傷
直後から意識が悪いことが多い。処置が遅れると重い後遺
症や死亡につながるケースを併発することもある。　

脳挫傷



脳振盪が起こる状況は、急性硬膜外血腫・急性硬膜下血腫な
ど、脳の静脈が引きちぎれて出血を起こし、重い後遺症や死
亡につながるケースを併発することもある。　

急性硬膜外血腫・急性硬膜下血腫

脳挫傷・急性硬膜外血腫・急性角膜下血
腫の場合は緊急手術が必要



(

容態の急変

急性硬膜外血腫・急性硬膜下血腫などは、受傷後にその場で意識を失うこともあ
れば、一時的に意識がはっきりしていることもあります。意識がはっきりしてい
ても容態が急変する場合もあります。

その間違った判断が大きな事故に繋がります。　
疑わしい時は、絶対にプレーさせない！

明らかに頭を打ったような気がするが、意識がはっ
きりしているから大丈夫だろう。試合に出そう！



(

死亡率　50％　↑　
後遺症　100％↑

Second Impact Syndrome 
(SIS)

脳は2度目の衝撃に弱い

疑いのある時点でプレーを中止させなければならな
い

セカンドインパクトシンドローム



(ボールキャリアの膝が頭部に当たり非常に危険です）

枠内にある症状や徴候を一つでも認めたら 脳振盪を疑いになりますので、プレー
を中止し、病院へ行かせてください。

脳振盪・脳振盪の疑い



枠内にある症状や徴候を一つでも認めたら 脳振盪を疑いになりますので、プ
レーを中止し、病院へ行かせてください。

脳振盪・脳振盪の疑い



枠内にある症状や徴候を一つでも認めたら 脳振盪を疑いになりますので、プ
レーを中止し、病院へ行かせてください。

脳振盪・脳振盪の疑い



脳振盪の段階的競技復帰

日本ラグビー協会発行　　　
『2016 改訂版　ラグビー外傷・障害対応マニュアル』を確認



かくれ脳振盪（U8）

脳振盪は大人でも診断が難しい・・



U8は脳振盪の判断が難しい

・質問では難しい
・バランスチェックも難しい
・本人からの訴えも期待できない

かくれ脳振盪が起きている可能性



慢性外傷性脳症



新しい医学的見解

【【【慢性外傷性脳症】
激しいコンタクトスポーツにおいて、脳振盪
（のうしんとう）などの軽度の頭部外傷を繰
り返し受けた人が発症する進行性の疾患。
数カ月から数年以上の期間を経て、精神
症状（抑うつ、攻撃性、自殺企図など）や認
知機能の低下、パーキンソン病に似た症
状などが出現する。	



コンタクトを行うことの将来的なリスクの可能性

慢性外傷性脳症（CTE）の犠牲者へ
の補償内容が十分ではないとして、
アメリカンフットボールの元選手ら
が、ナショナル・フットボール・
リーグ（NFL）に補償を求めた訴訟
で、NFL側が推定10億ドル（約1090
億円）を支払う。
※映画「コンカッション」と元とな
る実話

アメリカ青少年サッカー協会
10歳以下の子どもを対象にヘディン
グの禁止令を施行

現時点では可能性があると言われている段階です



　　　　コンタクトへのリスクマネイジメント

World Rugbyでも最重要課題

プレーヤーの安全(現在/将来）・・・リスクマネイジメント

ラグビー指導者を守る・・・リスクマネイジメント

コンタクトスポーツであるラグビーを広めていく上で

医学の進歩
（安全基準等の変化）

低年齢のカテゴリーへのコンタクトに警鐘



海外の競技規則はどうなってる？
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慢性外傷性脳症のリスクが予見されている

U8は脳振盪の判断が難しい

海外のユニオンではリスクマネジメントがされている

現在のU8のフルコンタクトラグビーは時代の
安全基準に照らし合わせて考えた際には
JRFUとしてリスクマネジメントができてい
ると言える状態ではないという結論に達した。

World Rugbyでも育成年代のフルコンタクトに警鐘をならしている



安全を最優先した状態で
子どもたちを受け入れま
しょう！

2019年ラグビーW杯で多くの子どもたち（多様な価
値観を持った保護者含め）がラグビーに興味を持っ
て参加してくる。その前に・・・・



来年度からの活動に際して

これまで・・・・
コンタクトが苦手な子をラグビースクールに留める努力

これから・・・・・
コンタクトをやりたい子をラグビースクールに留める努力

現場での説明の必要性
「日本ラグビーはプレーヤーの安全面に配慮し、ノンコンタクトラグ
ビーからフルコンタクトラグビーに導く競技規則を用意しています」



よくある質問



都道府県協会主催試合以外で
は、今まで通りコンタクトラ
グビーを指導して良いのか？
練習試合はして良いのか？

質問１



回答

私もJRFU小学生部門
に確認中です。



川合個人の見解



コンタクト（繰り返しの衝撃）

これまでの日本のU８の活動（年間）

【かくれ脳振盪】のリスクあり
【慢性外傷性脳症】のリスクあり

４月



年間練習

意味のない変化（形骸化）

【かくれ脳振盪】のリスクあり
【慢性外傷性脳症】のリスクあり

タグ大会 タグ大会

コンタクト
（繰り返しの衝撃）

コンタクト
（繰り返しの衝撃）

コンタクト
（繰り返しの衝撃）

４月



地面との接触
衝撃をコントロールした軽度

な肉体接触

タグ大会 タグ大会

年間練習

今後の活動のイメージ

タグ タグ タグ

【かくれ脳振盪】のリスクマネジメントOK
【慢性外傷性脳症】のリスクマネジメントOK

４月

地面との接触
衝撃をコントロールした軽度

な肉体接触

地面との接触
衝撃をコントロールした軽度

な肉体接触



JRFUは競技規則を変えてリスクマネイジメントをした   

チームやコーチの自己責任となってしまう可能性
も・・・・・

これで大きな事故が起きてしまった

タグ大会 タグ大会

コンタクト
（繰り返しの衝撃）

コンタクト
（繰り返しの衝撃）

コンタクト
（繰り返しの衝撃）

４月



よくある質問２

コンタクト指導をしないと小学３年生からコンタク
トの試合ができない。余計に怪我をするのではない
か？

競技規則が変わった中で今までと同じ時期の大会では
無理があって当然。小学３年生のコンタクトの大会の
開催時期も変更しないとならない。

解決策



４、タッチじゃだめなのか？

５、すでにコンタクトラグビーをしているプレーヤー
　　もタグに戻す必要はあるのか？

３、なんでU8なのか？　　　

小学３年生あたりから怪我の受傷後に自己表現ができるようになること

これまでの５人制のルールのカテゴリーを変更することがシンプルである

これを機会にタグラグビーからラグビーへという流れを競技規則で可視化する

大人の問題もあるがタグラグビーとラグビーを連動させる

新しいルールを作ることで混乱が予想される（既存のものを利用することがシンプル）

リスクマネジメントの視点で考えるとすぐにでも対応すべきこと



ショルダーパッドの解禁について



胸部に強い衝撃を受けることでの心肺停止

【心臓震盪】

キーワード



心臓震盪

ショルダーパッドには胸にパッドが
入っているものもある。心臓震盪のリ
スクを軽減する可能性があるものを、
大人が使用可能で子どもたちに禁止に
していたことがJRFUのリスクマネイ
ジメントとして問題

ミニラグビーでのショルダーパットを解禁



装着するかは自己判断

JRFUはリスクマネジメントとして禁止を解除した

基準は大人と同じ



　★団体のリスクマネジメントとしておすす
めしないこと★

ラグビースクールで今後も使用を禁止にする
という話も聞こえてきます。もし何かあった
らラグビースクールの責任問題となりかねま
せん。プレーヤーの判断にゆだねて、団体と
してのリスクを回避すべきではないかと思い
ます。



JRFUのアンケート実施中（８月）

U８のコンタクトの練習試合のことなど・・・

解説の第２版の作成



求められている指導者像



時代にあわせて進化できてい
ない指導者

スポーツの社会問題

時代にあわせて進化できてい
ない組織



コンプライアンスの学習資料

(どちらもPDFでダウンロード可)

日本財団パラリンピックサポートセンター『マンガで学ぶスポーツコンプライアンス 』

◆行きすぎた熱血指導
「極限の状態に追い込むことが選手を鍛える・」

◆セクハラ発言
「胸が大きくなったな・・・」

◆未成年への飲酒の強要

などなど・・・・・・・・・

　　自分の指導を再確認してください。















社会からスポーツに求められてきたこと

理不尽を乗り越えられる忍耐力を養う
社会の厳しさを教える

指導者像・・選手を服従させるイメージ
　　　　　　怖がられる存在でなければならない

日本スポーツ協会 
「求められる指導者像」より	



様々な社会の状況に対する対応力
自ら力で様々な課題を乗り越える力

社会からスポーツに求められいること

指導者像・・選手に寄り添い成長をサポートする
　　　　　　スポーツの楽しさを伝える

日本スポーツ協会 
「求められる指導者像」より	



 JRFUコーチング部門の選手の育成方針

「自ら考え、課題を解決し、成長し続
けられるプレーヤーの育成」



理不尽を乗り越えられる忍耐力を養う
社会の厳しさを教える

タグラグビーの導入に否定的な方の中には、コンタクトラグビーじゃ
ないと厳しさを指導できないという考えの方もいるかもしれません。

これまでのスポーツ指導者に求められてきたこと

日本スポーツ協会 
「求められる指導者像」より	



これからスポーツ指導者に求めらること

様々な社会の状況に対する対応力

社会に求められている指導者としての役割を考えれば、タグラグ
ビーでも、求められている役割は果たせます。

日本スポーツ協会 
「求められる指導者像」より	



どんな教え方が良いのか?

意味が 
🔲あること 
🔲ないこと	

熱意が 
🔲ある 
🔲ない	

教える技術が 
🔲ある 
🔲ない	

～最悪のパターンは?　教わる側の心理は・・・?

『意味がないことを、熱意を持って、下手に教えられ
ることは最悪ダ・・・』 
『熱意だけあると寝るにも寝れない、内職もできな
い・・・』	

資料提　西村一帆	



『意味があること（正しい知識や
新しい方法）を、熱意を持って、
上手に教えましょう。』

日本スポーツ協会 
「求められる指導者像」より	



学ぶことをやめたら
指導することもやめなければならない

ロジャ・ルメール　（元サッカーフランス代表監督）



子どもたちのために進化しま
しょう！

指導者の皆さんの今後の成長を応援しております。
JRFUの指導者講習会でお待ちしております！

　　　　ご静聴ありがとうございました。


