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はじめに
2012 年，イギリスのテレビ局で，パラリンピッ

クの放送権を獲得したチャンネル4の取り組み，
なかでもチャンネル4が 手掛けたMeet the 
Superhumansは，カンヌ・ライオンズのフィル
ムクラフト部門でグランプリを受賞するなど世
界的に高い評価を得た。

チャンネル4の番組制作には，「ノーマライ
ゼーション」の考え方が戦略的に重要であると
位置づけられていた（Walsh, 2015）。ノーマ
ライゼーションは，障害者の歴史において

（Nirje, 2004），そして障害者のスポーツ史に
おいても重要である（Little, 1989a）と認識さ
れつつも，チャンネル4が番組制作に至った経
緯との結びつきについては，我が国においては
十分な議論はなされていない。しかし，チャン
ネル4の制作における基本コンセプトは，「障
害者があたりまえに社会において活動している
姿」を映し出すことにあり，障害者をキャスト
に採用するなど，様々な取り組みをすることに
つながった（Jackson, et al., 2015）。

そこで，本稿は，「あたりまえ」「ノーマライ
ゼーション」という概念を通じて，障害者が社

～ 障害者がスポーツをする姿を見るという経験を通して ～

桐蔭横浜大学　田中 暢子

そこにいる「あたりまえの存在」と
スポーツがある社会

パラリンピックは，障害者のスポーツにどのような影響をもたらしてきたのだろうか。2012年ロ

ンドン大会，2016年リオ大会に，チャンネル4が発信したMeet the Superhumansは全世界に

大きな衝撃を与えた。 障害者のありのままの姿を描くに至った背景には，ノーマライゼーションの

考え方があったという。この考えに基づき，障害者のコメンテーターを育成し，障害者の声も届け

ることを可能とする仕組みをつくり上げた。

本稿は，障害者がスポーツ選手として高い評価を得るに至った社会背景を追いながら，障害者

から見たスポーツの権利と送り手の「見せ方」と見せるコンセプトの変遷を問う。
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会で「あたりまえにいる存在」としてスポーツ
活動を行うことが，社会的権利の中でどのよう
に議論され，パラリンピックのレガシーとして
認識されるに至ったかについて概観する。

Ⅰ そもそもの権利とは
権利については，歴史的に古くはロック，ル

ソー，カントに始まり，今なお多くの哲学者や
研究者によって，議論されている。 金（2006：
14-16）は， 人権 を，「価値的人権原理」と

「ルール的人権原理」の2つに分類し，価値的
人権の原理を，「人が目指すべき価値として，
人間や社会についての理想状態の実現を目標に
おく」とし，ルール的人権の原理を，「人々の間
の合意や同意に基づいて権利が生まれる」とし
た。 換言するならば，「価値的人権原理」は，

「障害者を差別しないようにしよう」との，ある
種の人々の価値に基づく。 一方で「ルール的人
権原理」は，「差別してはならない」もしくは「人
は皆，平等」などを法で定めることと読み換え
られる。イギリスでは，1995年に障害者差別

禁止法，2010年に平等法が施行されている。
我が国では，「障害を理由とする差別の解消の
推進に関する法律（いわゆる障害者差別解消
法）」が2016年 4月に全面施行された。

また，伊藤（1996）は，マーシャルの3つ
の権利（市民的権利，政治的権利，社会的
権利）に着目し，20 世紀の挑戦は，社会的権
利をどのように構築していくかであると唱えた。
マーシャルの論に依拠するなら，「生活を営む
権利」のひとつとして，障害者もスポーツ活動
に参加する権利は，この「社会的権利」のも
と発展してきたと考えられる（図表1参照）。

Ⅱ ノーマライゼーション
Ⅱ‒1 ノーマライゼーションの起源

ノーマライゼーションという言葉が用いられる
ようになって，60 年近くになる。 半世紀にわた
り，（知的）障害者に対する支援プログラムの
あり方を問う理念として，世界的に大きな影響
を与えてきた。

図表1　T・H・マーシャルの市民権の発展図

市民権
（Civil rights）

政治的権利
（Political rights）

社会的権利
（Social rights）

時　　期 18世紀 19世紀 20世紀

主要原理 個人的自由 政治的参加 社会福祉

主な権利内容

身体の自由
言語・出版の自由
思想・信教の自由

所有権
契約の自由

選挙権
被選挙権

公務に就く権利

教育を受ける権利
労働の権利

経済的福祉への権利
生活を営む権利

平等の意味 法の下の平等（形式的平等） 実質的平等

参照：伊藤周平（1996）
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デンマークのBank-Mikkelsen，スウェーデ
ンのNirje，北米のWolfensberger，イギリス
のTyneが様々な視点でノーマライゼーションを
論じてきたが，絶対的で普遍的なノーマライゼー
ションの概念は存在しない（Emerson, 1992）。
たとえば，障害学の研究者であり社会モデル
を推奨するBarnesら（1999）は，「ノーマライ
ゼーションとは，脱施設化や地域を基盤にした
サービスの供給という新しい政策に，専門家た
ちがうまく適応するのを助けただけであり，障
害者の生に対する専門家の役割の妥当性に挑
戦する理論ではなく，専門家の権威の継続を
保証する理論である」との批判的見解を示して
いる1）。 言い換えればノーマライゼーションには，
国や時代によって，多くの専門家や研究者に
解釈され，議論されてきた歴史があるというこ
とである。

Ⅱ‒2 ノーマライゼーションの起源と
Bank-Mikkelsen

とはいえ，Emerson（1992）が述べているよ
うに，ノーマライゼーションの重要な理論的起
源については，世界的な共通理解がある。

ノーマライゼーションが，初めて政策用語と
して公式に使用されたのはデンマークの「1959
年精神遅滞者法 2）」とされる。この法の中で，

「サービスの目的を精神遅滞者の生活を可能な
限り通常の生活状態に近付けるようにする（to 
create an existence for the mentally retarded 
as close to the normal as possible）」こととし
て，normalが用いられた。なお，ノーマルとは

「あたりまえの」「普通の」「一般並みの」「通常
の」といった訳語が使われることが多い。

このデンマークの法律の制定は，ナチスド
イツ軍の収容所生活を経験したこともあるデン
マーク社会省の役人，Bank-Mikkelsenが有
権者でもある知的障害者の親の会からの強い
要望に応え，知的障害者の生活の質を高めら
れるよう社会福祉改革に着手したことに始まる。
1950 年代当時は，第2 次世界大戦後，人々が
戦争国家よりも福祉国家の 創造に賛同し，
1948 年に世界人権宣言が提唱されるなど，人
権に対する関心も世界的に高まり始めていた頃
でもあった。

Bank-Mikkelsenの母国であるデンマークで
は，1855 年に知的障害者の処遇改善活動が
始められた。 以後，変遷を遂げるものの，当
時は，知的障害者は，優生手術が無差別に
行われるなど，人権などは存在しない劣悪で
隔離的で，また保護主義の強い収容型巨大施
設に収容されていた。この状況に疑問を持っ
た親たちが手を取り合い，1951年から1952 年
にかけて親の会を発足し活動を始めた。しかし，
当時の専門職の多くは，親の声に耳を貸さず，
親の会は感情的な圧力団体として受け止められ
ていたのである（花村, 1994）。しかし，Bank-
Mikkelsenは，親の会の訴えに耳を傾け，親
の会の要請を文書化，そして法律化すること
に努め，精神遅滞者法の中でノーマライゼー
ションという言葉を用いることとした。Bank-
Mikkelsenは，ノーマライゼーションを用いた
理由として以下のように説明している（引用：
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花村, 1994）。

用語と内容について，他の北欧の国々
の専門家ともいろいろ討議した。ヒューマ
ニゼーション（humanization），あるい
は，ヒューマン・リレーション（human 
relation）もあった。また，イクォライゼー
ション（equalization）など，いろいろな
用語があった。しかし，親の会の願いを
一番よく表すものとして，結局ノーマライ
ゼーションという語に落ち着いた。

後に，Bank-Mikkelsen（1980: 57）は1980
年の論文の中で，「ノーマライゼーション理論
の主要な要素は，法律のもと全ての人々が平等
であること」と，ノーマライゼーションに関する
法律制定の意味を強調した。

Ⅱ‒3 Nirjeのノーマライゼーションの
原理

このBank-Mikkelsenのノーマライゼーショ
ンの考え方に影響を受け，さらに発展的な議
論へと導いたのが，隣国スウェーデンのNirje
である。Nirjeは，Bank-Mikkelsenが示した
“as close to the normal as possible”をより具
体的なものとするために，1963 年から1967年
に，看護婦やソーシャルワーカーなどの専門職，
親，政治家，一般の人々から「ノーマル」とは
何かを聞き出し，この調査結果をもとに8つの
ノーマライゼーションの原理 3）を提唱した。

ここで重要なことは，このノーマライゼーショ
ンの8つの原理には，全ての人が当然持つべき

「ノーマルな生活を送る権利をできる限り保障
すること」，そして「この生活の中にスポーツや
文化的行事，コミュニティセンターでの活動や
経験なども広く含まれていること」である。Nirje

（2004: 157）は，障害者がスポーツ活動に参
加することについて以下の見解を示している。

（ノーマライゼーションの）原理は，一
日，一週間，一年間，四季，一生のノー
マルなリズムを提供しようとする側面を持ち，
スポーツ界にも容易にあてはまる。 特にス
ポーツは余暇時間を豊かにしてくれ，障
害者の文化経験を促し，社会関係を豊か
にしてくれる。これは障害者がノーマルな
スポーツ，文化，楽しみを経験することは
権利の一部であり，ノーマルなトレーニン
グや競争を経験し，地域，全国，国際的
規模でスポーツ組織を結成することができ
ることを意味する。

ノーマライゼーションの原理の最重要部
分は個人の個性に合わせた平等の側面で，
これはスポーツをする人は他のスポーツを
する人たちのそれぞれの条件に従い，自
分らしさを保持し，自分自身に合ったス
ポーツや条件を選択し，伸ばしていけるこ
とを意味する。

つまり，ノーマライゼーションには，スポー
ツ活動に参加することも，権利のひとつとして
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示されていると捉えることができる。こうした
Nirjeの考え方は，スポーツ活動のあり方にも
発展していく。Nirje（1972）はノーマライゼー
ションの原理のもと，障害者にスポーツ活動を
楽しんでもらう環境を整える際，「障害者のた
めに」ではなく，「障害者とともに」という支援
者の 姿勢 が 重要であると主張した。Little

（1989a）の報告によれば，Nirjeにノーマライ
ゼーションと障害者のスポーツ推進の関連性を
尋ねたとき，Nirjeはスポーツの種目に応じたユ
ニフォームを着用し，地域で競技団体が開催す
る大会に出場することもノーマライゼーションの
大事な要素であるとしただけでなく，障害者が
競技スポーツを志したとき，それを社会が支援
するのもノーマライゼーションの形であると説い
たという。

実際にNirjeは，自らがスポーツ好きを公言
しているだけでなく，1962 年に発足した障害
者のスポーツ促進のための「障害者スポーツ諮
問委員会」で代表を務め，1969 年に設立され
たスウェーデン障害者スポーツ連盟（知的障
害の限りではない），さらに1986 年に発足した
国際知的障害者スポーツ連盟副会長を務める
など，国内外の障害者のスポーツの発展に貢
献した。

Bank-MikkelsenとNirjeの論点で異なるこ
とは，Bank-Mikkelsenが合法化の重要性と
平等の確保と関連してノーマライゼーションを
定義したが，Nirjeは心理学的アプローチを用
いて通常のライフスタイルという表現でノーマラ
イゼーションの目標を掲げたことにある。とは

いえ，人類平等主義的思考のもと，ノーマライ
ゼーションを論じているところには共通性が見
られる（Emerson, 1992）。

Ⅱ‒4 我が国のノーマライゼーションの
議論の発展

日本でのノーマライゼーション理念は，1970
年代に一部の研究者によって紹介はされていた
が，「完全参加と平等」をテーマにした国際障
害者年の1981年に，厚生白書を通じて公式に
紹介された。これを契機に，ノーマライゼーショ
ンは障害者関係者に広まり，好意的に受け止
められるようになる。

障害者福祉に関連する書籍には一番ヶ瀬と
佐藤（1987），手塚（1995），大野（1988）
などがあり，国際障害者年とノーマライゼーショ
ンの概念は，日本社会に大きな影響を与えた
と高い評価を得ている傾向にある。 近年では，
1993 年の障害者基本法改正により「障害者
基本計画（1993〜2002）」の策定の流れで打
ち出された「障害者プラン〜ノーマライゼーショ
ン7カ年戦略（1996〜2002）」においても，
リハビリテーションと並んで，ノーマライゼーショ
ンは，主要な政策課題として位置づけられた。

日本におけるノーマライゼーションの解釈には，
もうひとつ明らかにすべきことがある。それは，
日本のノーマライゼーションが，近年，知的障
害にとどまらず，他の障害種別や高齢者なども
巻き込み，たとえば，1996 年の厚生白書の中
で示されているように，「障害のあるなしにか
かわらず，地域において，ごく普通の生活をし
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ていけるような社会をつくっていくこと」と，様々
な人が共に暮らす共生社会の創造を強調して
いることである。

Ⅱ‒5 ノーマライゼーションはスポーツ
を含む社会的権利

少なくともノーマライゼーションは，1948 年
「世界人権宣言」，1950 年「身体障害者の社
会リハビリテーション決議」が国連で採択さ
れながらも，劣悪な環境に置かれていた知的
障害者の人権を保障する1971年「知的障害
者権利宣言」の採択（第26回国連総会）にと
どまらず，その4 年後には「障害者権利宣言」

（1975 年）（第30 回国連総会）を採択させる
までに至らせた。 冒頭に示した，金の権利論
に従えば，障害者の価値的権利にルール的権
利が加わり，国際的に共有されるようになった
のである。ちなみに，この70 年代の権利宣言
には，他者と変わらない生活を障害者に保障
しようとするノーマライゼーションの思想と，
障害のある人々が特別な方法で支援されるこ
とによって社会・職業生活に参加できるように
するという社会の目標が示されている（小島, 
1988）。さらに，1970 年代の日本，英国，ア
メリカを含めた各地での障害者運動，「完全参
加と平等」を謳う1981年の「国際障害者年」，
最近では，2006 年に採択された「障害者権
利条約」（第61回国連総会本会議採択）へと，
障害者の権利を問う過程で，ノーマライゼー
ションが歴史的に多大なる影響を与えてきたこ
とは間違いない。

最も重要なことは，ノーマライゼーションを
議論してきたNirje（1989）やWolfensberger

（1972）らだけでなく，障害者スポーツの実践
者であるLittle（1989b）やAtha（1993）らに
よっても，障害者がスポーツ活動に参加すると
いう社会的権利を持ち，スポーツを日々の中で
行うことがnormalであると理解されてきたとい
うことである。すなわち，障害者スポーツの発
展において，ノーマライゼーションが重要な影
響をもたらしたといえる。

Ⅲ 障害者と障害者のスポー
ツに対するまなざし

デンマークで最初にノーマルという言葉が法
に使用された1959 年の3 年前の1956 年，我
が国では厚生省が発行した最初の厚生白書

（厚生省, 1956: 73）の第1章第5節「その他
の恵まれない人々に対する援護措置はどうなっ
ているか」の第1項に，身体障害者に関する
記述がある。そこには，「身体障害は，人間を
おそう不幸のなかでもきわめて深刻なものの一
つである」と記されている。その3 年後の1959
年の厚生白書には，社会福祉対策の中に，精
神薄弱として知的障害に関する項目が設けられ
たが，当時は精神薄弱に相当する人がどれくら
いに及ぶのかについての統計調査はなされては
おらず，精神障害者の医療保護を目的とした
施策にとどまるものであった（厚生省, 1959）。
一方，身体障害者については，「自立更生の援
護をすることが必要」とし，「職業能力や生活
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能力を回復させ社会経済活動に参加させる」
ことの重要性が示されている。

こうした障害者のイメージを変えるきっかけ
となったのが，1964 年の東京パラリンピック大
会と翌年1965 年に同じく東京で開催された第
3回汎太平洋リハビリテーション会議である。
大野（1988: 60）は，この2つの行事が日本
のリハビリテーション専門家，家族や障害者自
身に大きな衝撃を与え，障害者は施設にいる
ものという常識が崩れ，地域福祉の充実が叫
ばれるようになったとしている。スポーツがひと
つのキーワードとして示されたのは，1963 年の
厚生白書（厚生省, 1963: 211）であった。

スポーツが身体障害者の自立更生に寄
与すること大であることにかんがみ，38 年
度から都道府県及び指定都市が主催する
身体障害者体育大会の運営費について国
庫補助が行なわれることとされている。ま
た，39（1964）年のオリンピック東京大会
の直後には，外国選手約350名が参加し
て国際身体障害者スポーツ大会が開催さ
れることとなっている。

1964 年国際身体障害者スポーツ大会運営
委員会事務局長であった氏家（1964: 54）は，

「見ることが理解につながる」とした上で，大
会開催意義を下記のように述べている。

身障者のスポーツ能力を一般大衆に見
せることは有益であり又推奨すべきかどう

かが問題になりますが，欧米では公開競
技が一般的になり，また良い結果が得ら
れています。大衆を教育することは更生指
導計画を満足に実施するために一番大切
なことです。競技は身障者が到達し得る
標準を示し，雇用主は正しい角度から身
障者の潜在能力について再認識されるこ
とになります。

これらを批判的に読み取るのであれば，あ
る議論ができるのではないか。2020 年に東京
パラリンピック競技大会を開催する我が国にお
いて，1964 年から50 年余り経った2017年現
在も，障害者のスポーツは「見ることが理解に
つながる」とされながらも，1964 年の頃の「見
る」とは，障害者に対するまなざしとその価値
がある種の形態変化を起こしているのではない
かということである。

そこで本稿は，これを大きく3つの段階に分
けた。 第1段階が「かわいそうという存在の障
害者」であり，第2 段階は「障害があるのに凄
いという感覚」，第3 段階は「障害者が非日常
的な存在ではなく，日常的な存在として，そこ
にいること」である。この段階に沿って議論を
進めていく。なお「見る」の議論を進める上で，

「見せ方」という論点にも一部触れる。

Ⅲ‒1 第1段階「かわいそうという存在
の障害者」

日本の障害者運動の歴史を辿ると，青い芝
の会 4）が中心的存在であることは間違いない
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（田中, 2005）。この青い芝の会の活動を取材
し映像化したのが，1972 年に原一男が監督し
た『さようならCP』というドキュメンタリーであ
る。この作品の中で，脳性マヒ者がどのように
社会からのまなざしを受けているのか，それを
障害者自身や家族がどのように受け止めている
のかが，障害者自身の声や彼らの日常とともに
描かれている。 坪井（2001: 239）は，この作
品について，青い芝の会の面々があえて挑発的
に街中に出ていったときに出会うのは，一般の
人たちの（敵意さえこもった）白い目であり，
これが，「作為的無関心」によって覆い隠され
てきた「無礼な注目」（差別的な有徴化ないし
注視）を顕在化させる。そのことこそが，青い
芝の会にとって第一歩 5）となったと解説してい
る。 坪井（2001）の論に依拠するなら，非「障
害者」（障害のない人）が初めて「障害者」（障
害のある人）に出会うという，ある種の嫌悪感
にも似た衝撃的な「見せ方」を試みた作品で
あったともいえるのではないか。 換言すれば，
こうした見せ方は，「かわいそうという存在の障
害者」に対する社会のまなざしへの批判でもあ
るといえよう。これを第1段階として捉えてみる。

なお，英国においても1972 年に発足した「隔
離に反対する身体障害者連盟（Union of the 
Physically Impaired Against Segregation: 
UPIAS）」を中心に障害者運動が展開される。
このUPIASが，「社会活動のメインストリーム
への参加から排除している現代社会を原因とす
る活動の制限や不利益」をDisabilityとする，
いわば Disabilityは社会がつくるとの考えを示

した。こうした社会背景には，「伝統的な慈善
は，障害者の解放にではなく，抑圧に手を貸
してきた」ことがあった（Drake, 1994; cf. 田
中, 2005）。いずれにせよ，日英ともに障害者
自身やその家族が障害者の置かれている社会
的な地位を変えるべく，動き出さなければなら
なかった社会背景があるといえよう。

Ⅲ‒2 第2段階「障害があるのに凄いと
いう感覚」

では，次の段階は何になるのか。それはお
そらく，「障害があるのに，これだけ凄い」と
する，ある種のポジティブなイメージ戦略では
ないだろうか。このイメージ戦略を具体化する
ための重要な要素は，本稿のテーマに沿うなら
ば，「障害者のスポーツや活動の疑似体験」で
ある。

最初の「障害者のスポーツや活動の疑似体
験」は，たとえば車いすに乗り，バスケットボー
ルのシュートを狙ってみるなどである。 障害の
ない人がこうした体験をすると，座って膝を使
えないため，リングはとても高く見える。 体験
者は，「あれほど高いリングにシュートを決める
なんて，凄い」と感じる。なぜなら，「障害と
いう負のイメージがあくまでも前提」にあるか
らである6）。 日本パラリンピアンズ協会（2012: 
50）の「第2回パラリンピック選手の競技環境　
その意識と実態調査」のまとめに，ある選手の
コメントを引用している。
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世の中の人は，自分たちより「できない
人」「かわいそうな人」，つまり，ある意
味，自分たちよりも下に見ていた人が，質
の高いパフォーマンスを見せる。 今までの
障害者に対する「偏見」が，一気に「尊
敬」に変わる。その「振り幅」は本当に
大きい。

また，信太（2016）はスポーツは日常にある
非日常であるとした上で，以下のように論じる。

そもそもスポーツのルールは「できない」
を多用し，より難しくすることでおもしろ
さの保証をしてきた。ブラインドサッカー
は見てはいけない，車いすバスケットボー
ルは足をつかってはいけない。スポーツは
ルールで定められた「できない」を楽しむ
ものであり，障害に関係なくスポーツでは
同じである。…… （略）……障害者が身近
にいない生活環境の中で，障害がもつ

「痛 し々い」「かわいそう」という負のイメー
ジは健常者が障害というものにふれる際
に緊張感を持たせ，特段の配慮を強いて
いたのではないだろうか。スポーツにおい
てルールは障害を包み込み「できない」
を楽しめるが，それは健常者だけではな
い。 障害者にとっても日常では疎ましく思
える障害がスポーツという非日常の中では
ルールの一部となって障害を受け入れ，
障害を楽しむことができる。 障害者のス

ポーツは特殊ではなく，スポーツのおもし
ろさは同じなのである。

障害者の日常にも，非日常としてのスポーツ
はある。だが，社会ではどうだろう。 障害者と
いう日常的に存在しないものがスポーツをする
という行為そのものが想像できないものではな
いだろうか。つまりは，前提にある負のイメー
ジを払拭するきっかけにはなるものの，体験会
や講演などは，「障害があるのに，ここまでで
きるんだ」というある種の負のイメージが前提
にあるともいえるであろう。 仮に，体験会や講
演が限られた機会であるとするならば，それは
日常化されたものであるとは言い難い。その機
会を価値あるものとするためには，提供者側に
も提供する内容，コンセプトなどを精査して臨
む姿勢が求められることにもなる。

では，日常的に障害者がスポーツをするとい
う機会はどのように担保されるのか。 日常的な
見るという視点に立ったとき，メディア，特にテ
レビを通しての「見る」という方法は，付加価
値のあるものになるのではないか。より重要な
ことはつくり手の「見せ方」である。

Ⅲ‒3 第3段階 ：「障害者が非日常的
な存在ではなく，日常的な存在
として，そこにいること」

ここで，英国のテレビ局のチャンネル4が制
作した『Meet the Superhumans』を取り上げ
てみたい。 英国の民放テレビ局のひとつである
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チャンネル47） （Channel4）は，2012 年ロンド
ンパラリンピック競技大会（以下，2012 年ロン
ドン大会）の独占放送権を獲得した。

Walsh（2015: 29）は，パラリンピックは障
害者に対する見方を大きく変えるチャンスを与
えてくれたと述べている。 実際に，2012 年ロ
ンドン大会を契機に，障害者に対するネガティ
ブなイメージを払拭し，大きく変えるチャンスと
するために，チャンネル4はイメージ戦略を立
てていく。その最初のコンセプトになったのが，

「ノーマライゼーション」であった。2006 年に
障害者が地方番組などに登場するところから始
まり，2010 年 8月9日には，ノーマライゼーショ
ン戦略の一環として，チャンネル4はパラリン
ピックキャンペーンを打ち出し，障害者タレン
トの発掘に着手したのである8）。さらにチャン

ネル4は，国際パラリンピック委員会（IPC）
や英国パラリンピック委員会（BPA）などとも
相談を進めながら，「スーパーヒューマン」が見
せる素晴らしいパフォーマンスを描く，Meet 
the Superhumansの制作を手掛けることとなる

（Silvers, 2017, 筆者が直接インタビュー）。Walsh
（2015）は，チャンネル4の基本的な姿勢とし
て，選手の素晴らしいパフォーマンスだけでなく，
時に挫折などを味わう「ありのままの人間らしさ」
も描きたかったとしている。この段階にある重
要なことは，障害のある選手がスポーツの素晴
らしさを自らの声で発信していくことである。

こうしたチャンネル4の戦略を裏づけるかの
ように，ロンドン大会後の調査結果を見ると，
障害者に対するポジティブなイメージをレガシー
として示す報告が見られる。たとえば，図表2

は，2012 年ロンドン大会
直後にイングランド障害
者スポーツ協会（English 
Federation of Disability 
Sport: EFDS）（2012）が
512人を対象に実施した

「あなたが思うロンドン大
会のレガシーとは」につい
ての調査結果である。 多
かった回答に「メディアで
の活躍によるポジティブな
印象」が障害者，健常者，
合計数とも約 60％という
結果が出ている。また，
こうしたポジティブな印象

図表2　あなたが思う大会のレガシーとは（複数回答可）

■ 健常者　

■ 障害者　

■ 合計

（％）

全競技レベルに資金が配分

スポーツで障害者スポーツがトピックに

スポーツ機会の拡大

地域クラブでの参加機会の拡大

スポーツ施設へのアクセスの確保

その他

0 10 20 30 40 50 60 70

出典：イングランド障害者スポーツ協会（2012）

障害の有無を超えて共にスポーツを
楽しむ価値観の芽生え

クラブのインクルージョンスポーツの
重要性の気づき

ボランティアが障害の有無を
問わずに貢献

メディアでの活躍によるポジティブな
印象
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は，2012 年の英国におけるSNS 検索数で最
も多かったワードがパラリンピックであっただけ
でなく，英国の人口の3分の2以上にあたる
4,000万人もの人がパラリンピックをテレビで視
聴したことにも表れている（Channel4, 2012）。
加えて，Channel4（2012）によれば，2012 年
ロンドン大会開会式の瞬間最高視聴者数が
1,160万人を超えた。この数値は，チャンネル
4が過去10 年の間に記録したことがない数字
であったという。さらにJonnie Peacockが金
メダルを獲得した陸上競技トラック（T44）の
100ｍの決勝レースを630万もの人が視聴した
だけでなく，パラリンピック期間中のチャンネ
ル4の放送の視聴率は，全テレビ視聴者の
25％にも及んだ。こうした数値は，多くの人々
がパラリンピックに関心を持って視聴したこと
を示している。ちなみに，障害者スポーツに詳
しくない視聴者に向けて「LEXI」というクラス

分けの新しい「見せ方」を，パラリンピアンで
あるGiles Longが開発し，チャンネル4はこの

「LEXI」をパラリンピックスポーツの放送に活
用した（本誌47〜48ページ参照）。

2012 年 のMeet the Superhumansは， 人
がどのように障害を受容し，障害のある人が
選手としていかに競技に打ち込んでいるかとい
う姿を映し出している。しかし，障害をリアル
に描いた2012 年版は「障害があるという負の
イメージが前提にある」とも捉えることができる。
一方で，前述した通り，Meet the Superhumans
がある種のパラリンピックキャンペーンに貢献し，
パラリンピックが高い視聴者率を誇ったことから，
障害者という非日常的な存在が日常的な存在
へと価値転換を起こさせ，そして障害者がス
ポーツをする姿が日常的なものとして人々に大
きな関心とともに受け入れられていったのは間

違いないだろう。4 年後
の2016 年リオデジャネイ
ロパラリンピック競技大会

（以下，2016 年リオ大会）
時に作成されたMeet the 
Superhumansでは，スポー
ツだけでなく障害者の日
常の姿も描かれている。
2012年から2016年の4 年
間でも，つくり手の「見せ
方」と見せるコンセプトが
変化したといえる。つまり，
障害者が「あたりまえの

図表3　五輪選手との違い
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日常にいる存在」であり，そうした存在がスポー
ツで素晴らしいパフォーマンスを表現すると，

「見る」という行為により障害者に対する社会
のまなざしも変化していくことを読み取ることが
できる。とはいえ，車いすバスケットボールの
英国代表選手であるSophie Carrigill（2017, 
筆者インタビュー）は，Meet the Superhumans
が社会に与えてきた影響を高く評価しつつも，
Superhumanとされることにやや抵抗があると
も述べてはいる。だとすれば，2020 年大会に
向けては，このSuperhumansのシリーズとして
のブランド価値を高めるのか，一方でSuper- 
humansを他の言葉に置き換えるのか，いずれ
にしても何らかの議論がなされるかもしれない。

では，我が国ではパラリンピックに対する関
心はどのような状況にあるのか。2016 年，日
本パラリンピアンズ協会（以下，PAJ）9）が2016
年リオ大会直前に実施した「第3回パラリンピッ
ク選手の競技環境　その意識と実態調査」か
らも，その傾向が見て取れる（図表3）。 五輪
選手との違いに関する質問では，「一般の人の
関心」（40.5％）が最も高かった（PAJ, 2016: 
40）。この調査結果を踏まえると，極端ではあ
るかもしれないが，1964 年大会が開催され，
障害者のスポーツが人々に「見る」という行為
を通して半世紀にわたり推進されてきたものの，
障害者のスポーツに対する人々の関心は今なお
決して高くはないのが，我が国の状況ともいえ
るであろう。つまりは，人々が「見る」という
行為は，すぐには「障害者の理解」や「障害
者のスポーツの振興」に直結するわけではない

ともいえる。
第1段階で論じた『さようならCP』では，

障害者の抑圧された日常を世に示し，第2 段
階では障害者の負のイメージを払拭させる「体
験会」について論じてきた。 第3 段階で着目
したMeet the Superhumansでは，2012 年と
2016 年の4 年間で「見せ方」と見せるコンセプ
トが変化しており，明らかに2016 年では日常
を丁寧に描くことを，より大切にしていることが
わかる。

こうした状況にあるからこそ，「見せ方」と見
せるコンセプトは，重要な戦略として位置づけ
られていくのである。ここで発信側が留意すべ
きことは，見られるという行為は他者により評
価されることであり，ある種の評価基準や規範
を押しつけられる可能性があるということであ
る（Tanaka, 2013）。

一方で，障害者側も社会に理解される存在
になる過程において，規律に従うことが求めら
れる。だとすればつくり手と障害者側の声との
バランスは，互いに押しつけ合うものではない
のかもしれないのである。

だが，少なくとも2020 年東京オリンピック・
パラリンピック競技大会の開催が決まっている
我が国では，障害者アスリートが選手としてス
ポーツ番組の中で取り上げられたり，CMに出
演したりし，近年では障害を自虐的に取り上げ
た芸人の活躍もテレビで見かけるようになった。
我が国は，チャンネル4が作成したMeet the 
Superhumansのような海外の好例を参照しな
がら，新たなる価値創造へと進む転換期であ
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るといえよう。

Ⅳ まとめにかえて～あたりま
えの生活にあるスポーツ

本稿は，障害者が社会に生きる権利を認め
られ，そこにある生活の一部としてスポーツが
位置づけられていった社会背景，さらにはそれ
を受け止める社会の価値変換を追ってきた。
筆者は，障害者という存在が，そこにある「あ
たりまえの存在」として，日常的にスポーツを
行える社会の構築こそが，究極のノーマライゼー
ションであると理解している。 堀（2016）は，
近年議論されているインクルーシブも，ある種
の新自由主義の側面があると警鐘を鳴らしてい
る。Jackson et al.（2015）も，パラリンピック
に出場するアスリートのエンパワメントと地域社
会の障害者のエンパワメントは区別して論じる
必要があると指摘している。 堀やJacksonの
論に依拠するならば，「共生社会」や「多様性」
が美化されつつある2017年の我が国において，
障害者のスポーツが単純に美談として終わらな
い，終わらせない，ある種の戦略や議論が，
今こそ必要なのではないか。 本稿はこれらの
議論を追いかけるに至らなかったが，少なくと
もパラリンピアンという障害者スポーツ界のエリー
トたちが，障害者が「あたりまえの存在」とし
て社会に存在するとする扉を開けていることは
間違いなく，こうしたある種のパワーが，我が
国を次のステージへ導いてくれると期待したい。
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研究が多い。
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注：
1） 我が国でも，原田（cf.横田 2004：38-39）が青

い芝の会の第2代会長である横田弘との対談で，
同様の指摘はしている。

2） 精神遅滞者と知的障害者という言葉が文中で混
在するが，知的障害と表記されるようになったの
は，1990 年代以降のことであるため，古い法律
では，しばしば精神遅滞者や精神薄弱者という
言葉が用いられていることもある。

3） 8つのノーマライゼーションの原理とは，①一日の
ノーマルなリズム，②一週間のノーマルなリズム，
③一年間のノーマルなリズム，④ライフサイクルに
おけるノーマルな発達的経験，⑤ノーマルな個人
の尊厳と自己決定権，⑥その文化におけるノーマ
ルな性的関係，⑦その社会におけるノーマルな経
済水準とそれを得る権利，⑧ノーマルな環境形態
と水準，である。

4） 青い芝の会は，障害児を殺害した父親が無罪と
なり，障害児よりも父親に同情が集まったことを
機に，結成された。Tanaka（2013）によれば，
英国の障害者運動は「社会が障害をつくる」とす
る社会モデルの考え方が生成され，社会が変わ
れば障害者の能力（特に経済的自立の視点）は
活かされると主張したのに対し，日本は（たとえ
就労が難しくとも）命は否定されるべきではない
と主張したところに違いがあると説明している。

5） 顕在化させたことで，坪井（2001）は，非「障
害者」が初めて「障害者」に出会うと論じている。

6） なお，こうした経験は必ずしも，「障害のある人」
と「障害のない人」の間のみで起こるものではない。
障害のある人が，他の競技種目に挑戦してみたり，
他の障害種別に沿った経験をすることを通じて，
互いの障害やスポーツを理解しうることも，事象
として捉えることができるからである。しかし本稿
では，障害者と社会のまなざしを比較するという
立場から，障害者間の議論は掘り下げない。

7） チャンネル4は，1981年に設立されたテレビ局で
あり，1982 年11月より放送を開始した（Walsh 
2015）。

8） 2017年 6月に，NHKも障害者タレント発掘の広
告を打ち出している。

9） パラリンピック選手の選手会

Atha Bernard （1993） Untitled. Paper presented 
at VISTA 1993 Conference, 1993. Jesper.

Bank-Mikkelsen, N. （1980） ‘Denmark’, in R.J. 
Flynn and K.E. Nitsch （eds.） Normalisation, 
Social Integration and Community Services, 
Austin, Texas: Pro-Ed.

Barnes Col in, Mercer Geof and Shakespeare 
（1999）Exploring Disability ディスアビリティ・ス
タディーズ イギリス障害学概論,　杉野昭博, 松波め
ぐみと山下幸子（訳）, 明石書店: 東京.

Channel 4（2012）The London 2012 Paralympic 
Games, Brought to you by Channel 4, Channel 4. 

Collins Michael with Tess Kay （2003） Sport and 
Social Exclusion, London: Routledge

Emerson Eric （1992） What is normalisation?, In 
Normal isat ion A Reader, ed ited by Brown 
Hilary and Smith Helen, Routledge: London.

English Federation of Disability Sport （イングラン
ド障害者スポーツ協会）（EFDS） （2012）EFDS 
Legacy Questionnaire Report October 2012, 
EFDS. 

花村春樹（1994）「ノーマリゼーションの父」N･E･バ
ンク-ミケルセン その生涯と思想 ,　ミネルヴァ書房：
東京.

原一男（1972）さようならCP（DVD）, 失踪プロダク
ション, パイオニアLDC 株式会社. 

堀正嗣（2016）インクルーシブ社会とは何か, 障害学
研究11, pp.10-15, 明石書店. 

一番ヶ瀬康子と佐藤進（編）（1987）障害者の福祉と
人権 , 東京:光生館.

伊藤周平（1996）福祉国家と市民権 , 法政大学出版
局：東京.

Ja c k s o n  D a n i e l ,  H o d g e s  C a r o l i n e  E . M . , 
Molesworth Mike and Scullion Richard （2015） 
B e t we e n E xc l u s i o n  a nd  I n c l u s i o n :  T he 
Importance of the Olympic Movement for the 
Development of Paralympic Sports, Reframing 
Disabi l ity?, Media （ Dis）Empowerment and 
Voice in the 2012 Paralympics, Jackson D., 
Hodges C. E. M., Molesworth M. and Scullion 
R. （eds.）, pp. 9-10, Routledge: London.

金泰明（2006）共生社会のための二つの人権論, 株
式会社トランスビュー：東京.

引用・参考文献：



70 放送研究と調査　2017年9月号臨時増刊

sport and intellectual disability Sport.
手塚直樹（1995）障害者福祉論, 第3版, 東京:光生館.
坪井秀人（2001）偏見というまなざし−近代日本の感

性, 青弓社.
氏家馨（1964）身体障害者スポーツの在り方, 国際

身体障害者スポーツ大会を迎えて, 国際身体障害者
スポーツ大会運営委員会（編）, pp.50-54. 

Walsh Alison （2015） Out of the Shadows, into 
the Light? The Broadcasting Legacy of the 2012 
Pa r a l y mp i c s  f o r  C h a n ne l  4 ,  R e f r a m i ng 
Disabi l ity?, Media （ Dis）Empowerment and 
Voice in the 2012 Paralympics, Jackson D., 
Hodges C. E. M., Molesworth M. and Scullion 
R. （eds.）, pp. 26-36, Routledge: London.

Wolfensberger W, （1972） Normalizat ion: The 
Principle of Normalization in Human Services, 
Nat iona l Inst itute on Menta l Retardat ion, 
Toronto, Leonard Crainford, Reprinted 1982.

横田弘（編）（2004）否定されるいのちからの問い−
脳性マヒ者として生きて, 現代書館.

小島蓉子（1988）障害者が求めるもの−QOLとアメ
ニティの権利をめぐって−, 社会福祉研究 , 第 43号, 
pp.34-39.

厚生省（1956）厚生白書, 厚生省.
厚生省（1959）厚生白書, 厚生省.
厚生省（1963）厚生白書, 厚生省.
Little Marie （1989a） Challenging Normalisation 

and Integration, presented at conference at the 
orphanage Goodwood.

Little Marie （1989b） Integration, Key Note at the 
7th International Symposium adapted Physical 
Activity Berlin, June 21-24, 1989.

日本ソーシャルインクルージョン推進会議編集（2007）
ソーシャル・インクルージョン; 格差社会の処方箋,
東京：中央法規 .

日本パラリンピアンズ協会（2012）第2 回パラリンピッ
ク選手の競技環境　その意識と実態調査報告書, 
日本パラリンピアンズ協会.

日本パラリンピアンズ協会（2016）第3回パラリンピッ
ク選手の競技環境　その意識と実態調査報告書, 
日本パラリンピアンズ協会. 

Nir je Bengt （1972）　The right to self determi 
nation, in Wolfensberger, W （1972）-The Principle 
of Normalization in Human Services, National 
Institute on Mental Retardation, Toronto, Leonard 
Crainford, reprinted 1982.

Nirje Bengt （1989） Discussion with writer at World 
Championships for Persons with Mental Handicap, 
2-6, July 1989.

Nirje Bengt （2004） ノーマライゼーションの原理〜
普遍化と社会変革を求めて, 河東田博, 橋本由紀子, 
杉田穏子と和泉とみ代（訳編）, 第2 版 , 現代書館：
東京.　

大野智也（1988）障害者は，いま, 岩波新書：東京. 
信太奈美（2016）大学スポーツの潜在力，障害者スポー

ツの可能性, 月刊事業構想, 2016年11月号, https://
www.projectdesign.jp/201611/college-spo r t s / 
003235.php　（アクセス日：2017年 5月30日）．

田中耕一郎（2005）障害者運動と価値形成−日英の
比較から, 現代書館. 

Tanaka Nobuko（2013） An analysis of the policy-
making process for disability sport in Japan and the 
UK/England：The cases of wheelchair basketball, CP 




