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Ⅰ  はじめに
2016 年9月18日に，ブラジル・リオデジャ

ネイロで開催されたパラリンピックが閉幕した。
閉会式の模様は，日本時間の19日午前8 時に
リアルタイムで放送されたが，その中で行われ
た「東京2020」への引き継ぎ式と日本のパ
フォーマンスを覚えているだろうか。パラリンピッ
クの旗の受け渡し儀式と2020 年の開催国であ

る日本の国歌，そして，「ありがとう」を世界
各国の言葉で伝え，東日本大震災に対する世
界からの支援に感謝を示し，ここまではオリン
ピックの閉会式と同じように進んだ。しかしそ
の後展開されたパフォーマンスは，障害が新し
い人生の前向きな変革のきっかけになる大会に
したいという意味を込め1），障害のあるダンサー
9名，非障害のダンサー10名（うちアカンパニ
スト4 名）の合計19名により，障害のあるなし
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2016年9月にブラジルで開催されたリオデジャネイロパラリンピック。パラリンピックは，障害者も健常
者も等しく生きる「共生社会」の実現を目標としているが，この目標に向けて放送はどう貢献できるのか。
NHKとイギリス・チャンネル4のリオパラリンピックの放送番組を収録し，放送規模や内容を分析した。

NHKとチャンネル4はともに，過去最大の放送時間を提供し，インターネットの利用を含めデジタルサー
ビスを駆使した放送を行った。また，パラリンピックならではの特徴として，両者とも，ルールやクラス分
けの説明を丁寧に提供した。 一方，両者の違いは，チャンネル4がプレゼンターや解説者に障害者を多
数起用していることにみられた。また，パラリンピアンの紹介においても違いがあり，NHKはパラリンピ
アンのアスリートとしての能力にフォーカスし，チャンネル4はパラリンピアンの障害を克服する物語を含
めた選手像を描いた。

総じて，NHKは，パラリンピックをオリンピックと同じ「スポーツ・イベント」として放送することに徹し
ていた。 一方，チャンネル4は，パラリンピアンの人間性を描き，パラリンピックへの人々の共感を呼ぶア
プローチをとっていた。また，チャンネル4はほぼ毎日，夜間のライブの中継番組の中に，障害者と社会
の問題を考えるリポートも放送していた。リポートをイギリスの家族が視聴するプライムタイムに編成した
ことによって，「スポーツ」の感動はもちろん，社会のあり方についても問題提起をするなど，パラリンピッ
クの放送が，「共生社会」への変革を促す意識喚起となる可能性を示したといえる。

要 約
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にかかわらず，交わることでポジティブが連鎖し，
人を，そして社会を変えていく様子を表現する
ものだった 2）。この舞台に，パラリンピックで
活躍した選手あるいは元選手が1人も登場して
いないことにも，2020 年の東京大会をきっか
けに社会を変えたいというメッセージが込めら
れていた。

この模様は世界中に放送され，おそらく数
十億人が視聴した。 今でも，インターネット上
で繰り返し視聴されている。 視聴者の数をオ
リンピックと比べるならば，パラリンピックはそ
の10 分の1かもしれない。それでも，このパ
フォーマンスを見た世界の多くの人たちが，
2020 年に東京で開催されるパラリンピックへ
の期待をふくらませたことは間違いないだろう。

パラリンピックとメディアとの関係を対象とし
た調査研究は数多くないが，1964 年の東京大
会の放送に関する研究では，「障害者の社会
復帰という課題を見据えて編集された」とまと
められ，新聞を対象とした調査分析では，2000
年のシドニー大会を境に，パラリンピックの記
事は社会面よりもスポーツ面での掲載が増えた
と特徴づけられている（山田 p.43-44 2016）。

こうした調査研究から，パラリンピックを報
道するメディアは異なるものの，メディアのパラ
リンピックへのアプローチが，パラリンピックの
歴史を重ねるにつれ，障害者スポーツが障害
を克服し社会復帰するためのツールだった時代
から，パラリンピックに参加する障害者をアス
リートとしてとらえパラリンピックをオリンピック
と同じスポーツの祭典として扱う時代へと変化

しているようにみえる。 閉会式の放送でNHK
が，イギリスのパラリンピアンでメダリストのエ
マ・ウィッグ選手の「パラリンピアンをアスリー
トとして見ることを望んでいる」というコメント
を引用したように，パラリンピアン自身もそれ
を望んでいるようである。

しかし，パラリンピックは，スポーツの祭典
だけにフォーカスするイベントなのだろうか。 国
際パラリンピック委員会（以下，IPCと呼称）
は，パラリンピックに参加するアスリートが最高
のパフォーマンスができるようにすることも重要
だが，そうしたパラリンピアンが示す可能性の
限界を再定義するような能力を余すことなく伝
え，障害に対する偏見を打ち破ることで，人々
の障害に対する考え方や態度を変えることも目
指している。
「東京2020」に向けて，日本が閉会式で表

現したパラリンピックのビジョンは，上記のIPC
のムーブメントに呼応するものである。では，こ
のことはパラリンピックの放送でどのように表現
できるのだろうか。その手がかりを得るために，
2016 年のリオデジャネイロパラリンピックの放送
を，日本とイギリスを対象に分析することとした。

Ⅱ  調査の目的
パラリンピックを放送と結びつけて考える前に，

そもそもパラリンピックとは何を目指しているの
か，その現代的意義についてとらえておきたい。
パラリンピックを主催するIPCは，その究極的
なゴールを，「パラスポーツを通じて，よりイン
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クルーシブな社会（障がい者も健常者も共に
生きる社会）を創出する」こととしている3）。パ
ラリンピックが，「障害者スポーツの祭典」とい
うスポーツの範ちゅうにとどまらず，誰もが等し
く生きることができる社会，すなわち「共生社
会」を創造し，実現していくための「社会変革
運動」としてとらえられている。
「パラリンピック」という名称は，1964 年の

東京大会の際に，「Paraplegia（両下肢のまひ）」
の「Olympic（オリンピック）」ということから
考案された愛称であった。しかし，対象となる
障害者の範囲が拡大したことで，「Parallel（類
似した，同様の）」の「パラ」（語源は「並んで
立つ，共存して」の意味を持つギリシャ語の前
置詞「para」）と「Olympic」を組み合わせた

「パラリンピック」として，1985 年から正式大
会名称になった4）。この「パラ」に込められた

「並んで立つ＝対等，同等」という概念こそが，
「共生社会」の創造へとつながるものであるが，
では，放送ではこの概念をどのように表現する
ことができるのか，そして「共生社会」の実現
に向けてどう貢献できるのか。
「共生社会」とは，障害の有無にかかわらず

あまねく平等に社会への参画ができる社会，
つまり，「対等，同等」を実現した社会である
と規定して，次の2つの論点から番組の分析を
進めることにした。
共生社会実現に向けた放送の役割

論点①　パラリンピックをオリンピックと同じく
「スポーツ」として放送する

論点②　パラリンピック放送は，共生社会に

向けた社会変革の道具の1つである
論点①は，放送事業者は，パラリンピックを，

障害者スポーツにとどまらず，障害者も健常者
も誰もが見て楽しむことができる，「スポーツ」
として放送することではないか，そこに「パラ」
の概念が反映されるのではないか，という視点
である。 論点②は，パラリンピックを放送する
ことを通じて，視聴者に「パラ」の概念が映像
と音声で伝わり，障害を持つことや障害者に
対する固定・既成概念を壊し，人々の意識の
変革を促すきっかけとなり，社会全体の変革へ
と結びついていくのではないか，という視点で
ある。 論点②は，論点①を土台とするものであ
り，いずれも放送との関わりにおいてパラリンピッ
クと共生社会の意味を見つめ直すことでもある。

では，パラリンピックの放送が「スポーツ」
として放送されるということは，どう証明するこ
とができるのか。また，実際に何を実践するこ
とが，パラリンピック放送が共生社会に向けた
社会変革につながるといえるのか。 次章では，
リオパラリンピックの放送に関する調査の枠組
みを順次説明する。

Ⅲ  リオパラリンピックの 
放送概要と調査の対象

IPCの発表によると，2016 年9月に開催さ
れたリオデジャネイロパラリンピックは，歴代最
多の154か国においてラジオ，テレビ，ネット
のあらゆるデジタル ・プラットフォームを利用し
て放送され，世界で合計41億人が視聴した。
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また，リオ大会の放送時間は，2008 年の北京
大会と2012 年のロンドン大会の合計時間を超
える規模だった5）。

パラリンピックを放送する事業者は，国や地
域によって多様である6）。ヨーロッパでは，公
共放送を中心に放送する傾向がある一方，北
米では，アメリカが商業放送 NBC，カナダは
公共放送CBCとカナダのパラリンピック委員会
とのコンソーシアム，初のパラリンピックを開催
した南米では，ブラジルを本拠地とする，南米
商業放送最大手のグローボ7）とメキシコの
America Movilが提供した。また，アフリカ
地域では，商業放送最大手のマルチチョイス
のスポーツ専門チャンネルのSuper Sportが放
送を行った。オーストラリアでは，商業放送の
セブン・ネットワークが放送し，その放送時間
はロンドン大会を大きく上回る過去最大となっ
た。 近年，おおむね大手商業放送がパラリン
ピックの放送を担う傾向があり，その放送時間
は，2008 年の北京大会以後，大会を追うごと
に拡大している。

Ⅲ-1 日英のパラリンピック放送比較

パラリンピックが，商業放送にとっても価値
のある魅力的なコンテンツと評価されるきっか
けとなったのは，2012 年のロンドン大会だと考
えられている。ロンドン大会のイギリス国内向
けのパラリンピック放送は，公共放送 BBCか
ら広告放送で運営されるチャンネル4に移った。
そして，チャンネル4による放送は，競技が行
われている会場を越えて，障害者への意識や

対応を変える社会的変化の推進力となりうるこ
とを示したと評価する声が多い。 例えば，世
界的な視聴率調査会社 Nielsenは，「2012 年
のロンドン大会は，イギリスに住む人々の障害
に対する見方を大きく変えるきっかけだった」
とし，パラリンピック終了後の調査によると，
回答者の68％がパラリンピックは感動を与えた
と答え，48％がパラリンピック放送をもっと見
たかったと答えた8）。また，イギリスの調査会
社 BDRCとYouGovも，イギリス国内の障害者
とパラリンピック・スポーツに対する受け止め
方について調査を行った9）。それによると，「視
聴者の65％がパラリンピック放送は障害がある
人 に々対する見方に前向きなインパクトを与えた」

「68％が，パラリンピック放送は障害者スポー
ツの受け止め方によい影響を与えた」「82％が，
障害があるアスリートは障害のないアスリートと
同じくらい能力がある」「64％が，パラリンピッ
クはオリンピックと同じくらいよいものだ」と答え，
こうした意見・感想を持つ人は，チャンネル4
の放送を見た人の中でさらに高くなった。

そこで，世界の数多くの放送事業者の中で
も，パラリンピック放送を成功させ，パラリン
ピック放送の現代的なモデルと考えられるイギ
リスのチャンネル4のパラリンピック放送を分析
対象として，日本のNHKとの比較を行うこと
とする。また，チャンネル4は，自国開催のロ
ンドンパラリンピックの放送の経験を経て，
2016 年にリオ大会の放送も行ったことから，と
りわけ2020 年の東京大会のホストブロードキャ
スターとなるNHKにとって，単にスポーツ中継
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にとどまらず，IPCが掲げるパラリンピック・ムー
ブメントへの放送の貢献のあり方を探る上で参
考になると考えるからである。

Ⅲ-2 チャンネル4とは

調査方法を詳細に説明する前に，そもそも
チャンネル4とはどのような放送事業者である
のかを簡単に紹介しておこう。

チャンネル4は，その名称が表すように，公
共放送 BBCや商業テレビのITVに続き，1982
年11月にイギリスで4 番目に開局した地上テレ
ビ放送事業者である。

チャンネル4の特徴は，①法律で設置され
た公共事業体であること，つまり政府所有の公
共法人であり，そうでありながら，②商業財源
である広告放送で運営され，開局以来35 年の
間一度も公的資金等の支援を受けず運営され
ていること，③組織内に制作機能を持たず，
ほぼ100％，外部のプロダクションに委託制作
していること，そして先発のBBCや商業テレビ
ITVといった主流のチャンネルと異なり，オル
ターナティブなチャンネルとして，④文化的に
多様な社会の好みや関心に応えること，さらに
⑤番組の内容や形式上，革新的・実験的・
創造的であること，である。

チャンネル4は，ニュース・報道，教育・教
養，娯楽の総合編成による全国放送を行い，5
つのテレビチャンネルを持っている10）。また，年
間平均で11％の視聴シェアを占め，とりわけ16
歳から35歳までの視聴者層に支持されている。

Ⅲ-3 NHKとチャンネル4のパラリンピック
放送番組

リオデジャネイロパラリンピックは，2016 年9
月7日から18日まで12日間にわたって開催され
た。 世界の159の国と地域，難民選手団の選
手を含め約4,400人の選手が参加した。 日本
からは132人の選手が，イギリスからは日本の
ほぼ2倍の251人の選手が参加した。

大会期間中のNHKとチャンネル4のパラリ
ンピック関連番組を，表1にまとめた。これら
の 番組の放送時間は，NHKが 過去最大の
133時間，チャンネル4は154時間で，両局と
もインターネットを利用した専用サイトからの動
画・テキスト情報の提供，そしてモバイル端末
向けアプリの提供など，多様なデジタルサービ
スを行った。とりわけ，NHKは，リオ大会を
デジタルサービスの実験的な場として，スーパー
ハイビジョンのハイライト放送や，国際信号の
ある全13競技の映像をすべてライブストリーミ
ングし，その時間数は約780 時間に及んだ。

また，NHKはパラリンピック放送史上初の
試みとして，総合テレビをメインチャンネルに
据えて放送した。チャンネル4も，自社のメイ
ンチャンネルであるChannel4で放送を行い，
別チャンネルのMore4は，Channel4の中継
番組の延長部分や，前日に行われた自国選手
が出場した競技のうち，中継番組で放送でき
なかった競技の放送に利用した。

なお，両局の特別番組については違いがあ
る。チャンネル4の『The Last Leg: Live from 
Rio』は，2010 年のロンドン大会を契機に始め
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たスタジオ娯楽番組で，現在定時番組化され，
視聴者になじみのある番組である。この番組は，
オーストラリアの障害者コメディアンを起用し，
番組プレゼンターの3人のうち2人が障害者と
いう特色を持っている。 一方，NHKの『みん
なで応援！リオパラリンピック』は，2020 年の
東京大会に向けて，聴覚障害や視覚障害のあ
る方々に障害者スポーツを理解してもらい，一
緒にパラリンピックを応援しようという趣旨で，
字幕・手話・解説といったアクセス・サービス
を積極的に取り入れた番組である。

Ⅳ  調査の方法

Ⅳ-1 日英の中継番組の分析

表1のように，NHKとチャンネル4がリオパ
ラリンピック期間中にそれぞれ放送した番組の
うち，分析の対象としたのは，パラリンピック
競技の中継番組（NHK『リオパラリンピック』

『おはよう日本＆パラリンピック』，チャンネル4

『Paralympics 2016』）である。その理由は次
の2点である。まず，NHKは，期間中，1日の
放送時間のうちリオ大会の関連番組に10 時間
前後を充てる番組編成を行ったが，その大半
の時間を占めたのがそれぞれの競技の中継番
組であった。NHKが，このように本格的にパ
ラリンピック競技の中継番組に取り組んだのは
パラリンピックの開始後初めてのことであり，今
回の分析を2020 年の東京大会における中継
番組の放送にも反映させることが可能なためで
ある。 次に，中継番組は，基本的に競技の開
始から終了までその結果を含めて丸ごと伝える
形式をとっている。この形式は，オリンピック
をはじめ，ほかのスポーツ大会（野球，サッ
カーなど）においても，競技の模様を伝えるス
ポーツ番組として一般的な手法であり，前章で
述べた論点①「パラリンピックを『スポーツ』と
して放送する」ことの検証にふさわしいコンテ
ンツと考えられるからである。

なお，「中継番組」であっても，競技の模様
を，ナマ映像で伝える場合と，事前に収録を

表1　リオパラリンピックの放送番組

NHK チャンネル4
リオパラリンピック（総合テレビ）
おはよう日本＆パラリンピック（総合テレビ）
　午前3時30分頃～10時頃
リオパラリンピック（総合テレビ）
　午後1時頃～3時
リオパラリンピック（BS1）
　午後4時頃～6時頃

中継番組

Paralympics 2016（Channel4）
　午後1時～6時（土日は7時まで）
　午後9時～午前1時
Paralympics 2016（More4）
　午前9時15分～11時15分
　（一部11時20分まで）
　午後6時～7時
　（土日を除く。9月17日のみ5時30分から）

パラリンピックタイム（総合テレビ）
　午後10時台

ハイライト番組 Highlights with Clare Balding（Channel4）
　午後7時30分～8時

みんなで応援！リオパラリンピック（Eテレ）
　午後8時～8時45分

特別番組 The Last Leg: Live from Rio（Channel4）
　午後8時～9時
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した録画映像で伝える場合がある。 本研究で
は，競技の映像がナマあるいは録画のいずれ
であっても，「中継番組」としてとらえることに
した11）。

調査期間内のすべてのリオパラリンピックの
中継番組について，NHKの番組は東京で，チャ
ンネル4の番組はロンドンでメインチャンネル
のChannel4のみのそれぞれ録画を行い，分

表2　分析の対象としたNHKとチャンネル4の中継番組

NHK
『リオパラリンピック』
『おはよう日本＆パラリンピック』

放送
チャンネル

放送開始
時刻

放送終了
時刻

9月9日（金）
総合テレビ

3:30 9:30
13:05 15:00
22:41 23:55

BS1 16:00 17:39

9月10日（土）
総合テレビ

3:30 9:30
13:50 15:00

BS1 16:00 17:41

9月11日（日）
総合テレビ

4:00 11:00
13:05 15:00

BS1 17:00 18:41

9月12日（月）
総合テレビ

4:00 11:00
13:05 15:00

BS1 16:00 17:50

9月13日（火）
総合テレビ

1:15 3:30
4:00 9:30

13:05 15:00
BS1 16:00 17:47

9月14日（水）
総合テレビ

4:00 9:40
13:05 15:00

BS1 17:00 17:50

9月15日（木）
総合テレビ

3:30 9:45
15:20 16:00

BS1 17:00 17:50

9月16日（金）
総合テレビ

3:30 9:47
13:05 15:00

BS1 17:00 17:50

9月17日（土）
総合テレビ

3:30 9:35
13:50 15:00
22:38 0:08

BS1 17:00 17:50

9月18日（日）
総合テレビ

3:30 9:00
13:15 15:10

BS1
16:00 17:45
20:50 22:33

注：「放送開始時刻」「放送終了時刻」は0：00～24：00で表記。

チャンネル4
『Paralympics 2016』

放送
チャンネル

放送開始
時刻

放送終了
時刻

9月8日（木）
Channel4

13:00 18:00
20:30 1:00

More4 18:00 19:00

9月9日（金）
Channel4

13:00 18:00
21:00 1:00

More4
9:15 11:15

18:00 19:00

9月10日（土）
Channel4

13:00 19:00
21:00 1:00

More4 9:15 11:15

9月11日（日）
Channel4

13:00 19:00
21:00 1:00

More4 9:15 11:15

9月12日（月）
Channel4

13:00 18:00
21:00 1:00

More4
9:15 11:15

18:00 19:00

9月13日（火）
Channel4

13:00 18:00
21:00 1:00

More4
9:15 11:15

18:00 19:00

9月14日（水）
Channel4

13:00 18:00
21:00 1:00

More4
9:15 11:20

18:00 19:00

9月15日（木）
Channel4

13:00 18:00
21:00 1:00

More4
9:15 11:20

18:00 19:00

9月16日（金）
Channel4

13:00 18:00
21:00 1:00

More4
9:15 11:20

18:00 19:00

9月17日（土）
Channel4

13:00 17:30
21:00 1:00

More4
9:15 11:20

17:30 19:00

9月18日（日）
Channel4 13:00 18:15
More4 9:15 11:15
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コーディング項目と分類基準
ａ　放送の枠組み
1）放送日・放送時間　　　2）ナマ・録画　　　3）中継された競技
分析する中継番組の放送日と放送時間（放送開始時刻と放送終了時刻）を確認し，毎日の放送時間量をカウン
トした。また，番組の中で使われた映像が，ナマ映像だったのか録画だったのか，どのような競技が登場したのか
など，いずれも中継番組の放送の枠組みを知るための情報として確認した。なお，番組中，NHKではニュースが，
チャンネル4ではCM放送がそれぞれ数分程度挿入されていたが，本研究での各番組の放送時間量は「放送終了
時刻」と「放送開始時刻」の差とし，ニュース，CM放送の時間量は差し引かないこととした。

ｂ　出演者
出演者は，競技が始まる前に競技のルールや選手の紹介を行うスタジオと，競技が実際に行われる競技会場と
に存在するため，それぞれの場所で，その役割に応じて分類した。なお，ここでは，障害のある人を「障害者」，
障害のない人を「健常者」という，大きなくくりにした。共生社会を考える時にこのワーディングが適切かどうか疑
問はありつつも，身体状況をとらえる現時点での1つの表現として採用した。

析の対象とした（表2）。なお，NHKが中継番
組を放送した総合テレビとBS1の2つのチャン
ネルのうち，総合テレビでは，リオ大会の期間
中，午前中の時間帯にマルチ編成が行われ，
定時番組（ニュースの『おはよう日本』や連続
テレビ小説『とと姉ちゃん』，生活情報番組の

『あさイチ』など）をメインチャンネルで放送し
ながら，パラリンピックの競技をサブチャンネ
ルで放送した。 早朝に始まった中継番組は，
リオ大会期間中の放送開始時刻が繰り下げら
れた『おはよう日本』が始まるとチャンネルが
切り替わり，サブチャンネルで放送が継続され
たため，こちらについても同様に録画を行った。

Ⅳ-2 調査期間

調査対象期間は，パラリンピックの競技の中
継番組が放送された期間とした。 日本時間で
は2016年9月9日（金）から9月18日（日）までの
計10日間，イギリス時間では同年9月8日（木）
から9月18日（日）までの計11日間となる12）。

開会式（日本時間 9月8日，イギリス時間 9
月7日）と閉会式（日本時間 9月19日，イギリ
ス時間 9月18日）のそれぞれの放送については，
分析の対象から省いた。

Ⅳ-3 分析方法

録画データのコーディングにあたり，内容の
分類基準を設定した。その詳細は，下の枠囲
みの中にまとめたとおりである。NHKもチャン
ネル4も，長時間にわたって放送する番組では
複数の競技および種目13）が取り上げられてお
り，基本的に種目（例えば，競泳であれば男子
100m自由形，女子100m自由形など）ごとに，
コーディング作業を進めた。

NHKの番組は渡辺と中村を含む5人のコー
ダー （当研究所研究員）が，チャンネル4の番
組は渡辺と中村の2人が分類の作業を担当し
た。 作業の途中で，コーディングに迷う場合
は，その項目ごとに内容の検討を行った。
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1）スタジオ	 場所	 	 1自国　2リオ
	 キャスター	 性別	 1男　2女
	 	 身体状況	 1健常者　2障害者
	 ゲスト	 性別	 1男　2女
	 	 身体状況	 1健常者のみ　2障害者のみ　3健常者と障害者
	 	 競技の知識	 1専門家　2非専門家
スタジオは自国の放送局内のものを使用しているのか，あるいはリオに設置したスタジオを使用したのか。スタ
ジオの場所は，パラリンピックの放送規模を比較する1つのポイントになる。スタジオに登場する「キャスター」は
番組進行の役割を担う。また，「ゲスト」には，元選手や競技経験者など，競技について熟知している専門家が解
説者として登場するほか，コーチや家族，応援者など，出場する選手の関係者などが出演することもあることから，
競技に関する専門性の有無を判断する項目を加えた。共生社会に向けたアプローチとして，キャスターとゲストの，
ジェンダーと障害の有無にも注目した。
2）競技会場 実況 性別	 1男　2女
	 	 身体状況	 1健常者　2障害者　3不明
	 解説 性別	 1男　2女
	 	 身体状況	 1健常者　2障害者　3不明
	 	 競技の知識	 1専門家　2非専門家
	 出場選手 性別	 1男　2女
競技会場の出演者としては，競技の模様の送り手である「実況」と「解説」，競技の主体である「出場選手」と
が存在する。もちろん，スタジオと同様に，選手の関係者としてコーチや家族，応援者などが登場することもあるが，
ここでは「実況」「解説」「出場選手」の3者に絞って注目した。なお，競技の中継番組では，実況と解説は音声
のみで登場することが多く，身体状況の判断がつかない場合があることをふまえ，選択肢に「不明」を加えた。

c　構成要素
1）競技説明 ルール説明の有無	 1あり　2なし
	 クラス分け説明の有無	 1あり　2なし
	 説明のしかた 	 1 VTR（実写）　2 CG・アニメ　3静止画（ノルマル，パターン）
	 	 	 4小画面（画像は問わない）　5コメントのみ
論点①の「『スポーツ』として放送された」ということを証明するために注目したのは，ルールの説明など，「スポー
ツとして理解するための関連情報を提供しているか」という点である。パラリンピックの競技には，同じ競技名であっ
てもオリンピックのルールとは異なるものがあるが14），スポーツを見るためには，まずルールを理解しておかなけれ
ばならないからである。
また，障害者スポーツのジャンルには，「クラス分け」と呼ばれる独特の仕組みがある。これは，障害の種類や
障害の程度による選手の区分のことで，「クラス分け」が行われることによって，同じ障害，同じレベルの選手同士
で競い合うことが可能となり，競技の公正さが保たれる。
ルールとクラス分けの説明の有無とともに，それぞれ何を使って説明したのか，その媒体もとらえることにした。
映像を使用したのかコメントのみなのかで大きく分け，さらにその映像の種類を区分した。静止画には，写真やグ
ラフ，地図など，画像がテレビの画面全体に映る「ノルマル」があるが，出演者が文字や画像が表示されたボード
を手持ちで示す「パターン」も，カメラでアップにして画面全体に見せる場合が多いことから「静止画」に含めた。「小
画面」とは，メインの画面に別の小さい画面の映像が合成されるもので，その映像の種類（動画なのか静止画な
のか）を問わずカウントした。
2）選手紹介 有無 	 1あり　2なし
	 紹介のしかた	 	 1 VTR（実写）　2静止画（ノルマル，パターン）
	 	 	 3小画面（画像は問わない）　4コメントのみ
	 内容	 	 1障害の原因　2障害の程度　3家族関係
	 	 	 4競技との出会い　5競技経験　6その他
前項の「競技説明」とともに注目したのは，競技に出場する選手がどう描かれているかということである。選手
の紹介に使用された媒体とともに，競技について，障害について，選手を取り巻く家族についてなど，描かれている
「内容」をとらえた。
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Ⅴ  分析結果

Ⅴ-1 放送規模と放送実績

リオパラリンピックにおける，NHKとチャン
ネル4の放送規模がどの程度のものだったのか
を表3に示した。

NHKは，総合テレビ，Eテレ，BS1の3つの
チャンネルで133時間の放送があった。ナマ
放送に限ると74時間を放送した15）。パラリン
ピックでこれほど長時間の放送を行ったのは，
NHKでは初めてのことだった。 一方，チャン
ネル4にとっても，リオパラリンピックは海外
から行う放送としては最大規模で，
Channel4とMore4の2つのチャンネ
ルで154時間の放送があった。 中継
を行った競技は，NHKの9競技に対
して，チャンネル4は，リオパラリン
ピック全22 競技のすべてを放送した。
この放送規模の差は，日本とイギリス
の参加選手数の違いとともに，イギリ
スは，リオ大会のすべての競技に選
手が参加していたことから，放送する

競技も多くなったものと考えられる。
次に，NHKとチャンネル4が，競技の中継

番組を大会期間中毎日何時間放送したのか，
その日別の放送時間量を示したのが 図1であ
る。NHKは，日によって放送時間量の多い日
と少ない日がみられたが，チャンネル4は，競
技初日の9月8日と最終日の9月18日を除いて
ほぼ一定だった。

また，NHKでは，深夜から午前中の番組に
は競技のナマ映像が使用され，午後の時間帯
の番組には録画映像が使われた。 午後の番
組では，午前の放送に入らなかった競技や午
前中にナマ映像で伝えた競技を，録画映像に

表3　NHKとチャンネル4の放送実績

NHK チャンネル4
総合テレビ・Eテレ・BS1 放送チャンネル Channel4・More4

133 時間 放送時間量 154時間

陸上，自転車，ゴールボール，柔道，パワーリ
フティング，競泳，車いすバスケットボール，
車いすラグビー，車いすテニス 9競技

中継を行った
競技

アーチェリー，陸上，ボッチャ，カヌー，自転車，
馬術，ブラインドサッカー，7人制サッカー，ゴ
ールボール，柔道，パワーリフティング，ボート，
射撃，シッティングバレーボール，競泳，卓球，
トライアスロン，セーリング，車いすバスケッ
トボール，車いすフェンシング，車いすラグビー，
車いすテニス 22競技

図１　リオパラリンピック中継番組の日別放送時間量（2016年9月）
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よって再び放送した。チャンネル4では，午後
と夜間に放送された番組には競技のナマ映像
が使用されたが，午前の放送では，前日に自
国選手が登場した競技のうち，番組の中で放
送できなかった競技の録画映像を放送していた。
ナマ映像を使った中継番組と，録画映像を
使った中継番組のそれぞれの放送時間量を示
したのが図2である。

ナマ映像を使った番組の時間量はNHKより
もチャンネル4が多い。これは，1つには，リオ
との時差の問題があると思われる。リオと日本
との時差は−12 時間で昼夜が逆転していたが，
イギリスとの時差は−4時間で，チャンネル4は，
午後から夜間にかけてリオで行われている競
技をそのままナマ映像で伝えることができた。
また，ナマ映像は，その競技が初めて放送に
登場する映像であり，日本よりもイギリスの方
が参加選手数が多かったことや，表3（41ペー
ジ）のように，放送した競技数が多かったこと
も反映していると考えられる。

録画映像を使った番組の時間量は，全体的
にNHKの方が多い。これは，前述のように，
両局とも番組中に放送できなかった競技を別
の時間帯で放送するために録画映像を使用し
ていたが，NHKはさらに，ナマ映像で一度伝
えた競技を再び午後の番組で放送したためだ
と考えられる。 日本では，ナマ映像の放送が
深夜・早朝の視聴しづらい時間帯になったため，
録画映像による午後の番組は，ナマ映像を見
逃した視聴者に対するサービスであると同時に，
国内で広く知られているとは言いがたいパラリ
ンピックの競技の露出を増やすことにもなり，
認知を向上させる効果もあったものと推測され
る。

Ⅴ-2 中継番組のパターン

パラリンピックの中継番組には，オリンピッ
クの場合と同じく，スタジオ（放送局内のスタ
ジオや競技場などの特設スタジオなど）のキャ
スターなどによる競技の紹介や案内の後，競

図2　「ナマ映像の中継番組」と「録画映像の中継番組」の放送時間量（2016年9月）
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技会場の実況担当者および解説者が競技の模
様を伝え，再びスタジオに戻り，その競技の結
果を伝えるという，図3のようなパターンがみら
れる。 長時間にわたり，複数の競技の模様を
取り上げる場合，その競技がナマ映像である
か録画映像であるかにかかわらず，このパター
ンが繰り返される。このような構成については，
NHKもチャンネル4も大きな違いはないが 16），
スタジオの場所や出演者の構成に違いがみら
れた。この違いは，チャンネル4のリオパラリ
ンピックの中継番組がすべて，現地リオデジャ
ネイロから放送されたことによるところが大きい。

NHKは，東京・渋谷の放送センターのスタ

ジオにキャスターのアナウンサーを置き，キャス
ターが番組を進行する形で，リオの競技会場
を結んで放送した。 競技会場には，実況担当
のアナウンサーと競技の解説者が，音声のみで
出演した（図4）。 深夜・早朝から午前中に総
合テレビで放送された番組，午後に総合テレ
ビで放送された番組のいずれにおいても，競
技の模様が前者はナマ映像で後者が録画映像
という違いはあるものの，同じパターンがみら
れた。

チャンネル4は，リオにスタジオを設け，キャ
スターがリオから伝えていた点が NHKとは異
なる（図5）。リオのオリンピックパークの一角

図3　スポーツ中継番組の基本パターン
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図5　チャンネル4の中継番組の基本パターン
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図4　NHKの中継番組の基本パターン
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スタジオ ：東京
競技の紹介・案内

スタジオ ：東京
競技の結果など

競技 ：リオ
競技の模様
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に設置したメインのスタジオとともに，陸上競
技が行われたオリンピックスタジアム，競泳が
行われたオリンピックアクアティクススタジアム，
ボートが行われたラゴアスタジアムなどにもそれ
ぞれ現場中継のためのスタジオを設けた。どの
スタジオにもキャスターとゲストを配置し，図5

のように，メインスタジオと競技会場を直接結
ぶこともあれば（中継①），競技によっては，
メインスタジオから現場中継のスタジオを経由
して，競技会場が結ばれることもあった（中継

②）。 後者の場合，メインスタジオでは競技の
大枠を紹介し，現場中継のスタジオではその日
の競技の見所や会場の雰囲気を伝えるなど，
伝える内容が区別されていた。なお，競技の
進行は，NHKと同じく実況担当者と解説者が
音声のみで伝えていた。

チャンネル4は，メインスタジオと現場中継
のスタジオとを使い分けることによって，オリン
ピックパークを訪れる人々の様子や会場の熱気
など，リオの空気感を映像で伝えていた。また，
メインスタジオのキャスターのテーブルの背後
には，オリンピックパークの様子が見える大き
な窓が設置され，現場中継のスタジオもそれ
ぞれの競技会場が背景になるような場所に設け
られるなど，中継時のリオの様子が視覚的にリ
アルに伝わるような工夫がみられた。

Ⅴ-3 出演者

論点①（34ページ）の「パラリンピックを，
オリンピックと同じく『スポーツ』として放送す
る」という観点から出演者をとらえると，NHK

とチャンネル4のいずれも，オリンピックの中継
番組にみられるように，スタジオには，「キャス
ター」と競技の専門知識を有する「解説者」が
ゲストとして出演し，競技会場には，実況担当
者と解説者が音声のみで出演していた。ただ，
キャスターの人数には差がみられ，NHKはど
の番組も常に1人だったのに対し，チャンネル
4では，メインのスタジオと現場中継のスタジオ
とで人数に違いがあった。チャンネル4のメイ
ンスタジオのキャスターは，午後に放送された
2つの番組はそれぞれ 2人のペアが，夜の番組
は1人が担当し，現場中継のスタジオには，メ
インスタジオとは異なる5人のキャスターが登場
した。

ゲストについては，NHKでは，過去にパラ
リンピックに出場したことのある元選手やメダリ
スト（陸上，競泳，車いすバスケットボール，
車いすラグビー），また，オリンピック出場の経
験がありパラスポーツに関わりを持つ元選手（陸
上，競泳）が競技の解説を行った。 一方，チャ
ンネル4の解説者は基本的に障害者スポーツ
の元選手であり，陸上，競泳，車いすラグ
ビー，自転車，シッティングバレーボールの各
メダリストを含む元パラリンピック出場選手や，
冬季パラリンピックの金メダリストの出演があっ
た。 解説者のほかにも，チャンネル4では，
応援のためにリオを訪れた出場選手の家族や，
競技を終えたリオ大会のメダリストなど，リオ
にスタジオを設けた利点を生かしたゲストが登
場した。また，イギリスの一般紙で発行部数
が最も多い「デイリー・テレグラフ」の記者の
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出演もあった。 競技の中継番組が放送された
9月8日からほぼ毎日，13時〜16時の放送の冒
頭の部分に登場し，パラリンピックの意味やそ
の背景，選手の置かれている社会的状況，パ
ラスポーツの現在と未来についてなど，競技そ
のものの解説というよりも，パラリンピックの持
つ意味について，ジャーナリストの立場から日
替わりの内容でコメントした。チャンネル4は，
NHKに比べて，解説者以外に多様なゲストを
登場させていたといえる。

加えて，両者で際立っていたのは，キャスター
の属性の違いである（表4）。ジェンダーの点
からみると，NHKは，深夜帯から午前中に放
送された番組は男性キャスターが，午後に放送
された番組は女性キャスターまたは男性キャス
ターが担当したが，チャンネル4は，メインス
タジオのキャスターのうち，午後4時からの番
組のキャスターの1人が女性であり，夜の番組
のキャスターも女性が1人で担当した。また，

現場中継の5人のキャスターのうち2人は女性
であるなど，NHKよりも女性キャスターの出演
が多くみられた。

さらに，NHKのキャスターはすべて健常者
であったが，チャンネル4は，メインスタジオと
現場中継のスタジオのキャスター計10人のうち
6人が，車いすを使用するなどの障害者であっ
た。これは，イギリスの放送史上最も多い障
害者キャスターの起用であり，中継番組におい
て，社会的弱者といわれる女性や障害者がテ
レビの画面で多く活躍したことは，パラリンピッ
ク放送と共生社会のあり方について考える上で
注目される。

Ⅴ-4 ルールの説明

中継番組の中でルールの説明がどのように行
われたのかを比較するために，NHKとチャンネ
ル4が共通して中継した9競技に着目した（表

5）。VTRや静止画を使って，視覚的にルール

表4　NHKとチャンネル4のキャスター

チャンネル 番組名 放送時間 キャスター

N
H
K

総合テレビ

リオパラリンピック
おはよう日本＆パラリンピック

3:30頃～10:00頃 男1人 健常者

リオパラリンピック 13:00頃～15:00 女1人または男1人 健常者

BS1 リオパラリンピック 16:00頃～18:00頃 ＊キャスターの出演なし

チ
ャ
ン
ネ
ル
4

Channel4 Paralympics 2016

13:00～16:00 メ
イ
ン
ス
タ
ジ
オ

男2人
ともに
障害者 現

場
中
継

男3人
女2人

健常者
3人

障害者
2人

16:00～18:00
（土日は19:00まで）

男1人
女1人

ともに
障害者

21:00～1:00 女1人　　　　　　　 　健常者

More4 Paralympics 2016
9:15～11:15

（一部11:20まで）
＊キャスターの出演なし

注：「放送時間」は0：00～24：00で表記。
　　More4の18：00～ （土日を除く。9月17日のみ17：30～）の番組は，Channel4の中継番組の延長のため省略。
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を説明した競技と，そのような視覚的な道具を
使わず，キャスターや解説者などのコメントの
みで説明した競技とに分類すると，NHKはパ
ワーリフティングを除く8競技で，VTRや静止
画による視覚的な工夫を加えて説明を行ってい
た。チャンネル4は，9競技すべてで，その競
技の解説者などのコメントのみによって説明し
ていた。チャンネル4は，この9競技以外の競
技の説明についても，同じ傾向がみられた。

一方，パラリンピックの競技には，視聴者が
初めて見る競技もある。そのため，競技を楽し
むには，事前に視聴者が競技を理解しておく
ことが必要である。そこで，ルールを説明する
タイミングにも着目した。NHKとチャンネル4
の明確な違いがわかる例として，ここでは，車
いすラグビーのルール説明を取り上げる。

車いすラグビーは，2000 年のシドニー大会
からパラリンピックの正式競技になった。コー
ト上の4人の車いすの選手が，専用の丸いボー
ルをゴールまで運ぶ。 車いすの選手同士がぶ

つかり合う「タックル」が認められていて，そ
の激しさから「murder ball（殺人球技）」とも
呼ばれる。ボールの形が独特であることのほか，
男女混合のチームで行われること，前方へのパ
スが可能であることなど，独自のルールが決め
られている。

この車いすラグビーのルール説明はどのよう
に行われたのか。 日本の車いすラグビーの初
戦が行われたのは，2016 年9月15日だったが，
その時のNHKの放送の流れを示したのが，表

6である。ルールの説明は，試合が始まる前の
午前8 時 6 分から11分までの5 分間，スタジオ
のキャスターが静止画を使って説明した。 翌日
の第2 戦では，ルールをまとめた実写のVTR
が使われた。

イギリスの車いすラグビーの初戦が行われた
のは，9月14日だった。チャンネル4の放送で
は，リオの特設スタジオに，2人のキャスターと
ロンドン大会に出場した時のチームの元キャプ
テンが解説者として出演していた。その時の放
送の流れを表7に示した。まず，元キャプテン

表6　NHK　車いすラグビーの初戦
9月15日の放送の流れ

時刻 放送内容

7時33分
陸
上

スタジオ（ナマ） 陸上の振り返り

36分 中継（ナマ・録画） 陸上

8時04分 スタジオ（ナマ） 陸上の振り返り

06分

車
い
す
ラ
グ
ビ
ー

スタジオ（ナマ） ルール説明

11分 スタジオ（ナマ）
予選リーグ組み分け

注目選手の紹介

14分 中継（録画）
予選リーグ

日本×スウェーデン

9時26分 中継（録画）
荻野ヘッドコーチと
池選手インタビュー

表5　リオパラリンピック中継番組におけるルールの説明

NHK チャンネル4
陸上 ａ ｂ

自転車 ａ ｂ

ゴールボール ａ ｂ

柔道 ａ ｂ

パワーリフティング ｂ ｂ

競泳 ａ ｂ

車いす
バスケットボール

ａ ｂ

車いすラグビー ａ ｂ

車いすテニス ａ ｂ

ａ：VTRや静止画を使って説明　ｂ：コメントのみで説明
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が，キャスターの質問に答えて，車いすラグビー
の見所を「ゴールまでのパスやタックルなど，
最もスピード感のある競技の1つ」として説明し
た。 続いて，車いすラグビーのイギリスチーム
のメンバーを紹介するVTRが流れた後，再び
特設スタジオに戻り，引き続き競技の見所や勝
ち上がり方，注目選手の特徴の紹介などが行
われたが，ルールの説明はなかった。ルール
の説明が行われたのは，その後，試合が始まっ
てからで，試合会場の解説者のコメントによる
ものだった。VTRや静止画などの視覚的な道
具は一切使われなかった。

ルールの説明を比較すると，NHKは静止画
やVTRなど視覚的にわかりやすい工夫を加え，
必ずその競技の前に行っていたが，チャンネル
4はコメントのみの説明に終始し，そのタイミン
グも必ずしも競技の前に行われたわけではなかっ
た。 総じてNHKの方が，チャンネル4に比べ
て，より丁寧に説明を行っていたといえる。

Ⅴ-5 クラス分けの説明

次に，パラリンピックの競技をスポーツとして
理解するために必要な情報として，独特な「ク
ラス分け」の説明についてみていく。パラリンピッ
クでは，障害の種類や障害の程度によって選
手を区分する「クラス分け」が採用されており，
例えば，陸上競技のトラック種目では，表8の
ような「クラス分け」が行われる。このため，
リオパラリンピックの100ｍ競走では，男女合
わせて10レース以上が行われた。

この複雑な「クラス分け」の仕組みを視覚的
にとらえるために開発されたのが，「LEXI」と
いう名のCGである。パラリンピックの競泳の
金メダリストであるジャイルズ・ロング氏が発案
した。 初めて導入されたロンドン大会では二
次元のCGだったが，リオ大会では三次元の
立体的なCGに改良された。LEXIが用意され
たのは，陸上，自転車，7人制サッカー，競
泳，車いすバスケットボール，車いすラグビー
の6競技で，各国が自国の言語に吹き替えて
使用した。

NHKとチャンネル4がともに中継番組で放

表7　チャンネル4　車いすラグビーの初戦
9月14日の放送の流れ

時刻 放送内容

13時18分 広告

22分

車
い
す
ラ
グ
ビ
ー

スタジオ（ナマ） 競技の見所紹介

23分 VTR
イギリスチーム

選手紹介

24分

映像
スタジオ（ナマ）
から試合会場へ

音声
スタジオ（ナマ）

勝ち上がり方
注目選手の
特徴の紹介

27分 中継（ナマ）
予選リーグ

イギリス×オーストラリア

41分 広告

表8　陸上・トラック種目のクラス分け

クラス 障害の種類・程度

T11～T13 視覚障害

T20 知的障害　

T31～T34 脳性まひ・車いす

T35～T38 脳性まひ・立位

T40～T41 低身長症

T42～T47 切断・機能障害・立位

T51～T54 脳性まひ以外の車いす
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送した9競技（41ページ）についてLEXIの使
い方をみると，NHKは4競技，チャンネル4は
5競技で使用しており，大きな違いはみられな
かった。

Ⅴ-6 選手の描き方

選手自身がどう描かれているのか，その手
法をみると，NHKもチャンネル4も，競技の中
継が始まる前に，VTRを使って選手を紹介し
ていた。VTRには，NHKは全 9競技中6競技
の20人の選手が，チャンネル4は全22 競技中
14競技の76人の選手が登場していた。VTR
に登場した選手の数に差があるのは，リオパラ
リンピックの参加選手数に違いがあるためだと
考えられる。VTRの長さは，NHKの場合は平
均1分程度，チャンネル4の場合は選手によっ
て長短があったが，平均すると2分程度であっ
た。

では，VTRでは，選手の何を伝えていたの
か。NHKとチャンネル4で放送された選手の
VTRから，その違いがよくわかる例として，
NHKから競泳の 鈴木孝幸選手を紹介した
VTR，チャンネル4から卓球のウィル・ベイリー
選手を紹介したVTRを取り上げる17）。それぞ
れの内容は，表9と表10のとおりである。

鈴木選手のVTRをみると，コメントの内容
は客観的なもので，ナレーションは男性アナウ
ンサーが行っていた。 鈴木選手が1人のアスリー
トとして独自の練習を行い，1秒でも速く泳ごう
としている姿が描かれていて，鈴木選手本人へ
のインタビューでは，カメラの横にいると思わ

れるインタビュアーに視線を向けて，リオパラ
リンピックにおける目標を語っていた。

ベイリー選手のVTRでは，自身が語り手と
なってカメラに向かい，自分の生い立ちと障害
に関することや卓球を始めたきっかけ，ロンド
ン大会で活躍したことで他の障害者が進出す
る道を開いたこと，1人の偉大な選手として記
憶に残りたいという，自分の思いを語っていた。
ベイリー選手のコーチのインタビューも含まれ
ているが，こちらはインタビュアーに向いて話し
ており，カメラに向かって語るベイリー選手と
は撮影のしかたが異なっていた。

他の選手を取り上げた V T R についても，
NHKは鈴木選手と，チャンネル4はベイリー

表9　NHK　鈴木孝幸選手の紹介VTR

項目 映像 コメント 時間

1
泳いでターンをす
る鈴木選手

50ｍ平泳ぎの世界記録保持
者，鈴木孝幸選手。

7秒

2
プールサイドで準
備運動をする鈴木
選手

生まれた時から，両手と両
足に障害があります。

5秒

3

北京パラリンピッ
ク，ロンドンパラ
リンピックの鈴木
選手の泳ぎ

北京では，金メダルを獲得。
しかし，連覇をねらったロ
ンドンでは，銅メダル。苦
杯を喫しました。

12秒

4
フォームの改良の
練習をする鈴木選
手

再び頂点を目指し，改良し
ているのが，スタートの時
のフォーム。

9秒

5
プールの鈴木選手
インタビュー

最初の25ｍでどれだけ速く
入れるかが大事な部分にな
ってくると思います。

5秒

6

6月の国際大会の
鈴木選手の泳ぎ
電光掲示板のタイ
ム

6月の国際大会。課題のス
タートで飛び出し，目標タ
イムの50秒を切ることがで
きました。

9秒

7 鈴木選手の泳ぎ
順調な仕上がりをみせる鈴
木選手。
王座に向け，加速します。

8秒

計55 秒
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選手とそれぞれ同様の描き方がみられた。 両
者ともに 選手 の人間性を伝えてはいるが，
NHKは「アスリート」としての姿を前面に出し，
チャンネル4は選手自身が語る「ヒューマン」
な思いに注目していたといえる。

Ⅴ-7 中継番組の構成要素の違い

すでに指摘したとおり，中継番組にはパター
ンがあり，チャンネル4は競技会場の現場中継
を加えるなどNHKとの違いがみられたが（42
〜45ページ），実は，チャンネル4の中継番組
の中には，NHKの番組にはない要素が含まれ
ていた。 注目したのは，イギリスの夜間（午
後9時〜午前1時）に放送された番組である。
毎晩登場していたのは，女性キャスターのクレ
ア・ボールディング氏である。

ボールディング氏は，2012 年のロンドン，
2016 年のリオと2大会続けて，オリンピックと
パラリンピックの両方の中継番組を担当した。
つまり，オリンピックではBBC，パラリンピッ
クではチャンネル4という，2つの異なるチャン
ネルに出演しており，いわば，イギリスのオリ
ンピック・パラリンピック中継の「顔」ともいえ
る存在である。

午後9時から放送された番組の冒頭部分に
おいて，ボールディング氏は，放送期間中のほ
ぼ毎日，テーマの異なる短いリポートを行った。
次ページの表11に示したそのテーマをみると，
リオパラリンピックの期間の後半になるほど，
障害者と社会を取り巻く問題に深く触れるもの
になっていったことがわかる。このようなテーマ
へのアプローチは，NHKの中継番組には全く
みられなかった。

表10　チャンネル4　ウィル・ベイリー選手の紹介
VTR

項目 映像 コメント 時間

1
卓球の練習をする
ベイリー選手

生まれた時から両手足に障
害があって関節がうまく動
きませんでした。足をまっ
すぐにする手術を何度も受
けました。

25秒

2
カメラに向かって
話すベイリー選手

8歳の時に，祖母が卓球台を
買ってくれて卓球を始めま
した。リハビリのためです。
18歳の頃から，卓球に真剣
に打ち込むようになりました。

30秒

3
ロンドンパラリン
ピックのベイリー
選手の試合

ロンドンパラリンピックの
後，みんなの障害者スポー
ツに対する見方が変わりま
した。

21秒

4
カメラに向かって
話すベイリー選手

以前は，卓球を趣味でやっ
ているとか，楽しみのため
にやっているとか思われて
いましたが，もっと真剣に
取り組んでいる，アスリー
トとして見てもらえるよう
になりました。
障害のある卓球の選手も増
えました。

49秒

5

ベイリー選手のコ
ーチ，グレッグ・
ベーカー氏のイン
タビュー

ベイリー選手の活躍する姿
が，障害のある新たなアス
リートが現れるきっかけに
なってほしいと思います。
卓球の選手も増えて，大き
な大会でメダルをとりたい
と思うようにもなるでしょう。

20秒

6
カメラに向かって
話すベイリー選手

夢は，1人の優れたスポー
ツ選手としてみんなの記憶
に残ることです。

「障害があるのに強い選手」
ではなく，「本当に強い卓
球の選手」として。

30秒

計 2分55 秒
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Ⅵ  日英放送分析結果の考察
ここまで，NHKとチャンネル4のリオパラリ

ンピックの中継番組の分析結果をみてきたが，
共生社会に向けた放送の役割を考えるために
定めた2つの論点から，その結果を総括し，
考察を行う。

1.論点①「パラリンピックを，オリンピックと

同じく『スポーツ』として放送する」について

論点①については，NHKもチャンネル4もと
もに，オリンピックと同じようにスポーツの中継
番組として放送を行っていたといえるだろう。
両者が，パラリンピックの放送でこれまでにな
い規模で競技の模様を伝えたことは，放送時
間量をはじめとする放送の枠組みからもみてと
れる。しかし，チャンネル4は，現地リオデジャ

ネイロに専用メインスタジオを，そして各競技
場にも現場中継のスタジオを設けるなど，NHK
よりも厚みのある放送体制をとっていた。この
違いの理由として，リオデジャネイロで，オリン
ピックに続きパラリンピックの放送を行った
NHKの体力の問題と，リオと日本との時差が
12 時間あり，視聴に適した時間帯に競技が行
われていないという事情も推測される。

また，オリンピックの競技と比べると，初め
て目にする競技やルールの違いがあることをふ
まえ，両者は，ルールの説明や，パラリンピッ
ク独特のクラス分けの説明を行い，競技を理
解するための情報を提供していた。これらは，
健常者も障害者もともにパラリンピックをスポー
ツとして理解し楽しむために必要であり，NHK
もチャンネル4も，中継番組の中でその条件を
満たしていた。

2.論点②「パラリンピック放送は，共生社会

に向けた社会変革の道具の1つである」に 

ついて

しかし，NHKとチャンネル4の中継番組の
内容を詳細にみていくと，違いも浮かび上がっ
てきた。 両局のそれぞれの特徴と違いを，表

12にまとめた。パラリンピックを放送した数多
くの放送事業者の中から，イギリスのチャンネ
ル4をNHKとの比較対象に選んだ理由の1つ
は，2012 年ロンドン大会の放送によってチャン
ネル4が社会や人々に与えたインパクトの大きさ
である（35ページ参照）。したがって，この違
いの中に，論点②の手がかりがあるのではない

表11　チャンネル4　
クレア・ボールディング氏のリポートのテーマ

放送日 テーマ

9月8日（木）
計13個の金メダルを獲得した選手のサクセス・
ストーリー

9日（金） 今大会初出場で注目される若手有望株の選手

11日（日）
車いすリポーターによる，車いすから見た
リオの街歩き

12日（月）
ブラジルの子どもたちに，パラリンピックが
贈るもの

13日（火）
スポーツに出会って人生が変わった車いす
警察官の物語

15日（木）
視覚障害者が生活をする上で必要な
パートナーシップ

16日（金）
障害を負い，金メダリストとなった選手の
感動の物語

17日（土）
身体的苦痛から常に逃れられない難病の選手
の思い
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だろうか。
第1に，リオパラリンピックを伝えるチャンネ

ル4のキャスターの過半数が障害者であったこ
とは特筆に値する。パラリンピックの放送に障
害者キャスターを起用するという方針は，チャ
ンネル4が初めて放送を担当することになった
2012 年のロンドン大会で採用されたもので，
キャスターの発掘・育成に時間と資金を投入し
たという。リオ大会では，その方針を放送の画
面には出ない番組制作の現場にも障害者を起
用することに拡大し，番組制作チームの約
15％が障害者という実績を残した。

第2の違いは，中継番組中の選手の描き方
である。 選手の描き方が「アスリート」なのか

「ヒューマン」なのかという点で比べると，NHK
は，オリンピックの選手と同じように，「より速
く・高く・遠く・強く」を目指す「アスリート」
であることを前面に打ち出していた。このこと
から，NHKの方がチャンネル4よりも，オリン

ピックの選手と同等にパラリンピアンを描き，
より「スポーツ」として放送していたといえる。
一方，チャンネル4は，選手のパラリンピック
にかける思いや目標とともに，障害があること
から目をそらさず，障害と向き合い，スポーツ
に打ち込む意味をそれぞれの選手に語らせて
いた。 中継番組の中で，パラリンピアンの「ア
スリート」の側面だけでなく，障害者の障害に
対するさまざまな思いに触れる機会が視聴者
に提供されていたといえるだろう。しかも，選
手自身がカメラに向かって語りかけていたことで，
視聴者には，より強く自分に直接的に向けられ
たメッセージとして受け止めることにつながった
のではないだろうか。

そして第3に，パラリンピックの競技の「中
継番組」という枠組みでありながら，クレア・
ボールディング氏のリポートのような，スポーツ
を越えたパラリンピックの意義を伝え，障害者
と社会の問題に向き合おうとするコーナーを組

表12　NHKとチャンネル4の中継番組の特徴と相違

NHK チャンネル4
深夜～午前の放送はナマ

午後の放送は録画
中継映像

午後と夜間の放送はナマ
翌日の午前の放送は録画

東京（NHK放送センター）にスタジオを設置
＊リオにスタジオは設置せず

スタジオの位置
リオに特設スタジオを設置

競技会場でも現場中継を行う

男性キャスターと，午後の放送には
女性キャスタ－も登場

キャスターの属性
キャスターは，障害者を含む5人の男女
現場中継のキャスターも障害者を配置

元パラリンピックのメダリスト・出場選手，
パラスポーツ選手，元オリンピック出場選手
などの解説者

ゲストの多様性
元パラリンピックのメダリストやパラスポーツ
選手などの解説者，出場選手の家族，
ジャーナリスト

静止画やVTRなど，視覚的にわかりやすい工夫
試合前に必ず提示

ルールの説明
説明はコメントのみでVTRや静止画は不使用
試合前に提示しない競技も

LEXIを使用 クラス分けの説明 LEXIを使用

VTRを使用
アスリートとしての姿を前面に

選手の紹介
VTRを使用

選手の人間性を前面に
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み込んだことは，NHKの中継番組にはみられ
ない点であった。パラリンピアンが毎日繰り広
げるさまざまな競技のかけがえのないドラマの
瞬間の1つ1つを伝えるだけでなく，渾身のパ
フォーマンスを披露するパラリンピアンの背後
にある社会の深い問題に目を向けるきっかけと
なるようなリポートを加えることによって，その
問題意識を共有し，共生社会に向けた社会変
革に対する意識喚起に結びつく可能性を示唆
しているといえるだろう。このリポートはほぼ午
後9時台の前半に放送された。この時間帯は
イギリスのプライムタイムにあたり，多くの家庭で，
子どもと一緒にテレビを視聴している。そのため，
イギリスで著名なスポーツ・キャスターであるボー
ルディング氏が，こうしたテーマを連日放送し
たことは，世代を超えて訴求力も大きかったの
ではないかと考えられる。

Ⅶ  今後の調査研究課題
日本は，1964 年大会に続き2度目のパラリ

ンピックを2020 年に東京で開催する。そして，
1964 年の大会を，参加した障害者アスリート
の意識変革が起きた1つ目の「ポジティブスイッ
チ」ととらえ，2020 年の大会を，健常者と障
害者が共同で共生社会を創造するという2つ目
の「ポジティブスイッチ」にしたいという力強い
メッセージを世界に伝えた。この大きな目標の
達成を支援する放送のあり方を探るため，リオ
パラリンピックの放送についてチャンネル4と
NHKを対象に分析を試みた。チャンネル4は，

イギリス国内でビッグ・スポーツ・イベントの
放送を行う経験を持っていない。そのチャンネ
ル4はリオパラリンピックを放送するにあたり，
自身の歴史上最大規模のイベントにすると意
気込み，イギリス国民の障害と障害者スポーツ
に対する考えや受け止め方を根本的に変えるこ
とを目指した。そして，パラリンピックをオリン
ピックとは別のものにしようというビジョンを持
ち続けている。その方針が，リオパラリンピッ
クの放送におけるチャンネル4の特徴として現
れたといえるだろう。 例えば，障害者キャスター
を数多く起用し，さらにテレビの画面に現れな
い制作現場に障害者を採用した。これは，パ
ラリンピックを利用した共生社会創造に向けた
運動であり，パラリンピック・レガシーの1つと
とらえることができる。よい番組を制作し放送
するという放送事業者の任務を越えたこの事業
は，どのような議論から生まれ，なぜ可能だっ
たのか。また，パラリンピアンが自らを語る演
出方法だけでなく，障害にまつわる物語を公
開するという内容に至るまで，選手の描き方が
NHKとチャンネル4とでは大きく異なった。 障
害を克服する物語は感動を呼び，視聴者の選
手への感情移入を強め，パラリンピック放送へ
の関心を高め，結果として多くの視聴者を引き
つけるはずである。しかし，一方，「（オリンピッ
クの選手と同じように）アスリートとして見てほ
しい」という選手の願いにも応えたいと考える
放送事業者には，選手をどう描くべきかジレン
マが生じるだろう。では，チャンネル4の選手
紹介は，パラリンピアンとどのような会話を積
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み重ね，演出上の合意に至ったのだろうか。
疑問は尽きない。

本調査では，リオデジャネイロパラリンピッ
ク12日間のうち，競技の中継番組に限定して
分析を行った。しかし，パラリンピックはその
関連番組や通常の放送番組を通じても取り上
げられている。チャンネル4のパラリンピックへ
の取り組みの全体像をとらえ，その背景にある
事実を掘り下げることを今後の研究課題とし，
NHKの2020東京大会の放送のあり方を考え
たい。
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注：
1） 「旗の引継ぎ式テーマは『ポジティブスイッチ』　

障害者ダンサーらが登場」2016 年9月10日　産
経ニュース

2） 映像掲載 ：「ポジティブ・スイッチ」〜リオで披露
された障害のあるパフォーマーによるダンス。出
演者 の 視点〜 Paraphoto 2016 年9月27日付。　
2017年 6月7日閲覧。

3） 公益財団法人 東京オリンピック・パラリンピック
競技大会組織委員会（2016 年7月）『東京2020 
アクション＆レガシープラン2016』　https://
tokyo2020.jp/jp/games/legacy/items/legacy-
report.pdf　2017年 5月1日閲覧。ここでは「障
がい者」と記されているが，本稿では「障害者」
と表記する。なお，英文で書かれた原文は次を
参照。
International Paralympic Committee,2015,
“Strategic Plan 2015 to 2018”
https://www.paralympic.org/sites/default/
files/document/150619133600866_2015_06+I
PC+Strategic+Plan+2015-2018_Digital.pdf　
2017年 5月1日閲覧。

4） 詳しい経緯は，IPCのホームページhttps://www.
pa ra lympic .o rg / t he - ipc / h i s to r y- o f- t he -
movement，JPCのホームページhttp://www.
jsad.or.jp/paralympic/what/history.htmlを参
照。いずれも2017年 5月9日閲覧。

5） “Rio 2016 Paralympics smash all TV viewing 
records” IPC プレスリリース　2017年 3月16日

6） “Record number of broadcasters for R io 
2016” IPC プレスリリース　2016 年9月5日

7） ブラジル国内では，リオパラリンピックの一部を，
公共放送 TV Brazilが放送した。

8） “Para-Sports Report 2016/Nielsen Report” 
http://nielsensports.com/ 2017年 5月25日閲
覧。

9） “Research: C4’s Paralympic coverage changes 
attitudes” Channel 4プレスリリース　2012 年9
月8日　2017年 5月15日閲覧。

10） チャンネル4の5つのテレビチャンネルは，地上・
衛星・ケーブル・IPTVのどのプラットフォームで
もすべて放送・送信されている。

11） 録画映像には，競技の開始から終了までをすべ
て事前に収録しておくもののほかに，録画をしな
がら録画中の映像を冒頭から再生する場合（こ
ちらも，最後まで録画映像を放送する場合や，
途中でナマ映像に乗り換える場合もある）なども
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あるが，これらもナマ放送のスタジオがその前後
につく場合は，中継番組に含めた。

12） NHKとチャンネル4で，競技中継番組の放送期
間が異なるのは，日英のリオとの時差による（日
本とリオの時差は−12 時間，イギリスとリオの時
差は−4 時間）。大会最終日となるリオ時間の9月
18日は，日中の時間帯に競技が，夜に閉会式が
行われたため，競技の中継番組は，NHK，チャ
ンネル4ともに，9月18日が放送の最後となった。

13） リオパラリンピックは，障害によるクラス分けが加
わることによって22 競技528 種目で競われた（ク
ラス分けについては47ページを参照）。「競技」は，
陸上，競泳などを指し，「種目」は，陸上では男
子100m走，女子100m走など，競泳では男子
100m自由形，女子100m自由形などを指す。

14） 例えば，パラリンピックの柔道は，選手同士が襟
と袖を持ち，組み合った状態で始める。また，車
いすラグビーは，「ラグビー」の名称ではあるが，
ボールの形や前方へのパスも可能であることなど
が異なる。

15） このNHKのナマ放送の時間の数字には，競技の
中継番組の放送に，開会式と閉会式のナマ放送
の時間も含まれている。

16） NHKの場合，この基本パターンで放送されたの
は，総合テレビの番組である。BS1の番組はスタ
ジオを挟まず，CGによる番組タイトル映像から
競技が始まる前の会場の映像に直結しており，試
合終了後も選手などのインタビュー映像の後，そ
の試合の振り返り映像で番組が終了していた。そ
こで，この項では，NHKは総合テレビ，チャン
ネル4はChannel 4で放送された番組に注目する。

17） リオパラリンピックで，鈴木孝幸選手は，150m
個人メドレー （SM4）4 位，50m平泳ぎ（SB3）
4 位にそれぞれ入賞。ウィル・ベイリー選手は，
卓球男子シングルス（クラス7）で優勝。

引用・参照文献：
山田潔（2016）「障害者スポーツと放送〜東京2020

パラリンピックを見据えて〜」『放送研究と調査』　
NHK 放送文化研究所　2016 年12月号




