
※「しょうがい」の文字表記については，原則として，法律での一般的な表記である「障害」で統一した。
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共生社会実現の起爆剤として期待されるパラリンピック。その放送は，障害者にどう視聴され，受け止められて
いるのであろうか。

NHK 放送文化研究所では2018年 3〜6月に，障害者を対象にしたWEB調査を実施。パラリンピック放送の
視聴実態，放送から受けた影響，字幕放送・解説放送・手話放送といった「ユニバーサル放送」の評価などを
聞いた。

調査は，知的障害・精神障害等を含む障害者全般に対して行ったが，本稿ではパラリンピックの主たる参加対
象である肢体不自由，ユニバーサル放送の主たるサービス対象である視覚障害・聴覚障害の3障害に該当する「身
体障害者」の調査結果を抜粋。自由回答やインタビューから得られた“生の声”と合わせ，東京パラリンピックの
コンテンツ制作や，共生社会実現に向けた，メディアのあり方への示唆を探った。

調査結果は，回答者が WEBでの調査に対応できる人に限られるなど，代表性があるものとは言えない。しかし，
パラリンピックの放送をめぐる同様の調査に先行事例がないことから，放送事業者である我々にとっては有意義な
ものとなった。　

特に，障害者のメディアおよびユニバーサル放送の利用や評価は，デジタルメディアの活用も含め，障害者の情
報アクセシビリティー向上に向けての参考となり，パラリンピック放送に対する賛否両論の多様な意見は，メディア
が共生社会実現に寄与していくうえで，示唆に富んだものであった。

 きく上回った。一方で，「まったく関心はなかっ
た」という意見の人も19%（全体は21%）おり2），
障害者のパラリンピックに関する関心には，対
照的な意見があることが見てとれる。

文研では障害者のパラリンピックの放送に対
する意識や視聴実態を，障害の種別ごとにより
詳しく把握することを目的とし，前述の世論調
査と並行し，対象を障害者に絞ったWEB調査
を実施。放送事業者としての視座から，パラリ
ンピック放送の視聴状況，放送から受けた影
響，情報を取得したメディア，字幕放送・解説
放送・手話放送といった「ユニバーサル放送」
の評価などを中心に聞いた。

調査は知的障害・精神障害等を含む障害者

はじめに

「東京2020パラリンピック競技大会」1）の開
催に向け，障害がある人もない人も等しく社会
に参加貢献できる「共生社会」実現への機運
が高まっている。その起爆剤としての役割が期
待されるパラリンピックの放送は，障害者にど
う視聴され，受け止められているのであろうか。

NHK放送文化研究所（以下，文研）が2018
年3月に実施した「東京オリンピック・パラリン
ピックに関する世論調査」によると，調査直前
に開催されたピョンチャンパラリンピックへの大
会前の関心について，障害者で「大変関心が
あった」と答えた人は14%と，全体の4%を大

パラリンピック放送に対する身体障害者の声
～ピョンチャンパラリンピックの放送に関するWEB調査より～

メディア研究部　山田　潔 / 大野敏明
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表 1 　これまでに行われたパラリンピック

夏　季 冬　季
1960 ローマ イタリア
1964 東京 日本
1968 テルアビブ� イスラエル
1972 ハイデルベルグ� 西ドイツ
1976 トロント カナダ 1976 エンシェルツヴィーク スウェーデン
1980 アーネム オランダ 1980 ヤイロ ノルウェー

1984
ストーク・マンデビル イギリス 1984 インスブルック オーストリア
ニューヨーク アメリカ

1988 ソウル 韓国 1988 インスブルック オーストリア
1992 バルセロナ スペイン

1992
ティーニュ

フランス
アルベールビル

1994 リレハンメル ノルウェー
1996 アトランタ アメリカ

1998 長野 日本
2000 シドニー オーストラリア

2002 ソルトレークシティー アメリカ
2004 アテネ ギリシャ

2006 トリノ イタリア
2008 北京 中国

2010 バンクーバー カナダ
2012 ロンドン イギリス

2014 ソチ ロシア
2016 リオデジャネイロ ブラジル

2018 ピョンチャン 韓国

 

全般に対して行ったが，本稿では，パラリン
ピックの主たる参加対象である肢体不自由，
ユニバーサル放送の主たるサービス対象であ
る視覚障害・聴覚障害の3障害に該当する

「身体障害者」に関する調査結果にフォーカス
し，自由記述やインタビューから得られた“生
の声”と合わせて，来る東京パラリンピックの
コンテンツ制作や，共生社会実現に向けた，
放送・メディアのあり方への示唆を探った。

執筆は「はじめに」と1章，4章は大野，2
章と3章は山田が担当した。なお「おわりに」
は，自身が両下肢麻痺の障害者である山田
が，その立場も踏まえて執筆した。

【 目　次 】
はじめに
1. パラリンピック放送の歩み
2. パラリンピックの放送は
 身体障害者にどう受け止められたのか
3. 身体障害者の声
 ～自由記述とインタビュー調査より～

4. 視覚障害者・聴覚障害者のメディア・
 ユニバーサル放送の利用実態と評価　
おわりに

 1. パラリンピック放送の歩み

調査結果をみていく前に，まず，これまでに
行われたパラリンピック（表1）と，NHKの放
送の歩みを整理する 3）。

NHKでパラリンピックが初めて放送された
のは，1964年の東京大会である 4）。

テレビで生中継されたのは「開会式」と「車
いすバスケットボール」。録画で「車いす競争」
が放送された。ニュースでは大会期間中「開会
式」「女子フェンシング」「水泳競技」「車いす競
争」「閉会式」などが報じられ，それ以外にも
開催前の会場の準備や選手の練習，選手団の

激励会などが取り上げられている。
また一般番組でも，ドキュメンタリー番組

『現代の映像』が「車椅子の闘魂」5）と題し，
車いすバスケットボールの日本代表選手の姿を
描き，ほかにも『婦人の時間』『茶の間の科学』
などでパラリンピックの話題に触れている。　

競技に直接関係はないが，落語番組『テレ
ビ演芸館』が，“パラリンピックに協賛する”6）と
いう趣旨で，パラリンピック村での公開収録を
行っており，自国での開催が放送の契機になっ
ていることがうかがえる。

しかし東京大会以降，パラリンピックのテレ
ビ放送は，ニュースで開幕が知らされる程度に
減少する。76年のトロント大会からはそれまで
の肢体不自由に加え視覚障害者も大会に参加す
るようになるが，テレビ放送の状況に大きな変
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化はなく，日本代表選手のメダル獲得がニュー
スで報じられる程度にとどまる状況が続く。

そもそもパラリンピックは，開催国でも競技
の様子は限定的にしか放送されず，現在のよう
に国際配信される映像がない時代が長く続い
ていた。例えば92年のアルベールビル大会で
は，開催国フランスでも競技の生中継はされず，
ニュース等での紹介のみだった。94年のリレハ
ンメル大会では，NRK（ノルウェー放送協会）
が全競技を収録し，競技の中継も行われた。
しかし，国外の放送局に提供されたのは，1日
につき20 分カセット1本分の競技のハイライト
映像だったという7）。

状況が一変するのは，98年の長野大会であ
る。自国開催ということで，NHKでは開会式
と閉会式が生中継され，競技の様子はニュー
スだけではなく15分間のハイライト番組『パラ
リンピックアワー』で，選手のプロフィールなど
とともに毎日紹介された。

ほかにも参加選手のドキュメンタリー番組『氷
の上で出会った夢』をはじめ，『クローズアップ
現代』『共に生きる明日』『スクール五輪の書』『週
刊ボランティア』『列島スペシャル』などの番組
でも関連の話題が放送された。総放送時間は
29時間59 分と，それまでの最長であった。

その後のパラリンピック放送は，開会式は
生中継（閉会式は大会による），競技はハイラ
イト番組（一部競技は中継録画で放送）という
形で定着していくが，2012年のロンドン大会の
成功 8），そして13年の「東京2020パラリンピッ
ク競技大会」開催決定などでパラリンピックへ
の関心が高まると，NHKのパラリンピック放
送は大きな転機を迎える。

夏季大会でみると，16年のリオデジャネイロ
大会では，NHKは競技の生中継を放送の軸

に据え，00年のシドニー大会以降，平均40
時間程度だった総放送時間は一気に3倍強の
133時間となった。競技中継以外にも，手話・
字幕・解説を交えた初のユニバーサル放送に
よるハイライト番組『みんなで応援！リオパラリ
ンピック』を放送。インターネットでもパラリン
ピックでは初となる競技のライブストリーミング
や，動画の見逃しサービスを実施した。

冬季大会においても，18年のピョンチャン
大会では，競技の生中継や中継録画を中心に
放送。総放送時間は14年のソチ大会の31時
間の倍以上の79時間，冬季大会最長となっ
た。ネットサービスも充実させ，アプリやSNS
でのハイライト動画配信なども行った。

また，ユニバーサル放送にもさらに力を入
れ，手話・字幕・解説を交えた『みんなで応 
援！ピョンチャン2018 パラリンピック』のほか
にも，パラリンピックとしては初めて，主に視
覚障害者に向けた副音声での実況を，視覚障
害者をゲストに起用して実施した。

このようにパラリンピックの放送は，1964年
の東京大会で盛り上がりを見せ，以降，放送
時間が減少するも，98年の長野大会を機に増
加。2020年の東京大会が決定したあとに大き
く躍進しており，「自国開催」が，いかに大きな
エポックになっているかが分かる。

2. パラリンピックの放送は
 身体障害者にどう受け止められたのか

ここからは，「パラリンピックの放送が，障
害者にどのように視聴され，どのように受け止
められたのか」を，2018年3月9日から18日ま
で開催されたピョンチャンパラリンピックを例に
とり，大会直後から行った調査をもとに探る。
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表 2　調査の全体像

2-1　調査概要
2-1-1　調査の全体像

今回の調査は，利用メディア，視聴番組，
利用したユニバーサル放送といった視聴動向の
面と，放送から受けた影響，今後の期待といっ
た意識面について，障害種別ごとに探ることを
目的としている。

調査は，①「本調査（定量）」，②「追加調
査（定量）」，③「追加調査（定性インタビュー）」
の3 段階で行った（表2）。② ③の追加調査は，
前の段階の回答者の中から回答者を募り，さ
らに掘り下げて行った。①本調査では，全障
害にわたり障害種別ごとに調査を行ったが，②
③の追加調査では，身体障害のうち視覚・聴
覚・肢体の3 種別（以下，「3障害」と表記する）
に絞って実施した。解説放送，字幕放送など

のユニバーサル放送が，主たるサービス対象
の視覚・聴覚障害者にどう利用されたか，ま
た，歴史や競技数からパラリンピックの中心
と考えられる肢体不自由者の視聴動向の把握
がまずは必要と考えたからである。

この報告は，3つの調査の結果全体から，
視覚・聴覚・肢体の3障害について取りまとめ
た。その他の障害種別の分析，研究について
は，今後の課題と認識している。

2-1-2　調査手法

障害者の大規模な意識調査は，障害という
センシティブな分野であること，また質問・回
答におけるアクセシビリティーの面などから回
答者の確保も含めて実施が難しい。1つには，
障害者団体などを通して実施する方法が考えら

段階 ①本調査（定量） ②追加調査（定量） ③追加調査（定性インタビュー）

目的

パラリンピックとその放送の視聴動向と意識
を，障害者全体にわたり，障害種別ごとに大
まかに探り，今後の調査・研究の基礎資料と
する。また，第2段階，第3段階で深く掘り
下げる論点を抽出する。

ピョンチャンパラリンピックにおける3
身体障害（視覚・聴覚・肢体）の利
用メディア，およびユニバーサル放送
の利用実態と，その評価や意識につ
いて，本調査で明確にならなかった
点を中心に探る。

ピョンチャンパラリンピックにおける3身体障害
（視覚・聴覚・肢体）の利用メディア，およびユ
ニバーサル放送の利用実態と，その評価や意
識について，具体的な意見をインタビューで探
る。なお，ユニバーサル放送の利用実態の把
握にあたり，全盲の人の意見を確保。

対象

調査会社のパネルから次の人を抽出
・障害者（本人・18 ～ 69歳）1,275人
　・身体障害1,000人
　　（内訳）視覚250，聴覚150，肢体500，
　　　　　�内部100
　・知的障害�75人
　・精神障害�200人
　　（内訳）精神100，発達100
・知的障害者　（家族代理・18 ～ 69歳）�100人
・障害者（家族代理・18歳未満）�400人
・健常者（18～69歳）�500人（比較のため）

視覚障害�・聴覚障害・肢体不自由の
本調査回答者から抽出
・障害者（本人・18 ～ 69歳）
　・身体障害�450人
　���（内訳）視覚86，聴覚73，肢体291

①視覚障害・聴覚障害・肢体不自由の追加
　調査（定量）回答者から抽出
・障害者（本人・18 ～ 69歳）
　・身体障害�15人
　���（内訳）視覚4，聴覚6，肢体5

②全盲の視覚障害者（本人・18 ～ 69歳）
2人（機縁法で依頼）
（全盲者の意見を確実に得るため別途依頼した）

手法・
期間

方法 WEBアンケート調査
期間 2018年3月20 ～ 26日

（ピョンチャンパラリンピック3月18日閉幕）
（日本財団パラリンピックサポートセンターと
の共同調査）

方法 WEBアンケート調査
期間 2018年6月14～18日

方法
①WEB掲示板での1対1インタビュー
　（1）自己紹介
　（2）ピョンチャンパラリンピックについて
　（3）パラリンピックをよりよい機会にするために
　（4）パラリンピック放送に期待すること
　（5）東京大会とその後に向けて

②訪問インタビュー（全盲2人のみ）

期間
①2018年7月11～17日のうち5日間
②2018年7月14日

テ
ー
マ�
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れ，省庁の大規模な調査等でもよく見受けら
れる。ただ，今回は，障害者団体に属してい
ない人，障害者手帳など 9）の交付を受けてい
ない人も含めて障害者の意識を，なるべく広く
調査したいと考えた。

そこで，製薬等での調査実績があり，登録さ
れた回答者候補（パネル）から障害種別ごとに
一定規模の回答者の確保が見込めた調査会社

（ジーエフケー・インサイト・ジャパン株式会社）
に依頼し，基本的にWEB調査として実施した。

調査対象の「障害者」は，調査会社のモニ
ターから，身体障害・知的障害・精神障害（発
達障害含む）のいずれかの障害がある人で，か
つ「障害者手帳等の交付を受けている」「障害
福祉の支援サービス・給付を受けている」「医
療機関に通院し治療を受けている」のいずれか
に該当する人を，自己申告に基づいて抽出した。

また，回答者は18 〜 69歳としたが，障害
者のサンプル数を確保するため，障害者の年
層・性別を要件とはしていない。なお，結果
集計にあたり，障害の種別と年層の構成比は，
過去の調査のデータをもとにウエイトバック10）

し調整した。
なお，第1段階の本調査は，日本財団パラ

リンピックサポートセンターと共同で実施した。
その後の分析・発表および追加調査は文研単
独で実施したものである。

2-1-3　調査の限界と留意点

今回の調査には，次のような特性に伴う限
界が考えられる。
● 定性調査でヒアリングした2人を除き，特定

パネルから抽出した回答者によるWEB調査
（アンケートおよびオンラインインタビュー）で
ある。住民基本台帳などから無作為に抽出

して行う世論調査のような代表性はなく，あ
くまで，今回の調査に限定した結果として
読む必要がある。
　また，WEB調査であるため，回答者は
WEBで回答できる障害の状態であること
や，パソコン等を使用できる環境にあること
を前提とする必要がある。そのため，パソ
コンやスマートフォン等の利用率が高くなる
可能性に留意が必要である。

● ウエイトバックで使用したデータでは，3障
害の50 〜 69歳の比率が66 〜 76％（18 〜
69歳中，表3）と高いため，テレビ視聴に親
和性がある11）など，高齢者としての傾向が
結果に強く出る可能性がある。

● 追加調査へと段階が進むにつれ，また番組
の視聴等個別の質問に進むにつれ，サンプ
ル数が減少している。
こうしたことから，報告にあたり，障害種

別の傾向として結果の数値が独り歩きすること
には慎重に臨んでいる。数値を参考としつつ，
本調査での「パラリンピック放送視聴後に感じ
たこと，考えたこと」に関する自由記述や，定
性インタビュー調査で補いながら，把握してい
くこととしたい。

以上のような限界はありつつも，知る限りで
は障害者の放送視聴，特にパラリンピック放
送の視聴に関して，障害種別ごとに一定規模
で行った動向・意識調査はこれまでなく，また，
自由記述や定性インタビュー調査で生の声を多
く収集できたことも含めて，放送事業者として
意義があるものと考えている。

2-2　調査結果 
ここからは視覚障害・聴覚障害・肢体不自

由の身体障害者のピョンチャンパラリンピック
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表 3　回答者の属性

表 4　スポーツの実施および観戦状況　対象 : 全員

における放送視聴の動向や意識面を，本調査
の定量調査結果から概観したうえで，本調査
の自由記述と追加調査の定性インタビューから
障害者の生の声をみていく。

2-2-1　本調査の回答者属性

調査結果をみていく前提として，本調査での
3障害の回答者属性をみておく（表3）。
● 年代はウエイトバック調整後の数値。
● 性別では，3障害とも，男性が66 〜 82％と

かなり多かった。
● 障害の程度は，障害者手帳の交付を受け

ている人が，視覚58%・聴覚65%・肢体
91%で，そのうち，1・2級の重度の人が視覚

62%・聴覚47%・肢体 38%である。
● 障害の発症時期は，3障害で「生まれたとき

から」が11 〜 20％と少なく，中途障害のボ
リュームが多い。

● 就業率は，視覚64％・聴覚66%・肢体 47%
である。

● 現在のスポーツ実施状況（表4上段）は，視
覚・聴覚は48％で，今回調査の健常者グ
ループ41％と同様にスポーツに親しんでい
る。肢体では31%にとどまる。

● ここ数年の番組視聴を含むスポーツ観戦状
況（表4下段・複数回答）は，3障害で67
〜71%の人が何らかのスポーツを観戦してお
り，障害者スポーツの観戦は，視覚9％・聴

覚16%・肢体12%である。

2-2-2　ピョンチャンパラリンピック

　　　  への関心

ここからはピョンチャンパラリンピッ
クに対する関心度と，関心を持った
時期についてみていく。

関心度

全員に「ピョンチャンパラリンピック
に，どの程度関心があったか」を「大
変関心がある」から「まったく関心が
ない」の5肢 選択で聞いた（表5上
段）。
「関心あり（「大変関心がある」「ま

あ関心がある」の合計，以下同じ）
が，視覚47％・聴覚64％・肢体 43％
であった。パラリンピックに対象競技
がない聴覚が，対象競技がある視覚・
肢体より高い。また，3障害ともに健
常者グループの28％より高い。

（%）
視覚障害 聴覚障害 肢体不自由
n=250� n=150� n=500�

年　代
18～29歳 4� 7� 6�
30～40代 22� 28� 19�
50代以上 74� 66� 76�

性　別
男性 82� 70� 66�
女性 17� 30� 34�
答えたくない 1� 0 0�

障害の
程度

手帳の
交付あり

重度
58�

62�
65�

47�
91�

38�
中度 15� 28� 39�
軽度 18� 23� 22�

手帳の
交付なし

福祉支援・給付を
受けている 5� 8� 2�

医療機関に通院し
治療を受けている 37� 27� 8�

発症時期 生まれたときから 15� 20� 11�
就業率（勤務，自営業など） 64� 66� 47�

（%）

障害者（種別）
健常者

視覚 聴覚 肢体
n=250� n=150� n=500� n=500�

スポーツ
実施状況

日常的に+たまに行っている 48� 48� 31� 41�
ほとんど+まったく行っていない 52� 52� 69� 59�

スポーツ
観戦状況

（番組視聴含む）

オリンピック，パラリンピック 47� 43� 49� 39�
プロスポーツ 52� 49� 48� 47�
障害者スポーツ 9� 16� 12� 4�
観戦なし 29� 30� 33� 43�
●��観戦あり（100-観戦なし） 71� 70� 67� 57�
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表 5　ピョンチャンパラリンピックに対する
関心度と関心を持った時期

表 6　ピョンチャンパラリンピックで情報取得に利用した機器
対象:全員（複数回答）

関心を持った時期

「関心あり」と答えた人に，関心を持った時
期を聞いた（表5下段）。

3障害とも，「ピョンチャンオリンピックの大
会開始以前」（46 〜 51％）が多く，次いで「オ
リンピックの大会期間中」（25 〜 29%）である。
オリンピック開始以前からの盛り上がりがパラ
リンピックの関心につながると示唆される。

2-2-3　ピョンチャンパラリンピック放送の

　　　  視聴のされ方

ピョンチャンパラリンピック放送の視聴のさ
れ方を，利用メディア・視聴頻度・視聴番組な
どからみてみる。

利用メディア

「ピョンチャンパラリンピックについてどのよう
なメディアで見聞きしたか」を全員に複数回答
で聞いた（表6）。

最も利用されたのは3障害とも「テレビ」で，
68 〜 71%であった。「どれも見ていない」は，

3障害で11 〜 21%，健常者で32%であった。
テレビ視聴での“バリア”がある視覚・聴覚

でも，幅広く利用されたのはテレビである。
また，視覚で「ラジオ」，聴覚で「新聞」が比

較的多く利用され，障害との関係が推察される。
後述する追加調査の結果によると，普段，3

障害ともにテレビと並んでよく利用されるメディ
アは「パソコン」である。しかし，ピョンチャン
パラリンピックの情報取得ではあまり利用され
ておらず，3障害とも19%であった。なお，健
常者も15%と利用が少ない（利用メディアの詳
細は，P72，76を参照）。

視聴の頻度

先の利用メディアの質問で「テレビ」を利用
したと回答した人に，「ピョンチャンパラリンピッ
クのテレビ放送をどのくらい見ていたか」を聞
いた（表7上段）。
「ほぼ毎日3時間以上」と「ほぼ毎日見るが

3時間未満」の合計で，視覚・聴覚がともに
56%，肢体は44%であった。

視聴の積極度

利用メディアの質問で「テレビ」を利用したと
回答した人に，「ピョンチャンパラリンピックの
テレビ放送についてどの程度積極的に見てい
たか」を聞いた（表7下段）。

対象:全員（5肢選択）　　�（%）

障害者（種別）
健常者

視覚 聴覚 肢体
n=250� n=150� n=500� n=500�

関
心
度

大変関心がある 15� 20� 11� 6�
まあ関心がある 31� 44� 32� 22�
どちらともいえない 19� 18� 23� 26�
あまり関心がない 18� 9� 19� 19�
まったく関心がない 16� 9� 16� 26�
●関心あり（大変＋まあ）計 47� 64� 43� 28�
●どちらとも+�関心なし�計 53� 36� 58� 72�

対象:関心あり　��������������（%）　�n=128 n=92� n=213� n=140�

関
心
を
持
っ
た
時
期

オリンピックの大会開始以前 51� 47� 46� 37�
オリンピックの大会期間中 25� 26� 29� 31�
オリンピックの大会終了後～
パラリンピックの開始前 3� 5� 4� 8�

パラリンピックの大会期間中 17� 15� 14� 19�
覚えていない 4� 7� 7� 4�

（%）

障害者（種別）
健常者

視覚 聴覚 肢体
n=250� n=150� n=500� n=500�

テレビ（録画視聴含む） 68� 70� 71� 62�
ラジオ 13� 8� 5� 3�
新聞 22� 39� 26� 24�
パソコン 19� 19� 19� 15�
スマートフォン，タブレット 13� 21� 12� 10�
どれも見ていない 21� 11� 21� 32�
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表 7　ピョンチャンパラリンピック視聴番組と積極度
対象:ピョンチャンパラリンピックをテレビ視聴した人

表 8　ピョンチャンパラリンピックで視聴した番組
対象:ピョンチャンパラリンピックを見聞きした人（複数回答）

表 9　ピョンチャンパラリンピック放送を視聴した理由
対象:ピョンチャンパラリンピックを
週1日以上視聴した人（複数回答）

「積極的に見ていた」または「積極的という
ほどではないが，興味のあるものは見ていた」
の合計が，視覚66%・聴覚70%・肢体 55%で
あった。視聴頻度・積極度ともに，視覚・聴
覚で高く，肢体は低くなっている。

視聴した番組

ピョンチャンパラリンピックをいずれかのメ
ディアで視聴した人に，視聴した番組を複数
回答で聞いた（表8）。

最も多いのはNHKの競技中継（視覚63%・
聴覚52%・肢体 51%）で，NHKのハイライト
番組，NHKのニュース・情報番組，民放の
ニュース・情報番組などが続く。

視聴した理由

ピョンチャンパラリンピック放送をテレビで
週1日以上視聴した人に，視聴した理由を複
数回答で聞いた（表9）。
「スポーツとして見るのが楽しい」（33 〜 36%）， 

「オリンピックが盛り上がっていた」（17 〜 35%），
「日本人選手が活躍した」（41〜 45%），「ニュー
スや記事で話題になっていた」（27 〜 34%），「ア

（%）

障害者（種別）
健常者

視覚 聴覚 肢体
n=174� n=101� n=358� n=307�

視
聴
の
頻
度

ほぼ毎日3時間以上見ていた 9� 15� 8� 3�
ほぼ毎日見るが3時間未満 46� 41� 36� 28�
週に3～4�日 10� 11� 14� 16�
週に1～2�日 8� 9� 5� 11�
期間中数回程度 20� 17� 25� 24�
ほとんど・まったく
見聞きしなかった 6� 8� 12� 19�

●ほぼ毎日見ていた�計 56� 56� 44� 31�

視
聴
の
積
極
度

積極的に見ていた 22� 25� 17� 8�
積極的というほどではないが，
興味のあるものは見ていた 45� 45� 38� 40�

たまたまやっていたら見るこ
とがあった 30� 25� 33� 39�

興味はなく，ほとんど
見ていなかった 4� 5� 12� 13�

●積極的+興味のあるもの�計 66� 70� 55� 48�

（%）�

障害者（種別）
健常者

視覚 聴覚 肢体
n=207� n=130� n=398� n=335�

NHK：競技中継 63� 52� 51� 44�
NHK：ハイライト番組
（『パラリンピックタイム』を含む） 40� 34� 34� 27�

NHK：手話や字幕等も取り入れた
ハイライト番組
（『みんなで応援！ピョンチャン2018
パラリンピック』）

12� 14� 7� 7�

NHK：ニュース・情報番組 39� 39� 34� 32�
民放：ニュース・情報番組 38� 28� 37� 39�
開会式中継 11� 9� 10� 10�
閉会式中継 9� 8� 6� 7�

（%）�

障害者（種別） 健
常
者視覚 聴覚 肢体

n=133� n=76� n=223�n=175�
2020年に東京大会があるから 9� 14� 9� 11�
スポーツとして見るのが楽しいから 34� 36� 33� 36�
好きな競技があるから 15� 11� 16� 13�
好きな/�注目している選手がいるから 13� 10� 9� 6�
オリンピックが盛り上がっていたから 17� 35� 22� 23�
日本人選手が活躍したから 43� 41� 45� 46�
ニュースや記事で話題になっていたから 27� 30� 34� 31�
周囲の人やSNS等で薦められたから 4� 2� 1� 3�
競技の詳しいルールを知って興味を持っ
たから 15� 19� 8� 5�

障害者が努力する姿を見たいから 17� 24� 26� 15�
アスリートが活躍する姿を見たいから 32� 36� 34� 29�
障害者スポーツに興味があるから 19� 8� 18� 8�
ユニバーサル放送があって見やすかった
から 10� 12� 3� 4�

自分の障害が対象競技となっているから 10� 10� 4� −
自分も同じようにパラリンピックに出たい
という希望があるから 6� 7� 1� −

パラリンピックには出られなくても，障害
者スポーツ大会に出たいから 4� 7� 2� −

障害者に対して社会がどのように見てい
るかを知りたいから 14� 10� 14� −

家族や医療関係者などから見ることを勧
められたから 8� 7� 1� −

障害がある人に対する理解が深まると思
ったから 16� 23� 16� 7�

障害者に関わるボランティアに興味があ
るから 7� 13� 4� 4�

その他 0� 0 2� 0
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表 10　ピョンチャンパラリンピック放送の
自身の気持ちへの影響 対象 : 全員

（「大変そう思う」～「まったくそう思わない」の5肢選択）

（以下「そう思う」の回答）　　　　　　　（%）�

障害者（種別） 健
常
者視覚 聴覚 肢体

n=250�n=150�n=500�n=500�

障害者スポーツをもっと見たくなった 45� 50� 31� 25�
自分もスポーツをもっとやりたくなった 27� 32� 18� 16�
アスリートの姿を見て前向きな気分にな
った 44� 48� 42� 35�

障害についての理解が進んだ/見方が変
わった 32� 35� 24� 24�

パラリンピックは堅苦しさを感じたり，構
えて見てしまうことがあった 20� 25� 17� 11�

メディアは障害者を特別扱いしているように
感じた 26� 31� 22� 14�

障害者に関する報道の仕方や伝え方が十
分ではないと感じた 32� 46� 28� 18�

障害者のキャスター・リポーター・解説者
等がいて親しみが持てた 31� 31� 24� 18�

障害に対する社会の理解が進みそうだと
思った 25� 39� 28� −

自分の障害を受け入れたい気持ちが強ま
った 23� 26� 20� −

障害を乗り越えているアスリートと自分の
境遇にギャップを感じた 25� 31� 30� −

障害がある人との接し方の理解に役立った − − − 18�

スリートが活躍する姿を見たい」（32 〜 36%）な
どが 3 障害ともに多く選択された。

障害と関係性のある選択肢の中では，「障
害者が努力する姿を見たい」（聴覚24%・肢体
26%），「障害者スポーツに興味がある」 （視覚
19%・肢体18%），「障害がある人に対する理解
が深まると思った」（視覚16%・聴覚23%・肢
体16%）などがある。
「日本人の活躍」「スポーツとして見るのが楽

しい」が比較的高いものの，視聴理由はさまざ
まである。

ここまで，ピョンチャンパラリンピックでの利
用メディア，放送の見られ方と視聴理由などを
みてきたが，結果から示唆されたことは次のよ
うなことである。

まず，3障害の人が普段テレビと同程度に利
用しているパソコンが，パラリンピックの情報
取得ではそれほど利用されていなかった。理
由は明らかではないが，スポーツイベントは大
画面，ライブで楽しみたいなど，ネットより放
送にアドバンテージがあったことも推察される。
障害者のスポーツ放送の視聴におけるデジタル
メディアの活用は，今後の重要な研究課題と考
えている。

次に，3障害でのパラリンピック放送の見方
として，「視聴した番組」で最も高いのは，競
技中継であり，視聴した理由でも「スポーツと
しての楽しさ」「日本人選手の活躍」が高いこと
などから，パラリンピックをスポーツや話題性
のあるイベントとして楽しんでいると推察する。

しかし，一方で，「障害者が努力する姿を見
たい」といった障害と関連する視聴理由も分散
的に選択されており，さまざまな思いを持って
視聴していると示唆される（P69〜71参照）。

2-2-4　ピョンチャンパラリンピック放送の影響

ここからは，ピョンチャンパラリンピックの放
送が障害者にどのように受け止められ，どのよ
うな影響を与えたか，また，周囲との会話につ
ながったのかをみていく。

障害者自身の気持ちに与えた影響

「ピョンチャンパラリンピックに関する放送は，
自分自身の気持ちにどのような影響を与えたか」
について，全員に「大変そう思う」から「まった
くそう思わない」の5肢選択で聞いた（表10）。
「そう思う（「大変そう思う」「まあそう思う」

の合計，以下同じ）」の回答を3障害について
みてみる。

選択項目には，「自分自身の考え・行動」「メ
ディア・社会の変化」といった異なる観点，ま
た肯定・否定両面が混在している。その中で，
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表 12　東京パラリンピックの開催やその放送の
自身・社会への影響　対象 : 全員

（「大変影響がある」～「まったく影響はない」の4肢選択）

表 11　パラリンピックについて周囲と話題になったか
対象:全員（複数回答）

（以下「影響あり」の回答）　　　　　　（%）�

障害者（種別） 健
常
者視覚 聴覚 肢体

n=250�n=150�n=500�n=500�

障害者スポーツの浸透・発展 60� 69� 58� 59�
障害者に関する報道の仕方，社会の受
け取り方の前進 57� 66� 51� 55�

マスメディアでの障害者に関する情報量
の増加 49� 61� 50� 53�

オリンピック・パラリンピックの同列化 45� 54� 40� 44�
障害者だけでなく，多様な人に対する
理解 50� 60� 49� 51�

インフラ面でのバリアフリー化
（公共施設や交通等の整備など）の進展 56� 65� 62� 59�

情報面でのバリアフリー化
（ユニバーサル放送の充実など）の進展 50� 63� 53� 54�

心理面でのバリアフリー化の進展 45� 57� 45� 50�

　　　　　　（%）�

障害者（種別） 健
常
者視覚 聴覚 肢体

n=250�n=150�n=500�n=500�
障害者スポーツの種類 13� 16� 12� 10�
特定の競技や選手・チーム 8� 10� 6� 9�
日本人選手の活躍，メダル 22� 30� 19� 19�
障害者スポーツ，障害者アスリート
について 16� 17� 13� 10�

障害者に関する報道の仕方，社会の受
け取り方 11� 11� 8� 5�

障害者に限らず多様な人に対する理解 11� 17� 10� 7�
個人的な障害の状態や困難について 9� 14� 8� 4�
社会や，健常者に求めたいこと 9� 11� 6� 4�
障害/�障害者について理解したこと 9� 17� 6� 7�
障害者についての印象の変化 6� 12� 6� 6�
日常生活での障害者との接し方 9� 15� 4� 4�
インフラ面でのバリアフリー化
（公共施設や交通等の整備など） 10� 12� 10� 4�

情報面でのバリアフリー化
（ユニバーサル放送の充実など） 9� 11� 7� 4�

その他 0 0� 0� 0
特に話していない 50� 42� 62� 67�

3障害のうち1つ以上の障害種別で「そう思う」 
が40%以上あったのは，「障害者スポーツを
もっと見たくなった」（視覚45%・聴覚50%・肢
体 31%），「アスリートの姿を見て前向きな気分
になった」（視覚44%・聴覚48%・肢体 42%），

「障害者に関する報道の仕方や伝え方が十分
ではないと感じた」（視覚 32%・聴覚46%・肢
体 28%）である。

その他の項目では，一部の例外（2つの項目
で肢体が17％，18％）を除き，3障害とも20 〜
30%台が「そう思う」と回答しており，パラリン
ピック放送から受けた影響はさまざまで，分散
している。

例えば，自分自身の考え・行動に関する項
目では，肯定面の「自分の障害を受け入れた
い気持ちが強まった」（視覚23%・聴覚26%・
肢体20%）などがある一方で，否定面の「アス
リートと自分の境遇にギャップを感じた」（視覚
25%・聴覚31%・肢体 30%）もある。

周囲との話題

ピョンチャンパラリンピックについて，放送な
どをきっかけに，周囲の人と話題になったか，
なった場合の話題は何かを，全員に複数回答
で聞いた（表11）。

最も多いのは，「特に話していない」（視覚
50%・聴覚42%・肢体 62%）で，聴覚を除き半
数を超えている。

話題では，「日本人選手の活躍，メダル」（視
覚22%・聴覚30%・肢体19%）が多く，その
他は20%以下である。

2-2-5　東京2020パラリンピックに向けて

東京2020パラリンピック開催やその放送に
よる，今後の社会や自身への影響，共生社会
実現に向けて大切なことなどを聞いた。

社会や自分自身への今後の影響

全員に，「東京パラリンピックが開催され，関
連の放送がなされることで，自分自身や身近な
人の意識や，社会の取り組みにはどの程度の影
響があると思うか」を，「大変影響がある」から
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表 13　パラリンピックを機に共生社会実現に向けて
大切なこと　対象 : 全員（複数回答）

　（%）�

障害者（種別） 健
常
者視覚 聴覚 肢体

n=250�n=150�n=500�n=500�
パラリンピックもオリンピックと同様に
取り扱うこと 31� 35� 29� 24�

競技の種類やルールの周知を行うこ
と 22� 19� 20� 15�

競技自体の魅力を伝えること 25� 19� 22� 21�
トップアスリートをもっと紹介すること 17� 19� 12� 13�
トップアスリートではなく身近な障害
者スポーツの例を紹介すること 23� 23� 24� 12�

余計な解釈をつけずに，競技や障害
者自身の生の姿を見せること 24� 28� 22� 13�

日々の暮らしと障害に関する情報と
関連させて情報提供すること 25� 33� 21� 11�

ユニバーサル放送をもっと充実させる
こと 20� 20� 14� 9�

日常的に障害者が放送に出ていること 14� 19� 16� 8�
障害の多様性について情報提供する
こと 29� 23� 25� 17�

障害者スポーツが実施できる場所の
情報 24� 26� 22� 11�

その他 1� 0 2� 0�
特にない 23� 19� 30� 48�

 

「まったく影響はない」の4肢選択で聞いた（表

12）。「影響あり（「大変影響がある」「まあ影響
がある」の合計）」を3障害についてみてみる。

3障害とも，2つの選択肢を除きほぼ半数以
上（49 〜 69％）の人が「影響あり」と答えてお
り，今後に向けて前向きな影響を期待している
と推察される。

半数を下回るのは，「オリンピック・パラリン
ピックの同列化」（視覚45%・肢体 40%），「心
理面でのバリアフリー化の進展」（視覚45%・
肢体 45%）であった。

共生社会の実現に向けて大切なこと

「障害者理解や共生社会実現に向けて，パ
ラリンピックの機会を通して，どのようなことが
大切と感じるか」を，全員に複数回答で聞いた

（表13）。

「オリンピックと同様に取り扱う」（視覚31%・
聴覚35%・肢体29%）が3障害ともに高かった。
その他の選択肢は，3障害でほとんどが10 〜
20%台で分散している。

パラリンピックの理解や浸透に関する選択肢
である「競技の種類やルールの周知を行う」「競
技自体の魅力を伝える」では，19 〜 25%。「ユ
ニバーサル放送をもっと充実させる」は，視覚・
聴覚で20%だった。共生社会進展に関する選
択肢「障害の多様性について情報提供する」「競
技や障害者自身の生の姿を見せる」では，3障
害で22 〜 29%だった。

また，3障害ともに「トップアスリートをもっ
と紹介する」より「身近な障害者スポーツの例を
紹介する」が高くなっている（視覚17%→23%，
聴覚19%→23%，肢体12%→24%）。

情報提供に関する選択肢の「日々の暮らしと
障害に関する情報と関連させて情報提供する
こと」「障害者スポーツが実施できる場所の情
報」は，3障害で21 〜 33%である。

3障害ともに，自分に近い存在，直接役立
つ情報も求めていることが示唆される。

ここまで，本調査の定量調査から3障害につ
いての調査結果をみてきた。テレビの競技中継
でパラリンピックをスポーツイベントとして楽しん
だ人も多かった。その一方で，受け止めは多面
的で，肯定も否定もあり，さまざまであった。

3. 身体障害者の声
 ～自由記述とインタビュー調査より～

パラリンピック放送を，3障害の人は実にさ
まざまな思いで視聴し，受け止めている。

本調査の質問として「ピョンチャンパラリン
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ピックの放送を見て，感じたこと，考えたこと」
を自由記述で求めた。また，追加調査（定性
インタビュー）では，モデレーターとのやりとり
で，貴重な意見を聞くことができた。

ここからは，そうしたさまざまな思いの詰
まった“生の声”を，障害別，項目別に整理し，
数値で読みきれない部分の示唆を得ていく。

まず，「パラリンピック放送の受け止め」を自
由記述からポジティブ，ネガティブの傾向別にみ
て，続いてインタビューでの特徴的な意見を紹
介する。最後に，放送，メディアに関する忌憚
のない意見を，それぞれ抜粋してみていく12）。

3-1　パラリンピック放送の受け止め

（本調査　自由記述より）

ポジティブ傾向の意見

【視覚障害】
○ 困難を乗り越えながら競技に取り組む選手

たちを見て感動。自分もできることから始
めようと思った。

○ 選手はまったく障害がない人のように感じ
た。努力により障害を感じさせなくするこ
とができ，すごいと感じた。

○ 特別な感情はないし，特別視すること自体
がおかしいと思う。

【聴覚障害】
○ 障害者になって初めて見たパラリンピック

だったので関心を持って見た。 選手は障害
者になったとき悲しみとショックを感じた
と思うが，ひたむきで明るく励みになった。

【肢体不自由】
○ 怪我で障害者になったので，これ以上怪我

したくない。選手が怪我しないかハラハラ
して見ているうちに，それこそ偏見と思い
応援したい気持ちになった。

○ 障害者になって生きる意味はあるのか？ 
「前向きな気持ち」「チャレンジ精神」「可

能性の追求」を思い出させてくれた。 
○ 自分が立ち上がるきっかけをどこで摑んだ

のか，不安をどのようにして取り除いたの
か，ごくごく一般人として思った。

ネガティブ傾向の意見

【視覚障害】
○ 危険なスポーツばかりで大怪我のリスクが

高い。転倒シーンなどは健常者のを見る
のでさえつらいのに，見ていて疲れてしま
う。

○ 選手の晴れがましさよりも，支えている家
族の苦労を思うと，ぽっかり大きな穴が開
いているようで大きな違和感さえ持つ。

○ どちらかというと事故など後天的に障害
者になった人が多く，先天的な障害者は
なかなか難しいと思う。

【聴覚障害】
○ 聴覚障害者の選手がいない理由を知って

いるか。デフリンピックの認知度が低くて
悲しい思い。 

【肢体不自由】
○ 障害があってもスポーツができるのは，あ

る程度恵まれた環境にあるのかな？
○ 一人一人障害の程度が違うので，障害者と

ひとくくりにするのはどうか。
○ 「障害者はスポーツをするものだ」という

偏見を広く市民に植えつけて，とてもウザ
イ。

○ 障害者が頑張っていることに勇気をもら
う，って何目線なのかな。自分はこれ以上
迷惑をかけたくないし，大変な思いをした
くない。

○ パラリンピックに行く障害者だけが偉いの
か! 健全な障害者か! パラリンピックは障
害者の格差・差別を生むだけしか意味は
ない。
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（追加調査 インタビューより）

特徴的な意見

【視覚障害】
○ 障害者になって戸惑い，工夫を見いだす気

になれない人も大勢いる。そこで，家族や
知人の出番。ぜひパラリンピックを一緒に
見て，こんなこともできるかもしれないと
いう可能性を一緒に考えてほしいと願う。

○ パラリンピックの放送は，まずみんなで楽
しむこと。自然と受け入れ頑張っている人
を応援する，そのことで，周囲にいる障害
者を自然に受け入れ，障害者も自然に溶け
込めると思う。

　　やはり障害のことを口に出して話すこと
は恥ずかしいと感じる。このイベントの期
間中だけでも同じ空間で喜び合えることは
お互いによい機会。その機会を生かしてい
きたい。

【聴覚障害】
○ 生まれたときから耳が聞こえず，音のない

世界が普通で，社会の無理解やバリアを不
満に思うことはあっても「耳が聞こえるよ
うになりたい」とは思わない障害者と，人
生の途中で障害を負った方とでは，やはり
違う面があると思う。障害者自身の聴覚
障害に対する受容や認知はバラバラ。そ
の違いが，パラリンピックへの見方の違い
にもつながっているのでは?

○ パラリンピックとオリンピックは分け隔て
て行われ，競技者に障害者と非障害者は
混在していない。つまり，共生社会とは相
反すると思えてしまう。

例えば，ホイールチェア区間を組み入れ
た駅伝のような競技が考案され，オリン
ピック入賞者らも参加できるようにならな
いと，共生社会に向けた機会うんぬんと
考えること自体無理だ。

○ パラリンピックは，いろんな障害者がい
ると周知できる唯一の大きな機会。また，
苦労しているのは私だけじゃないと，障害
者本人や家族，支援者の勇気や感動にも

つながると期待している。
○ 息子は「母は聞こえない」ことや，周囲の

ろうあ者のことはよく理解しているが，そ
れ以外の障害についての知識や見方はごく
一般的。報道でいろいろな障害者アスリー
トを見ることでさまざまな障害があること
に触れ，どういう障害なのか，どのような
困難があり，どのような支援や手助けが必
要かを話し合うことができる。そういう小
さな積み重ねが，将来的に真の共生社会
を作り上げていく歩みなのだろうと思う。

○ パラリンピックは聴覚障害の競技はなく，
聴覚障害者は四肢は健常なので目標には
ならない。むしろオリンピック競技の記録
にあこがれる。

○ パラリンピアンは，障害うんぬんの前に一
人のアスリートとして取り上げてほしいし，
その障害を健常者が正しく理解できるよ
うな取り上げ方をするべきだ。そのうえで，
健常者の皆さんが住むその町で，思いの
ほか身近な場所で，障害者たちは普通に
暮らしていると思ってもらえたらいいなと
思う。

【肢体不自由】
○ 保育園のときから健常者の中で過ごして

きた。『24時間テレビ』やパラリンピック
の放送があった翌日，「あなたもしてみれ
ばいいんじゃないの？」と障害者の真似を
しながら冷やかされることがたびたびあっ
た。そのため，成人するまでは障害者アス
リートを今のように「かっこいい！」とは見
られなかったが，お世話になっている理学
療法士さんのおかげで，今は障害者アス
リートは「自分から遠い人だけれど，頑張
る原動力をもらえる人」に。

ピョンチャンパラリンピックの話をする
と「あの人たちは別次元。それより，あな
た自身が少しでも体を使いこなせるように
なったほうが楽しいじゃない! 担当し始め
たときは背筋を伸ばして座ることもできな
かったけど，今は上手になってる♪」など，
普段からリハビリが楽しくなるよう細かい
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3-2　放送，メディアに関連する意見

（本調査　自由記述より）

（追加調査 インタビューより）

【視覚障害】
○ オリンピックと比べ放送時間が短い。気の

せいかもしれないが，民放放映がなかった
ように感じた。

○ パラリンピック期間中は注目されて話題に
出るが，閉会した途端パラスポーツはほと
んど話題に出ない。

○ メディアの「お祭り騒ぎ」でしかない。

【聴覚障害】
○ 分からなかったルールや選手が説明され，こ

れまでより興味を持って見ることができた。
○ パラリンピックは義足や義手などの技術も

素晴らしい。そういう部分をもっと報道し
てほしい。

○ 聴覚障害者の五輪，デフリンピックも放送
してほしい。

【肢体不自由】
○ どのようなことで障害を負ったのか感じな

がら観戦すると，オリンピックにはない感
動や共感があった。

○ 躍動感とスピードが間近に伝わって興奮し
たりハラハラしたり，視聴後は気分がすっ
きり。

○ パラリンピック放送になると手話通訳者が
出てくる。なぜオリンピックでないのか。
障害者はパラリンピックしか見ないと思っ
ているのか。

○ 競技のルールを覚えながら見ていたが，覚
えたころに終わってしまい，また忘れそう。

○ 普段から障害者スポーツも放送してほし
い。

○ 変な障害者理解が進む。参加者の意図し
ない作られたイメージが先行している。

○ 本来の障害者向けスポーツの理念からは
随分と離れた，ショー化されたビジネスに
なってるように見えた。

【視覚障害】
○ パラアスリートは，単純にそのスポーツを

極めているからカッコいい。パラリンピッ
クの見方として，アスリートの工夫してい
る点にぜひとも目を向けて。健常者とは違
う手足の動きをしている人も多く，面白い
のでは? 実況や解説の人も，その点を大
いにズームアップしてほしい。

【聴覚障害】
○ テレビに限らないが，面白ければ見る。「特

別視せずに普通に伝えること」。障害が
あっても，みんな同じなんだということが，
放送を通じて，少しでも理解してもらえる
と嬉しい。

○ 選考過程からの報道は皆無と言ってもよ
い。その辺から取り上げてほしい。

○ パラリンピックを共生社会実現に向けてど
う活用するかは，メディアの力が大きい。
障害者スポーツの世界選手権などもテレ
ビ中継してほしい。それが当たり前になれ
ば，本当の意味での「共生社会」実現へ向
けての大きな一歩になると思う。また，障
害への理解なくして，障害者スポーツの認
知・理解促進は難しい。

【肢体不自由】
○ ピョンチャンパラリンピックは開催前から

関心を持っていた。メディアに取り上げられ
る機会が増えていたことがきっかけ。今回，
最大に違ったのは，地上波の放送が増えた
こと。

○ 障害者に対するメディアの扱いはいまだに
「保護してあげなければいけない」対象とし
て身構えている感じがする。メディア側の
優しい配慮だが，障害者側の自立心を後
押しすることになっていない。

良い変化を拾っては褒め，背中を押してく
れる。日常動作すらできないと落ち込むの
ではなく，私もやれば成長できる! と考え
方が変化してきた。
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 最も多かった回答は「テレビ」と「パソコン」
で，それぞれ 80%近くを占める。一方で，「ラ
ジオ」の利用は40%台。肢体不自由（30%弱），
聴覚障害（20%弱）よりは多いが，「テレビ」や

「パソコン」と比較すると半数程度にとどまって
いる。

視覚障害者にとって映像メディアであるテレ
ビが，音声メディアのラジオよりも利用が多い
理由はどこにあるのか。最も利用しやすいメ
ディアと，各メディアを利用しやすい理由から
みてみる（表16・17）。

4.  視覚障害者・聴覚障害者のメディア・
 ユニバーサル放送の利用実態と評価

ここからは，本調査では詳しく聞くことがで
きなかった視覚障害者と聴覚障害者の普段の
メディア利用，ピョンチャンパラリンピックの放
送における，ユニバーサル放送の利用と評価
について，放送事業者の視座から，追加で行っ
たWEB調査の結果を中心にみていく。

なお追加調査は，本調査の終了後，改めて
本調査の回答者に対して協力を呼びかけて実
施した。回収サンプル数は定量調査が視覚障
害者86人，聴覚障害者73人と少ないことか
ら，インタビュー調査（視覚障害者も聴覚障害
者も6人ずつ）の回答と合わせて考察する。

4-1　視覚障害者のメディア利用
まずは視覚障害者の普段のメディア利用につ

いてみていく。回答者の属性は表14のとおり
である。

はじめに，どのようなメディアを利用するこ
とが多いかを全員に聞いた（表15）。

視覚障害　回答者の属性（n=86） （%）

重度

重度（身体障害1・2級） 37
中・軽度（身体障害3～7級） 9
等級不明 6
手帳交付なし 34

年齢
18～49�歳 38
50歳以上 48

テレビ 79
ラジオ 44
新聞 33
パソコン 78
スマートフォン，タブレット 36
DVDレコーダー 19
その他 2
どれも利用していない 1

テレビ 37
ラジオ 12
新聞 4
パソコン 37
スマートフォン，タブレット 11

表 15　視覚障害者が普段利用しているメディア
対象 : 全員（n=86）（複数回答）

表 16　視覚障害者が最も利用しやすいメディア
対象 : メディアを利用していると回答した人（n=84）

表 17　視覚障害者が各メディアを利用しやすい理由
対象 : 各メディアを利用しやすいと回答した人

（複数回答）

（%）

（%）

表 14　追加調査
（%）

パソコン テレビ ラジオ スマホ，
タブレット

n=51 n=47 n=22 n＝20
映像で理解できるから 31 67 − 34
音声で理解できるから 32 48 84 27
操作が簡単だから 33 50 58 44
文字を拡大できるなど，
使い勝手がよいから 42 2 − 38

自分のペースで情報が
得られるから 68 7 20 55

補助機器を補うことで
使いやすくなるから 28 8 3 18

障害者用の機能やサー
ビスがあるから 27 5 − 14

文字情報が豊富で内容
が理解しやすいから 19 5 − 18

自分が欲しいと思ってい
る情報が得やすいから 48 13 9 58

思いもよらないことが知
れるから 23 13 32 31

世間のことがよく分かる
から 21 39 38 25

家族や周囲の人と一緒
に楽しめるから 2 29 18 3

使い続けても疲れない
から 12 10 44 14

使い慣れているから 53 35 45 45
その他 4 1 − 7
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まず，普段利用しているメディアの中で最も
利用しやすいものも「テレビ」と「パソコン」の
比率が同等で高かった。

テレビが利用しやすい理由をみると，最も多
いのは「映像で理解できるから」で，70%近い。
この結果から，視覚障害者といっても，当然な
がらその障害の程度や症状には幅があり，音
声だけでなく「映像」から情報を得ようとしてい
る視覚障害者も多いことが分かる。

一方で，「使い続けても疲れないから」とい
う回答は10%と，ラジオの40%台と比較する
と割合が低い。テレビは視覚障害者にとって
利用しやすい反面，疲れが伴うメディアでもあ
るようだ。

テレビと並び，今回の調査で視覚障害者に
とって最も利用しやすいメディアとして挙げら
れているパソコンについては，「自分のペース
で情報が得られるから」が最も多く70%近い。

「自分が欲しいと思っている情報が得やすいか
ら」「文字を拡大できるなど，使い勝手がよい
から」「障害者用の機能やサービスがあるから」
などの理由もテレビ，ラジオより高く，その有
用性や今後の可能性が示唆される。

ただし「使い慣れているから」という回答も
50%を超えており，今回の調査が WEB調査で
あることから，パソコンの利便性を感じる人の
割合が高めであることも推測される。

さらに，ここまでの結果を補足する意味で，
インタビューの回答を抜粋する。

続いて，普段のメディア利用に関して，テレ
ビに特化して利用状況や工夫について聞いた

（表18，19）。
 

 

一人暮らしのため，家では一人で利用することが多い 23

家族と住んでいるが，家では一人で利用することが多い 25

家族と一緒に利用することが多い 49

職場や病院などで一緒に利用することが多い 5

映像や文字はある程度見えるので，画面に近づく等の
工夫で視聴する 57

映像や文字はほとんど見えないので，音声で内容を理
解している 20

解説放送を利用している 14

字幕放送を利用している（主に聴覚障害者向けだが，
自分も使う） 8

パソコンやスマートフォン等も同時に利用して情報を補
っている 14

家族など一緒に見ている人に情報を補ってもらう 14

テレビをつけても内容は十分に理解できていない 4

自分なりに工夫している点 2

障害者向けのサービスはほとんど利用せず工夫もして
いない 18

表 18　視覚障害者のテレビ利用時の環境
対象 : テレビを利用していると回答した人（n=68）（複数回答）

表 19　視覚障害者のテレビ利用の仕方
対象 : テレビを利用していると回答した人（n=68）（複数回答）

○ 妻とは，お互い別々に見ている。視野の範
囲が限られていて，近づいて見るので。（ほ

ぼ全盲，大学生で発症，45歳男性，妻も視覚障害）

○ テレビは見られるが，結構画面の近くでな
いと顔の表情とかも分かりづらいときもあ
る。好きなプロ野球中継も目が疲れるので

心から楽しめなくなった気がする。（障害者
手帳なし，難治性のぶどう膜炎，白内障，3 年前に

発症，40-44歳男性）

○ テレビはよく見る。番組表をしゃべってく
れるテレビを使っている。ラジオはあまり
聞かないが，野球中継はラジオのほうが分
かりやすいのでラジオを聞く。（ほぼ全盲，2
歳時に発症，44歳女性）

○ 視力は0.02程度。モノや人物などの画像
は分かる。細かい文字や図形の認識が難
しいが，テレビは画面に近づいたり，パソ
コンはブラウザの拡大などを使用してい
る。（障害者手帳 2 級，弱視，先天性，60-64歳
男性）

（%）

（%）
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まず「自宅や外出先でテレビをどのように利
用しているか」を複数回答で聞いた。テレビを
誰かと一緒に利用する人，一人で利用している
人の割合は，今回の回答者ではおよそ半々で
あった。

テレビを利用する工夫について複数回答で
聞くと，最も多いのは「映像や文字はある程度
見えるので，画面に近づく等の工夫で視聴す
る」が6割近い。

この問いに回答した68人の視覚障害者の
うち，身体障害1・2級の視覚障害者は27人。
その中でも「映像や文字はある程度見えるの
で，画面に近づく等の工夫で視聴する」と回答
した人は50%以上おり，前述したとおり，視
覚障害者にとってテレビは，音声だけでなく映
像も情報源になっていることが分かる。

4-2　視覚障害者のピョンチャンパラリンピック
　　  でのユニバーサル放送利用

ここからは，視覚障害者のユニバーサル放
送の利用と評価についてみていく。

副音声を利用した「解説放送」は，主に視
覚障害者に向けたユニバーサル放送であり，
主音声に重ならないよう，音声の隙間に状況が
伝わるナレーションを入れるものである13）。

NHKのパラリンピック放送では，1998年の
長野大会に際して放送されたドキュメンタリー
番組『氷の上で出会った夢』で解説放送が行
われた記録があるが，競技自体で解説放送が
実施されたのは2006年のトリノ大会のハイラ
イト番組からで，それ以降は18年のピョンチャ
ン大会まで，すべての大会でハイライト番組の
解説放送が実施されている14）。

競技の生中継で解説放送は行われていない
が，18年ピョンチャン大会では，視覚障害者

の落語家・桂福点をゲストに招き，視覚に障害
がある人などに向けた副音声での実況放送が，
開会式，閉会式，アルペンスキー，スノーボー
ドなど一部競技で実施された。

まず，視覚障害者のピョンチャンパラリンピッ
クでのユニバーサル放送の利用と評価の前に，
比較のため，普段のユニバーサル放送の利用
についてみてみる（表20）。

今回の調査では，テレビを利用する視覚障
害者の25%が「解説放送」を利用していると回
答した。

ちなみにこの調査に先立って行った本調査
では，テレビを利用する視覚障害者（n=228）
の中で「解説放送」を利用していると回答した
人の割合は17%，「字幕放送」は23%，「手話
放送」は10%であった。視覚障害者の字幕利
用が，解説放送の利用よりも多かったことに疑
問を抱き，同じ質問を追加調査でも行ったが，
追加調査においても「字幕放送」の利用が
20%近くあったことから，前述の映像に加え，

「文字」も視覚障害者にとって有益な情報源の
1つとなっている可能性が考えられる。
「手話放送」に関しては，手話を必ずしも目

的とせず，同時に映る字幕や音声を参考にし
ている可能性や，聴覚障害との重複障害の可
能性が推測される。また，「どれも利用してい
ない」と回答した人も，本調査，追加調査とも
に半数を超えていた。

字幕放送 19
手話放送 4
解説放送 25
どれも利用していない 58

表 20　視覚障害者が普段利用しているユニバーサル放送
   対象 : テレビを利用していると回答した人（n=68）

（複数回答）
（%）
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続いて，ピョンチャンパラリンピックでの，
視覚障害者のユニバーサル放送の利用につい
てみていく（表21）。

ピョンチャンパラリンピックをテレビで視聴し
た人に，利用したユニバーサル放送について
複数回答で聞いたところ，「解説放送」を利用

した人の割合は20%であった。
また，今回の調査の回答者の中では，解

説・字幕・手話を交えたユニバーサル放送『み
んなで応援！ピョンチャン2018 パラリンピック』
の利用は10%15），視覚障害者などに向けて初
めて行われた「副音声実況」の利用は10%に
満たなかった。

続いて，ピョンチャンパラリンピックのユニ
バーサル放送について「利用して感じたことや，
今後の要望として考えに当てはまるもの」を，
それぞれを利用した人に対して複数回答で聞
いた。そのうちの「解説放送」に関する回答は
以下のとおりである（表22）。

 
母数は少ないが，�「臨場感が感じられた」

「ルールや競技の状況が分かり，より楽しむこと
ができた」「家族や周囲の人に迷惑をかけずに
スポーツ観戦を楽しむことができた」と回答し
た人の割合が比較的高かった。

一方で，「対応する番組がいつ放送されてい
るのか分かりにくい」という回答もあり，周知
によっては，まだまだ利用者が増加する可能
性があると推察される。

○ 音声解説放送がある番組については，ほ
ぼ100％利用している。テレビに番組表
や操作手順など，画面に出るデジタル表
示を読み上げてくれる機能があるお陰で，
番組の視聴予約やタイマーの設定などが
自由にでき，とても重宝している。（ほぼ全
盲，網膜色素変性症，先天性，50-54歳女性）

○ 最近解説放送も増えてきたので，番組表
を見て，見たいものを録画して見ている。
ドラマ，映画を見ることが多い。ストー
リー性のあるものは，解説があるとない
とで全然違う。でも，例えば 30 分の料理
番組でも2 ～ 3言しか言わないこともあ
り，あってもなくてもいい感じのものが最
近増えた。（ほぼ全盲，2 歳時に発症，44歳女性）

○ 解説放送はぜひつけてもらいたい。障害
がある人たちだけに向けたものにはしてほ
しくない。高齢で見づらいとか，知的障
害や発達障害の方も楽しめるなど，1つ
のスポーツ・競技をよりたくさんの人が楽
しめるものにしてほしい。（ほぼ全盲，大学生
で発症，45歳男性）

字幕放送 15

手話放送 6

解説放送 20
手話，解説，字幕をすべて取り入れた
ユニバーサル番組 10

副音声実況 3

どれも利用していない 54

ルールや競技の状況が分かり，より楽しむことができた 30

臨場感が感じられた 42

家族や周囲の人と一緒に盛り上がれた 18

家族や周囲の人に迷惑をかけずにスポーツ観戦を楽しむ
ことができた 30

対応する競技が少ない，�もっと増やしてほしい 18

対応する番組がいつ放送されているのか分かりにくい 24

健常者とは一緒に見にくい 18

障害者向けと言われると違和感を感じる 5

特にない/�わからない 12

表 21　視覚障害者がピョンチャンパラリンピックで
利用したユニバーサル放送

対象 :ピョンチャンパラリンピックをテレビで視聴したと回答した人
（n=56）（複数回答）

表 22　視覚障害者のピョンチャンパラリンピックの
解説放送への評価

対象 : ピョンチャンパラリンピックの解説放送を利用したと
回答した人（n=11）（複数回答）

（%）

（%）
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4-3　聴覚障害者のメディア利用　
ここからは，聴覚障害者のメディア利用につ

いてみていく。回答者の属性は表23のとおり
である。

はじめに，普段，どのようなメディアを利用
することが多いかを全員に聞いた（表24）。

普段利用しているメディアは，「パソコン」と
「テレビ」がそれぞれ90%近くを占める。「新聞」
の利用が60%を超え，視覚障害（33%），肢
体不自由（49%）よりは多く，当然ながら「ラジ
オ」の利用は少ない。

普段いずれかのメディアを利用していると回
答した人に，最も利用しやすいものを1つだけ
聞くと，そちらも高い割合を示したのは「パソ
コン」と「テレビ」であった。

中でも最も利用しやすいという回答が多かっ
たのは「パソコン」で，聴覚障害者にとって重
要なメディアになっていることが分かる。ただ
し視覚障害者同様，今回の調査が WEB調査
であることが回答に影響している可能性も考え
られる（表25）。

 

続いて，各メディアを利用しやすいと回答し
た理由について，複数回答で聞いた（表26）。

パソコンが利用しやすい理由は，「自分の
ペースで情報が得られるから」「自分が欲しい
と思っている情報が得やすいから」が多く，そ
れぞれ70%前後を占める。続いて，「使い慣れ
ているから」が60%台，「映像で理解できるか
ら」が50%台である。
「文字情報が豊富で内容が理解しやすい」も

40%台と，視覚障害（19%），肢体不自由（18%）
と比較して高い割合を示しており，聴覚障害者
の情報取得における「文字」の有用性を示して
いる。

○ 今まで解説放送がないスポーツの放送を当
たり前で見てきた。スキーやフィギュアス
ケートなど1人で行う競技は，雰囲気や歓
声，フィギュアなら拍手，歓声，ため息な
どでだいたいのことが分かる。でも球技
やカーリングは分からない。今ボールがど
うなって，どっちのチームがどう攻撃して
いるかなどをもう少し詳しく知りたい。（ほ

ぼ全盲，2歳時に発症，44歳女性）

○ ピョンチャン大会のとき，NHKがユニバー
サル的な放送をしているのを視聴した。
健常者も障害者も一緒に同じ放送を違和
感なく楽しむことができた。そんな取り
組みに期待したい。（障害者手帳 2 級，弱視，
先天性，60-69 歳男性）

聴覚障害　回答者の属性（n=73） （人）

重度

重度（身体障害1・2�級） 27
中・軽度（身体障害3～7級） 21
等級不明 1
手帳交付なし 24

年齢
18～49歳 40
50歳以上 33

テレビ 86
ラジオ 17
新聞 65
パソコン 86
スマートフォン，タブレット 59
DVDレコーダー 32
その他 3
どれも利用していない 3

表 24　聴覚障害者が普段利用しているメディア
対象 : 全員（n=73）（複数回答）

（%）

表 23　追加調査

テレビ 33
ラジオ 0
新聞 10
パソコン 42
スマートフォン，タブレット 16

表 25　聴覚障害者が最も利用しやすいメディア
対象 : メディアを利用していると回答した人（n=71）

（%）
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テレビが利用しやすい理由は「映像で理解
できるから」が圧倒的に多く，80%を超える。
続いて「使い慣れているから」が50%台，「音
声で理解できるから」「操作が簡単だから」が
40%台である。聴覚に障害があっても，音声
からの情報も有用であることが分かる。

続いて，普段のメディア利用について，テレ
ビに特化し，テレビを利用していると回答した
人に対し，利用状況を複数回答で聞いた（表

27）。今回の回答者は，家族と一緒に利用す
る人が40%強，一人で利用する人が50%強で
あった。

テレビ利用の仕方について複数回答で聞くと
（表28），多かった回答は「少しは聞こえるの
で，音量を上げる等の工夫で視聴する」「手話
はできないので，字幕放送を利用する」で，と

○ 字幕放送がある番組はもちろん，テロップ
が多い番組を選んでいることが多い。（障
害者手帳 2 級，感音性聴覚障害，先天性，30-34

歳男性）

○ 字幕放送に対応していない番組や，リア
ルタイム表示が難しい生放送の場合，映
像を見て理解というか「映像を見て想像」
している感じ。（障害者手帳 2 級，重度難聴，
先天性，35-39 歳女性）

○ テレビはBGM。気になる内容の音声が
聞こえてきたときにだけ注目する。はっき

りと聞き取りたいと思えば音量を上げる。
普段上げていないのは，聞こえるほうの
耳に負担をかけたくないため。（障害者手帳
なし，突発性難聴で左耳が聞こえない，5 年前に

発症，50-54歳男性）

表 26　聴覚障害者が各メディアを利用しやすい理由
対象 : 各メディアを利用しやすいと回答した人

（複数回答）

（%）

テレビ パソコン スマホ・
タブレット 新聞

n=38 n=45 n=29 n＝19
映像で理解できるから 83 54 62 7
音声で理解できるから 45 20 11 −
操作が簡単だから 44 24 45 27
文字を拡大できるなど，
使い勝手がよいから 5 34 46 7

自分のペースで情報が
得られるから 32 70 62 76

補助機器を補うことで
使いやすくなるから 20 10 8 7

障害者用の機能やサー
ビスがあるから 13 10 3 7

文字情報が豊富で内容
が理解しやすいから 18 46 44 44

自分が欲しいと思ってい
る情報が得やすいから 20 69 73 24

思いもよらないことが知
れるから 10 32 30 27

世間のことがよく分かる
から 37 35 55 58

家族や周囲の人と一緒
に楽しめるから 30 9 16 7

使い続けても疲れない
から 31 6 17 21

使い慣れているから 55 64 46 48
その他 − − 3 −

一人暮らしのため，家では一人で利用することが多い 17

家族と住んでいるが，家では一人で利用することが多い 38

家族と一緒に利用することが多い 45

職場や病院などで一緒に利用することが多い −

表 27　聴覚障害者のテレビ利用時の環境
対象 : テレビを利用していると回答した人（n=59）（複数回答）

表 28　聴覚障害者のテレビ利用の仕方
対象 : テレビを利用していると回答した人（n=59）（複数回答）

（%）

（%）

少しは聞こえるので，音量を上げる等の工夫で視聴する 45

音はほとんど聞こえないので，映像だけで内容を理解
している 20

手話ができるので，手話放送を好んで見ている（字幕
放送よりもよい） 3

手話放送よりも字幕放送を好んで見ている 11

手話はできないので，字幕放送を利用する 43

解説放送を利用している（主に視覚障害者向けだが，
自分も使う） 3

パソコンやスマートフォン等も同時に利用して情報を補
っている 25

家族など一緒に見ている人に情報を補ってもらう 10

テレビをつけても内容は十分に理解できていない 19

自分なりに工夫している点 8

障害者向けのサービスはほとんど利用せず，工夫もし
ていない 3
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もに40%以上を占めた。また4人に1人は「パ
ソコンやスマートフォン等も同時に利用して情報
を補っている」と回答しており，デジタルメディ
アによるサービスの可能性が示唆された。
「字幕放送」と「手話放送」の利用と評価に

ついては，次節でみていく。

4-4　聴覚障害者のピョンチャンパラリンピック
　　  でのユニバーサル放送利用

ここからは，聴覚障害者のユニバーサル放
送の利用と評価についてみていく。

主に聴覚障害者に向けたユニバーサル放送
には「字幕放送」と「手話放送（手話番組）」
がある。

字幕放送は，番組内の音声を字幕化して付
与するもので，番組にもともと付与されている

「テロップ」とは異なり，主にリモコン等の操作
で表示ONと表示OFFを切り替えられる「ク
ローズドキャプション」でサービスが提供され
ている16）。

NHKのパラリンピック放送における字幕放
送は，1998年の長野大会における特集番組か
ら実施，2018年のピョンチャン大会では，競
技の生中継に字幕をリアルタイムで付与する「生
字幕」をはじめ，地上波放送のほぼすべての
放送で字幕放送が行われている。

手話放送は，NHKでは『NHK手話ニュース』
『NHK手話ニュース845』『週間手話ニュース』
『こども手話ウイークリー』などの手話番組とし
て実施されている。

パラリンピックにおいては，16年リオ大会で，
字幕放送，解説放送に加え，手話キャスター
をスタジオに登場させた初のユニバーサル放送
によるハイライト番組『みんなで応援！リオパラ
リンピック』を放送。18年ピョンチャン大会でも

『みんなで応援！ピョンチャン2018パラリンピッ
ク』が放送された。

ピョンチャンパラリンピックでの，聴覚障害
者のユニバーサル放送の利用と評価をみる前
に，普段のユニバーサル放送の利用をみてみ
る（表29）。

今回の調査では，テレビを利用する聴覚障
害者の80%の人が「字幕放送」を利用してい
ると回答。字幕放送が聴覚障害者にとって欠
かせないサービスであることが分かる。
「手話放送」については，聴覚障害者の中

でも手話を習得している人は限られることから
字幕放送より利用率が低く，今回の調査では
10%に満たなかった。ちなみに，先立って行っ
た本調査では，テレビを利用する聴覚障害者

（n=137）の中で，「字幕放送」を利用している
人は全体の72%，「手話放送」は18%，「解説
放送」は6%，「特に利用していない」は17%で
あった。

字幕放送 80

手話放送 5

解説放送 9

どれも利用していない 18

表 29　聴覚障害者が普段利用しているユニバーサル放送
対象 : テレビを利用していると回答した人（n=59）（複数回答）

（%）

○ 意思疎通が一番しやすいのは手話。手話
放送は『NHK手話ニュース845』などを見
ているが，情報量が少ないのが残念。官
房長官の会見などは手話通訳者が隣にい
るが，テレビでは映っていないことも多い
し，かろうじてワイプで映っていても小さ
すぎてよくわからないことも多い。（障害者

手帳 2 級，重度難聴，先天性，35-39 歳女性）

○ 日本手話にあまり慣れていないということ
もあり，字幕のほうが見やすいと感じる。
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続いて，聴覚障害者のピョンチャンパラリン
ピックでのユニバーサル放送の利用についてみ
ていく（表30）。

ピョンチャンパラリンピックでの聴覚障害
者の「字幕放送」の利用に関しては，テレビ
でピョンチャンパラリンピックを視聴した人の
50%超で，普段の利用の80%と比較すると割
合が低い。一方で，「どれも利用していない」
という回答が40%と，普段の18%と比較する
と高い傾向を示した。

NHKのピョンチャンパラリンピックの放送
は，ほぼすべてで字幕放送が実施されている。
ピョンチャンパラリンピックの字幕放送が，普
段よりも利用率が低かった理由は定かでない
が，周知が行き届いていなかったのか，生字
幕がなくても楽しむことができたのか，などの
原因の考察は今後の調査の課題である。

手話放送については，利用したと回答した
人は10%に満たない。手話キャスターを起用し
た『みんなで応援！ピョンチャン2018パラリン
ピック』の利用も8%と，こちらも10%に満たな

いが，先立って実施した本調査では，パラリン
ピックを視聴した聴覚障害者（n=130）の14%
が同番組を視聴したと回答しており，視覚障害

（n=207）の12%，肢体不自由（n=398）の7%
よりも高い割合であった。

最後に，ピョンチャンパラリンピックにおけ
る，聴覚障害者の字幕放送の評価をみてみる

（表31）。なお，手話放送は回答サンプルが極
端に少ないため，本稿では言及しない。

字幕放送に対する評価で多かったのは，「家
族や周囲の人と一緒に盛り上がれた」「家族や
周囲の人に迷惑をかけずにスポーツ観戦を楽
しむことができた」で，母数は少ないが，とも
に約30%であった。

 

また，今回の調査では，「生字幕」のサービ
スの評価についても選択肢に加えた。生字幕
は，字幕の作成，確認，送出という手順を経
るにあたり，どうしても数秒の遅れが出てしま

字幕放送 53

手話放送 6

解説放送 9

手話，解説，字幕をすべて取り入れた
ユニバーサル番組 8

副音声実況 1

どれも利用していない 40

表 30　聴覚障害者がピョンチャンパラリンピックで
利用したユニバーサル放送

対象 :ピョンチャンパラリンピックをテレビで視聴したと回答した人
（n=51）（複数回答）

（%）

字幕対応していない番組は見ないことが
多い。（障害者手帳 2 級，感音性聴覚障害，先天
性，30-34歳男性）

表 31　聴覚障害者のピョンチャンパラリンピックの
字幕放送への評価

対象 :ピョンチャンパラリンピックで字幕放送を
利用したと回答した人（n=26）（複数回答）

（%）

ルールや競技の状況が分かり，より楽しむことができた 26

臨場感が感じられた 14

家族や周囲の人と一緒に盛り上がれた 33

家族や周囲の人に迷惑をかけずにスポーツ観戦を楽し
むことができた 31

対応する競技が少ない，もっと増やしてほしい 17

対応する番組がいつ放送されているのか分かりにくい 7

健常者とは一緒に見にくい 7

障害者向けと言われると違和感を感じる 15

生中継の字幕は遅れて出るのが気になる 31

字幕が遅れても，パラリンピックは生で楽しみたい 27

パラリンピックは字幕が遅れない録画放送でよいと思う 15

特にない/�わからない 7
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うため，「生中継の字幕は遅れて出るのが気に
なる」と回答した人が30% 程度いた。

しかし一方で，「字幕が遅れても，パラリン
ピックは生で楽しみたい」と回答した人も30%
近くいた。これは「パラリンピックは字幕が遅
れない録画放送でよいと思う」と回答した人を
上回っており，パラリンピックのような一大ス
ポーツイベントは，やはり生で楽しみたいとい
う意向があることが表れていた。

 おわりに

パラリンピックの放送は，身体障害者にどう
視聴され，どう受け止められているのかを，普
段のメディア利用などとともにみてきた。

サンプル数が限られ，障害の重さ，発症時
期による回答傾向の違いや，特に後半のメディ
ア利用やユニバーサル放送の利用と評価につ
いて十分な考察に及ばなかったことが歯がゆい
限りである。知的障害，精神障害の分析・考
察も含めて，今後の調査の課題としたい。

一方で放送事業者としては，パラリンピック
をはじめ，障害者スポーツの放送とともに，「共
生社会」実現に向けたメディアのあり方に対し
て，示唆に満ちた貴重な調査結果を得られた
のも確かである。

その1つがユニバーサル放送に関してであ

る。字幕放送は，主たる対象の聴覚障害者の
みならず，視覚障害者にも一定程度利用されて
いることが分かり，高齢者なども含めてより幅
広い利用につながる可能性が示唆された。

一方で，こうしたサービスを利用していない
人の割合も無視できず，サービスの内容ととも
に周知・普及などにも改善の余地があることを
示していた。

また，視覚・聴覚障害者が，普段パソコン
をテレビと並んで多く利用していることから，
開発が進められているデジタルメディアも活用
した新たなユニバーサルサービス17）などに向け
た，細かなニーズ把握や効果検証等の調査・
研究の必要性が示唆された。

そして，今回の調査で特に有意義だったの
が，障害者の「意識面」についての意見を多数
得られたことである。

障害者のパラリンピックとの距離感は，人そ
れぞれであり，複雑な思いを持っている人も多
い。筆者（山田）自身，一人の障害者としてそ
うした複雑な揺れ動く思いを持って臨んだ調
査であった。

調査を終えて感じるのは，「障害の多様性」
である。また，残された視力・聴力で，工夫し
てテレビを見る障害者の姿には，「残されたも
のを最大限に生かす」というパラリンピック精
神を感じた。

一方で，障害者自身が，日常生活に追われ，
障害と折り合いをつけて日 を々過ごす中で，障
害とじっくり向き合い，考えるということができ
ていないということにも気づかされた。

今回の調査は，長い人で約3か月にわたり，
ときには踏み込んだ内容も聞く調査であった。
はじめは言葉少なであった人が，最後にはハッ
とする言葉を寄せてくれ，多くの人が「いろい

○ 普段から生放送で遅れてでも字幕が出るこ
とには感謝しています。ただ入力が追いつ
かずに途中で表示がなされない場合があ
り，特に画面が切り替わってCMになった
ときは中途半端に終了してしまいます。（障
害者手帳4級，感音性聴覚障害，10 年前に悪化，

50 歳男性）
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ろ考えることができた」と喜んでもくれた。
障害がある中，パソコンで膨大な質問を読

み，考え，回答することに協力してくれた回答
者に，感謝してもしきれない思いである。

最後に，共生社会についての，インタビュー
での意見を紹介する。

　「共生社会というのは，障害者も健常者も，

心が健康でないと難しいかもしれませんね。ほ

んと，社会全体の問題でもありますよね。障害

者だけが弱者なわけでもないし。

　自分が認められてない気がするっていうの

は，結局自分の問題。悔しいって気持ちもなく

したくない。けど，できないことも認めないと

いけない。

　これって，障害者・健常者関係なくそうです。

心が健康になる社会が理想ですね」

障害者のことを考えていくことは，健常者の
ことを考えることでもある。パラリンピックは，
そのよい機会となり得るのではないか。

（やまだ きよし/おおの としあき）

注：
 1） パラリンピックの大会名称の表記については，初

出は正式名称を使用したが，以降は文脈に合わ
せて略称も使用した。
https://tokyo2020.org/jp/games/plan/

 2） 障害者の数値に関しては，当該調査の結果より
算出。

 3） パラリンピックの歴史については，国際パラリン
ピック委員会（IPC）， 日本パラリンピック委員会

（JPC）の公式サイト参照。
https://www.paralympic.org/paralympic-
games
http://www.jsad.or.jp/paralympic/what/

history.html
NHKの放送については「NHKクロニクル」で公
開されている「保存番組記録」「放送番組表」を
参照。
NHKクロニクル
https://www.nhk.or.jp/archives/chronicle/
index.html
ほかに『NHK年鑑』や，NHKの広報資料，NHK
のパラリンピック放送実施報告書などを参照した。

 4） NHKに1960年の第1回ローマパラリンピックの
放送記録はない。63年にはドキュメンタリー番組

『日本の素顔』で「切れた神経」と題し，国際ス
トーク・マンデビル大会の卓球と水泳の日本代表
選手（脊椎損傷）の姿が，翌年に開催される東京
パラリンピックにも触れながら描かれている。

 5） 1964年11月20日放送（NHK総合）
 6） 『NHK年鑑 1965』P.160
 7） NHK局内資料「第18回「長野オリンピック冬季

競技大会」「長野パラリンピック冬季競技大会」
放送実施報告書」P382〜383

 8） 田中暢子（2013）「2012ロンドンパラリンピック大
会の成功がもたらしたもの―英国障害者スポーツ
の政策過程から学ぶ―」『現代スポーツ評論』29
号，創文企画

 9） 身体障害者手帳とは，法律に定める身体上の障
害がある者に対して，申請に基づき自治体が交
付するもの。手帳の名称は異なるが，知的障害，
精神障害でも同様の制度がある。身体障害者の
属性に対応する手帳の等級については，厚生労
働省「身体障害者手帳の概要」を参照。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/
shougaishatechou/index.html

 10） 本調査のウエイトバック集計にあたっては，障害
者種別ごとの人口比率を「平成28年版障害者白
書」「平成18年身体障害児・者実態調査」のデー
タの比率を利用して補正した。身体障害に関して
は，年代別構成比も合わせて補正した。追加調
査は「平成18年身体障害児・者実態調査」のデー
タをもとに，障害者種別ごとの人口比率と年代
別構成比を補正。回収サンプル数が少ないため，
本調査で5層に分けた年代を2層とした。なお，
障害が重複している回答者は，最も症状が重い
障害種別を区分の対象とした。
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http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/
h28hakusho/zenbun/siryo_02.html
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/
shintai/06/dl/01_0001.pdf

 11） NHK放送文化研究所（2016）「国民生活時間調
査報告書」P8
https://www.nhk.or.jp/bunken/research/
yoron/20160217_1.html

 12） 自由記述・インタビューの意見の中には，現在は
改善されている部分もあるが，障害者の受け止め
として記載する。なお，各意見は表記などを一
部修正した。

 13） NHKにおける解説放送は，1990年，朝の連続
テレビ小説『凜凜と』で初めて実施され，現在は
40以上の定時番組で実施されている。

 14） 「放送番組記録」の音声モードの項を参照した。
 15） 本調査では『みんなで応援！ピョンチャン2018パ

ラリンピック』を利用した視覚障害者は，パラリ
ンピックを視聴した視覚障害者（n=207）のうち
の12%。聴覚障害者（n=130）では14%，肢体不
自由（n=398）では7%だった。（P65表8）

 16） 収録番組に放送前に付与するものと，生放送にリ
アルタイムで付与するものがある。NHKでは，前
者は1983年に朝の連続テレビ小説『おしん』で
実験的に付与され，85年の朝の連続テレビ小説

『いちばん太鼓』から本格的なサービスが始まっ
た。後者の生放送番組への字幕付与は2000年
の『NHKニュース7』が最初である。

 17） NHK放送技術研究所が開発を進めている。
https://www.nhk.or.jp/strl/open2018/tenji/6.
html

https://www.nhk.or.jp/strl/open2018/tenji/5.
html
https://www.nhk.or.jp/strl/open2018/tenji/1.
html
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