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シンポジウム	共生社会実現と放送の役割
～東京 2020 パラリンピックをきっかけに～

メディア研究部  山田　潔/中村美子/渡辺誓司/越智慎司/大野敏明　

東京2020パラリンピック競技大会開催を機に，障害の有無にかかわらず誰もが自分の可能性を発揮でき，互いを
尊重できる共生社会実現の機運が高まっている。果たして放送はどのような役割を果たせるのであろうか。

NHK放送文化研究所は2019年3月，「文研フォーラム2019」の中で「共生社会実現と放送の役割～東京2020パ
ラリンピックをきっかけに～」と題したシンポジウムを開催した。パネリストは，1998年長野パラリンピックの金メダリ
ストで，パラリンピック教育を通じて障害者の理解促進に取り組むマセソン美季氏，イギリスのチャンネル4で2012
年ロンドン，2016年リオデジャネイロのパラリンピック放送に携わり，現在は商業テレビのITVでダイバーシティー部
門の責任者を務めるアディ・ロウクリフ氏，NHKで東京2020パラリンピック関連の取り組みを進める樋口昌之副本
部長。

シンポジウムの中でマセソン氏は，工夫次第で誰もが同じ舞台に立てるという，共生社会に通じるパラリンピック
の理念を意識した放送が必要としたうえで，アスリートのインパクトや魅力を伝えることは障害者への偏見を打ち破
る一方，「障害者はみなスポーツをする」といった，ステレオタイプの障害者像をすり込むリスクにつながることにも言
及。多様な障害者の社会参加につながる放送が重要だと語った。

ロウクリフ氏は，パラリンピック放送のエポックとなったロンドン大会，リオ大会のチャンネル4の斬新な視聴促進
キャンペーンや，現在携わるITVの番組や制作現場のダイバーシティー化について報告。一般番組や制作現場に当
たり前に障害者が登用される状況をつくり，その視点を入れることが，共生社会を実現するうえで重要だと発言。さ
らにダイバーシティー化によって生まれる多様な視点は，創造性あふれるコンテンツの開発や，イノベーションにもつ
ながると語った。

またNHKの樋口副本部長は，2018年ピョンチャンパラリンピックを機に起用した障害のあるリポーターの存在が，
制作現場に少しずつ意識変化を及ぼしていることを報告。東京2020パラリンピックに向けては，自国開催という絶
好の機会をどう生かしきるかが大事であり，周知広報を徹底するとともに，競技中継だけでなく選手の人生や取り巻
く環境などを丁寧に描き，障害者に対する理解を深めていきたいと述べた。

パラリンピック放送は，共生社会実現に向け，障害者に対する偏見を打破する起爆剤となり得るが，決して万能薬
ではない。放送事業者には，社会変革のチャンスを最大限に生かし，一時的な盛り上がりにとどまらない持続的な
取り組みが求められる。そのためには，放送事業者自らが多様性を受け入れる組織となることが重要であり，パラリ
ンピックの自国開催は改革の大きな契機でもある。

マセソン美季
長野パラリンピックのアイススレッジスピーﾄﾞ
レースで金メダル3個，銀メダル1個を獲得。
現在，IOC･IPCの教育委員。
カナダ在住，2児の母。海外生活，教員や
子育ての経験などを踏まえ，スポーツや教
育面から障害者の理解促進に取り組むとと
もに，新聞等でコラムを執筆。

アディ・ロウクリフ（Ade	Rawcliffe）
イギリスの商業テレビITVのダイバーシティー
責任者。
BBC，ITVの番組制作を経てチャンネル4
に入局。ロンドン，リオのパラリンピック放
送に携わり，障害や文化的多様性を番組や
組織全体に反映させる「360度ダイバーシ
ティー・チャーター」を指揮。

樋口昌之
NHK2020東京オリンピック・パラリンピック
実施本部副本部長。
ロンドンパラリンピックを担当後，2013年か
ら報道局スポーツセンター長となり，ソチ，
リオのオリンピック・パラリンピック放送を
指揮。16年10月から現職となり，20年の東
京大会に向けて指揮を執る。

※「しょうがい」の文字表記については，法律での一般的な表記である「障害」で統一した。
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はじめに

東京2020パラリンピック競技大会（以下，東
京2020パラリンピック）に向け各方面で準備が
進められるとともに，レガシーとして大会後に
何がのこせるのか，議論も進んでいる。　

大会コンセプトの1つに「世界中の人々が多
様性と調和の重要性を改めて認識し，共生社
会をはぐくむ契機となるような大会とする」とあ
る。障害がある人もない人も尊重し合える共生
社会という点でパラリンピック自国開催の意義
は大きいが，共生社会の進展というと今のとこ
ろ実感できないのが現実であろう。

NHK放送文化研究所（以下，文研）は，2019 
年3月8日，「文研フォーラム2019」内で「共生
社会実現と放送の役割～東京2020パラリン
ピックをきっかけに～」と題したシンポジウムを
開催。自国開催という好機を生かし，大会終
了後も持続的に共生社会の前進につながる放
送とはどのようなものか，海外事例やパラリン
ピアンの視点を参考に「共生社会実現と放送
の役割」を考えた。

パネリストは3人。マセソン美季氏には，パ
ラリンピアン，海外生活，子育て，教育などの
多方面にわたる経験から，アディ・ロウクリフ
氏には，ITVおよび前職チャンネル4 1）も含め
イギリスの放送事業者としての取り組みを報告
してもらった。NHK2020東京オリンピック・パ
ラリンピック実施本部の樋口昌之副本部長が，
東京2020パラリンピックに向かうNHKの取り
組みを中心に報告をしたあとに，討論を行っ
た。司会は，自身がポリオの後遺症で両下肢
障害のある文研の研究主幹，山田が務めた。
シンポジウムの構成は，以下の通りである。

1.	共生社会実現とパラリンピック
～偏見を打ち破る放送の力～

2.	自国開催と放送の変革
～障害者のプレゼンター・リポーターの取り組みから～

3.	2020を越えて

本稿はシンポジウムの内容を採録し，編集し
たものである。執筆は，「はじめに」と「おわり
に」を山田が担当，ロウクリフ氏の発言を中村，
文研の海外調査報告部分を渡辺が担当。全体
を越智と大野でまとめた。

1.	共生社会実現とパラリンピック　
～偏見を打ち破る放送の力～

最初のパートでは，パラリンピックとその放

送が，共生社会実現にどのようにつながってい

くのかを考えた。

まず，パラリンピックや障害者のイメージを

大きく変えたと言われる，イギリス・チャンネ

ル4が制作した2012年ロンドン大会の“Meet 

the Superhumans”2），2016年リオデジャネイ

ロ大会の“We are the Superhumans; Yes I 

can”3）という，2つのパラリンピック視聴促進

キャンペーン映像を例に，制作に携わったロウ

クリフ氏に，そのねらいや社会に与えた影響な

どを聞いた。

ロウクリフ：チャンネル4の役割は，聞こえてこ
なかった声を伝えていくこと，そして大胆にリ
スクをとるということです。また社会の多様性，
つまりダイバーシティーをイギリスにもたらす役
割もあります。

ロンドンパラリンピックは非常に成功しまし
た。4,000万人の視聴者，つまりイギリスの人口
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の69％がパラリンピックを視聴しました。BBC
が放送した2008年北京大会と比較すると約
2.5倍です。

そして1,160万人が開会式を見ました。これ
は過去10年間でチャンネル4が獲得した視聴
者数としても最大です。最も誇りに思っている
ことは，「視聴者の80％の人たちが，パラリン
ピック放送によって障害に対する受け止め方が
よくなった」と答えていることです。

チャンネル4は，自国開催にあたり，パラリ
ンピックには非常に多くの視聴者を引きつける
可能性があると捉えました。そして，目標を4
つ掲げました。まず1つ目は，過去最大の視聴
促進キャンペーンを行うこと。2つ目は，パラリ
ンピアンの認知度を高め，イギリスの人々にパ
ラリンピックについて理解してもらうサポート番
組をつくること。3つ目は，史上最大のデジタ
ルプラットフォーム展開をすること。そして4つ

目は，次世代に向けた，放送に携わる障害
者の人材発掘です。障害者が障害者スポー
ツのリポートをするというのは，当時，非常
に画期的なことでした。しかし今は当たり
前のことになっています。

私たちの視聴促進キャンペーンは，チャ
ンネル4のみならず，計78のチャンネルで
行われました。BBCですら視聴促進キャン

ペーンを取り上げたことからも，そのインパクト
の大きさを推し量ることができると思います。

また視聴促進キャンペーンにはさまざまな反
響がありました。放送されたキャンペーンを見
た障害者が，「自分の人生で初めて，障害があ
ることを誇りに思った」とチャンネル4に電話を
かけてきたこともありました。視聴者の4分の
3が，チャンネル4のパラリンピック放送は素晴
らしかったと言いました。また49％の視聴者
が，ロンドン大会で初めてパラリンピックを視
聴したと答えていたことからも，パラリンピック
は潜在性が高いことが分かります。

さらに，障害者が自分たちにできる仕事が
あることを知ったという点でも，チャンネル4
は役割を果たせたと思っています。イギリスの
統計局によると，イギリスでは現在，385万人
の障害者が雇用されており，5年前と比べると
100万人増えています。チャンネル4のパラリン
ピック放送がイギリスの人々の心の壁を壊し，
より多くの障害者を雇用する後押しをしたと，
評価する声もありました。

パラリンピック大会を正しく伝えることは大切
ですが，チャンネル4やITVのように広告で運
営されている放送事業者にとっては，商業的に
も成功することが非常に重要だと思います。最
後に，広告業界に与えた影響についてお話し
します。それまでのイギリスの広告は，障害者

2012年ロンドンパラリンピック視聴促進キャンペーン映像

2016 年リオパラリンピック視聴促進キャンペーン映像
（字幕・手話・解説つき映像も制作した）
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を取り上げることがほとんどありませんでした。
「Superhumans Wanted」というリオ大会の広
告キャンペーンでは，100万ポンド（約1.4億円）
に値する広告放送枠を，最もクリエーティブな
アイデアを出し，障害者を起用した企業に与え
るという企画を行いました。チョコレート菓子
の会社がこの枠を獲得しましたが，広告の主
役には障害のある俳優を起用し，全編手話つ
きでした。この広告は大成功を収め，経済的
にもメリットがあるという手応えを得ました。

ともすれば持たれがちな「かわいそうな障

害者像」を打ち破り，パラリンピックのポテン

シャルを上げたと言われるチャンネル4の取り

組み。自国開催を契機にキャンペーンを展開

し，喚起した関心をパラリンピック放送の視

聴につなげることで，人々が障害者に目を向け

るきっかけをつくった。

続いてマセソン氏に，1998年長野パラリン

ピック出場当時のことや，現在の取り組みなど

を通し，パラリンピックとその放送が，障害者

理解にどうつながるのかを聞いた。

マセソン：長野大会のころは，パラリンピックと
いう言葉が報道関係の方たちにとってもなじみ
が薄く，「オリンピックに出場した感想は？」「パ
ラオリンピックはどんな大会でしたか」と，間
違った名称のままインタビューされることが少な
くありませんでした。また，どうしても福祉の
延長と見られてしまい，パラリンピックの選手た
ちは「障害があるのに頑張ってスポーツをして
いる人たち」という形で報道されがちでした。

2年後のシドニー大会では，選手としてでは
なく，伝える側として現地に行きました。長野
同様，取材者がパラリンピックに詳しくなく，

私がパラリンピアンだったということが分かる
と，「選手たちはどんなことを聞いてほしいんで
すかね」「こんなことまで選手に聞いたら失礼な
んでしょうか」みたいなことを，現地に入ってか
ら私に質問してきました。伝える側の人たちが
選手とどう接していいのかも分からず，何を伝
えるべきなのかも分からないまま現場に来てし
まっているんだと思い，任せて大丈夫なのかと
思った記憶があります。

時代は変わり，パラリンピックの選手たち
は「アスリート」として伝えられるようになり，
2020年に向けパラアスリートがメディアに登場
する機会も非常に増えました。障害のある人た
ちに対するイメージも，昔に比べればずいぶん
変わったと思います。ただ，それで満足してい
るのか，本当に障害のある人たちを取り巻く環
境が変わったのかと言われたら，いえいえまだ
まだ，と私は思っています。

例えば，北米で生活をしているときと違い，
日本では街なかで障害のある人たちをほとんど
見かけません。カナダ生まれでカナダ育ちの息
子が日本に来たときにすごく違和感があったよ
うで，「日本はテクノロジーが進んでいるから，
みんな治してもらったんだね。お母さんも治し
てもらったら」と言いました。残念ながら，私
は日本に帰ってくると自分が障害者だというこ
とを再認識させられます。車いすユーザーが使
いにくい施設，障害のある人たちに向けられる
心ない言動や冷たい視線，障害があるという
理由だけで特別扱いされてしまう社会の中にあ
る不条理など，まだまだ未熟な部分がたくさん
あると思っています。

共生社会というのは，あらゆる人たちが自分
の可能性を発揮する機会を与えられ，お互いに
尊重できる社会です。パラリンピックの開催を
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控えている日本にとって，この共生社会，ある
いはインクルーシブな社会の実現は，喫緊の課
題だと思っています。障害のある人たちを目の
前にすると，できないこと，欠けている部分に
目を向ける人が非常に多いと思います。でも，
パラリンピックに出てくる人たちというのは，環
境が整い，機会が与えられれば，たとえ困難
があったとしても自分たちの可能性を発揮する
ことができる，ということを伝えてくれます。不
可能だ，インポッシブルだと思われていたこと
を，考え方や工夫のしかた次第で，ポッシブル
に変えられる。さらに言えば，障害の当事者
の工夫だけではなく，周囲の人たちの工夫次第
で，誰もが同じステージに立ち，可能性を発揮
できるようになる。そういうことを伝える力がパ
ラリンピックにはあるんですが，そこが理解さ
れていないと思っています。

そこで，これまでの経験を生かして，パラリ
ンピックという強力なコンテンツを使って社会に
変革を起こそうと，『I’m POSSIBLE』という名
前のパラリンピック教材を開発し，学校教育を
通して子どもたちから変えていこうという取り組
みを行っています4）。例えば，ゴールボールとい
う，視覚に障害のある人たちが行うスポーツを
通し，「目が見えなくて怖い，大変」ではなく，

「耳を澄ませばいろんなことが分かる」「ボール
に鈴が入っていれば球技が楽しめる」「触って
分かる工夫があれば，自分がどこにいるかを把
握できる」といった，ポジティブな印象からさま
ざまな気づきを得ます。そして普段何気なく使う

「こっち」とか「あっち」という言葉は目を覆って
いると伝わらないので，子どもたちは相手に伝
わるコミュニケーションについて真剣に考え始
め，その場ですぐに発言に工夫が見られるよう
になります。パラリンピックスポーツを題材に，

工夫のしかたや発想の転換のしかた，着眼点
を解きほぐして伝えることで，どうすればインク
ルーシブな社会をつくり出すことができるかを
考えさせるのが，パラリンピック教育です。

国際パラリンピック委員会が目指す究極の
ゴールというのは，パラリンピックムーブメント
の推進を通じてインクルーシブな社会をつくり出
すことです。本来，パラリンピック報道に期待
されるものというのは，このゴールを意識した
ものであるべきだと思っています。　　

パラリンピックの競技映像を配信するだけ
で，インクルーシブな社会がつくり出せるとは
思っていません。パラリンピックの選手たちの
インパクトとか魅力を通して偏見を打ち壊し，
認識の変容を促すというようなことは続けつ
つ，新たに，アスリートだけではなく，さまざ
まな障害のある人たちが，競技場以外の場所
でも社会人として活躍し，社会に貢献できるよ
うにする。そんな場をつくったり，機会をつくっ
たりすることができるような視点というものも
意識して，報道につなげていただきたいと思っ
ています。

私たちが行うパラリンピック教育は地道な活
動ですが，放送と結びつけば大きなインパクト
を与えられると信じています。そして，インク
ルーシブな社会をつくり出すという国際パラリ
ンピック委員会の究極のゴールにも，着実に，
またスムーズに近づくことができると思います。
東京大会に携わるメディアの人たちには，これ
までより一歩進んだ報道内容で，ぜひ世界を
リードしていただけたらと期待しています。

マセソン氏は，「impossible（不可能な）」と

いう言葉のiとmの間にアポストロフィーを加

えるだけで，「I'm possible（私はできる）」に
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なると説明。同時に，共生社会をつくり出す

という，パラリンピックのゴールを意識した放

送への期待を述べた。

次に，東京2020パラリンピックの開催が決

まってからのNHKの取り組みについて，NHK

の樋口副本部長に聞いた。

樋口：東京大会で大きなインパクトを与えるため
には，まず「見たいよね」という雰囲気をつくっ
ていくのが一番だろう，そのためにはやはり競
技中継を見てもらうのが一番だろうということ
で，ダイジェスト中心の放送だったものをリオか
ら方針転換し，競技中継，ライブ中心の放送
に変えました。

2018年のピョンチャン大会では，韓国は日本
と時差がないということもあり，日中の時間帯，
総合テレビで毎日競技を生中継することがで
き，日本選手のメダル獲得の瞬間もかなり放送
することができました。全体の放送時間も増え
ました。

それと，トライアルとして力を入れたのがユ
ニバーサル放送です。『みんなで応援！ピョン
チャン2018パラリンピック』というタイトルで放
送したのですが，手話と字幕放送，副音声に
よる解説放送をつけ，大会期間中，毎日放送
をしました。こうした本格的なユニバーサル番
組の制作はリオから実施していますが，ピョン
チャンは2回目ということで演出にも工夫をしま
した。例えば，スタジオで視覚に障害のある落
語家さんが，実際にチェアスキーに座ってみる
ことで，障害のある人にも分かりやすくなります
し，障害のない人にも面白く見ていただけるよ
うになる。障害のある人もない人も一緒に集う，
そういったユニバーサルな空間ができたという
評価もいただきました。ただ，まだ試行錯誤の

段階であり，東京ではこのユニバーサル放送に
力を入れていきたいとも思っているので，これ
からブラッシュアップして臨みたいと思っている
ところです。

普段からパラスポーツに関心を持ってもらう
接点を広げる取り組みも継続して行っています。
その1つが2017年11月から始めた『アニ×パ
ラ』5）で，パラスポーツの魅力をアニメで発信す
るプロジェクトです。日本を代表する漫画家の
みなさんにオリジナル作品を書き下ろしてもら
い，放送だけでなくネットでも積極的に配信し
ています。今後も2020年に向けいろいろなパ
ラスポーツを取り上げたいと考えています。

さらに，パラスポーツを体験し身近に感じて
もらおうというイベントの取り組みも進めていま
す。「NHKパラリンピックチャレンジスタジアム」
と名づけ，競技用車いすのスピード計測や，さ
まざまなパラスポーツの体験コーナーをセットに
して，小さいお子さんでも体験しやすいような
工夫もしています。放送，イベント，そしてデジ
タル展開を組み合わせることで，複合的にパラ
リンピックの関心を高めていきたいと。そういう
取り組みを今進めているところです 6）。

山田：みなさん，ご報告ありがとうございました。
文研では，パラリンピックに関する世論調査

を継続的に実施しています。ピョンチャン大会
終了直後に行った調査によると，障害者スポー
ツの印象として，全体の7割の人が「選手の頑
張りに感動する」と回答しています。「感動する」
と答える割合は見聞きする頻度が高いほど高
く，「ほとんど，まったく見聞きしなかった」と
いう人では「選手の頑張りに感動する」と答え
た人は5割にとどまっています（表）7）。

頑張っている姿を見ることが感動につな
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がり，その感動が広がっていくのは大事なこ
とだと思います。チャンネル4が打ち出した

“Superhuman”という強烈なイメージは，かわ
いそうな障害者像を打ち破り，活躍するアスリー
トの姿は障害者の可能性を印象づけました。私
も見るとついノリノリになってくるんですが，ふ
とSuperになりきれない自分に気づき，「そうは
言われてもあんなにはなれないよ，頑張ってい
るんだけどね…」と思ってしまいます。

こうした思いもあり，文研ではピョンチャン
大会後，障害者を対象としてパラリンピック放
送の受け止め方に関するウェブ調査を行いまし
た。その結果を見ると「前向きになれた」とい
う肯定的な意見が多い一方，「障害者はみんな
スポーツをするものだ」などという偏見を植えつ
ける，といった意見もありました 8）。マセソンさ
んはどのように受け止められますか。

マセソン：選手だったころは，競技そのものを
どんどん出してほしいというのもあったんです
けれども，最近は，アクティブな人（障害者）
はみんなスポーツをやっているとすり込まれて
いるんじゃないかな，と思い始めていて。私は，
もうアスリートではないんですけれども，「何の
スポーツをやっているんですか？」と聞かれた
り，海外出張に行くのに「大会ですか?」と聞
かれたりします。逆にスポーツをやっている人
以外があまり出てこない。障害者が全員スポー
ツをするわけではないし，スポーツが嫌いな人
だっているわけじゃないですか。「あの人たち

みたいにもうちょっと頑張ってみたら?」という
声をかけられてすごく落ち込んだという人にも
会ったことがあるので，アスリートたちが注目
される分，弊害が及ぶ人もいるという印象はあ
りますね。そういったことから，パラリンピッ
クに登場するようなアスリートたちだけでなく，
アスリート以外の障害者像を放送で伝えるとい
うことにも期待しています。

2.	自国開催と放送の変革
～障害者のプレゼンター・リポーターの

取り組みから～

次のパートでは，自国で開催されるパラリ

ンピックをきっかけに放送事業者が始めた新

たな取り組みの中から，障害者自らがテレビ

に出演して伝えるという，障害者のプレゼン

ター，障害者のリポーターを例に，放送事業

者の中に起きている変革を考えた。

まずは，文研が行った海外調査から，ロン

ドン大会をきっかけにイギリスの放送界で始ま

り，今も広がりを見せているパラリンピックの

レガシーを報告した 9）。

全体
（2,459人）

ほぼ毎日
（462人）

週に3，4回
（333人）

週に1，2回
（265人）

期間中
数回程度
（632人）

ほとんど，まったく
見聞きしなかった

（760人）
選手の頑張りに

感動する 70% 81 81 77 77 51

表　障害者スポーツについて感じること（ピョンチャンパラリンピック 視聴頻度別）

2018年 3 月東京オリンピック・パラリンピックに関する世論調査より

文研フォーラム 2019 シンポジウム
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〔報告〕	テレビ業界での障害者の起用
～イギリスに見るパラリンピックのレガシー～

　　　　　メディア研究部  渡辺誓司

ロンドンパラリンピックの放送を担当したチャンネ
ル4は，イギリスのパラリンピック放送で初めて障害
者のプレゼンター 10）を起用した。ピョンチャンパラリ
ンピック初日のチャンネル4の番組は，2人の車いす
のプレゼンターの登場で始まっている。また，リオ
パラリンピックでは，番組の制作スタッフにも障害者
の登用を始めた。パラリンピックのレガシーとして継
続しているこの2つの取り組みについて，2018年4月
に，チャンネル4や番組制作会社の関係者にヒアリ
ング調査を行った。

１．障害者のプレゼンター

チャンネル4は，ロンドン大会の放送権入札時の
提案書で「パラリンピック放送の出演者の半数を障
害者とする。次世代の障害者のプレゼンターとリポー
ターを発掘する」11）と主張した。プレゼンターの育成
に関わったアリソン・ウォルシュ氏は，「パラリンピッ
クは障害者ファーストの祭典だから，パラリンピック
を引っ張るのも障害者なのだ」と語った。当時ウォ
ルシュ氏は，障害者の番組出演を積極的に進めて
いた。

チャンネル4は，2010年9月に障害者のプレゼン
ターを育成するプロジェクトを立ち上げた。プロジェ
クトには，次のような4つの特徴がある。

テレビに障害者のプレゼンターが登場したことで，
テレビ業界で仕事をする能力が障害者にあることが
画面を通して示された。チャンネル4の調査では，7

割以上の視聴者が障害者のプレゼンターを評価し
た。BBCなどほかの放送事業者も彼らの能力に注
目し，多様な番組への起用が見られる。

２．障害者の制作スタッフ

チャンネル4は2016年を「障害者年」と公約し，
リオ大会の放送での登用を目指して障害者の制作ス
タッフの発掘を始めた。この取り組みには，プレゼ
ンターの育成とは異なる次のような特徴があった。

障害者の制作スタッフがテレビ番組の制作に加わ
ることの意義は2点ある。まず，障害があるという
障害者の「専門性」がテレビ業界に必要だというこ
とである。ピョンチャン大会の放送を担当した番組
制作会社のアンディー・スティーブンソン氏は，「サッ
カーのワールドカップの放送なら，サッカーをする
人やサッカー好きな人が制作チームに加わる。パラ
リンピックや障害者スポーツも同じだ」と語った。ス
ティーブンソン氏は手足に障害があり，制作チーム
では，障害に関する表現方法の質問に答えることも
よくあったという。

次に，障害者と一緒に働く（協働する）ことで生ま
れる，障害者やその接し方についての気づきである。
リオ大会の放送に加わった障害者のスタッフを採用
した，番組制作会社のジョン・リーチ氏は，電動車
いすを利用する，ある男性スタッフの事例を語った。
最初，彼にはヘルパーがついていたが，ある日，彼
のほうから「トイレに行くのを手伝ってほしい」と同僚
に依頼したところ，同僚は当番表をつくって対応する
ようになったそうだ。障害者の雇用にあたっては，床
の段差の解消などの環境整備が求められるが，同時
に，障害者と協働することで障害者との接し方が変わ
り，思い込みや考え違いが修正されていくことは，共
生社会の実現を目指すうえで大切なことだと考える。

①資金の投入：このプロジェクトに，チャンネル4は
50万ポンド（約7,000万円）を投資した。

②全国公募：イギリス全土で公募を行い，約300人
の応募者から12人の候補者を選んだ。

③研修の実施：候補者にボイストレーニングやリポー
ト作成，スタジオワークなどの研修を実施した。

④テレビ出演：起用が決定したメンバーは，事前に障
害者スポーツ大会の番組に出演し，経験を積んだ。

①説明会の開催：テレビに映らない番組制作の仕事
は，一般によく知られていないことを考慮した。

②テレビの仕事は未経験：応募者に，制作進行，技
術補助，リサーチなどの業務研修を実施した。

③制作現場はリオ：メンバーはリオに派遣され，パラ
リンピック放送の制作に従事した。大会終了後は，
イギリス国内の番組制作会社に採用された。
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報告を受け，イギリスではなぜテレビ業界

で障害者の起用や登用がうまく進んだのか，

問題点や課題も含め，ロウクリフ氏に聞いた。

ロウクリフ：チャンネル4としては，全社を挙げ
て取り組むというアプローチをとったのがよかっ
たと思っています。そして，放送業界全体とし
て研修に関わったことが大きかったと考えてい
ます。障害者の雇用という面では，業界全体と
して遅れていましたから，業界の底上げをする
というアプローチ，これが非常に効果を上げた
と思います。

そして，レガシーという点で非常に効果が
あったと感じるのは，2012年ロンドン大会の本
番まで，パラリンピック関連番組に出演してプ
レゼンターとしての経験を積むことができたこと
です。障害者であるだけではなく，能力がある
人，才能がある人を発掘しようということで研
修もしっかりやりましたから，2012年の段階で
はもうプロになっていました。パラリンピック大
会は1回だけですから，それまでにちゃんと研
修を積まないと，大会終了後のキャリアとして
は続きません。やはりその後につながるような
研修・トレーニングを大会までにしっかり行って
いくということが，極めて重要だと思っています。
“The Last Leg”という，チャンネル4で今一

番人気があるエンターテインメント番組がありま
すが，この番組の存在も大きいと思います。こ
の番組には2人の障害者のプレゼンターが出て
きます。障害者のプレゼンターを育成するプロ
ジェクトで発掘したアレックス・ブルーカー氏と，
コメディアンのアダム・ヒルズ氏です。2人がい
ろんな冗談を言って番組を進めます。番組では，
NHS（国民保健サービス）をトピックとして取り
上げていました。ブルーカー氏は障害がありま

すから入院することも多く，彼の実体験から伝
えることができました。そういう意味でも，障
害者であるがゆえの視点をクリエーティブに持
ち込むことができ，それは障害のない人だけで
は持てない視点です。

それから，スポーツ選手である障害者をどう
報道するのかは非常に難しい問題ですけれど
も，やはり障害者のアスリートと同じ目線で話
ができるということが重要だったと思っていま
す。そういう面で，制作側に障害者がいること
は極めて重要です。というのも，ストーリーを
決めるのは制作者なわけですから。

チャンネル4は2016年を「障害者年」とし，
せっかくの1年ですから，障害者を出演者として
番組に出すこと，そして制作側にも障害者を入
れることに取り組みました。リオ大会に向けて，
番組制作業務について，20人の新人向けトレー
ニングを行い，もう少し上の中級レベルの6人
には別途研修を積んでから制作に関わってもら
いました。

リオの現場では，制作サイドの60％が障害
のある人たちでした。もちろん働き方は変わり
ます。障害のある人たちを職場に受け入れるた
めの調整が必要ですが，周りの人たちも多くの
ことを学べたと思います。これは，共生社会に
つながることだと思うので，NHKでもぜひ生か
していただきたいと思います。

2016年が終わったら終わりということでは生
産的ではないので，これを継続的な取り組みに
しなければならない，“New Normal”にしたい
と。つまり，オンスクリーン（番組出演）でもオ
フスクリーン（番組制作）でも障害者がいること
を普通のことにしたいと考えました。出演側に
も制作側にも障害者を入れるということが，極
めて重要だと思っています。やはり，持続可能
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なキャリアにつながっていくということが重要で
す。「大会が終わったら終わり」では駄目です。
その意味でリオ大会に携わった人たちがまだプ
ロとしてやっているということを，本当にうれし
く思っています。ただ，幹部クラスにも，もっと
障害者を入れたいと思っていますが，そこはま
だ実現していません。

マセソンさんもおっしゃっていましたが，車い
すに乗っているだけで「選手ですか」と言われ
るみたいなこともあるんですね。そういうことも
解消していかなければなりません。障害者がテ
レビ番組で障害をさらけ出すと，恐怖心を持つ
視聴者もいるでしょう。“The Last Leg”という
番組は，あえて障害をさらけ出して，視聴者に
見慣れさせることによって，偏見を払しょくした
のです。つまり，公の場でオープンに議論する
ことによって理解を深める，ということが重要
です。最初はちょっと居心地が悪い議論になる
かもしれないけれども，それを積み重ねること
によってみんなが理解を深める，ということが
重要だと思っています。

それからチャンネル4は，障害者年アドバイ
ザーというポストを設けて，障害者を支援する
慈善団体とも連携しました。障害者の権利につ
いてよく言われることですが，障害のことを障
害者不在で議論するなということがあります。
障害者の経験を共有することが重要です。つま
り，人々の会話の中に障害者の視点を入れる
ということです。日本ではまだ実現していない
のかもしれませんが，私たちイギリスには障害
者に関する意識を高めるトレーニングというの
があります。職場の中でどうやって障害者を取
り込んでいくかを考え，居心地悪さを払しょく
していこうという取り組みです。

山田：放送業界全体で取り組んでいるとおっ
しゃいましたが，障害者を受け入れていくとい
うのは，どうしてもコストや時間がかかると思う
のです。業界全体としてそれを共有できたとい
うのは，何かあるんでしょうか。

ロウクリフ：イギリスだと障害者は全人口の
18％です。これは無視できない数です。やは
り放送事業者としては，障害のある人たちの
経験を放送に取り込んでいかなければなりま
せん。まずは，そんなに少数派ではありませ
んよということを認識すること。イギリスにお
いては，職場に障害者がアクセスできるように
するための，いろいろな資金的な支援もありま
すが，やはり知識を共有することが一番大事だ
と思います。慈善団体も巻き込んで，業界全
体で知識を共有する。これが，うまくいった鍵
だったと思います。

続いては，NHKが2018年からスタートさせ

た障害のあるリポーターについて，樋口副本

部長が説明した。

樋口：全国公募し，159人の中から3人を選び
ました。障害の種類や個性もさまざまで，そう
いう意味では幅を広げるということも意識しまし
た。3人ともメディアの仕事はまったく経験があ

NHK の障害のあるリポーター
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りませんし，パラアスリートでもありません。今
後の可能性，伸びしろということも考えました。

三上大
だいしん

進さんは，左手に障害があります。
英語が堪能で，ピョンチャンでは海外選手の
取材も担当しました。

後藤佑季さんは，現役の大学生です。両耳
がほとんど聞こえない聴覚障害で，人工内耳
を使っています。

千葉絵里菜さんは，脳性まひで電動車いす
を使っています。車いすユーザーの視点からの
取材もしています。

現在はそれぞれ担当する競技を決めて取材
をしており，後藤さんは中学から大学まで陸上
競技の経験があるので，陸上などを担当。千
葉さんは，自分と同じ脳性まひの選手が出場
するボッチャなどを担当しています。みな，自
分なりの視点を探して大会や合宿に通い，積
極的な取材をしています 12）。

3人を迎えて，周りのスタッフにも，これまで
なかった視点，気づきが生まれてきています。
千葉さんはピョンチャン大会がプライベートも
含め初めての海外渡航で，スタッフも電動車
いすのリポーターと海外取材，出張というのは
初めてでした。そこで，事前に現地のバリアフ
リー事情について，車いすに対応した車が確
保できるか，ソウルの空港からの移動ルート，
競技会場がバリアフリーになっているかなど，
1つ1つ確認を行いました。この作業を通じて，
スタッフの側も車いすユーザーの視点で考え
る経験ができました。実際に放送内容にも反
映され，リポートになったこともありますし，
職場や取材現場でどのような配慮をすればい
いのかをスタッフの側が考える機会にもなりま
した。

また，後藤さんは左耳に人工内耳をつけて

生活をしています。人工内耳は音を信号に変
え，脳につながる聴神経に直接送る仕組みに
なっていますが，何人かが同時に話しかけた
り周辺の音が大きかったりすると，音が混ざっ
てしまい，なかなか聞き取れないということに
なるそうです。そうした事態を防ぐために，後
藤さんは，囲み取材をするときは必ず選手が
人工内耳のある側になるようポジションを選
んだり，騒がしい場所では，指向性の強いIC
レコーダーをマイク代わりにして人工内耳とレ
コーダーのコードを直結し，聞きやすくなるよ
うにしたりしています。スタッフも，後藤さんと
職場で打ち合わせをするとき，同時に話さな
いようにしたり，口の動きが必ず見えるように
して話したりしています。

後藤さんと同じように外から見て分かりにくい
障害というのは，ほかにもたくさんありますし，
障害の内容や程度もさまざまです。そういった
方々にどんな配慮をすべきなのか，正直，まだ
1つ1つ試行錯誤している段階ですが，リポー
ターと一緒に働く環境ができたことで，スタッフ
も気づくということが増え始めています。リポー
ターが画面に出ることで視聴者の意識が変わ
ることを期待しましたが，職場の側にも変化が
出てきているというところです。

山田：そういう気づきが共有されて，これからも
広がっていくといいですね。　

マセソンさんは，ご自身で取材した経験もあ
りますが，障害者自身がプレゼンターやリポー
ターで伝えていくことについて，どう捉えてい
ますか。

マセソン：障害のある人だから入り込めるスペー
スがあるんですよね。私たちだから，切り込ん
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でいって笑いにできるし，選手たちも話をしや
すいだろうなと。バリアがないという状況で，
すごくいいんではないかと思いますね。その部
分に価値みたいなものを見いだしていただきた
いなと思います。

また，障害のある人を職場に受け入れると
きには，環境を整備しなければいけないとか，
面倒くさい，大変というイメージを持っている人
も多いと思うんですけれども，彼らがいるから
価値があるということを，放送ではもっと全面
的に出していただきたいなと思います。障害の
ある人たちが新しい価値観を持ってきてくれる，
ということが伝わったらいいなと。
「健常者」という言葉は嫌いですけど，分か

りやすく伝えるために使わせていただきます。
健常者の中に障害のある人が入って，「やっと
自分は認められた。ここで頑張っていこう」と
いうときに，本当だったらもう少し配慮があっ
たらうれしいのにということも我慢して，頑張
れる障害者みたいなのを演じちゃう人もいたり
します。ですから，周りに変わっていただきた
いと思うだけではなくて，当事者たちも，必要
なこと，伝えるべきことは伝えなければいけな
い。コミュニケーションがうまくとれるような，
対話が進むような，そういうことを促していく
必要性はすごくあると思います。

3.	2020を越えて

最後のパートでは，東京2020パラリンピッ

クの盛り上がりを一時的なものに終わらせず，

大会終了後も，放送が共生社会の進展に寄与

するためには何が必要なのか，パラリンピック

を越えて，放送のあり方を探った。

パラリンピックは障害者スポーツの祭典であ

るが，当然，障害者はスポーツ以外の場面に

も存在する。現在の日本では，放送に障害者

が出演する場合，障害に何か意味があること

がほとんどだが，イギリスでは，一般番組にも

さまざまな障害者が当たり前のように出演する

ようになっている。ロウクリフ氏には，その現

状や課題を，マセソン氏にはカナダの状況を

聞いた。

ロウクリフ：大事なのは，なぜ共生社会が重
要なのかを説明していくことです。チャンネル
4にとっては，社会の人々の視点を変え，共生
社会を実現するということがミッションの1つで
した。ITVは商業放送事業者です。株も上場
していますし，FTSE100 銘柄（上位100 銘柄）
の中にも入っています。あらゆる国民のための
放送として，テレビを通じて人々が集まる場を
提供しなければなりません。ITVは，障害者
に向けた特別な番組ではなく，通常の番組で
障害を取り上げていかなければならないと考え
ています。いくつかその事例を紹介します。

まずは，リー・リドリー氏です。脳性まひが
あり，コメディアンとしてのキャリアは長いの
ですが，音声シンセサイザーを使ってしか声を
出すことができません。彼は有名な“Britain’s 

リー・リドリー氏はこれまでの経験を本にまとめ出版
全国公演中（2019 年 5 月現在）
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Got Talent”（日本の『スター誕生』のような番
組）という，視聴者が投票する番組で優勝し
ました。

それから，俳優のジェイムズ・ムア氏です。
彼も脳性まひです。障害者だから俳優として成
功するなんて無理だと，自分でも思っていたそ
うですが，演技力を評価されて，若手育成の
劇団「ナショナル・ユース・ミュージック・シア
ター」に通い，エージェントを見つけ，ナショ
ナル・テレビジョン・アワードで新人賞を受賞
しました。放送事業者にはできることがあると
いうことです。

多様な人材をテレビに出すことができれば，
障害を抱えているほかの人たちが，自分にも
もっとやれることがあるのではないかと思うよ
うになります。これがとても大事です。ムア氏

がこういうことを言っていました。新人賞を受
賞したときに，障害者にとってこれがちょっと
でもプラスになれば，社会の多様性につながれ
ば，そしてオープンな社会につながればいい
と。まだ課題は多いですが，そこに向かって
着実な歩みを進めていると思います。

次に，すごい人気ドラマに出演している俳優
のチェリリー・ヒューストン氏です。エーラス・
ダンロス症候群でなかなか動けないのですが，
俳優業だけでなく障害者の芸術分野への進出
も積極的にサポートしています。

そしてワーウィック・デイヴィス氏です。映画
『ハリー・ポッター』にも出ていたので知ってい
る方もいらっしゃると思います。デイヴィス氏は
生まれたときから脊椎骨の発達不全で非常に
背が低く，番組に出るためにはセットの高さを
調整する必要があります。しかし，障害を隠す
ための調整ではないというところが重要です。
彼は障害を隠すつもりは全然なく，自分の障
害を誇りに思っているのです。

どのような課題が残っているのかという点で
は，まだ私たちは旅路の途中にあり，終着点に
は到達していません。いろいろな職場での調整
も必要です。適応もしていかなければなりませ
ん。そして，人々が障害についての会話を避け

ジェイムズ・ムア氏出演の人気ドラマ“Emmerdale” 
（1972年放送開始）

ワーウィック・デイヴィス氏出演のクイズ番組“Tenable”
（2016年放送開始）

チェリリー・ヒューストン氏出演の“Coronation Street”
ダウン症の俳優などさまざまな俳優がキャスティング

されている（1960 年放送開始）
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ないで済むようにしなければなりません。
チャンネル4では，慈善団体と連携し，すべ

ての障害に対して，それぞれどのような調整が
必要かについての資料を作成し，放送事業者
に配りました。これだけでいいというマニュア
ルではなく，少しでも参考になればということ
で。お互いのぎこちなさを排除することができ
れば，もっと職場に障害者を受け入れやすくな
るのではないかと考えたのです。

私たちテレビ放送事業者は，業界全体で障
害がある人たちがちゃんと出演しているかどう
かをチェックしていますが，出演者では6.8％，
制作側は4.5％にすぎず，まだまだ障害者を活
躍させていないということが分かっています。
障害者はマイノリティー，少数派ではありませ
ん。国連の推計によりますと，2050年までに
は世界に50 億人の障害者の方たちがいるだろ
うと言われています。だからマイノリティーでは
ないのです。そこをしっかりと捉えた放送をし
ていかなければなりません。

それともう1つ重要なのは，公表していない
障害者も大勢いるということです。障害者で
あることを公表すると，偏見を受けるのではと
思ってしまうのです。ちゃんと公表できるような
環境を整備していかなければなりません。それ
から，障害者としての経験をオープンに話せる
環境を整えていくことも極めて重要だというこ
とが，これまでの経験から分かっています。つ
まり，障害者なしの障害者の視点というのはあ
り得ないということです。

さらに，ビジネスとしても意味があることが
重要です。これは慈善活動ではなく，不可欠
な取り組みです。創造性のある番組制作のた
めにも，障害者を入れるということは重要です。
企業はダイバーシティーを向上させることによっ

て，財務上も，また番組制作上も大きな成功を
収めることができます。みんなが同じ考え方で
あったら新しいアイデアなど出てきません。い
ろんな経験，いろんな視点を持っている人た
ちがいて初めてイノベートする力を発揮できる，
創造性を発揮することができるのです。また，
障害者には年間2,490 億ポンドを消費する力が
あると言われていますが，経済学的にも障害者
は社会の中で極めて重要な役割を果たしてい
るということを，認識しなければなりません。

元イギリス海兵隊員でパラリンピックの選手
を経て，最終的にはプレゼンターも務めたJ・J・
チャルマーズ氏が放送事業者の役割について，
非常に示唆に富んだコメントをしています。「テ
レビで障害をみんなが目にすることが大事だ。
車いすだろうが，四肢の障害があろうが，み
んな同じ人間としてテレビの画面に出る，これ
が大事なのだ」と。

マセソン：カナダでもテレビコマーシャルなどい
ろんなところに，メインキャストではないけれ
ど，障害のある人たちが登場したりするんです
ね。当たり前にいるということが普通にあるの
で，日本に追いついてほしいなと思いながら，
いつも見ています。
“The Magic School Bus”という，子ども向

けアニメーションの長寿番組があります。その
番組にMikeyという名前の車いすの男の子が
出てきます。機械にすごく詳しくて，コンピュー
ターに関することなどで問題があると，呼べば
解決してくれます。このMikeyを知っている私
の息子のお友達が，うちに遊びに来るたび，壊
れたものをいっぱい持ってくるんですよ。最初，
意味が分からなかったんですけど，そのお友
達は，車いすに乗っている人たちはみんなそう
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いうパワーがあると思って，直してくれると思っ
ていたそうです。そんなかわいらしいエピソー
ドがあります。障害のある人たちはかわいそう，
大変そう，ではないイメージを，固定観念や先
入観がない子どもたちに，いかに当たり前に見
せていくかがすごく大事だなと，子育てしなが
ら痛感しています。

ロウクリフ氏が述べたように，イギリスの放

送業界では，試行錯誤をしつつ，障害者がい

ることが新たな常識だという“New Normal”

実現への取り組みが進んでいる。

また，マセソン氏の発言にあったように，カ

ナダでもCMや子ども向けのアニメーションに

当たり前に障害者が登場している。ちなみに

“The Magic School Bus”では，Mikeyの障

害については何も説明されておらず，障害に意

味を持たせていないことが分かる。

一方，NHKではパラリンピック関連以外の

一般番組に障害者が登場する例がどの程度あ

るのか，樋口副本部長が報告した。

樋口：まずは2018年度に放送した朝ドラの『半
分，青い。』です。主人公は左耳が聞こえない
という設定でした。番組のチーフ・プロデュー
サーは「ハンディキャップをことさら強調する
のではなく，あくまでもさりげなく，本人にとっ
て聞こえにくいことが日常になっているように
描くよう気をつけた」と言っていました。

ほかにも，Eテレでは子どもたちに多様性に
ついて考え，知るきっかけになる取り組みを続
けています。『ストレッチマン』は20年以上続
いている長寿番組で，特別支援学校の先生や
子どもたちが出演し，車いすのストレッチマン
も登場しています。2019年度からは，2020も

見据えて，2つの新番組をスタートさせました。
アニメ『キャラとおたまじゃくし島』は，ストー
リーの中に手話が使われています。『u＆i』は
多様性への理解を深めようという子ども番組
で，発達障害のクラスメートが登場します。そ
して，車いすの人はどんなことを考えているん
だろうといったことがテーマになっています。

先ほど紹介した障害のあるリポーターが，一
般の番組に出ることによって，思わぬ反応が
あった例もあります。三上大進さんは以前，化
粧品メーカーのマーケティングの仕事をしてい
たので，その経験を生かして，『あさイチ』で
何度かメイクとかネイルの話題のリポートをして
います。実用的だということで女性の方に評判
がいいんですが，もう1つ，同じような障害の
ある子どものお母さんたちからファックスやメー
ルをいただきました。「見た目の障害があって
もテレビに出る仕事ができるんだと，勇気づけ
られた」とか，「手を隠さずに普通に出てくだ
さると，当たり前のように，受け入れてくれる
人がきっと増えると思ってうれしかった」。こん
な内容でした。また，三上さんが出演した際
に，同じような障害がある娘さんを産んだばか
りだというお母さんから，「娘は普通とは違う個
性で生まれてきたので，本人が将来つらいこと

『あさイチ』2019 年 1月 29 日放送
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や傷つくことがあるのではと不安に思っていま
した。三上さんの出演を見て勇気が出てきまし
た」というメッセージをいただきました。実は，
こういう反応はあまり想像していませんでした。
障害のあるリポーターが画面に自然な形で出て
くる，それが画面の中に自然に溶け込んでいる
のがやはり大切なんだなということを，私自身
も改めて感じました。

シンポジウムを通し，障害者を含めてさまざ

まな人がそこにいることに気づき，交じり合う

ことから，互いを尊重する「心のバリアフリー」

が生まれ，それが，周囲の人たちや社会に相

互に影響を与える共生社会につながることが

示唆された。

最後に，東京2020パラリンピックが迫る

中，共生社会実現に向けた放送の役割につい

て述べてもらった。

マセソン：パラリンピック放送はもちろん大事で
すが，私はパラリンピック大会終了後の放送の
あり方が大切だと思っています。

インクルーシブな社会は，今から始めて来
年までにできあがるとは思っていません。大人
にも期待はしているんですけれども，子どもた
ちの，少しずつ醸成されていったマインドが，
少しずつ社会を変えていくと思います。大会を
きっかけに始めたこと，大会がきっかけになっ
てまかれた種が，枯れずにそのまま木になり，
そして実がなるぐらい，そういうところまでずっ
と，始めたことを続けていただきたいと思って
います。

ロウクリフ：自国開催というのはたぶん人が生
きている間にせいぜい1回あるかないかで，2

回もないと思います。ですので，NHKにとって
はこれほど素晴らしいチャンスはないと思いま
す。NHKには変革を引っ張っていただきたい
と思っています。さらに，これまでの変化のス
ピードを加速させてほしいと思います。みなさ
んがなさることが世界にインパクトを及ぼしま
す。日本の放送業界全体にもインパクトを与え
るでしょうから，楽しみに見ています。

樋口：われわれにとっては，まずは2020をどう
するか，パラアスリートを通して障害のある人
に関心や注目が大変集まる絶好の機会でもあ
るので，その機会をどう生かしきるか。見たい
という雰囲気をどうつくっていくのかだと思って
います。

そのために，NHKとして重要だと考えてい
ることが3つあります。1つ目は，パラスポーツ
の競技中継，ニュースを充実させていく。2つ
目は，多様な番組の中で，いろんな形でパラス
ポーツを取り上げていく取り組みを進めていき
たい。3つ目は，パラリンピックは縁遠いという
方に身近に感じていただけるような，イベントと
か，アニメとか，そういったプロモーションも含
めて進めていきたいと思っています。

選手のパラアスリートとしての側面を伝えて
いくのはもちろんのこと，選手の人生や取り巻
く環境を丁寧に描いていくことも大事だと思っ
ています。パラスポーツをより深く理解していた
だくには，選手のプロフィールをきちんと知っ
てもらうことが大事だと思いますし，そのこと
が結果的には障害のある方に対する理解を深
めることにもつながると思っています。当然の
ことながら日本のメダルということに関心，注
目も集まるでしょうし，放送でも，やはり関心
を高めるためにはメダルは大事なことだと思っ
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ています。ただ，それだけではないということ
も伝えたい。リオ大会の卓球で，口にラケット
をくわえてプレーしたエジプトの選手が非常に
印象的でしたが，彼にもいろいろな背景がある
と思います。選手の背景にはその国の社会制
度や環境もあるでしょう。海外から本当にたく
さんの選手が参加するのですから，そういうこ
とも含めて伝えていく。パラリンピックは，いわ
ば多様性そのものなので，そこをしっかりと目
に見える形で伝える放送にしていきたいと思っ
ています。それが結果としてレガシーにもつな
がればと。そういうことを実現したいと考えて
います。

おわりに

シンポジウムで，パラリンピックを契機として
放送事業者が取り組んでいること，そしてそれ
がどのように共生社会につながり得るのかを考
えた。

スポーツも放送も，何となく人の心に飛び込
んできて，人の心を動かす。最先端の技術が
駆使されているが，どこか人間くさい。だから
こそ，共生社会の実現という，どこまでも人
間が中心のテーマを訴えていく力があるように
思う。

自国開催のパラリンピックをNHKは絶好の
機会と捉えており，民放その他のメディアも含
めてパラアスリートの活躍が，多く伝えられる。
そして，パラリンピックは「スポーツ」として認識
され，人々は「選手の頑張りに感動」する。「障
害者だってこんなにできる，輝いている」という
ことを目の前にし，「かわいそうな障害者」とい
う根深い先入観を取り払っていくだろう。しか
し，それは共生社会への入り口にすぎない。

パラリンピックでの障害者の姿は，一握りの
特別なアスリートの，それも研ぎ澄まされた瞬
間のものである。競技対象の障害は限られ，
聴覚障害，内部障害，精神障害などは含まれ
ない。パラリンピックで伝えられるのは，障害
者のほんの一部の姿にすぎないのだ。

それぞれの法制度，社会状況等の背景もあ
るが，ロンドン大会後，イギリスでは多様性
への取り組みがパラリンピック放送を担当した
チャンネル4から，BBCやITVなどほかの放
送事業者にも波及し，障害者が番組の出演者
にも制作者にもいるのが当たり前で，それが

“New Normal”だという。カナダでは障害
者が障害を意識しないで済む社会環境が形
成されている。

日本でも，障害者の生活のしづらさは社会
に存在するバリアに原因があるとする，障害
の社会モデルの考え方が法令に採用され，障
害者差別解消法は具体的な場面での「合理的
配慮」を求めている。こうした具体的な配慮を
考えるには，お互いを尊重しながらオープンに
議論できる場の形成が必要であるし，多様な
事例の蓄積が必要であろう。

そうした意味で，パラリンピックを契機に，
障害のあるリポーターなどが放送現場に入るこ
とで，職場のスタッフに具体的な気づきがあり，
職場の認識が変わっていくことの重要性を改め
て指摘したい。放送事業者自身に起きる変化
のレガシーが，番組制作に反映され，多様な
障害者像をいろいろな番組でアウトプットする
土壌となるのではないかと期待している。

シンポジウムを終えて感じていることの1つ
が，今回取り上げた，番組制作に関わる障害
者もまた，アスリートと同じようにある意味で

「能力のある障害者」だということである。参
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加者の1人から，シンポジウムで取り上げた障
害者が登場する一般番組でも，コンピューター
が得意といった能力がある例が多かったとの指
摘があった。番組での関心が「障害」ではなく
1人の人にある例として取り上げたものだが，社
会に役立つ障害者だけが受け入れられる，と
いうメッセージにもつながりかねないことに留
意が必要である。求められる共生社会は，何
ができるかに関係なく，1人1人が認め合い，
尊重される社会だ。

障害者の多様性を伝えることは，一朝一夕
に進むものではなく，まさにパラリンピックはそ
の契機であり，それからの長く継続した取り組
みが必要だと改めて実感する。今回の司会は，
自身も障害者ということで山田が務めたが，シ
ンポジウム自体は，この問題に重要性を見いだ
し，主に海外を担当した中村美子，渡辺誓司，
国内を担当した大野敏明，越智慎司，山田の
チームで取り組んだ。障害のことを，考え，議
論し，課題を共有できたことの意義は大きい。
「放送」の重要な要素として多様な情報の提

供，そして議題設定機能がある。パラリンピッ
クの自国開催を契機として，放送が障害者の
多様な姿をどのように伝え，どのような議題と
して提供していくのか，そして障害者も含めた
視聴者がその放送をどのように受け止め，社会
はどのように変化していくのだろうか。今後も
継続して確認していきたい。

（やまだ きよし/なかむら よしこ/わたなべ せいじ/
おち しんじ/おおの としあき※）

※現在は，NHKエデュケーショナル所属

注：
 1） 2012年ロンドン大会からパラリンピック放送を

行っているチャンネル4は，公共事業体であるが，
広告によって運営されている。

 2） https://www.youtube.com/watch?v=tuAPPeRg
  3Nw
 3） https://www.youtube.com/watch?v=Y76hS

xoxClg
 4） https://education.tokyo2020.org/jp/teach/texts/
  iampossible/
 5） https://www.nhk.or.jp/anime/anipara/
 6） https://www.nhk.or.jp/tokyo2020/
 7） 原美和子・斉藤孝信（2018）「2020年東京オリ

ンピック・パラリンピックへの期待と意識～
2018年3月東京オリンピック・パラリンピッ
クに関する世論調査から～」『放送研究と調査』
2018年11月号P37　
https://www.nhk.or.jp/bunken/research/
yoron/20181101_7.html

 8） 山田潔・大野敏明（2018）「パラリンピック放
送に対する障害者の声～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～」『放送
研究と調査』2018年11月号P69
https://www.nhk.or.jp/bunken/research/
domestic/20181101_6.html

 9） 中村美子・渡辺誓司（2019）「共生社会への変
革と放送の果たす役割―東京2020パラリン
ピックを越えて―」『NHK放送文化研究所年報
2019』

 10） 「プレゼンター」は，日本では「キャスター」と
呼ばれる，番組の進行役である。

 11） 2018年4月に行ったチャンネル4への取材で入手
した“Channel 4 The London 2012 Paralympic 
Games, A Proposal by Channel 4”からまとめた。

 12） https ://www.nhk .or . jp/tokyo2020/f i l l_
stadium/reporter/


