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パラリンピック・ストーリー ～東京2020大会に向けて～　　　  

【 第 1 回 】

パラリンピアン “壁をこわす力”
メディア研究部   中村美子/ 渡辺誓司 　

 連載の開始にあたって
　　　　　

東京2020パラリンピック競技大会（以下，
東京2020大会）まで1年を切った。東京オ
リンピック･パラリンピック競技大会組織委
員会は，東京2020大会1年前セレモニー・
イベントとして「1 Year to Go!」を2019年8
月25日に開催するなど，パラリンピック・
イヤーに向けて，開幕への機運が高まって
いる。

NHK放 送文化 研 究 所では2016年に，
東京2020大会に向けて，パラリンピック
と放送に関する調査研究を開始した。IPC

（International Paralympic Committee）
はパラリンピック大会を，障害者スポーツの
祭典という範

はんちゅう

疇を越えて，「パラスポーツを
通じて，よりインクルーシブな社会（障がい
者も健常者も共に生きる社会）を創出する」
社会変革運動ととらえている1）。筆者らは，
このIPCのビジョンの実現に貢献する放送
の役割を調査研究のテーマとした。そして，
2016年リオ大会のパラリンピック放送につい
て日本のNHKとイギリスのチャンネル4の
放送を分析し，さらにイギリス，デンマー
ク，ドイツのパラリンピック放送へのアプ
ローチについて，現地で聞き取り調査を行っ

て，その成果を報告した（中村，渡辺 2017
年，2019年）2）。

これらの調査研究を通じて，筆者らはパ
ラリンピック大会の自国開催が，共生社会
への変革運動の貴重な機会となり，そして
放送関係者の意識改革が放送を通じて人々
の意識改革につながる，と確信している。

これまでの研究報告では，各国で行った
インタビューのすべての声や思いを伝えるこ
とができなかった。パラリンピック放送の関
係者が，異なる立場からパラリンピック放送
を通じて個人や社会がポジティブに変化する
ことを語っている。そこで，それぞれの発
言を次の4回シリーズで紹介する。

第1回はイギリス，デンマーク，ドイツの
各国を代表する3人のパラリンピアン，第2
回はテレビ局の経営の立場から，イギリス
の商業テレビITVのアディ・ロウクリフ氏，
第 3回は，東京 2020 大会まで連続してイ
ギリスのパラリンピック放送の番組制作を
担当するアンディー・スティーブンソン氏，
そして最終回となる第 4回は，元パラリン
ピアンで現在，共生社会に向けた啓もう活
動を担うIOC・IPC 教育委員のマセソン美
希氏の声を，インタビュー形式で伝えるこ
ととする。



3SEPTEMBER 2019

 水泳が私を変えた

キャシュモア氏へのインタビューはロンドン

で行ったが，その日は4月としては気温が高く，

夏を思わせる日ざしだった。インタビューのあ

とにトレーニングに出かけるということで，彼

女はスポーツリュックを背にＴシャツ姿で現れ

た。白い半袖からのぞく左腕の障害は，生ま

れたときからのものだという。

　
10代にもなると自分の容姿が気になりだしま

すが，私は人前に出ることがいやでたまりませ
んでした。左腕が短いことを隠すために，ス
カーフのようなもので腕を覆うこともありました。
周りには私のような障害のある人は誰もいませ
んでしたし，私は独りぼっちでした。こんな私
のことを好きになってくれる人なんていないよう
に思っていました。障害があって成功したとい
う人の話は聞いたことがなく，手本となってくれ
るようなロールモデルもありませんでした。

けれど，そんな私の人生を変えてくれたのが
水泳でした。泳ぐことが，私を自信のある人間
にしてくれたのです。水着姿ではすべてがさら
け出されてしまうからです。水着は私の左腕を
隠してくれません。障害者の水泳大会にも出る

ようになりましたが，そこには，自分に障害が
あることに後ろ向きでない10 代の選手が何人
もいました。水泳を通して，私の中にあった左
腕の障害に対するわだかまりは次第に薄れてい
きました。

イギリスでは，障害者を目の前にすると後ろ
めたさや居心地の悪さを感じてしまう人がまだ
たくさんいます。障害が扱いづらいテーマでな
くなったときに初めて，障害を話題にする必要
もなくなるでしょう。そこにたどりつくには，乗
り越えなければならない壁がたくさんあります。
私のような，障害のあるアスリートが社会に向
けてメッセージを発信することで，障害に対す
るステレオタイプな反応やタブーが打ち破られ
ることを期待しています。

私の誇り：チャンネル 4 の
　　　　 “Meet the Superhumans”

ロンドン大会でパラリンピック放送を初めて

担当したチャンネル4は，そのキャンペーン映

像として “Meet the Superhumans”（超人たち

を見逃すな）を制作した。イギリスのパラリンピ

アンが登場し，懸命にトレーニングに打ち込む

姿やその鍛え抜かれた肉体が，スタイリッシュ

イギリスのトライアスロンの選手であるクレア・キャシュモア氏（31
歳）は，16歳のときに競泳の選手として初めて出場したアテネ大会か
ら，北京，ロンドン，リオと4大会連続してパラリンピックに出場した。
パラリンピックの競泳種目で合わせて8個のメダル（金1，銀3，銅4）
を獲得している。

リオ大会後に競泳からトライアスロンに転向し，東京2020大会へ
の出場を目指している。彼女の金メダルはリオ大会の4×100mメド
レーリレーによるものだが，今度は個人種目での金メダル獲得を目標
にしてトレーニングを続けている。

ロンドンパラリンピックが与えてくれた宝物
クレア・キャシュモア（イギリス）
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に映し出されている。この1分30秒の映像は，

チャンネル4をはじめイギリス国内の78のテレ

ビチャンネルで放送され，YouTubeなどネット上

でも公開された。チャンネル4の調査によると国

民の86％が視聴したという。キャシュモア氏は

映像に登場する選手の1人に抜
ばってき

擢された。

私は，ロンドン大会のSuperhumansのキャ 
ンペーンから，人々の障害者への態度に変化
があったと感じています。それまで障害者のア
スリートがスーパーヒューマン，超人と呼ばれ
たことはありませんでした。“Meet the Super-
humans”は，障害の有無に関係なく，人々が
そうありたいというロールモデルを作ったのだと
思います。映像に登場しているのは私たちです
が，障害があろうとなかろうと，「スポーツに優
れていて，そうありたいと願っている」という意
味でのスーパーヒューマンです。見る人に，障

害者だからという押しつけがましさを感じさせ
ることなくスーパーヒューマンという言葉が使わ
れ，それが受け入れられたということでしょう。

私は2004年のアテネ大会からパラリンピック
に出場していますが，イギリスではロンドン大
会までパラリンピックの存在はそれほど知られ
ていませんでした。私がチャンネル4に協力し
たのは，パラリンピックがどんなにすばらしいも
のなのか，広く知ってほしかったからです。ロン
ドン大会以前のパラリンピックの放送はBBCが
担当していましたが，オリンピックの放送も担当
していたBBCが重視し注力しているのはオリン
ピックであって，パラリンピックの放送はオリン
ピックの最後にある添え物のようなものでした。
一方，チャンネル4はこれまでにないパラリン
ピック放送を目指していて，すべての時間とエ
ネルギーがパラリンピック放送に注がれました。
ロンドン大会では“Meet the Superhumans”
の映像を通して大きなキャンペーンが行われま
したが，そこに私や仲間のアスリートが参加で
きたことを誇りに思っています。

また，このキャンペーンがロンドン大会の開
催前に行われたことも大きかったですね。キャ
ンペーンはできるだけ早く始めたほうが効果的
です。大会の前に選手の名前や顔が知られる
ようになるからです。それまではどんなに優秀
なパラリンピアンでも，街で声をかけられるこ
とはほとんどありませんでした。

ロンドン大会の放送が成功し，子どもたち
に向けて学校で講演をする機会が多くなりま
した。以前は誰もパラリンピアンの名前を挙げ
ることができませんでしたが，今は子どもたち
のほうから「ジョニー・ピーコック選手 3）に会っ
たことある? エリー・シモンズ選手 4）は? ハン
ナ・コックロフト選手 5）は?」などと，何人もの

チャンネル４の “Meet the Superhumans” から
上：右から3人目がキャシュモア氏
下：撮影はカメラも照明も大がかりなもので，キャシュモア氏は

驚いたという
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選手について質問をしてきます。
これがテレビの力だと思います。人々はパラ

リンピアンのことを知りたいと思うようになった
のです。そしてもちろんそれは，パラリンピック
への関心を高めることにもなりました。ロンドン
大会を経て，パラリンピックは障害のある選手
が出場するパワフルな競技大会として知られる
ようになりました。私たちには障害があります
が，世界で最高の競技をする優れたアスリート
として競技に挑む姿が期待されているというこ
とです。私はそのことにアスリートとして，そし
てパラリンピアンとして誇りを持っています。私
自身がロールモデルになったのです。

テレビにもっと多様な人を !

チャンネル4はロンドン大会で，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 6）を登場させた。彼らは，チャンネル4が

行った全国公募に応募し，ボイストレーニン

グやリポート作成などの研修を経て，プレゼン

ターとしてデビューした。チャンネル4の調査

では，障害者のプレゼンターを7割以上の視

聴者が評価した。ロンドン大会以降，チャン

ネル4のパラリンピック放送には必ず障害者の

プレゼンターが起用されている。

　
障害者スポーツがテレビで取り上げられるの

はうれしいことですが，以前は必ずしも障害
者スポーツを理解していない解説者やリポー
ター，スタッフが少なくなく，私たちの間でも
批判がありました。求められるのは，障害者ス
ポーツに情熱があり，知りたい，理解したいと
いう人なのです。

チャンネル4のパラリンピック放送が優れてい

ることの 1つは，
障害者のプレゼン
ターやリポーター
が登場していたこ
とです。チャンネ
ル4は，パラリン
ピック放送だけで
なくほかの番組に
おいても，コメンテーターやリポーターなどさ
まざまな役割で障害者を起用しています。こ
れは本当にすばらしいことです。

チャンネル4だけでなくほかの放送局の一
般番組でも，障害のある人の出演が見られま
す。例えば，BBCの幼児向けテレビチャンネル
CBeebies7）には片腕の少女が出ている子ども
向け番組がありますし，ダウン症の俳優が出
演している人気ドラマの“Coronation Street”

（ITV）8）などもあります。ただ，まだ十分では
ありません。それに，ドラマなどに障害のある
登場人物が設定されていても，障害者でない
俳優が演じているということもよく見かけます。

けれど，私たちはこのままではいられません。
障害のある人がテレビの画面に登場すること
で，彼らは同じ障害者にとってはもちろんのこ
と，ほかの誰にとってもロールモデルになりう
ると思います。それは誰もが等しく活躍する機
会を手にし，活躍することができる共生社会を
実現することにつながっています。日本でどう
なのかはわかりませんが，テレビにはもっと多
様な人が出なければならないと考えています。

子どもたちが希望を持って進めるように

キャシュモア氏は，イギリス国内のパラリ

ンピックを目指す選手の育成や強化を進める
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英国パラリンピック協会（British Paralympic 

Association）に所属し，社会変革運動として

のパラリンピックをどのように前進させていく

のかについて，現役選手の立場から議論に参

加している。また，彼女よりも若い障害者アス

リートのサポートも行っている。

パラリンピックはすばらしいスポーツイベント
ですが，夏季大会のみに出場する私にとって
は4年に1回の大会です。大会をどんなに盛り
上げても4年という間隔は長く，人々から忘れ
られてしまうかもしれません。私が危惧するの
は，放送やほかのメディアで障害者スポーツが
取り上げられないと次の4年の間に後戻りして
しまうのではないか，ということです。その歩
みを続けていくためには，継続して人々の関心
をかき立てる必要があります。ロンドン大会を
きっかけに私たちは前進したのですから，後戻
りはできません。例えば，チャンネル4のような
放送をはじめ，ソーシャルメディアもこの運動
を向上させてくれていると思います。多様なメ
ディアのチャンネルを最大限に活用することが，
大きな力になってくれるでしょう。メディアには，
継続的な発信をお願いしたいと思います。

私たちが幸運だったのは，パラリンピックが
イギリス国内で開催されたこと，そしてそれが
私たちの背中を押してくれたことです。もちろ
ん，自国開催ということで選手はより厳しい目
で見られたと思います。国内の誰もが，時差が
なくオンタイムで競技が見られたのですから。
障害に対する好奇心から大会を見るということ
もあったかもしれませんが，Superhumansの
キャンペーンが知れ渡ったことで，障害にでは
なく純粋にアスリートとしての競技に注目がい
くようになりました。それは，イギリスが私た

ちのことを誇りに思っているように感じさせてく
れました。国中が私たちのことを「等しく同じ
存在（an equal）」として認めてくれたように思
います。だから，私はアスリートとして誇りを持
ち，障害があることを含め，ありのままの私で
いることに自信を持っています。ロンドン大会
が私たちにそうであったように，東京2020大
会は日本の障害者アスリートにとっても自分に
自信を持つ大きなきっかけになることでしょう。

私がいちばん大切に思っているのは，次の
世代を担う子どもたちのことです。例えば，

“Meet the Superhumans”を見たある少年
は，私に「僕もスーパーヒューマンになりたい」
と言ってくれました。彼は私と違って障害はな
かったのですが，彼の希望は障害があるスー
パーヒューマンになることであり，障害があるこ
とはタブーではなかったのです。子どもは，障
害に対して大人が感じるような気まずさは感じ
ません。だからこそ，私は学校で子どもたちに
講演を行っているのです。私は彼らに，自分た
ちは何でもできるという希望を持ってもらいた
いと思っています。これから彼らの行く手には
困難が立ちふさがることがあるでしょうし，「お
前はだめだ」といった否定的な言葉をかける人
も現れるでしょう。子どもたちには，私が打ち
勝たなければならなかった障害についてだけで
なく，特に失敗したことと，それがどのように
今の自分に結びついたかについて語っていま
す。自分に自信を持ってほしいからです。「彼
女は自分が完全ではないことを語っていた。
彼女は片腕しかない。でも彼女は達成したの
だ。自分にだってできる!」と。それが私から
子どもたちへの贈り物なのです。

（2018年4月20日，イギリス ロンドン）
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パラリンピック放送は
     障害者スポーツの認知度を上げた

デンマークのパラリンピック大会の放送は従

来から公共放送DR（Danmarks Radio）が行っ

ている。その放送時間は2012年ロンドン大会

から劇的に増加した。2016年リオ大会でロー

ゼンマイヤー選手が優勝した決勝戦のライブ中

継は，日中の時間帯にもかかわらず，国民の5

分の1が視聴した。放送の準備段階では，DR

と障害者スポーツ連盟は何度も会議を持ち，

放送すべき競技やデンマークを含め北欧諸国

の有力選手などについて協議した。

取材にあたり，イギリスのチャンネル4の視

聴促進キャンペーンの映像や中継放送の合間

に放送された選手紹介のビデオを見ながら，パ

ラリンピック放送へのアプローチについて意見

を聞いた。

デンマークでは，2008年の北京大会は1日
1時間半のハイライト放送しかありませんでした

が，2012年ロンドン大会は大会期間を通じて
70時間，そして2016年リオ大会は時差がある
にもかかわらず合計 92時間放送しました。お
かげで，障害者スポーツに多くの人の注目が集
まり，障害者アスリートと障害者スポーツ連盟
の認知度も大きく上がりました。

イギリスのチャンネル4がパラリンピック放送
で“障害を見せることを躊

ちゅうちょ

躇しない，障害につ
いて語ることを躊躇しない”というビジョンを
持っていたことに，とても刺激を受けました。
しかし，チャンネル4と同じビジョンや戦略を
持っていたとしても，DRがパラリンピック放送
に割り当てる予算規模はとても小さく，チャン
ネル4が展開した“Meet the Superhumans”
のような視聴促進キャンペーンを行うことは難
しいでしょう。あのビデオにかけた費用はDR
の予算全体よりも大きいと思います。しかし，
パラリンピック放送そのものについて，スポー
ツを見せたい，障害者アスリートを見せたい，
そしてそれによって，デンマーク国内の障害者
が見本とするようなロールモデルを得る，とい

ピーター・ローゼンマイヤー氏（35歳）は，デンマークを代表するパラ
リンピアンの1人で，卓球立位T6で2012年ロンドン大会で銅メダル，
2016年リオ大会で金メダルを獲得した。パラ卓球は，座位（車いす利
用，T1～T5）と立位（T6～T10）のクラス分けがあり，数字が小さくな
るにつれ，障害が重くなる。ローゼンマイヤー氏は幼いころからさまざま
なスポーツに挑戦してきたが，1997年から本格的に卓球に打ち込み始
めた。現在，デンマークの障害者スポーツ連盟（Parasport Danmark）
で広報渉外の仕事をしながら練習を続けている。

デンマークでは，1971年に全国レベルで障害者向けスポーツの組
織化が始まり，2019年現在，障害者スポーツ連盟には全国の450の
クラブから1万2,300人が会員登録している。2016年リオ大会には
20人の選手が派遣されたが，東京2020大会には30人に増えると期
待され，障害者スポーツが盛り上がりを見せている。

失敗するために生まれ，成功するために生きる
ピーター・ローゼンマイヤー（デンマーク）
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う共通理解がありますから，そのためにできる
だけ多くの人たちが視聴するようにするという
目標を持つことは可能だと思います。

障害者アスリートだけが持つダイヤモンド

NHKがパラリンピックをオリンピックと同じ

規模で放送したのは，2016年リオ大会が初め

てだった。その際，オリンピックの選手と同じ

ようにパラリンピアンの優れたスポーツ能力に

焦点を当てた客観的な放送に努めたが，NHK

は東京2020大会では，活躍が期待される選

手について，選手がパラリンピック大会の舞台

に立つまでの背景を視聴者に伝えようと考えて

いる。

パラリンピアンのスポーツの能力と個人的な
背景の2つの面を放送の柱にすることは，とて
も重要なことだと思います。オリンピックとパラ
リンピックの違いは何でしょうか。両方とも優
れたスポーツの実演ですが，オリンピックでは
もっと高いレベルで演じられます。スポーツと
いう観点では，障害があるのですからオリン
ピックと対等に競うことはできません。両者の
違いは，パラリンピアンには障害にもかかわら
ず競争に参加し，目標を達成するまでの背景
に物語があることです。これこそ，オリンピッ
クの選手にはない私たちの特別なダイヤモンド
です。

私は，デンマークのオールボー（デンマーク
北部）で生まれ，ハドシュンという小さな町で
育ちました。生まれたときに，両腕に障害があ
り，右足は半分ありませんでした。生まれたと
きの私の写真を見れば，ほとんどの人がかわ
いそうに，この子は苦難の人生を送るだろうと

思うでしょう。私
の両親も，非常に
落胆したでしょう。

「学校には行ける
のだろうか」「ほか
の子どもと一緒に
遊べるだろうか」

「自動車を運転で
きるようになるだろうか」「就職できるだろうか」

「結婚できるだろうか」と，私の10年後，20年
後の姿を思い，自問自答したと思います。しか
しその心配は無用でした。私は強い家族の支
えがあり，挑戦すれば何事もできるという考え
を持ち続けたことで，これらの課題をすべて成
し遂げました。

私の話に見出しをつけるとしたら，「失敗する
ために生まれ，成功するために生きる（born to 
fail, live to succeed）」です。この言葉は私の
人生をとてもうまく言い当てていると思います。

個人的には，優れたアスリートとしての自分
を見てもらいたい。しかし，パラリンピック放
送に対し視聴者の関心を高め，より多くの視
聴者に見てもらうという戦略があるのなら，こ
うした私自身の背景を放送のパッケージに含め
る必要があると思いますし，そうしたいと思い
ます。

パラリンピックキャンペーンの難しさ

イギリスのチャンネル4が行った視聴促進

キャンペーンはYouTubeでも公開されたことか

ら，世界中の放送事業者や人々の注目を集め

た。チャンネル4の2016年リオ大会に向けた

“Yes I Can”は，パラリンピアンだけでなく，

日常生活をはつらつと送る普通の障害者を登
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場させたが，これには一部の障害者から批判

の声が上がった。

もし，障害者を何でもできるかのように非常
に力強く見せたり，「できる（yes we can do 
it）」と伝えるだけだったりすると，現実とは反
対の「できないことは何もない」という側に障
害者を追いやります。そして，周囲の人が「テ
レビでできると言っているのに，なんでできな
いの」と言い始めるかもしれません。車いすか
ら立ち上がって，自分でトイレに行きなさい，
と。そういう面はあると思います。

ここデンマークでも，同じような経験をしま
した。障害者スポーツ連盟は2017年9月に，

“How hard can it be”（どこが大変なの，そん
なの簡単でしょ）というキャンペーンを行いまし
た。障害のある人たちにスポーツに参加しても
らおうという試みでした。ほとんどの人たちは，
このキャンペーンを前向きに受け止めましたが，
おそらく5％ぐらいの人たちが「どうしてこんな
キャンペーンをするのか。私たちにとってはとて
も大変なことで，侮辱されているように感じる」
と思ったようです。ですから，いつでもこうい
う反応はあると思います。不快に思う人が常に
いると思います。障害者をテレビで描くという
ことは，こういうキャンペーンのほうが難しいと
思います。

進まぬ障害者のテレビ出演とその壁

イギリスでは自国開催の2012年ロンドン大

会を契機に，テレビに出演することやテレビの

裏側で働く障害者の数を増やすことをテレビ業

界全体で進めている。筆者らは，テレビに障

害者が出るという日常性が重要で，それが共生

社会の実現につながると確信している。しかし，

デンマークではどうだろうか。DRに話を聞いた

際，「障害者とテレビ放送」という問いは，ま

ず字幕や手話などの視聴覚サービスや障害者

向け番組に関することだと受け止められた。

障害者が登場するテレビ番組は決まって障
害をテーマにした番組です。単発では，クイズ
番組やスポーツをテーマにしたスタジオトーク
番組などが放送されるようになり，前に比べれ
ば障害者のテレビ出演は増えたと評価する人も
いますが，私はそう思っていません。

例えば，障害のある生物学の専門家が登場
することはまったくありません。腕のない司会者
もいません。障害のあるニュースキャスターもい
ません。このことについてテレビ局と話したこ
とがありますが，障害者でかつ専門能力を持つ
ような人材が事実上いないから選択肢はない，
と彼らは答えます。

テレビ番組に専門家を採用する場合，まず
男女というジェンダーの平等についてはよく理
解されています。しかし，障害のある生物学者
を見つけようとすると，ほとんど不可能かもし
れない。つまり，障害があり，非常に高学歴と
いう人が少ない，という人材の問題にぶつかり
ます。

デンマークには，医療システムなど，誰もが
住みやすくなるようなさまざまな支援がありま
す。障害がある場合，障害という理由で追加
の費用がかからないような保障があります。例
えば，私が店でジャケットを購入する場合，私
の腕は通常のジャケットの袖の長さより短いの
で，袖を短くしなければなりませんが，その修
繕費用は政府が負担します。腕が短いことは
私が選んでなったわけではありませんから。
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高学歴という点については，私の学力のレベ
ルが同じように高ければ，障害があるために大
学に進むことが普通の人よりも難しいとは思い
ません。もちろん，腕がないのに，外科医や
歯科医になりたいと思ったら，大きなチャレン
ジですが，そうでなければ何でも可能だと思い
ます。

障害者と高学歴というテーマはとても難しい。
一言で言えば，多くの場合，障害者は自分の能
力を追い求める自信がないのではないかと思い
ます。障害者の家族は，若いころから子どもが
打ち負かされる経験をすることから守ろうとしま
す。したがって，ほかの人が誰でも立ち向かう
ようなチャレンジをしなくなります。ですから，
高度な教育を通じてやり遂げるのに十分な力を
持てなくなるのではないかと思います。

エネルギーをもらうのは私のほうだ

ローゼンマイヤー氏は，リオ大会で優勝する

姿がテレビで全国放送され，国内では押しも

押されもしない有名人となった。そして，障害

のある子どもの親から，彼のFacebookにたく

さんのメッセージが寄せられるという。

ある母親がこんなことを書いてきました。「手
足がなくてもよい人生を送ることはできる，と
いうことを見せてもらえるのはとても重要です」
と。そして私がテレビに出るたびに，障害があ
る子どもたちが私の姿を見て，「自分たちもす
ばらしい人生を送ることができると信じている」
というメッセージを受け取ります。私のパフォー
マンスによって，親として家族として，大きな
違いが生まれたと言われると，私自身の心が
豊かになります。私がチャンピオンとして社会
に貢献しているというよりは，私のほうが彼ら
からエネルギーをもらっているのだと感じます。

私は，テレビ出演の依頼があれば必ず受け
ます。チャンスがあればテレビに出ることは私
の義務だと思っているからです。最高の手では
ないとしても，すばらしい人生を送ることがで
きるということを，もっと多くの人が知るべきだ
と思います。また，パラリンピック大会は4年
に1度しか開催されません。パラリンピックの
年でなくても，障害者スポーツへの関心を継続
できるようにすることが，課題だと思います。

（2018年4月24日，デンマーク 東部 ブランビュー）

＊ピーター・ローゼンマイヤー氏は，勤務する障害
者スポーツ連盟と同じ建物にある国立卓球アカ
デミーで，健常者の選手と一緒に練習を積んで
いる。そして，試合がない時期は，8時から10
時まで練習し，10時から15時まで勤務，そのあ
と15時から17時まで練習，というスケジュール
で過ごしている。ローゼンマイヤー氏は，世界ラ
ンク10位までに与えられる東京2020大会への出
場資格をまだ正式には得ていない。現在，世界
ランク2位につけているので，大きな問題が起き
なければ出場が見込まれる。
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私にとって障害があるのは当たり前

ベルク氏には，パラリンピックのメダリスト，

ソロCDもリリースしているホルンの奏者，そし

て法律家という多彩な顔がある。インタビュー

のときには，時間の関係で残念ながらホルン

の演奏を披露していただくことはできなかった。

ベルク氏の原点は，サリドマイドの薬害 9）に

よって生まれたときから両腕が短く，指が3本

ずつしかないという障害があることだという。

　
幼いころ，母は毎日の買い物などできるだ

け私をどこへでも連れていくようにしました。周
りの人に私の姿に見慣れてもらおうとしたので
す。最初は好奇の目が注がれましたが，次第
に普通のこととして受け止められるようになっ
ていきました。今思うと，障害のある私にとっ
てこれはとても重要なことでした。

短い腕をからかわれることもありましたが，
「自分にもできるのだ」という自信と元気を与え
てくれたのが，ホルンとスポーツでした。両親
はともに音楽家でしたので，私に演奏できる楽
器を考え，思い浮かんだのがホルンでした。ホ
ルンは，少し楽器を改造すれば3本の指でも

演奏が可能だからです。一般に，ホルンは「ベ
ル」と呼ばれる，杯をひっくり返した形のよう
な部分に右手を入れて音程を調節しますが，
私はそれができませんので，唇だけで行いま
す。つらいときはいつも音楽に慰められました。
音楽大学で専門的にホルンを学び，コンクール
でも入賞しました。

スポーツは，5歳のときに，スポーツマンで
もあった父の指導でスキーを始めました。ス
トックが持てないので，体のバランスをとって
滑ります。 1998年の長野パラリンピックには，
スキーチームの監督として参加しました。陸上
競技も地域や学校のクラブでやっていました。
1984年に走り高跳びのT45というクラスで私

マティアス・ベルク氏（57歳）は，陸上競技とアルペンスキーのドイ
ツ代表の元パラリンピアンで，夏季3回，冬季4回のパラリンピック
に出場した。パラリンピックと世界大会で，合わせて27個のメダル（金
11，銀10，銅 6）を獲得した。

ドイツのパラリンピック放送に，解説者として2000年のシドニー大
会から毎回出演していて，東京2020大会の放送にも出演が予定され
ている。

6歳から始めたホルンの奏者でもあり，弁護士の資格を持つ法律家
でもある。

パラリンピック放送は社会を動かす
マティアス・ベルク（ドイツ）

最初は楽しむためにス
ポーツを始めたベルク
氏だが，次第に記録に
挑戦するようになって
いった
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が出した1m68cmのパラリンピック記録は，今
も破られていません。

私の障害は生まれたときからのもので，妊娠
時に薬を服用した母は自分のことを責めていま
した。ですが，この障害があるということも自
分の一部です。ホルンの演奏もスキーも「難し
いでしょう」と言われることがありますが，これ
が私の当たり前の姿なのです。

パラリンピックの本質を伝えるために

ドイツのパラリンピック放送は，公共放送の

ARD（ドイツ公共放送連盟）とZDF（第2ドイ

ツテレビ）が共同で制作を行っている。2000

年のシドニー大会までは障害者の問題や福祉

の観点を交えて放送していたが，障害者スポー

ツのレベルが向上し，パラリンピックをスポー

ツとして放送してほしいという要望が高まった

ことから，福祉の要素を切り離しスポーツ中心

の放送に転換した。シドニー大会から解説者と

して出演しているベルク氏は，ドイツのパラリ

ンピック放送の顔になっている。

パラリンピック放送との関わりは，中継放
送の解説者が必要になったZDFからドイツ
障 害 者スポーツ連 盟（Deutscher Behinder-
tensportverband e.V.）に問い合わせがあり，
候補者リストに名前があったことで選ばれまし
た。解説者の仕事は初めてでしたが，私がパラ
リンピックのメダリストだということだけでなく，
以前に法律家として，ドーピングの問題も扱っ
た経験があることが評価されたようです。陸上
競技とアルペンスキーの選手でしたので，夏冬
両方のパラリンピック放送に出演しています。

競技の放送中は視聴者から問い合わせが来

ますので，番組の中でそれに答えるようにして
います。私の経験で答えられることもあります
が，さまざまな競技がありますので，事前に選
手に取材をして念入りに準備をしています。例
えば，パラリンピックのスキーで選手によって1
枚の板で滑ったり2 枚の板で滑ったりするのは
なぜか，ストックがないと何が難しいのか，と
いった競技に関する質問とともに，障害の部位
が異なるのに同じ競技に出てもフェアなのか，
陸上競技で視覚障害のある選手がガイドと一
緒に走っているが，それは選手の力とは言えな
いのではないかなど，パラリンピックの本質に
関わる質問も寄せられます。パラリンピックは，
ドーピングだけでなく，体の補助具にも長さや
重さ，材質などに公正さが求められます。障害
の種類や程度によって選手を区分する「クラス
分け」もそうですが，一定の条件や環境を設
定すれば，たとえ障害があっても誰もが同じス
テージに立って競い合い，能力を発揮すること
ができる，それがパラリンピックなのです。

ドイツで最も多くの視聴者がテレビを視聴す
る時間帯は，17時から20時くらいです。以前
は，パラリンピックはその間に流れるニュース
番組の3分程度のコーナーで見られることが多
かったのです。パラリンピックが断片的にしか
伝わらなかったのですが，競技の中継番組が
放送されるようになって，そちらを視聴する人
も増えているようです。1つには，選手のレベ
ルが上がってスポーツとして見応えのある競技
や試合が多くなり，競技を丸ごと見たい人が増
えたからでしょう。障害者スポーツを見る視点
が変わったということもあると思います。選手
のことを，障害に目を向けて「障害という過酷
な運命を背負った人」と見ていたのが，「障害
のある優れたスポーツ選手」という，アスリート
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としての能力に注目するようになってきたのだと
思います。

自分を信じて努力する

ドイツでは，パラリンピック大会の放送時間

が増加している。リオ大会の放送時間は65時

間を超え，これまでで最長だった。ベルク氏

は，放送時間が増えたことで障害者アスリート

のパフォーマンスを目にする人やその機会が増

えたことを評価しつつも，さらに重要なのは，

それぞれのアスリートの障害に関わるヒューマ

ンストーリーだと言う。

ピョンチャン大会の中継は，時差の関係でド
イツでは深夜の放送になりましたが，それでも
100万人を超える人が見ていたと聞いています。
ふだん，深夜番組を視聴しているのは60万人
くらいだと言われていますので，それよりも多
くの人が眠らずに見ていたということですから，
うれしく思いました。

パラリンピックは，以前は夏季・冬季の大会
が同年に行われたので開催が4年に1度でし
た。今は夏冬の大会が交互に2年おきに開催
されるようになったので，以前より見る機会が
増えましたが，それでもたまに目にする大会とい
う存在です。オリンピックの間隔もパラリンピッ
クと同じですが，その注目度や関心の高さは比
べようもありません。ですから，パラリンピック
に対して強い印象を持ってもらうことが重要で
す。それは，パラリンピックに出場しているアス
リートが，競技に対して優れた能力を有してい
るということだけでなく，人間としてどういう人
なのかを知ってもらうことだと思います。

パラリンピアンの障害は，私のように生まれ

たときからのものや，事故や戦争での負傷な
ど後天的なものがありますが，皆それぞれに，
人生において障害の困難を克服しスポーツに打
ち込んできたというヒューマンストーリーがあり
ます。そのような背景を知ってもらうことが重要
なのです。選手のストーリーを知れば，障害に
対する同情や憐れみを超えたその選手への人
間的な共感が生まれ，どのようなすばらしいパ
フォーマンスを見せてくれるのかにも関心が高
まるでしょう。ドイツでは，パラリンピックの開
催前にそのキャンペーンとして選手のプロフィー
ルを紹介する番組が放送されることがありま
す。私もリポーターとして国内のアスリートを訪
ねる番組に出演したことがありますが，残念な
がら十分に放送されているとはいえません。

私がパラリンピックの放送を通して伝えようと
しているのは，「障害の有無にかかわらず，や
ろうと思えばできる，その努力は誰にでもでき
るのだ」ということです。人間のポジティブな
面を伝えたいと思っています。私自身，コンクー
ルに入賞してホルンを専門にやっていこうと決
心したときに，医師からあと5年くらいで指が
動かなくなるかもしれないと診断されたことが
ありました。幸運にも指は今も動きますが，当

ベルク氏は，1980年から14年間，パラリンピックのドイツ代表の
選手だった
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時は音楽の道に進んでいいのか，不安と葛藤
が続きました。たまたま伯父が弁護士だったこ
ともあって法律の勉強を始め，現在はそちらを
メインの仕事にしています。また，スキーの選
手時代には年間70日程度は専門のトレーニン
グをしていましたが，その資金は法律事務所で
アルバイトをして稼ぎました。自分を信じて努
力をしたということですが，それは誰にでも通
じることだと思います。

障害者に開かれた社会へ

ドイツでは，パラリンピック放送以外にも，

福祉番組や障害者向けの番組に障害者が登場

している。障害者の日常生活の問題を取り上

げる番組も毎週放送されている。しかし，ベル

ク氏は，ドイツでも，イギリスのチャンネル4

が放送している“The Last Leg”のような，障

害者が登場するエンターテインメント番組を放

送してほしいと言う。“The Last Leg”は3人の

司会者のうち2人に障害者を起用し，障害を

笑い飛ばしながら政治や社会ネタを取り上げる

トーク番組で，イギリスで広く支持されている。

“The Last Leg”は，ロンドン大会の放送に
出演するためにイギリスに行ったときに初めて
見ました。障害者が番組を進行する，ユーモア
いっぱいの番組です。ドイツでも障害者が登
場する番組は放送されていますが，“The Last 
Leg”は障害をタブー視せず，ジョークの種に
して笑い飛ばし，障害を身近なものに変えてし
まったのがいいですね。このような番組はドイ
ツにはありません。放送すると批判が起きるの
かもしれませんが，そもそもタブー視すること自
体，障害者を特別扱いしていることの表れでは

ないでしょうか。
ドイツには，ナチ

ス時代に多くの障
害者 が 迫害を受
け，殺害されたと
いう過去がありま
す。そのことに対す
る強い反省がありま
したし，第二次世
界大戦による戦傷者が大変多かったこともあっ
て，障害者に対して社会ができることを考える
という姿勢が維持されてきたように思います。

ただ，学校や公共施設などではバリアフリー
化が進んでいますが，例えばドイツ国内の鉄道
の駅を見ても，プラットホームには長い階段を
上らないとたどりつけないところが多く，エレ
ベーターやエスカレーターの整備は遅れていま
す。また，街なかに設置されているATM（現
金自動預け払い機）の操作盤の高さは立って
いる人には問題ありませんが，車いすを利用す
る人には高くて使いづらいことがよくあります。
このような設計になっているのは悪気があった
からではなく，そもそもATMは，立っている
人だけでなく車いすを利用する人も使う機器で
あることに意識が及ばなかったためでしょう。
だから，障害者も同じ社会に暮らしていると
いうことがどういうことなのかに思いを巡らし，
どこに問題があるのかを知ることが重要で，例
えばそれをテレビで見せれば，社会に足りない
ことを人々に気づかせるきっかけになると思い
ます。“The Last Leg”もそうですが，テレビ
には社会を変える装置としての役割もあると思
いますし，少しずつ障害者に対する人々の知識
を増やしていくことに貢献できると思います。

そもそもスポーツは非常にポジティブなもの
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ですから，スポーツとその放送を通して社会を
動かしていけるのではないかと考えています。
これまで私がパラリンピックに出場した際に訪
れた都市では，人々が障害者に対してオープン
になっていたように思います。自国で開催する
パラリンピックが，社会を開くきっかけになると
いうことでしょう。私が初めて東京を訪れたの
は1988年のことでしたが，当時は，ドイツに
比べて障害者の姿を街なかで見かけることがほ
とんどありませんでした。おそらく今の東京で
はそのようなことはないと思いますが，2020年
のパラリンピックの開催によって，日本の社会
が障害者にとってさらに開かれたものになるこ
とを願っています。

（2018 年 4月22日，ドイツ 南部 エスリンゲン）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

3人のパラリンピアンはそれぞれメダリストで
ある。パラリンピアンとして頂点に立つまでに，
そして立ち続けるために，個人が積み重ねた努
力の大きさは，想像に難くない。そして，1人
の人間として自信にあふれる姿は，スポーツの
舞台の外側にいる人 ，々とりわけ子どもたちに
は夢を，障害のある子どもの親には希望を与え
ている。

自分の中にある壁。自分と社会を隔てる壁。
こうした壁にぶつかり，それらを打ち壊しなが
ら進むことで，彼らは発信者になっている。そ
れを可能にし，支援しているのが，パラリンピッ
ク大会を伝えるテレビをはじめとするメディア
である。3人のパラリンピアンは，人々や社会
が変化するうえでテレビの役割が大きいことや
その期待を語っている。彼らのメッセージは，
東京2020大会を伝える日本のテレビやメディア
に対する熱いエールなのである。

　（なかむら よしこ／わたなべ せいじ）
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