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アンディー・スティーブンソン氏は，イギリス
の番組制作会社Whisperのプロデューサーで
ある。2018年のピョンチャンパラリンピックに
続き，イギリスで放送される東京2020パラリン
ピックの番組制作を担当する。

イギリスのパラリンピック大会のテレビ放送
は，以前はBBCが行っていたが，2012年のロ
ンドン大会からチャンネル4が行うようになっ
た。チャンネル4は番組制作を外部の制作会
社に委託しており，パラリンピック放送の担当
は制作会社による競争入札で決定している。
Whisperは，もともと自動車のF1レースのドラ
イバーが始めたイギリスのスポーツ番組制作会
社のひとつだが，同社がピョンチャン大会の入
札を勝ち取る原動力となったのがスティーブン
ソン氏であった。

スティーブンソン氏は，ロンドン大会と2016

パラリンピック・ストーリー ～東京 2020 大会に向けて～　　　  

【 第 3 回 】

障害があること，それは個性だ
アンディー・スティーブンソン氏（イギリス 番組制作会社 Whisper プロデューサー）

メディア研究部   渡辺誓司　

年のリオ大会の夏季2 大会続けて，BBCの
Radio 5 Liveのパラリンピック放送にリポー
ターとして出演した。また，制作者としても，
BBCのロンドンオリンピックの放送や，チャン
ネル4のリオパラリンピックの放送の事前準備
に関わった。Whisperは，スティーブンソン氏
のBBCとチャンネル4での経験と，パラリン
ピック放送の出演者でもあり制作者でもあると
いう実績を高く評価していて，ピョンチャン大
会の入札のために彼をヘッドハンティングした。
そして，東京2020大会の番組制作も見事に
同社が落札した。

スポーツ・ジャーナリストの夢

ロンドン，リオ，ピョンチャンと3度のパラリ

ンピック放送に関わったスティーブンソン氏の

インタビューは，ロンドンにあるWhisperの会

議室で行った。笑顔で現れた彼は，生まれた

ときから両腕と左足に障害があり，ふだんは

義足を使っている。

スティーブンソン氏は幼いころからスポーツ

が大好きで，特にサッカーが得意だった。しか

し，成長するにつれてその情熱は，スポーツ・

ジャーナリストになりたいという夢に変わって

いった。
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サッカー少年だった私は，パスが上手で試合
の流れを読むことにも長

た

けていましたが，左足
が義足なので走るのが遅く，スタミナもありま
せんでした。早い段階で，自分がプレミアリー
グのサッカー選手になれないことはわかってい
ました。だって，片足のプロのサッカー選手な
んて見たことがないでしょう。だからでしょう
か，テレビのスポーツ番組は逃さず見るように
なっていきました。そのうち，私の心にスポー
ツに関わる仕事をしたいという思いが芽生え，
スポーツ・ジャーナリストを目指す気持ちが固
まっていったのです。

私は，イギリス中部にあるウォーリック大学
に進みましたが，このことが大きな転機になり
ました。この大学には，学生が運営するRadio 
Warwickというラジオ局があり，毎日24時間，
キャンパスの中で放送を行っています。「学生ラ
ジオ（student radio）」と呼ばれるものですが，
私はその中のスポーツ番組に出演したり制作し
たりするようになったのです。まもなく，私が
楽しいのは，スポーツの記事を「書く」ことで
はなく「話す」ことだということに気がつきまし
た。そこで，テレビ業界のメディア実習やジャー
ナリズムのコースがあるカーディフ大学に進み，
さらに2年間学びました。

大学の卒業後は，まずBBCのローカルラジ

オ局で働き，BBCのテレビスポーツの部門に
移ったあとにフリーランスになりました。ロンド
ンとリオの両パラリンピックでBBCのRadio 5 
Liveのリポーターとして出演したのは，私自身，
ラジオで伝えるという仕事を好きだったことが
大きく，それは学生ラジオの時代に培われたも
のだと思います。もちろん，テレビ番組の制作
も好きですし，バランスをとりながら両方の仕
事をできることが気に入っています。

障害者アスリートが語る，
障害に関するバックストーリー

チャンネル4のパラリンピック放送を筆者が

初めて見たのは，2016年のリオ大会のとき

だった。注目したのは，各競技が始まる前に，

これから登場する自国選手を紹介するために放

送された映像である。選手1人あたり2 ～ 3分

程度の映像だったが，選手がカメラに向かって，

障害を負った理由やスポーツとの出会い，競技

にかける思いを自分の言葉で語っていた。

私は，あなたが見たリオ大会の放送のよう
に，パラリンピアンを紹介するうえで，パラリ
ンピアンのストーリー，すなわち彼らのバックス
トーリーは絶対に必要だと思っています。なぜ
なら，パラリンピアンはエリートアスリートであ
り優れた能力を持っているのですが，いきなり
そのことを取り上げてもなかなか伝わらないか
らです。テレビの視聴者がまず関心を持つの
は，彼らにはなぜ障害があるのかということな
のです。視聴者の目に映る障害が，事故による
ものなのか病気によるものなのか，あるいは戦
争の負傷によるものなのか，選手がこれまで
経験してきたことを視聴者は知りたくてたまら
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ないのです。ですから，選手のバックストーリー
は必要で，アスリートの能力に対する賞賛はそ
のあとにやってくるのです。

例えば，ピョンチャン大会の番組では，視
覚障害のあるミリー・ナイト選手1）を紹介する
ために，次のようなVTRを作りました。アル
ペンスキーのメダリストである彼女は，VTRの
中で自分がほとんど目が見えないことを語って
いますが，その一方で「目が見えなくなったこ

と，それが私に起こったことなの。それはたし
かに困難なことではあるけれど，それでも私が
滑る姿を見て！」と言います。そして，VTRに
は，ガイド 2）と一緒に彼女が力強く滑る姿を織
り込みました。テレビの前の視聴者は，まず自
分の障害を語るナイト選手に関心を持ち，彼女
が滑っている映像に感嘆するでしょう。そして，
VTRが終わってテレビの画面が競技の本番の
映像に切り替わるころには，彼女の勝利を願っ
て応援することになるのです。

たしかに，日本のスポーツ番組の制作チーム
には，アスリートのバックストーリーを取り上げ
て障害を見せることに神経質になっている面も
あるかもしれませんね。けれど重要なのは，障
害に関わるバックストーリーを紹介しつつ，そこ
からそのアスリートの見事なパフォーマンスへと
視聴者をいざなっていくことなのです。

番組制作者が障害者アスリートを理解する

スティーブンソン氏は，テレビの制作者が障

害者の本当の姿を知らないまま番組を作ってし

まうと，その番組は，障害者に対して同情や

あわれみを誘うようなものになってしまうかもし

れないと言う。パラリンピック放送を制作する

ためにスティーブンソン氏がまず行ったのは，

障害者アスリートと連携を図って彼らの意向を

探り，彼らを理解することだった。

パラリンピック放送の制作チームは，障害者
アスリートとともに過ごす時間を可能な限り多
く持つことが必要です。なぜならそうすること
で初めて，制作者はアスリートの人格や考え方
を把握し，理解できるからです。私が勧めるの
は，プロデューサーがアスリートに会いに出か

ピョンチャン大会のチャンネル 4 の番組
“PYEONGCHANG 2018 WINTER PARALYMPIC 
GAMES”（2018 年 3 月10 日放送）から

①

②

③

スティーブンソン氏が作った，ミリー・ナイト選手を紹介
するVTR。斜面を滑り降りる選手目線の映像（①）に，
彼女の視界を再現した映像（②）をオーバーラップさせて
挟み込み，さらにガイドと滑っている様子を客観的に映し
た映像（③）を続けた。ナイト選手がどのような視界でア
ルペンスキーに挑んでいるのか，視聴者に体感してもらい
たかったという。
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け，一緒に話をすることです。例えば，「あな
たはどんな番組を望んでいるのか」「自分のこと
をどのように語ってもらいたいのか」「あなたの
障害をどのように表現してほしいのか」といった
ことについてです。

ピョンチャン大会のときには，Whisperの同
僚と一緒にイギリスのアルペンスキーの選手に
会いましたし，私1人でもスノーボードの選手
に会いに行きました。カーリングのチームは，
撮影をしている合間にそれぞれの選手と話しま
した。東京2020大会に向けても，何人かの選
手と会って話をしました。これは私のアイデア
ですが，5人あるいは10人程度の選手の小さ
な委員会を作って，制作チームのアドバイザー
になってもらうのです。現役の選手でも引退し
た選手でもかまいません。番組のプランにつ
いて彼らと話をするのです。きっとそれは新し
いパラリンピック放送を生むきっかけになるで
しょう。東京2020大会を担当するNHKのプロ
デューサーにもぜひ勧めたいですね。

障害者のスタッフが
番組制作チームに加わる意味

Whisperでは，スティーブンソン氏のほかに

も，障害のある2人の制作スタッフが仕事をし

ている。2人とも，チャンネル4が障害者を対

象に実施した「リオ制作研修制度」を活用し

た。これは，制作進行，技術，編集，グラフィッ

クなどの研修を受講したうえで，制作スタッフと

してリオ大会の放送業務に加わるもので，24

人の障害者が研修を受けた。大会後は，それ

ぞれが番組制作会社で仕事をしている。この

制度はイギリスで初めての試みで，チャンネル

4は現在も継続して行っている 3）。

私は，障害者の制作スタッフを育成するとい
う制度は成功したと思っています。一気に20
人を超える障害者が，テレビの仕事に加わっ
たのです。しかも，彼らの中には1度もテレビ
の仕事をしたことがない人たちもいました。障
害のある人がトレーニングを受ければテレビ
業界で通用することを示したのです。イギリス
ではまだ障害者が自分の希望する仕事に就く
ことが難しい状況ですが，この制度を通じて，
テレビ番組の制作をしたい障害者がテレビ業
界に進むための道が開かれました。障害の種
類や程度によって難しい仕事もあると思います
が，彼らがそれぞれの能力を生かしてできる
仕事をすればいいのです。

放送の仕事に携わり，経験を積んで仕事へ
の評価が得られるようになって，私は，テレビ
の仕事をしたいと考えている障害のある若い人
たちに対して，その先駆者としての責任がある
と考えるようになりました。テレビの仕事をした
いと考えている障害者の手助けをしたいと思う
ようになったのです。チャンネル4の「リオ制作
研修制度」では直接のトレーニングには関わり
ませんでしたが，研修の場に出かけて受講生
たちを励ますようにしました。彼らにはテレビ
業界で通用するのだろうかという不安があり，
仕事に対する質問も受けました。彼らがテレビ
業界に入り，私と同じ仲間になっていることを
喜んでいます。

私は，パラリンピック放送の制作チームに
障害者のスタッフが加わることが重要だと考え
ています。なぜなら，制作チームのほかのプ
ロデューサーが「この表現はどうだろうか？」と
か「これについてどう思う？」とか，私の意見を
聞きに来ることがよくあるからです。きっと，リ
オ大会の放送現場に派遣された障害者の制作
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スタッフも，私と同じ役割を果たしたことでしょ
う。つまり，障害者アスリートが登場するパラリ
ンピック放送の制作には，障害者の視点が必
要なのです。だって，サッカーのワールドカップ
を放送する場合なら，その制作チームにはふだ
んサッカーをしている人やサッカーが大好きな
人，いつもサッカーに注目している人を加えるで
しょう。それと同じことなのです。番組制作上
必要なのは，正しいことと間違っていることに
対する本能的な判断ですが，パラリンピック放
送の場合，それができるのは障害者なのです。
言いかえれば，障害があること，それは番組
制作者としての個性だといえるでしょう。

東京 2020 大会の放送でのチャレンジ

2018年7月27日，チャンネル4は，競争入

札の結果，東京2020大会の番組制作の担当

会社が Whisperに決定したことを発表した。入

札には多くの制作会社が参加したが，Whisper

は，創造的なプランとパラリンピック放送に対

する革新的で野心的なアプローチを提案したこ

とが評価された 4）。インタビューのときにもス

ティーブンソン氏は提案の一端を話してくれた

が 5），東京2020大会でどのような番組を制作

するのかが注目される。

今，イギリスで最も有名で人気があるパラリ
ンピアンは，陸上競技のジョニー・ピーコック
選手 6）です。ロンドン大会で優勝して，一躍ヒー
ローになりました。彼には，ピョンチャン大会
の番組にプレゼンターとして出演してもらいまし
た。アスリートとして高い能力があるだけでな
く，プレゼンターとしてもとても魅力的です。も
ちろん我々が東京2020大会の番組を担当する

ことになれば，獲得に動きます。
具体的にはお話しできませんが，東京2020

大会に向けて新しいチャレンジがあるとした
ら，子どもだけを対象にしたパラリンピック専
門の関連番組を作りたいと考えています。子ど
もが障害者を目にする初めての機会になるかも
しれないですし，そのような経験は大変重要
だからです。子どもは障害者の姿を見ても大人
のように気まずい思いにならず，むしろブレード
の義足や競技用の車いすが彼らの興味をかき
立てることでしょう。まだ，そうした番組を作っ
たことはありませんが，次の時代を考えたとき，
子どもに向けた番組はとても大切です。イギリ
スでは，残念ながら青少年向けの番組が少な
くなっています。インターネットの利用が増え，
テレビの視聴が少なくなっている世代だからで
す。チャンネル4では子ども向けの番組が放送
されていないので，YouTubeでならやろうと思
えばできるかもしれません。でも本当はテレビ
でやりたいですね。

イギリスでは，ロンドン大会のパラリンピッ
ク放送を見た人は，障害のある人に優しい態
度で接するようになったといわれています。で
すから，パラリンピック放送によってイギリスの
社会は変わったと思われるかもしれません。で
も，その一方で，スーパーヒーローのパラリン
ピアンのパフォーマンスを見ると，障害者の誰
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もがパラリンピアンと同じようにできるのだと思
う人がいます。政府も障害者手当をカットした
り，障害者はとにかく働けと言ったりします。政
治的な話はしたくありませんが，障害者は，現
実の生活では政府によって裏切られるのです。
障害者が置かれている状況の厳しさは変わって
いません。パラリンピックの力だけで一足飛び
に政策を変えたり，社会を変えたりできるよう
になるとは思えません。チャンネル4によって，
障害者がテレビ業界で仕事ができるような制度
が生まれましたが，例えばそのような制度を地
道に継続することが重要でしょう。

日本が自国で開催する東京2020大会は，日
本の人たちにとっても，それを放送するNHK
にとってもワクワクする瞬間になることと思いま
す。ロンドン大会のジョニー・ピーコック選手
のように，日本人アスリートのスターが生まれる
かもしれません。東京2020大会が一過性のも
のではなく，日本の障害者を取り巻く状況に変
化をもたらすものになることを願っています。

（2018年4月16日，イギリス ロンドン）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

スティーブンソン氏は，パラリンピック放送
の出演者，制作者として，マルチな才能を発揮
している。その斬新さは，ピョンチャン大会で
放送された，視覚障害のあるアルペンスキー
の選手を紹介するVTRの例からもみてとれる。
障害のあることが，パラリンピック放送を支え
る大きな力になることを自覚していて，それは

「障害は個性である」という彼の言葉からもうか
がえる。

東京2020大会に向けたチャレンジとして，
子どもを対象にしたパラリンピック専門の番組
の構想が語られたことは興味深い。子どもた

ちにとってパラリンピックが自国で開催される
と，例えば街角で障害者を見かけることが多
くなったり，放送を通じて障害者アスリートが
活躍する姿に目を奪われたりすることだろう。
大人のような先入観がない時期に障害者と出
会い，社会でともに生きる存在としての障害者
に対する意識が，子どもたちの中に自然に育ま
れるチャンスである。子どもたちへの期待は，
偶然にもこの連載の第1回で，パラリンピアン
のクレア・キャシュモア選手も語っていた 7）。パ
ラリンピック放送における子どもたちへのアプ
ローチは，社会の変革に向けた素地作りであ
り，また次の時代を切り開くうえで重要な鍵の
ひとつとなるかもしれない。   

　（わたなべ せいじ）

注：
 1） ミリー・ナイト選手は，ピョンチャン大会のア

ルペンスキーで，銀メダル 2 個，銅メダル 1 個
を獲得した。

 2） 視覚障害のある選手のアルペンスキーでは，「ガ
イド」と呼ばれるスキーヤーがその選手の前を滑
り，旗門の位置を声がけし，的確なコースどりを
導く。

 3） 現在は「パラ テレビ制作トレーニング制度」
の名称で継続している。下記を参照。

［https://careers.channel4 .com/4talent/
training-scheme/production-training-scheme］
2019 年 8 月 20 日閲覧

 4） “Channel 4 awards Tokyo 2020 Summer 
Paralympics to Whisper Films”27 July 2018 
Channel 4 Press

［https://www.channel4.com/press/news/
channel - 4 -awards - tokyo -2 02 0 - summer-
paralympics-whisper-films］2019 年 8月20日閲覧

 5） スティーブンソン氏のインタビューは，東京
2020 大会の入札が行われているさなかに実施
した。

 6） ジョニー・ピーコック選手は，陸上競技で，ロ
ンドン大会，リオ大会とパラリンピックの夏季
2 大会連続で金メダルを獲得した。

 7） 中村美子，渡辺誓司 （2019） 「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”」 『放
送 研 究 と 調 査 』2019 年 9 月 号 2-15［http://
www.nhk.or.jp/bunken/research/domestic/
pdf/20190901_8.pdf］2019 年 10 月 1 日閲覧


