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め，これまでにない規模で障害者スポーツを
伝えた。リオパラでの盛り上がりは，単に東京
2020パラが控えているというだけではなく，「障
害者」「スポーツ」それぞれに関わる制度整備
が進められてきた背景もあったからだ。それを
忘れてはならない。

リオパラが終わり，いよいよ東京 2020五輪・
パラに向けての準備が加速する。パラリンピッ
クを真の成功に導くためには，参加選手の育成，
観客の動員，訪日者の受け入れ等を円滑に進
めるとともに，共生社会の実現に向けた一人ひ
とりの意識変革を進めるための取り組みが必要
となる。

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 2020五輪・パラが自国開催
のビッグ・スポーツイベントとして，また海外へ
のアピールの場として大きな意味を持つと同時
に，少子・高齢化が本格化する日本にとって，
2020年以降を見据えた共生社会実現への1つの
ステップとして，しっかりとレガシーを残してい
く視点を持っている。大会ビジョンに「スポー

Ⅰ  はじめに
（1）本稿の目的

ブラジル・リオデジャネイロで，2016年 9月
8日（日本時間）から19日にかけての12日間，
オリンピックに続き障害者 1）のスポーツの祭典

「パラリンピック」が開催された。今回，注目さ
れたのは，各メディアが多くの番組やニュースで，
パラリンピアンを障害者としてではなく，アスリー
トとして報じた点だ。パラリンピックのメダリス
トがオリンピックのメダリストと並んで共に銀座
を凱旋パレードし，人々に熱狂的に迎えられる
など，各方面でこれまでになく取り上げられた
ことは記憶に新しい。NHKでは，今回初めて
競技を毎日総合テレビで生中継し，合計 133
時間あまり（生中継 74時間含む）のテレビ放送
を行った 2）。また，CS放送のスカパー!も，ソ
チパラリンピック（2014年冬季）に続き，専門チャ
ンネルを設けて放送を行った。東京 2020パラ
リンピック（東京 2020パラ3））を控え，放送，
新聞等マスメディアは，事前の番組や記事も含

障害者スポーツと放送
～東京 2020 パラリンピックを見据えて～
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ブラジル・リオデジャネイロでの障害者スポーツの祭典「パラリンピック」が終わり，東京 2020パラリンピックに
向けての準備が加速する。東京 2020パラは，障害者スポーツのビッグイベントというだけではなく，急速な少子・
高齢化を迎える日本において，誰もが持てる力を発揮できる共生社会の実現に向けた社会改革,意識改革の視点
を打ち出している。こうした改革への取り組みにおいて視聴者に直接届く放送の果たす役割は大きい。東京 2020
パラに向けた取り組みの前提として，「障害者スポーツと放送」の関係性を「障害者」「スポーツ」の要素に分解，そ
れぞれの法制度に遡って検証し，放送の役割と課題を，2020年以降も見据えた共生社会実現の視点から俯瞰する。



31DECEMBER 2016

ツには 世界と未来を変える力がある」ことを謳
い，3つの基本コンセプトの2番目に「多様性と
調和」として「東京 2020大会を，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」
と宣言している。また，「アクション&レガシー
プラン2016」では，国際パラリンピック委員会

（IPC）の究極のゴールが「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」ことにあるこ
とを伝えつつ，東京 2020パラが，「急速な高齢
化を迎える日本において，パラリンピックを通じ
た共生社会の実現は，誰もが持てる力を発揮し
てともに社会に参加し，皆でより良い未来をつ
くるために不可欠」であるとし，意識改革，社
会変革としての視点を打ち出している。

こうした中で，意識改革という意味において
は，視聴者に直接届く放送の役割は，スポー
ツと並んで大きい。その役割を果たす前提とし
て，リオパラを終えたこの時点で，パラリンピック，
障害者スポーツとは何か，放送は障害者スポー
ツとどう向き合ってきたのか，そして，今後の
可能性と課題は何か，その現在地を把握してお
く必要性があると考えた。

今後の研究の基礎として，東京 2020パラそ
してその後を見据えて，少し引いた視点から現
在地を俯瞰する。

（2）本稿の構成
自明ではあるが「障害者スポーツ」とは，「障

害者」と「スポーツ」の2つの要素から成り立っ
ている。障害者スポーツとは，これら2要素か
ら独立した存在というのではなく，それぞれの
要素を色濃く含んでいるのではないかと考えて
いる。

そこで，本稿では，「障害者スポーツ」と「放
送」の関係性を考えるにあたり，まず「障害者」

「スポーツ」の両要素の現在地を明らかにしたう
えで，「障害者スポーツ」が元 「々スポーツ」とし
て持っている特徴と，「障害者」スポーツに特
有の性質を考えることとした。

同様に，「障害者スポーツ」と「放送」の関
係性を考えるにあたって，まず放送が「障害者」

「スポーツ」それぞれのテーマとどう関係してき
たかを踏まえて，「障害者スポーツ」と「放送」
の関係性を整理し，そのうえで，今後に向けた
まとめを設けている。
「障害者」「スポーツ」といった放送と直接関

係のないテーマに関する部分も多いが，その後
の放送との関係性を考えるために必要と思う部
分を記述している。

本稿の概観図をP47にまとめた。全体的な
位置づけを把握するうえで参照されたい。 

Ⅱ　「障害者スポーツ」の現在地
        ～権利主体としての障害者による，
 　　　　　　権利としてのスポーツ実施～

2014年，スポーツ振興の観点が強い障害者
スポーツ事業が厚生労働省から文部科学省に
移管されるなど，障害者スポーツを取り巻く環
境は，近年大きく変化している。こうした変化
のもとには，「障害者」「スポーツ」それぞれの
とらえ方の変化がある。「障害者」と「スポーツ」
は，今どういう状況にあるのか，その現在地を
確認する。

1.「障害者」の現在地4）

「障害者」と聞くと，どんなことを思い浮かべ
るだろうか。具体的な人というよりは，車いす，
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白杖，手話，車いすマークや優先席といった，
物や社会システムを思い浮かべた方も多いので
はなかろうか。

多くの障害者は，長く在宅か施設での生活
を余儀なくされ，人の目に触れてこなかったの
が実情である。法制度もこうした生活を福祉や
更生の観点からサポートするものであった。

こうした障害者を取り巻く環境は，「国際障
害者年」（1981年），「国連障害者の十年」（1983
年〜1992年）や「障害者の権利に関する条約

（障害者権利条約）」採択（2006年）といった国
際的動向に牽引されながら，国内においても

「ノーマライゼーション」の理念のもとで「障害
者の完全参加と平等」の実現を目指した制度
整備が行われ，少しずつ変化してきた。

（1）改正障害者基本法（2011年）
　　～権利主体としての「障害者」～

こうした流れを受けて2011年に制定された
改正障害者基本法は，「障害者」に関する理念
を変更するものとなった。

1つは，目的を定める1条において「〜全て
の国民が，障害の有無にかかわらず，等しく基
本的人権を享有するかけがえのない個人として
尊重される〜」と，障害者を権利主体として明
確に位置づけ，「障害の有無によつて分け隔て
られることなく，相互に人格と個性を尊重し合
いながら共生する社会を実現するため〜」と共
生社会（インクルーシブ社会）の実現を掲げる。
これまでの「福祉」や「障害の予防」中心の枠
組みを脱し，障害者を権利の主体と位置づけ，
社会で共生するためにどうするかを考えていこ
うという理念である。福祉の推進もこの理念に
沿って「障害者の自立及び社会参加の支援等」
という形で進めることが求められている。

この理念の中で，「基本的人権を享有するか
けがえのない個人として尊重される」のは，「障
害の有無にかかわらず」全ての国民であるとい
う宣言に注目したい。共生社会は，障害者が
健常者の社会に受け入れてもらうというのでは
なく，健常者と障害者が等しく権利者として生
活する社会であることを明確にしており，「障害
者」基本法とあるが，健常者も含めた権利宣言
となっている。この理念の延長には，障害者
であろうと健常者であろうと，特定の分野での
評価，また障害の種類や程度を問わず，すべ
ての人は等しく基本的人権を享有するかけがえ
のない個人として尊重されるべきとの考えもあ
るであろう。後に述べるが，基本理念としての
この観点は「障害者スポーツ」を捉えるうえでも
重要な観点であることをはじめに押さえておき
たい。

改正障害者基本法の第 2の基本原則は，「障
害者」の定義として，社会モデルが取り入れら
れたことである。

同法 2条 1項 1号で定義される「障害者」と
は，「身体障害，知的障害，精神障害（発達
障害を含む。）その他の心身の機能の障害（以
下「障害」と総称する。）がある者であつて，
障害及び社会的障壁により継続的に日常生活
又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあ
るもの」である。前半の「〜心身の機能の障
害」の存在と，後半の「障害及び社会的障壁
により〜相当な制限を受ける状態」の2つの
要件があるが，後半の「制限を受ける状態」
となる要因として，「障害」のほかに「社会的
障壁」を加えたのである。

障害者の社会生活における不利な原因を，
専ら「歩けない」「見えない」「コミュニケーショ
ンがとれない」といった医学的な機能障害にあ
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ると捉える「医学モデル」に対して，機能障害
とともに物理的な障壁，制度，慣行や偏見といっ
た社会的障壁にも求めるものを「社会モデル」
という。この法律では，社会モデルの考え方
に基づいて「障害者」を定義し直した。障害者
権利条約で採用されている考え方である。こ
れまでは医学モデルの考え方が強く，障害者
は機能障害を克服し，障害のない人に近づく
努力を求められてきた。これに対して，社会モ
デルでは，社会的障壁も障害者の生活に制限
をもたらす要因であることを認め，社会にその
阻害要因の除去を求めることになる。同基本
法 4条では，1項で差別の禁止を，2項で社会
的障壁の除去に対する合理的配慮義務を規定
した。2016年 4月に施行された障害者差別解
消法は，この基本法の理念を具体化し法的義
務を定めた個別法と言える。

また，障害の範囲として，「身体障害，知的
障害，精神障害（発達障害を含む。）」に加え

「その他の心身の機能の障害」が規定されてい
る。これにより，少なくとも理念上は，障害者
手帳を持っていない人でも機能障害があって，
継続的に制約を受けている人はすべて障害者
に含まれうる広い範囲のものとなった（個別施策
の対象となるか等にあたっては，個別法に基づ
く認定等が必要となる。障害の種類については
表1を参照。法律の条文については表2を参照）。

同基本法はこうした理念に基づいて，地域
社会での共生，差別の禁止，国際的協調等を
定め，基本計画を策定し国などの責務におい
て推進を図ることとしている。文化活動と並ん
で，スポーツ又はレクリエーション実施のため
の条件整備（25条），さらに，情報利用のバリ
アフリー化推進等（22条）の面でも障害に関す
る配慮を求めている。

（2）その他の制度整備
権利条約の締結に向け，政府は国内法整備

等を進めるため，2009年「障がい者制度改革
推進本部」を設置して検討を進め，先に述べ
た改正障害者基本法をベースに，障害者総合
支援法（2012年），障害者差別解消法（2013
年），障害者雇用促進法（2013年）等の個別
法整備を進めた。国内法制度の充実を受け，
2014年 2月に障害者権利条約が日本について
も発効した。

こうして法制度上，「障害者」は等しく「権
利の主体」と位置づけられ，共生社会実現の
理念が謳われたが，この理念が社会，国民全
体に定着し，日常生活レベルで実現するには，
これから地道な努力が必要となる。

2.「スポーツ」の現在地
（1）スポーツ基本法の制定（2011年）
　   ～スポーツ権の確立～

障害者基本法が改正された2011年，スポー
ツの法制度も新しい段階に発展した。8会派共
同で提案され，6月17日に全会一致で成立した
スポーツ基本法である。スポーツ振興法を全
部改正するものである。スポーツ立国の実現と
いうテーマに基づき，国際動向に沿ったもので，
障害者スポーツを考えるうえでも注目すべき点

表 1　障害の種類
障害の種類

身体障害＊

視覚
聴覚
肢体不自由
内部

知的障害
精神障害（発達障害含む）
その他障害

＊身体障害者福祉法別表による
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障害者基本法（抄）
（目的）　第一条
　この法律は，全ての国民が，障害の有無にかかわらず，等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるも
のであるとの理念にのつとり，全ての国民が，障害の有無によつて分け隔てられることなく，相互に人格と個性を尊重し合いな
がら共生する社会を実現するため，障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し，基本原則を定め，及び国，地方
公共団体等の責務を明らかにするとともに，障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること
等により，障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

（定義）　第二条
　この法律において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところによる。

一　障害者　身体障害，知的障害，精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）があ
る者であつて，障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

二　社会的障壁　障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物，制度，慣行，
観念その他一切のものをいう。 

スポーツ基本法（抄）
　スポーツは，世界共通の人類の文化である。
　スポーツは，心身の健全な発達，健康及び体力の保持増進，精神的な充足感の獲得，自律心その他の精神の涵養等のため
に個人又は集団で行われる運動競技その他の身体活動であり，今日，国民が生涯にわたり心身ともに健康で文化的な生活を営
む上で不可欠のものとなっている。スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは，全ての人々の権利であり，全ての国民が
その自発性の下に，各々の関心，適性等に応じて，安全かつ公正な環境の下で日常的にスポーツに親しみ，スポーツを楽しみ，
又はスポーツを支える活動に参画することのできる機会が確保されなければならない。……

（基本理念）
第二条
　スポーツは，これを通じて幸福で豊かな生活を営むことが人々の権利であることに鑑み，国民が生涯にわたりあらゆる機会と
あらゆる場所において，自主的かつ自律的にその適性及び健康状態に応じて行うことができるようにすることを旨として，推進
されなければならない。

５　スポーツは，障害者が自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう，障害の種類及び程度に応じ必要な配慮をし
つつ推進されなければならない。

６　……スポーツ選手……が国際競技大会（オリンピック競技大会，パラリンピック競技大会その他の国際的な規模のスポーツ
の競技会をいう。以下同じ。）……において優秀な成績を収めることができるよう，……諸施策相互の有機的な連携を図りつつ，
効果的に推進されなければならない。

（スポーツ施設の整備等）
第十二条
２　前項の規定によりスポーツ施設を整備するに当たっては，当該スポーツ施設の利用の実態等に応じて，安全の確保を図る
とともに，障害者等の利便性の向上を図るよう努めるものとする。

（国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会）
第二十六条
２　全国障害者スポーツ大会は，財団法人日本障害者スポーツ協会（昭和四十年五月二十四日に財団法人日本身体障害者スポー
ツ協会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。），国及び開催地の都道府県が共同して開催するものとし，これらの開催
者が定める方法により選出された選手が参加して総合的に運動競技をするものとする。

３　国は，国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会の円滑な実施及び運営に資するため，これらの開催者である公益財団法
人日本体育協会又は財団法人日本障害者スポーツ協会及び開催地の都道府県に対し，必要な援助を行うものとする。

（国際競技大会の招致又は開催の支援等）
第二十七条
２　国は，……財団法人日本障害者スポーツ協会……が行う国際的な規模のスポーツの振興のための事業に関し必要な措置を
講ずるに当たっては，当該スポーツ団体との緊密な連絡を図るものとする。

表２　参照条文

下線は筆者
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が多い 5）。
スポーツ基本法では，前文及び2条 1項で「ス

ポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは，
全ての人々の権利」であることを規定し，新し
い人権として「スポーツ権」を法律上明定した。
8項目の基本理念を提示する2条で，まず，ス
ポーツは「国民が生涯にわたりあらゆる機会と
あらゆる場所において，自主的かつ自律的にそ
の適性及び健康状態に応じて行うことができる
ようにすることを旨として，推進されなければな
らない」と規定（1項）し，スポーツ権は，生涯
のあらゆる時点で，その時々の状態等に応じて
実施することを想定していることを示す 6）。そ
して5項で，特に障害者について「スポーツは，
障害者が自主的かつ積極的にスポーツを行うこ
とができるよう，障害の種類及び程度に応じ必
要な配慮をしつつ推進されなければならない」
と，障害者のスポーツ権の遂行に必要な「障害
の種類及び程度に応じ必要な配慮」を，理念
に盛り込んだ。改正障害者基本法の「社会的
障壁」で言う合理的配慮と軌を一にするものと
言えよう。

その他，障害者も含めたトップアスリートの
競技水準の向上施策（2条 6項），スポーツ施
設整備での障害者等の利便性向上への努力

（12条 2項），全国障害者スポーツ大会（26条
2項，3項，31条 1項 1号），国際的規模のスポー
ツ大会実施にあたっての，国と日本障害者スポー
ツ協会等スポーツ団体との緊密な連絡（27条 2
項）といった項目を規定し，その推進を図るこ
ととしている7）。

（2）「スポーツ」とは
ここで少し法制度から離れて，スポーツのリ

アルな現状について，障害者スポーツを考える

うえで必要と思われる範囲で簡単に考察してみ
たい。
「余暇活動・競技・体力づくりとして行う身体

運動」（大辞林）という広い意味でのスポーツ
は，人類の歴史とともに存在していたのであろ
う。その中には，個人的に行う運動，家族や
友人と行う運動，学校など所属集団の中で行
う運動がある。また，健康体操やランニングの
ような身体運動と，競技として個人間，集団間，
国家間で競うもの等，多様なスポーツが存在し，
分類も多様である。ここでは， スポーツ基本法
等を参考に，スポーツの領域の側面と，人と
スポーツの関わりの側面から次のように分類し
てみた。

スポーツの領域としては，次の3つに分類で
きる。
①地域（生涯）スポーツ

自主クラブや商業スポーツジム，あるいは職
場でのスポーツ等で，生涯をとおして，毎日
の生活に密着して自主的に行うもの。

②学校スポーツ
  （ここでは，病院・施設でのスポーツも含める）

教育やリハビリ等の目的で，ある程度カリ
キュラムに則って実施される。あるいは，部
活動として実施される。

③競技スポーツ
トップアスリートとして鍛え上げた選手による
スポーツは，オリンピックをはじめ人 を々魅了
し，観戦対象となる。ある者はプロとして活
動し，メディアがコンテンツとして取り扱う。

とはいえ，これらの分類は，高校野球が学
校スポーツと競技スポーツの両面を持つように
オーバーラップする部分も相当あると思われる。

次に，人とスポーツの関わり方という角度か
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らは，①するスポーツ，②観るスポーツ，③支
えるスポーツ，の3つの態様に分類される。

これをクロスして表にしてみたものが，表 3で
ある。障害者スポーツについても，表4のように
それぞれのブロックで該当するものがあるが，
その充実が求められている。また，伴走者や
義肢装具士など障害者スポーツ特有の参加者
が存在する。

（3）「スポーツ」に内在する側面
      ～運動会から考える～

スポーツの人や社会に与える影響については，
いろいろな角度から様々に研究されているとこ
ろであり，筆者の力の及ぶところではないが，
次の点について確認をしておきたい。スポーツ
というと，競技スポーツを思いがちだが，表 3・
4のようにいろいろなライフステージで多様なス

ポーツの形態があり，関
わり方も様々である。そ
れぞれがスポーツの側
面である。スポーツ独
自（メディアというフィル
ターが入っていない）の
側面を考える意味で，メ
ディアをとおして観るオ
リンピックのような競技
スポーツではなく，メディ
アとは関係のない，例え
ば小学校の運動会を例
として考えてみたい。

運動会では，児童は
自分の属する白組か紅
組（今もこうした分け方
が主流かどうかは分か
らないが）を大声で応援
し，自チーム勝利のた
めに必死になって競技す
る。観客席の親たちは，
自分の子どもとその属す
るチームに肩入れし，飛
び入り参加で日ごろの運
動不足を顧みず全力疾
走する。教師や保護者
は，運動会実施に向け

表 3　スポーツの分類マトリックス（一般）

表 4　スポーツの分類マトリックス（障害者）

地域（生涯）スポーツ 学校スポーツ 競技スポーツ

する
スポーツ

内容 スポーツジム，
地域のクラブ・チーム

体育の授業，
部活，運動会 プロ・アマの競技スポーツ

参加者 地域住民，
放課後の児童・生徒 児童・生徒 アスリート

（プロ・アマ（学生等含む））

観る
スポーツ

内容 スポーツ大会，
チームの発表会 運動会 スタジアム観戦，

放送視聴等

参加者 地域住民，保護者等 保護者，
地域の人

観客（有料・無料含む），
視聴者

支える
スポーツ

内容 施設運営（事業者含む），
スポーツクラブ運営

授業，コーチ，
準備・運営

実施団体経営等，施設管理，
連盟等，興行等，放送等

参加者

ジム経営者，
クラブ運営者，

スポーツ指導者，
保護者，ボランティア

教師，
スポーツ指導者

団体経営者等，施設管理者，
（グラウンドキーパー等含む），

スポーツ指導者，
メディア関係者

競技団体運営者，施設運営者，用具メーカー等

地域（生涯）スポーツ 学校・病院・
施設スポーツ 競技スポーツ

する
スポーツ

内容
障害者スポーツセンター

スポーツ大会，
一般のジム， クラブ?

体育の授業?，
部活? ，

運動会?，
リハビリ

プロ・アマの競技スポーツ，
パラリンピック等

参加者 地域の障害児・者 児童・生徒，
入所者，患者

アスリート
（プロ・アマ（学生等含む））

観る
スポーツ

内容 スポーツ大会，
チームの発表会 運動会 スタジアム観戦，

放送視聴等

参加者 関係者，保護者等 保護者，
病院関係者

観客（有料・無料含む），
視聴者

支える
スポーツ

内容 施設運営（事業者含む），
大会運営等

授業，コーチ，
リハビリ実施，
大会の準備等

実施団体経営等，施設管理，
連盟等，興行等，放送等

参加者

大会運営等，
伴走者等，

スポーツ指導者，
保護者，ボランティア

教師，
医療関係者，

スポーツ指導者

伴走者等，団体経営者等，
施設管理者（グラウンドキーパー等含む），

スポーツ指導者，
メディア関係者

競技団体運営者，施設運営者，用具（装具等含む）メーカー等
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て，児童の指導，会場づくり，運営を支える
業務に従事し，上級生は運営の一端を担い，
下級生の誘導等に当たっている。プログラムに
目をやれば，発達状況に応じたルールに基づ
く競技が組み込まれているが，ともすれば観客
受けする組み体操が，危険性を指摘されなが
らも続けられてきた。

そして，運動会の前夜には運動が苦手な児
童は，雨天中止を願って軒下にてるてる坊主を
逆さにぶら下げるのだ。

運動会から垣間見えるスポーツの側面を確
認してみよう。

●スポーツへの多様な関わり方

まず，スポーツとの関わりの態様として挙げ
た「する」「観る」「支える」の3つの形態が存
在し，それぞれ，その立場でスポーツを楽しみ
または役割を果たしている。スポーツ実施に必
要な場所と指導の能力を持ったスタッフがそれ
なりに配置されている。場所と支援者という要
素は，スポーツを行ううえで重要である。スポー
ツの領域という面で運動会は，学校スポーツ
であると同時に，一定の競技スポーツとしての
側面と地域スポーツとしての側面も併せ持って
いるとも言えよう。

運動会への参加，応援を通じて，知らずと
集団への参加意識が高まる効果も考えられる。
地域や国の代表による競技となれば，おのず
と自国選手を応援する傾向につながると考えら
れる。こうした点は，スポーツとナショナリズ
ムやポリティクスとの関係が指摘される原点で
はないか。

●競技性の持つ力

選手は，知らずと自分の最大限の力を出し，

応援者の声は自然と大きくなる。競技性に起因
するのだろうが，「する」また「観る」スポーツに
は，人を夢中にさせる力があるようだ。

たとえ，「皆よくがんばりました」と言われた
としても，やはり勝者が称えられている感覚は
残るし，敗者は悔しさを持ち，来年の雪辱を
誓う。スポーツは，やはり好成績を競うベクト
ルでできあがっている。自分自身の記録を伸
ばすという意味も含めて競う思いこそ，人を駆
り立てるのだろう。競う要素の少ない「準備体
操」に一番力を入れる人はかなり少ないと思う。

人を向上させるこの側面には，同時に負の
影響も見て取れる。1つは，高評価を求めて高
度な技を追求しすぎる傾向，危険性判断の閾
値を下げてしまう側面を持つことだ 8）。

もう1つは，軒下の逆さてるてる坊主に期待
してしまう，努力してもできない者を結果的に
追い込むことにつながるという現実である（学
校現場では，様々な配慮がなされているものと
思う）。この側面は，障害者スポーツを考える
うえで忘れてはならない視点と考えている。

●アダプテッドスポーツへの視点

さらに，児童の成長度合いに応じて，ルー
ルや用具を柔軟に対応させることで，スポーツ
参加を実現している点がある。何ができるかに
着目し，ルール等を適応（adapt）させることで，
障害者でもできるスポーツ「アダプテッドスポー
ツ」につながるものだ 9）。

運動会を例にして，スポーツの持つ側面を
考えてきたが，障害者スポーツでも同様に考え
ておく必要のある側面である。

ここまで「障害者」「スポーツ」と個々の要素
についての現在地を見てきた。法制度整備を
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受けて，障害者スポーツは今，「権利主体であ
る障害者が，権利として行うスポーツ」と位置
づけることができる。実際に事を動かすには，
個別法の規定や国などの計画，事業あるいは
個々の事業者の理解，またそれらとの粘り強
い交渉が必要となるのであろうが，障害者が
スポーツに1歩を踏み出す勇気を確かに与えて
くれるものである。「特別なことを求めているの
ではありません。私は，誰でもが持つ権利とし
てスポーツをしたいのだ」と。

3.障害者スポーツ
（1）障害者スポーツ，パラリンピックの歴史10）

古くから障害者による身体運動は，医師や体
育指導師により「治療体操」として行われてき
たが，19世紀以降になって，障害者が自発的
にスポーツ活動を行うようになった。ドイツで
聴覚障害者のスポーツクラブが創設され，第一
次大戦後に英国で身体障害者の自転車クラブや
上肢ゴルフ協会等ができている。国際的な障
害者スポーツ大会は，1924年にパリで開催され
た国際ろう者スポーツ競技大会が初めてである。

●パラリンピック 11）

第二次大戦で脊髄損傷の戦傷者が急増する
ことを見越し，英国のチャーチル首相等が，
治療と社会復帰を目的に，ストーク・マンデ
ビル病院に脊髄損傷科を開設した。その科長
に任命された医師ルードウィッヒ・グットマ
ン卿が残された能力を最大限に生かすこと
を目的に，スポーツを治療に取り入れ，1948
年 7月開催のロンドンオリンピックと同時期
に同病院内で車いす患者（英国退役軍人）に
よるアーチェリー大会を開催したのがパラリ
ンピックの原点である。1952年以降，国際競

技会（第 1回国際ストーク・マンデビル大会，
原則，毎年開催）となり，1960年ローマ五輪
から，原則として五輪開催の年には開催国で
五輪閉幕後に行うこととなった。1976年には
冬季大会が開催され，1989年に国際パラリン
ピック委員会（IPC）が創設され，競技性の高
い障害者スポーツ大会へと発展している。

2000年シドニー大会の際，国際オリンピック
委員会（IOC）とIPCとの協力関係に関する話
し合いがもたれ，五輪開催国は，五輪終了後，
引き続いてパラリンピックを開催しなければな
らないとの基本合意に達し，両者の協力関係
が強まっている。

また，パラリンピックが脊髄損傷者対象か
ら始まった経緯から，参加対象の障害者が長
らく車いすの者に限定されていたが，現在は身
体障害（聴覚障害を除く）と知的障害に拡大し
た。しかし，必ずしも障害者全体をカバーして
はいない。

● 1964年東京パラリンピック

国際身体障害者スポーツ大会準備委員会会
長の葛西嘉資氏と，パラリンピック産みの親の
グットマン卿に師事していた医師である中村裕
博士等を中心に準備が進められ，1964年に五
輪に続いて五輪開催地東京で開催された。大
会を，車いす使用者だけではなく，すべての
身体障害者が参加できるようにしたいと，グッ
トマン卿ら関係者に理解を求めたが，結果的
には，第 1部を車いす使用者のみの国際ストー
ク・マンデビル大会として実施，第 2部をすべ
ての身体障害者を対象とする日本選手と西ドイ
ツの招待選手による国内大会として実施する2
部構成となった（この大会の第 1部は，後に第
2回パラリンピックとして位置づけられた）。
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障害の種類による取り扱いの違いという障害
者スポーツの難しい側面が垣間見えるものとなっ
たが，一方ですべての障害者を等しく扱おうと
いう両氏等の取り組みは注目されるものであり，
中村博士を中心に，1975年に開催された極東・
南太平洋身体障害者スポーツ大会（フェスピッ
ク大会）が，脊髄損傷に限定せずあらゆる身
体障害者を対象としたことの原点にもなってい
るように思える12）。

●障害の種類による格差

障害者スポーツの1つの特徴として，障害の
種類により競技や関係する団体が異なる点があ
る。上記のように，パラリンピックはすべての
障害者を対象とするものではない。障害者スポー
ツの国際大会と障害の種類の概略を表 5にま
とめた。

この表に入っていない精神障害者は「障害者
政策では支援対象とされながらも，スポーツ
推進対象外である傾向がみられる」13）との指摘
もあり，障害者スポーツの中でも普及に差が生
じている。また，日本における認知度も，パラ
リンピックに比べスペシャルオリンピックスやデ
フリンピックは大きく下回っており，今後，普

及に取り組む際の課題と考えられる14）。

（2）障害者スポーツを巡る利点と課題
障害者にとってスポーツの有用性は健常者と

同様，またはそれ以上である。心身の障害に
よって普段，運動の機会が少なくなりがちな障
害者にとって，スポーツは体力，運動能力，自
立性の向上，楽しむ等精神面での効用，外出
機会の増加，さらに交友関係の拡大など，多
くの利点が挙げられる。

一方で，スポーツ実施上の課題もある。次
にいくつかを指摘する15）。

●「するスポーツ」の観点から

 ● 競技スポーツとしての育成等支援面での充実
の必要性が挙げられる。その点，2014 年度
より，スポーツ振興の観点から行う障害者ス
ポーツ関連事業の所管省庁が，厚生労働省
から文部科学省に移管され，一般のスポーツ
と一元化されたことで，トップアスリートの予
算，施設等支援面での整備は一定程度進ん
だと言える。障害者スポーツにおいても，トッ
プアスリートの存在は，スポーツを始める動
機づけには重要と言え，歴史が浅く，選手

表 5　障害者スポーツの総合国際競技大会の関係

障害の種類 パラリンピック デフリンピック スペシャル
オリンピックス

 身体障害

肢体不自由 ○
（脳性まひ） ○
視覚 ○
聴覚 ○

 知的障害 ○ ○

備考

・競技ごとに障害の種類，程度
に応じてクラス分け

・オリンピック参加例あり

・合図を視覚的にする工夫以外
は，オリンピックと同ルール

・オリンピック参加例あり

・様々なスポーツトレーニング
とその成果の発表の場（競技
会）を提供

・日常的・継続的なスポーツ活
動を通じた自己成長を重視

・全員を表彰するという特徴
＊地域における障害者スポーツ普及促進に関する有識者会議第一回（2015.6.11）参考資料「障害者スポーツに関する基礎データ集」を参考に筆者作成。
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層も薄い障害者スポーツにとって，育成環境
整備は重要な課題と言える。

 ● 障害者のスポーツ・レクリエーション実施率
（週 1 回以上，成人）は，一般の半分以下と
いう低さであり，特に肢体不自由者で顕著で
ある 16）。

 ● スポーツの実施は健康維持の要素も大きいこ
とを考えると，実施の環境整備とともに，実
施意欲を喚起し，スポーツへと誘導すること
が必要と思われる。

 ● スポーツ全般の問題点として，ドーピングや
政治性が挙げられるが，障害者スポーツ特
有の問題も生じている。
アスリートとしての名誉と裏腹に，勝利至上

主義，ひいてはドーピングの問題が生じる。身
体障害では，車いす，義手，義足等の用具を
使用するため，用具の性能が格段に向上した
現在，用具の適正性に関する「ツール・ドーピ
ング」の問題と向き合う必要性が指摘される。
この問題は，AIやロボットを人間の補助とする
今後の社会で，人間と人工物がどう付き合って
いくのかを考える端緒となるのではないか。

また，政治性についても，国家のスポーツ
の政治的利用や個人の大会での政治的主張な
どは，障害者スポーツでも生じ得る。加えて，
先にも触れたが，パラリンピックが戦傷者回
復プログラムとしての障害者スポーツから始まっ
た経緯等から，戦傷者の存在が大きい。パラ
リンピックの参加対象となる障害者が車いす
利用者から拡大するのに年月を要した。英国
では，脊髄損傷者にこだわるグットマン卿へ
の反感から競技団体の一元化が遅れたとの指
摘がある17）。

リオパラでも番組で取材しただけでも17か
国の戦傷兵士が出場していると報告されており，

現在でも障害者スポーツが戦傷者の回復プロ
グラムとして活用されている現実がある18）。

●「観るスポーツ」の観点から

 ● 従来，障害者スポーツの放送などはほとんど
なく，「観る」環境が少なかったことが挙げ
られる。

 ● 観戦に行くとしても情報が十分周知されてい
ない。障害者が観戦するケースでは，移動
手段，施設整備等，環境面での障壁もある。

 ● 障害者スポーツ独自の競技を楽しんで観戦す
るには，ルールの知識が必要となる。特に，
参加資格が障害の種類，程度により異なる
クラス分けは，比較的細かくなされており，
観る者にどのようにして知識を伝えるかが問
題である。
一般のスポーツでも，普及度の低いものには

同様の問題があるかもしれない。

●「支えるスポーツ」の観点から

 ● 支える関係者は全般的に不足していると思わ
れるが，競技性が高まるにつれ，プロの指
導者の必要性が高まっている。障害者スポー
ツに特有な支援者としては，次のような者が
考えられる。

△

視覚障害のマラソンの伴走者等，共に競
技しつつ支える人材

△

障害者スポーツ独自で必要とする競技用具
や車いす，義手・義足等の製作者

 ● 障害者スポーツ大会の開催，運営，周知等
に関して，メディアも支える役割を担うものと
考えられる。

 ● パラリンピック等の大会運営では，ボランティ
アの協力が欠かせない。障害者が日常的に
スポーツを実施するには，移動や介助を要
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する場合も多い。協力を得ていくには，スポー
ツを行うことは誰もが持つ権利だとの認識を，
一般の介助者も共有することが望ましい。

Ⅲ　 障害者スポーツと放送
ここからは，「障害者」「スポーツ」というテー

マと放送の関わりについて考察する。

1. 障害者と放送
障害者と放送の関係には，基幹放送で伝え

る情報を障害者に伝える際の情報アクセシビリ
ティー確保と，障害者に関する番組を放送で
伝えるという2つの側面がある。

（1）放送のアクセシビリティー確保
放送は，国民生活に密着した情報提供手段

として必要不可欠なものであることから，視聴
覚障害者に対しても健常者と同等の情報を提
供することが求められる。技術的な進歩ととも
にそれを活用したアクセシビリティー確保の取
り組みがなされてきた。

視聴覚障害者向け番組として，聴覚障害者
向けに字幕放送，手話放送が，視覚障害者向
けに解説放送が行われている。また，災害等
緊急放送への字幕付与といった取り組みを行っ
ている。

1997年放送法 4条 2項に，字幕番組・解説
番組の放送努力義務が規定された。総務省が
行政指針を策定し，また，NHK，民放キー
局等放送局も拡充計画を立てて推進しており，
毎年度，各局の字幕放送等の実績を総務省が
取りまとめ公表している19）。

技術進展や制度等の状況変化を踏まえて，
総務省において研究会が逐次開催され，視聴

覚障害者向け放送の充実の努力が続けられて
いる。また，NHK放送技術研究所等において，
リアルタイムに字幕作成を行う等の技術開発も
継続的に行われている。けれども，放送には
正確性が求められるということもあり，完全な
実施には至っていないのが現状である。

また，阪神・淡路大震災時の教訓から聴覚
障害者の情報確保のためNPO法人CS障害者
放送統一機構が，手話と字幕の番組『目で聴
くテレビ』を実施している。

視聴覚障害者としては，日々の生活情報，
さらには災害等緊急時の必須の情報を求めて
いることを忘れてはならない。

東京 2020五輪・パラという国民的なイベント
の放送をどう視聴覚障害者に届けるかが，大き
なテーマである。大会開催時の訪日外国人へ
の情報保障とも合わせて2014年に字幕等の在
り方についての検討会が設けられ，多言語字
幕や字幕付きCMについて提言された 20）。

特にこうしたイベントの放送は，皆で一緒に
視聴してこそ楽しめるという面が強いと言え，
そうした要求に応える方策が求められる。

（2）障害者に関する番組
基本的には，一般の視聴者（その中には障

害者も含まれるが）向けの，障害者をテーマと
する番組は，ドラマやドキュメンタリー等数多
く存在する。テレビドラマが構成する「障害者」
のイメージについて，身体障害と知的障害，そ
れぞれ2つのテレビドラマを分析し，「困難な状
況の中で『がんばる身体障害者』」と，「純真無
垢な『知的障害者』」の2つのイメージを提示す
る研究報告がある21）。

また，主として障害のある視聴者または関
係者に向けた番組がある。聴覚障害者への情
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報保障としての手話ニュース，手話を学ぶ番組，
障害のある子どもたち向けの学校教育番組，
また障害者に関する話題を論ずる番組等が放
送されている。

その中で少し異色なのが，「笑いは地球を救う」
と謳い，NHKで2012年から放送している障害
者向け情報バラエティー番組『バリバラ』である。
2016年 8月 28日は「検証！『障害者×感動』の
方程式」のテーマで，障害者を「感動」の道具
として扱う「感動ポルノ」22）という言葉を紹介し
つつ，障害者イメージが感動に結びついてしま
うことへの疑問を呈した。当日，障害者のチャ
レンジする姿等を取り上げる『24時間テレビ 愛
は地球を救う』（日本テレビ）が放送されており，
両番組を巡り放送後もインターネット上等で議
論がなされた。両番組での障害者の取り上げ
方については，続けて議論がなされるのであろ
う。ただ，こうした議論ができる段階にやっと
到達したとも言えるのではなかろうか。

2.スポーツと放送
（1）メディアスポーツの放送

日本においてメディアとスポーツの関係は深
い。開国により近代スポーツが導入されて以降，
新聞は盛んにスポーツ関連の記事を掲載し，
1897年には，運動専門の雑誌として『運動界』
が創刊される。また，現在の全国高等学校野
球大会のように新聞社がスポーツイベントを主
催する。そして，1925年の放送開始から2年
後の1927年にはその試合の様子が，初めてラ
ジオで放送された。

テレビとスポーツの相性は抜群で，研究者た
ちは「夢のカップル」と言う23）。スポーツにより，
テレビは多くの視聴者を獲得し，広告料の収
入も増大する。人気のあるスポーツは高視聴

率を得るため，キラーコンテンツ獲得競争がお
こり放送権料が跳ね上がる。夢のカップルと
言われる所以だ。一方で，お互いが影響し合っ
ている点もある。大相撲では，放送時間に合
わせるため仕切りの制限時間が設けられる等
ルールが変更された。オリンピック開催の時
期も，テレビ放送に都合のよい時期が選ばれ
るという話もある。放送の側でもオリンピック
放送のために放送技術を新たに開発，実用化
してきた一面もある。

人をひきつけるコンテンツとしてメディアが積
極的に取り上げるメディアスポーツは，単に結
果を追うだけではなく，物語を求める。メディ
ア研究ジャーナリストの森田浩之は，『メディア
スポーツ解体』の中で，現在のテレビスポーツ
のフォーマットをつくったといわれる，米ABC
テレビのプロデューサー，ルーン・アーリッジ
が何よりも重要視していたのが，スポーツ放送
における物語とヒーローの役割だと指摘する。
また，ヒーローの物語には，サイドストーリー
が求められる。そして，こうした物語をとおし
て，視聴者をスポーツの魅力にひきつけていく。
ただし，その物語性の裏にはナショナルな空
気や，コミュニティーの価値観などがひそんで
いる可能性を考えておく必要がある24）。

また，スポーツ普及にあたって，「する」「観る」
「支える」のすべてにおいて必要なのが，競技
ルールや実施方法等，基本的な知識の普及で
ある。普及の進んでいないマイナーな競技では
特にそうである。あるいは，メジャーな競技でも，
学校教育で一通り学習することも考えられるが，
例えば，ラグビーの「ノッコンって何?」と五郎
丸選手の活躍から調べたという人も多いのでは
なかろうか。

競技スポーツでもメディアに取り上げられな
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い競技では，国際大会等で優秀な成績を収め
て，メディア露出を高める等のメディア戦略が
求められることとなるのであろう。

（2）非メディアスポーツの放送
先に指摘したように，スポーツのあり方は多

様である。メディアが競って取り上げる，メディ
アスポーツに該当しないスポーツの放送につい
て考えてみる。

するスポーツの効用の1つに健康維持が挙げ
られるが，この目的のスポーツの放送としては，

『ラジオ体操』がある。1928年から放送され，
家庭，学校，地域，職場等で老若男女が実
施してきた。CD音源等を利用して実施するケー
スも多いだろうが，放送と同時に実施することで，
生活リズムを保つのに有効とも思われるし，放
送時に実施する場合，周囲の理解も得られや
すいのではなかろうか。その延長線上で言えば，
災害被災地の車中泊等でのエコノミークラス症
候群防止のため，被災地向け放送等で定期的
に流すことができれば有効なのではないかと考
えたりもする。

3.障害者スポーツと放送
（1）どのように放送してきたか

障害者スポーツはこれまでどのように放送さ
れてきたのか，その詳細については今後，さら
に研究を進めていくことにしている。

ここでは，まず競技スポーツの放送の状況
について先行研究からその一端を取り上げると
ともに，リオパラでの放送状況の概略等を見て
いく。

●パラリンピック放送に関する先行研究

管見によれば，障害者スポーツの頂点とも言

えるパラリンピックの放送実績に関する先行研
究としては，NHK番組アーカイブス学術利用
トライアルでの，崎田嘉寛（現広島国際大講師）
による東京 1964パラに関する研究 25）を見出し
たのみである。NHKアーカイブスから対象番組・
ニュースを選び出し，大会開催までの期間と，
開催前後の期間に分けて，それぞれニュース，
番組ごとに整理し，内容把握等を行ったもの
だが，放送が古い時期のものであり，保存さ
れ視聴可能なものが限られた中での分析となら
ざるを得なかった。

この研究では，車いすバスケットボール等，
競技の風景が期間中のニュースやその後の番
組で紹介されていること，社会復帰の遅れを
訴える日本選手インタビューを取り上げている
ことなどが報告されている。そうしたことを受け，
NHKの東京 1964パラのテレビ放送は，「障害
者スポーツに特有の身体性および競技性を視
覚化させることを指向しつつも，日本における
障害者の社会復帰という課題を見据えて編集さ
れたと理解できる」とまとめている。

●放送以外でのメディアの実績

その他，放送以外の障害者スポーツとメディ
アの関係性の研究として，新聞を対象としたも
のがいくつか見出せる。

その 1つとして，藤田紀昭（現日本福祉大
教授）の研究がある。各パラリンピック （東京
1964〜バンクーバー2010） 期間中の新聞報道
の記事数，掲載紙面等を調査したものだ。調
査の結果，記事数が急激に増えたのは，長野
パラ（1998）のときであった。しかし，記事の
割合としては，社会面に掲載されるものが最も
多く，シドニーパラ（2000）で初めてスポーツ面
掲載の割合が一番高くなり，以後その傾向が
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続いていると分析している26）27）。

●リオパラにおける放送等の取り組み（概観）

今回のリオパラでは，マスメディア各社が軽
重の差はあるが，事前・事後に特集や各種番
組の中で障害者スポーツを伝えた。また，リオ
パラ開催期間中は，ニュース枠でも放送するな
どしている。NHKにおいては，大会期間中，
毎日総合テレビで生中継し，テレビでの放送時
間は合計 133時間（生中継 74時間含む）で，ロ
ンドンパラの3倍であった。インターネットを活
用して，競技の「ライブストリーミング」「見逃し」
等の配信も行った。

また，CS放送のスカパー!は，2008年から
パラスポーツへの取り組みを開始，リオパラでは，
ソチパラ（2014）に続き24時間専門チャンネル
放送を行っている。

BS日テレが，パラアスリートたちを追うドキュ
メンタリー『ストロングポイント』を，大会期間
をはさんで定時放送するなどの取り組みがなさ
れている。

また，NPO法人STANDが行うウェブサイ
ト「挑戦者たち」28）等，インターネット上で障害
者スポーツのスポーツとしての魅力を伝えている。

パラスポーツを，純粋にスポーツとして扱う
姿勢も目立つ。リオパラでNHKのハイライト
番組『パラリンピックタイム』を制作した竹内哲
哉プロデューサーは，新聞のインタビューに対
して「まずはスポーツありきのシンプルな考え方」
と，制作の考え方を答えている29）。

世界的に見て，多くのメディアが障害者スポー
ツの放送に力を入れてきていることを考えると，
今後もさらに拡充することが期待されている。

リオパラの放送がどのようなものであったか
については，今後分析・研究を行っていく。

●メディアスポーツ以外のスポーツの放送

学校スポーツや地域スポーツ等については，
先の障害者と放送の項で示した，学校教育番
組 30）や障害者向け福祉番組の中で適宜取り上
げられている。
「ラジオ体操」「テレビ体操」と同時に行わ

れる「みんなの体操」は，「ユニバーサルデザ
イン」という考え方のもと，年齢・性別・障害
の有無を問わず，すべての人々が楽しく安心し
てできる体操として1999年から導入されたもの
で，アダプテッドスポーツの1つとも言えよう。

（2）今後に向けての役割と課題
今後，東京 2020パラに向けて，障害者スポー

ツがいろいろな角度から報じられていくものと
思われる。これまで「障害者」「スポーツ」「放
送」の各要素に分解して提示してきたことを踏
まえながら，放送の役割と課題を考える。
① パラアスリートを，あこがれの存在に

トップ競技において，障害者スポーツがよう
やくスポーツとして認識され，選手はアスリー
トとして扱われるようになった。障害者スポー
ツは歴史が浅く，また，対象が障害者に限定
されるため選手発掘が難しい。そうした意味
からも，障害者があこがれを持ってスポーツに
参加するスターの存在が必要である。こうした
メディアスポーツのヒーローを物語るには，テ
レビ放送は最適のメディアである。

2016年 3月のスポーツ庁委託調査「地域にお
ける障害者スポーツ普及促進事業（障害者のス
ポーツ参加促進に関する調査研究）報告書」に
よると31），障害者の半数が「スポーツ・レクリエー
ションに関心がない」と回答している。これは，
スポーツが嫌いというよりは，体力面等を考慮
しあきらめていることも考えられる。あきらめる
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のではなく前へ進む誘因として，直接お茶の間
に届く放送は有効ではないか。
② 競技知識を分かりやすく伝える

スポーツを楽しんで観るには，やはり基本的
なルール，競技内容の知識が必要である。簡
単で，分かりやすく，面白い競技紹介が，あ
る程度繰り返し放送されることで，基本的な理
解は深まっていくし，障害者のスポーツ参加を
検討する際の判断材料の提供ともなる。また，
障害者スポーツにおいては，ルールや障害に応
じたクラス分けが障害内容と結びついており，
健常者が障害そのものを理解することにもつな
がる。

競技中継を面白く観るには，ルールや競技
に精通し，障害者スポーツを魅力的に解説する
ことが必要である。東京 2020パラに向けては，
専門の解説者，キャスターの育成も必要ではな
いか。
③ イベント等を通じて競技体験を広める

障害者スポーツやアダプテッドスポーツに参
加する人を増やすための体験イベントは，障害
者スポーツ団体や各自治体等により実施されて
いる。直接経験することが，障害者のスポーツ
参加意欲を格段に高め，支えるボランティアを
増やす効果があると思われる。こうしたイベン
ト実施への放送事業者の協力や，広くお茶の
間に届く地域放送での実施情報の提供等が有
効ではないか。

ルールや用具の工夫でスポーツ実施を容易に
するアダプテッドスポーツは，障害者だけでな
く高齢者，子どもにも適用できるもので，イベ
ント等での体験に，共生社会でのスポーツの
可能性を見出すことができる。
④ 多様な議論の喚起

放送には，多様な意見を提供し，議論を喚

起する議題提供機能がある。障害者というテー
マについても「感動ポルノ」等多様な意見を提
供し，活発な意見交換がなされることが重要
である。アダプテッドスポーツを題材にしてど
のようにすれば障害者と健常者が共に楽しめる
競技になるかを考えたり，どの程度のハンディ
が競技の公正につながるのか，装具はどのよう
になっているのかを考える等，障害者スポーツ
を入口として多様な議論を喚起できるのではな
かろうか。
⑤ 情報アクセシビリティーの確保

視聴覚障害者などの情報アクセシビリティー
確保による，東京 2020パラを共に楽しむこと
ができる環境の実現に向けた取り組みが，引
き続き必要である。
⑥ すべての人が権利主体であるという認識

最後に，障害の有無にかかわらず，すべての
人が等しく権利の主体であるということの認識
である。情報伝達手段としてインターネットが
大きな力を持ってきているが，放送，特に映像
を伴うテレビ放送には，やはり強い影響力があ
る。特に，オリンピック・パラリンピックといっ
たビッグイベントは，一緒にそのスポーツに注目
し，時間と感情を共にすることで，人を統合し，
強さ，国家等といった感覚を自然と植えつけて
しまう。テレビはアスリートを称える。決してそ
れを否定しないが，一方で，スポーツはできな
くても，すべての人が人権の主体であるというメッ
セージを，常に出し続ける必要があるのではな
いか。

ここで挙げたことは，実は，すでにリオパラ
でも，取り組まれていることが多くあるだろう。
東京 2020五輪・パラが控えており，リオパラ
が終わっても関心が薄れてしまうということは
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少ないと思うが，選手の発掘，育成，ボランティ
アの養成等を考えると，放送事業者としても継
続的に取り組んでいく必要がある。

健常者も障害者も，障害者スポーツに関す
る放送，議論を通じて，またなんらかの態様
での障害者スポーツへの参加経験等を通じて，
相互の理解が深まることを期待する。

大分県別府市に，社会福祉法人「太陽の家」
がある。東京 1964パラの牽引者であった中村
裕博士が，障害者を自立した人として就労し生
活できるようにと設立したものだ。併設の歴史
資料館には，博士が開発したり海外から購入
したりした機器が多く展示されている。その中
に「和室用車いす」（写真 1，2）があった。畳
敷きの和室で使用するために幅広のタイヤを採
用し，畳が傷まないようにしたものである。そ

こには，共にいて，相手の人を見ている生活者
の視線を感じる。

スポーツをするには，相手を見る必要があり，
お互いが 1つのルールに従って競技する必要が
ある。スポーツには，人と人を理解し合う関係
にする効果があると思われる。障害者スポーツ
も，障害者を1人の対等の人として感じる（頭で
理解するのではなく）ことへの窓口となると期
待できる。
「どこか他人事」という状態から一歩前進す

るには，障害者スポーツを共にし，ボランティ
アとして具体的にサポートし，あるいは共に観
戦してみることは，大きな助けになるのではな
かろうか。

Ⅳ　 むすびに
東京 2020オリンピック・パラリンピックまで，

4年を切った。限られた時間の中で，ビッグイ
ベントを成功に導くため，がむしゃらに進みが
ちだが，大会の大きな目標にはインクルーシブ
な社会の実現を掲げていることを忘れてはなら
ない。

パラリンピックの父・グットマン卿の「失われ
たものを数えるな，残されたものを最大限に生
かせ」という理念は，残されたものを最大限に
生かすための工夫や変革を行うということでも
ある。それは，障害者基本法が採用した社会
モデル，アダプテッドスポーツの考えにも通じ
るものであるし，これからの多難な時代を，皆
が負担を分け合って乗り越えていくための1つ
の知恵のようにも思える。

私たち国民にとって，最終目的地は2020年
の大会そのものではなく，2020年以後の本格
的な少子高齢・人口減少社会の到来に向けて，

写真 1

写真 2
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誰もが生き生きと生活できる社会を構築するこ
とだ。2020大会の大きな引力を最大限に生か
して，惑星の引力を使ってスイングバイ航法で
太陽系外に飛び出していく人工衛星のように，
社会を前へ進めていきたいものだ。そのために
必要な情報を，放送が適切で多様に提供する
ことが求められている。

本稿では，障害者スポーツと放送の関係を
俯瞰した。これを踏まえつつ，今後，リオパラ
での放送の分析やこれまでのパラリンピック放
送実績の把握，また，こうした放送を障害者
自身がどう受け止めているか等，個別研究を
進めていく予定である。       

   （やまだ きよし）

注：
 1） 「しょうがい」の文字表記については，原則と

して法律での表記である「障害」とし，引用等
原典がある場合は，原文表記とした。

 2） NHK オンライン「平成 28 年 9 月放送総局長
定例記者会見要旨」http://www.nhk.or.jp/pr/
keiei/toptalk/soukyoku/s1609.pdf

 3） オリンピック，パラリンピックの各大会名称の
略記については，「開催地略称 + 五輪またはパ
ラ」とした。複数開催した地名は，開催年を付
記した （例「東京 1964 ○○」）。

 4） DPI 日本会議編『最初の 1 歩だ！ 改正障害者
基本法』（2012）解放出版社，P2 ほか。内閣府

『平成 27 年度　障害者施策の概況（障害者白書）
〔概要〕』P16 ほか参照

 5） 日本スポーツ法学会編『詳解　スポーツ基本法』
（2011），成文堂，P19 〜参照

 6） 国際的動向に沿ったもの。「みんなのスポーツ」
の考え方に立つ「新ヨーロッパ・スポーツ憲章」

（1992 年採択）等。前掲注 5　P88-89 参照
 7） スポーツ基本法における障害者スポーツ関連規

定の詳細は，前掲注 5　P86-103 参照

本稿の概観図
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 8） 森川貞夫，佐伯聰夫編著『スポーツ社会学講義』
（1988）大修館書店，P4 参照。スポーツの競争
性がスポーツの高度化を著しく進める一方で，
その結果，勝つためには手段を選ばずというこ
とになれば，そこでは当然様々な弊害が出ると
して，ドーピングにつながる点を指摘する。

 9） 高橋明著『障害者とスポーツ』（2004）岩波書店，
P3-5。藤田紀昭著『障害者（アダプテッド）ス
ポーツの世界』（2008）角川学芸出版参照

 10） 詳しい経緯については，JPC ホームページ「パ
ラリンピックとは」「パラリンピックの歴史」参
照。http://www.jsad.or.jp/paralympic/what/
history.html

 11） 「パラリンピック」という名称は，「五輪開催年に
開催国で行われる Paraplegia（対（つい）まひ者）
の Olympic（オリンピック）」＝「Paralympic」
という発想から，東京大会の際に日本で名づけ
られた愛称。1985年，IOC が「Paralympics（パ
ラリンピックス）」と名乗ることに同意し正式
名称となり，IPC 設立後に遡ってローマ大会を
第 1 回，東京大会を第 2 回とした。従来は，対
まひ者のオリンピックという意味であったが，
すでに広く身体障がい者の大会となっていた
ため，パラ＝ Parallel（類似した，同様の）＋
Olympics と解釈することになった。前掲 10）
参照

 12） 社会福祉法人太陽の家ホームページ「中村裕
博士と障がい者スポーツ」参照。http://www.
taiyonoie.or.jp/sports

 13） 田中暢子著「国際比較に基づくわが国の障害者
スポーツの現在地」『体育の科学 Vol64，No6』

（2014）杏林書院，P420 参照
 14） 「「国内外一般社会でのパラリンピックに関する

認知と関心」調査結果報告」（2014） 日本財団
パラリンピック研究会参照。それぞれ認知度は，
パラリンピック 98.2%，スペシャルオリンピッ
クス 19.8%，デフリンピック 11.2% となってい
る。

 15） 堀内雄斗著「パラリンピックと障害者スポーツ
－現状と課題－」『国会図書館　レファレンス』
2016 年 2 月号 P137 〜参照。「観点別に見た障
害者スポーツの現状と課題」と題して整理され
ている。

 16） 「地域における障害者スポーツ普及促進事業（障
害者のスポーツ参加促進に関する調査研究） 報
告書」（2016）笹川スポーツ財団（スポーツ庁
委託調査）図表 1-17 参照。
成人の週 1 回以上実施率：障害者 19.2%，一般

（40.5%），車いす使用者 10.2%
 17） 田中暢子著「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』（2013）創文企画，P92 〜参照

 18） 「“戦場の悪夢”と金メダル〜兵士とパラリン
ピック」『クローズアップ現代 +』（2016 年 9

月 12 日放送）
 19） 総務省ホームページ「平成 26 年度の字幕放

送等の実績」参照。http://www.soumu.go.jp/
menu_news/s-news/01ryutsu09_02000126.html

 20） 総務省ホームページ「スマートテレビ時代におけ
る字幕等の在り方に関する検討会」取りまとめ

（2014 年 7 月 3 日 ）。http://www.soumu.go.jp/
menu_news/s-news/01ryutsu09_02000101.html

 21） 中野恵美子著「テレビ・ドラマとマイノリティ
市民－「障害者」の問題を中心に」鈴木みどり
編『メディア・リテラシーを学ぶ人のために』

（1997）世界思想社，P124 〜参照
 22） 米国のコメディアン兼ジャーナリストStella Young

（ステラ・ヤング）氏の言葉。障害者を感動の対
象とするのは，非障害者の利益のために障害者
を消費の対象とする「ポルノ」だとした。

 23） 森田浩之著『メディアスポーツ解体』（2009），
日本放送出版協会，P14 参照

 24） 前掲注 23　P81，211 参照
 25） 崎田嘉寛著「東京パラリンピック大会（1964）

に関するテレビ放送－ NHK でテレビ放送され
た映像に着目して－」『スポーツ史研究第 28 号』

（2015）P71 〜参照
 26） 藤田紀昭著『障害者スポーツの環境と可能性』

（2013）創文企画，P53 〜参照。また同書中に「パ
ラリンピック新聞写真報道の実態調査」（P104
〜）がある。

 27） このほか，パラリンピック新聞報道研究として，
・蘭和真著「障害者スポーツの報道に関する

研究─ 1945 年〜 1999 年の朝日新聞の記事
分析」『教育医学 47 巻 5 号』（2002）

・蘭和真著「ソルトレークシティーパラリン
ピックの新聞報道に関する研究」『東海女子
大紀要 23』（2003）

・辻はるか，上地勝著「日本におけるパラリ
ンピックに関する報道の内容分析」『茨木大
学教育学部紀要，教育科学，63』（2014）

などがある。
 28） 「挑戦者たち」http://www.challengers.tv/
 29） 毎日新聞 2016.9.26　4 面オピニオン
 30） NHK E テレ『ストレッチマン V』は特別支援

学校向けに，主に知的障害や肢体不自由等の
障害児にストレッチ体操等により体を動かす
楽しさ等を伝える番組。http://www.nhk.or.jp/
tokushi/sman5/

 31） 前掲注 16　図表 1-33 参照


