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NHKには，視聴者から放送番組に関する反響が数多く寄せられている。平成28年度に寄せられた反
響は合わせて127万件。このうち79％が電話，16％がメールで，その大半は番組の放送中から終了直後
に集中して寄せられたものだ。電話をかけてくる視聴者は，番組を見て真っ先に感じたことを，時をおか
ず率直に語る。「この思いが消えないうちに電話した」という人もいるぐらいだ。これらの声には感情がこ
もり，内容は具体的で，放送する側が想定していなかった指摘を受けることもある。NHKはこうした反響
を毎日集約し，編成や番組制作，取材等に活かしている。番組について放送局に電話をかけたりメール
をしたりする人の割合は，国民全体から見ればわずかだが1），好評意見も不評意見も，ともに世論調査
ではつかみにくい視聴者の生の声であり，番組を制作し，編成していく上での貴重な手がかりになっている。

平成28年度に寄せられた反響のうち，最も注目
されたものの1つが，9月に行われたリオデジャネ
イロパラリンピックに関するものだった。NHKはリ
オデジャネイロパラリンピックを総合テレビを中心
にロンドン大会の3倍にあたる133時間余り放送し
た。インターネットでは780時間ライブストリーミ
ングした2）。これに伴って視聴者から寄せられた
反響も急増し，反響総数は，北京大会の606件，
ロンドン大会の710件を大幅に上回る1,636件に
達した3）	（図1）。このうち，12日間の大会開催期
間中，競技中継番組などに寄せられた反響は1,184
件で，同時期に放送された他番組の反響件数（『あ
さイチ』（1,105件），『NHKスペシャル』（809件），
『連続テレビ小説』（539件））を上回った。
以下，リオデジャネイロパラリンピックに関して寄せられた反響について分析した結果を報告する。

＜放送の編成に対する意見＞
反響の分析にあたっては，他の放送番組と比較する手法をとり，比較対象にはリオデジャネイロオリンピッ
クを選んだ。まず，開会式から閉会式までの間，競技中継番組などに対して寄せられた反響の内訳を，
パラリンピックとオリンピックとで比較した。件数は，パラリンピックが1,184件，オリンピックが15,604
件とオリンピックが圧倒的に多いが，「問い合わせ」「不評意見」「好評意見」「その他」の構成比率はほ
とんど変わらなかった（図2）。通常，NHKの番組に寄せられる反響の構成比率は，番組のジャンルによっ
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図1　放送時間と反響件数

140
120
100
80
60
40
20
0

※反響件数には，関連番組や大会開催期間以外に寄せられた反響も含む。
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て大きく異なるが，この円グラフを見
る限り，パラリンピックとオリンピック
に視聴者が示した反応は同じように見
える。最も多かったのは，放送予定
や試合結果，選手，マルチ編成番組
の視聴方法などについての「問い合わ
せ」だった。好評意見よりも不評意
見が圧倒的に多くなっているが，不評
意見としてまとめたものの中には放送
への不満だけではなく，編成や番組作りに関する要望や改善案も含まれている点に留意が必要だ。

視聴者は何を思い，何を感じてNHKに声を寄せた
のだろうか。傾向をつかむため，視聴者からの反響
を1つ1つの単語に分解し，どんな単語が多く使われ
たのか，パラリンピックとオリンピックとで比較をした。
表1は，頻出した単語を使った反響の件数を多い順
に並べたものだ。

オリンピックについては，『選手』『錦織』『試合』
『女子』といった選手や競技に関する単語を含む反響
が多かった。これは通常のスポーツ番組の傾向と同
様である。一方，パラリンピックについては，『パラリ
ンピック』『オリンピック』といった大会自体を表す単語を含む反響が目立った。パラリンピックへの反響で，
なぜ『オリンピック』という単語が頻繁に使われたのだろうか。『オリンピック』という単語を使った176
件の反響を読むと，視聴者は，パラリンピックについての意見をオリンピックと対比しながら述べているケー
スが多いことがわかった。また，『オリンピック』という単語を使った反響を分類すると，編成に対する
不評意見が最も多く，「もっと放送すべきだ」と言う人がいれば「ここまで放送すべきではない」と言う人
もいるといった具合に，人によってかなり編成の受け止め方が違うことがわかった。このことを示す例とし
て具体的に2つの声を紹介したい。

『オリンピックと比べ，パラリンピックはあまりにも放送されていない。4 年後の東京大会直前の大会な
のだからもっと放送するべきだ』（50 代男性）4）

『オリンピックは選手が国民の期待を背負ってメダルを狙う競技会なので，多くの時間を割いて放送す
べきだ。パラリンピックはあくまで選手個人のためのイベントなのでここまで放送しなくてよい』（70 代男性）

こうした正反対の意見が混在していることに着目し，改めてパラリンピックの編成に対するすべての意見
を分析した。放送予定などの問い合わせを除いた編成に対する意見は合わせて229件。これを「もっと
放送すべきだ」「見たい競技を放送していない」「ここまで放送すべきではない」「その他」の4つに分類
した5）。

図2　寄せられた反響の内訳
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表1　視聴者がよく使った単語
順
位

パラリンピック オリンピック
単 語 件数 単 語 件数

1 パラリンピック 510 放送 5,822
2 放送 441 選手 4,008
3 放送する 326 予定 3,180
4 見る 286 放送する 3,166
5 思う 210 見る 2,955
6 選手 187 オリンピック 2,919
7 オリンピック 176 錦織 2,860
8 予定 166 試合 2,472
9 NHK 164 思う 2,071
10 教える 122 女子 2,047

（Ｎ＝1,184） （Ｎ＝15,604）
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パラリンピックの編成に対する意見の内訳は，
「もっと放送すべきだ」と「見たい競技を放送してい
ない」，そして「ここまで放送すべきではない」とい
う意見がそれぞれ3分の1ずつで，ほぼ同じ割合だっ
た（図3）。母数は大きく異なるが，オリンピックの
場合は，それぞれ1％，70％，15％という割合であ
り，オリンピックとパラリンピックの反響の違いが浮
かび上がった6）。

このうち，パラリンピックを「もっと放送すべきだ」という意見の中には，放送量や編成，大会前の報
道などに，オリンピック並みの扱いを求めるものが多かった。その理由として，障害を乗り越えた選手へ
の共感や，パラリンピックを放送する社会的意義などが挙げられている。パラリンピックの総合テレビで
の放送量が増えたことで，障害者スポーツを初めて見た人が競技の面白さに開眼したというケースも少な
からずあった。

『パラリンピックが面白い！ 車いすラグビーを夢中になって観戦したら仕事に遅刻してしまった。 帰宅し
てからじっくり観戦出来るゴールデンタイム，できれば午後8時から放送してほしい』（40 代女性）
『相模原市の障害者施設殺傷事件が大きな社会問題になっている。 小さい時からパラリンピックを見て

感動し障害者に慣れ親しんでいれば，あんな事件を起こす人はいなくなると思う。できる限りたくさん放
送してほしい』（70 代女性）

「見たい競技を放送していない」という意見の大半は，競技によっては全く中継がなかったことへの苦
情だった。オリンピックやパラリンピックは，主催者が制作した「国際信号」と呼ばれる映像をもとに各
国の放送局が中継する。リオデジャネイロ大会の「国際信号」は，オリンピックではほぼすべての競技で
制作されたが，パラリンピックでは全競技の半分ほどしか制作されなかった。「ボッチャ」や「マラソン」
など日本人選手が出場した9つの競技は「国際信号」がないため中継できず，NHKに苦情が殺到したの
だ。

一方，「ここまで放送すべきではない」という意見の中には，パラリンピックの放送がチャンネルを占有
したことに不満を持ち，放送してほしくないと訴えるものが多かった。NHKが公共放送としてパラリンピッ
クを放送することに理解を示す人もいたが，取り上げ方が大げさ，痛々しい，通常の番組が見られないな
ど様々な声が寄せられた。

『パラリンピックもスポーツなのだから競技人口に合わせて放送時間を決めるべきだ。 競技への参加者
が極めて少ないならスポーツ番組としての価値は無いのではないか』（60 代男性）
『障害者でもこんなに頑張れるということを無理に押し付けられたように感じた。 障害者の家族や関係

者が楽しめばいいのだから夜11時以降の放送で十分』（40 代男性）

図3　編成に対する意見
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＜番組の内容への意見＞
番組の内容についての意見や要望も多岐にわたった。このうち，放送の中で使われた言葉については，
障害者スポーツの番組がまだ広く浸透していない中で，障害のあるアスリートにどこまで配慮した表現を
するべきなのか，視聴者のとらえ方は様々だった。

『「敗退」という言葉を使ってほしくない。「決勝に進めず」など他の言い方にしてほしい。 障害者が頑張っ
ているのに「敗退」という言葉を聞くとむなしくなる』（60 代男性）
『「大きな苦難を乗り越えて」を必要以上に繰り返している。 障害者を思いやってのことだろうが，逆に，

障害を特別視し，無意識に差別していると受け取られかねない』（20 代女性）
『障害者の「害」の字は，正しい日本語だとしても，これからも使い続けるのは疑問』（男性，メールの

ため年齢不詳）

パラリンピック選手の紹介の仕方についても色々な考え方の意見が寄せられた。選手の個人的な背景
について，障害者となった経緯をより詳しく説明してほしいという人もいれば，障害者スポーツのクラス分
けや選手としての経歴などについて詳しく知りたいという人もいた。パラリンピックを“人間ドラマ”として
見るのか，純粋な“スポーツ”として見るのか，パラリンピック放送の楽しみ方は一様ではなかったようだ。

『パラリンピックは涙なくしては見られない。 選手が障害者になった経緯をもっと詳しく説明してくれれ
ば感動が増し，応援に力が入る』（70 代女性）
『障害を負った経緯よりも，障害の種類や程度を選手のプレースタイルと結びつけて解説したり，アスリー

トとしての経歴を説明したりしてほしい』（40 代女性）

NHKのパラリンピック放送に関して，放送局に直接寄せられた視聴者の反響からは，放送を見る側の
受け止めの多様さが改めてうかがえた。2020年の東京パラリンピック大会に向けて，今後，どういう姿
勢で番組制作や編成に臨むのか，視聴者の貴重な声にヒントが隠されているのかもしれない。
	 （しみず	ゆうこ）

1） 木村義子（2014）「“多極化”するデジタル時代のテ
レビ視聴者」『放送研究と調査』2014 年2月号

2） 平成28 年 9月放送総局長定例記者会見要旨
3） 北京大会は平成20 年『 視聴者対応報告（9月）』

『第2 四半期業務報告書』，ロンドン大会は平成24
年『視聴者対応報告（8月）』，リオデジャネイロ大
会は平成28 年『視聴者対応報告（9月）』より。

4） 視聴者の年代は，電話で受けつけた場合は職員の
推測。メールは視聴者の申告。

5） 「もっと放送すべきだ」はパラリンピック全体の放送
量が少ないという声，「見たい競技を放送していない」
は個別の競技や試合が放送・配信・生中継されな

かったことへの苦情や放送等を求める声を分類した
（個別の競技や試合に言及していても，パラリンピッ
ク全体の放送量が少ないというのが趣旨であれば

「もっと放送すべきだ」に分類した）。「ここまで放送
すべきではない」には通常番組の放送休止への苦
情も含めた。

6） オリンピックは反響件数が多いため，テキストマイニ
ングの手法を用いた。リオデジャネイロオリンピック
の不評意見から「放送する（否定）」という言葉が
使われた反響 302件を抽出し，パラリンピックと同
様に分類した。

注：


