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アディ・ロウクリフさんは，イギリスのチャン
ネル4でパラリンピックの2012年ロンドン大会
と2016年リオ大会の放送を機会に，同局のオ
ンスクリーン（番組出演）とオフスクリーン（番
組制作）における障害者を含めたマイノリティー
の起用を推進した。その実績を買われて，2017
年9月からITVのダイバーシティー担当責任者

（Head of Diversity, Commissioning）を務め
ている。ITVは，公共放送 BBCに次ぐ老舗
のテレビ局で，イギリスの商業テレビの中で最
も多くの視聴者を獲得している。

ロウクリフさんは，今年（2019年）3月に放
送文化研究所が開催したシンポジウム「共生社
会実現と放送の役割」でパネリストとして登壇
した。シンポジウムでは，2012年のロンドン大
会以後，イギリスのテレビ番組で活躍する障害
者の数が増加している現状を語った。

チャンネル4がパラリンピック放送を担当した

パラリンピック・ストーリー ～東京 2020 大会に向けて～　　　  

【 第 2 回 】

ダイバーシティーがテレビを変える
アディ・ロウクリフ 氏（イギリス ITV ダイバーシティー担当責任者）
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ことが，ロウクリフさん自身のキャリアとテレビ
業界全体の意識に変化をもたらしている。ロウ
クリフさんに話を聞いた。

競争者の 1人としてテレビ業界に飛び込む

ロウクリフさんはイングランド中部のダービー

で生まれ，マンチェスター近郊で育った。両親

はナイジェリア人だ。2011年の統計局調査に

よると，ダービーの人種的少数者は人口の約

25％を占めるが，中でもロウクリフさんのよう

なアフリカ系は1.3％と極めて少数である。ロ

ウクリフさんが番組制作者を目指した1990年

代初頭，アフリカ系で地方大学卒，コネもな

い彼女がイギリスのテレビ業界で仕事を得るこ

とは至難の業だった。

大学を卒業すると，ほとんどの人がロンドン
に出て，条件の悪い仕事に就きました。誰もが
どん底からスタートします。私も，その競争者の
1人でした。最初の仕事は，1日中誰かにお茶を
入れたり，誰かの買い物をしたり。そういう仕
事をうまくこなすと，次の仕事に進めました。私
は，ITVで放送された“Stars in Their Eyes”
という番組の制作に加わったことで，使い走
りから抜け出すことができました。これは一般
の人がポップスターの真似をするエンターテイ
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ンメント番組で，日本では知られていませんよ
ね。その後，チャンネル4で放送された人気番
組“Big Brother”と朝の若者向け番組の“Big 
Breakfast”を制作し，さらにBBCでスポーツ
番組を担当，プロデューサーとしてオリンピック
の2004年アテネ大会の放送に携わりました。

多様性の理解はテレビから

ロウクリフさんに，制作した番組の中から最

も好きな番組をたずねたところ，選ぶのはとて

も難しいと言いながらも“Big Brother”を挙げ

た。この番組の経験を通して，テレビには人々

が自分の偏見を見直すような影響力があること

を実感。テレビに対するロウクリフさんの姿勢

の原点となった。

番組制作のキャリアの中で，お気に入りは
“Big Brother”です。この番組は，十数人の男
女の若者が1つの家で約3か月生活する様子を
カメラで撮影。毎週，視聴者が最も好感を持っ
た人物に投票し，優勝者が決まるというリアリ
ティー番組です。私が制作した当時，この番組
は国内最大の視聴者を獲得していました。電
車に乗るとみんなが私の作った番組を話題にし
ていて，わくわくしました。そして，多様性（ダ
イバーシティー）と包摂性（インクルージョン）
という点でも素晴らしい番組でした。

私たちは毎回，人種的少数者や障害者など
さまざまな出自や背景の人をキャスティングし
たからです。リアリティー番組を通じて，しば
しば人々が違いを理解します。不思議ですよ
ね。でも，視聴者は毎週同じ出演者を見るの
で，自分の偏見やステレオタイプなものの見方
が，本当に正しかったのかと当惑するような，

そんな機会を持つようです。チック症の若者が
“Big Brother”に出演し，視聴者の共感を最
も得て優勝したこともあります。“Big Brother”
は品のある番組とは言えませんが，地上テレビ
のチャンネル4で放送され，非常に多くの人々
に見られたことから，多様性について人々の理
解を深めたと思います。私たちは違いがあるこ
とを通じて，愛や友情，思いやりなど共通する
価値を感じさせることができると思いました。

チャンネル 4 でマネージャーへ転換

ロウクリフさんは2006年にチャンネル4の

番組制作委託部門で多様性と包摂性を推進す

るコミッショニング・エディターとして採用さ

れ，初めて経営にかかわることになった。チャ

ンネル4が，元労働党の国会議員で人種差

別問題の活動家キング夫人（Baroness Oona 

King）を多様性を進める最高執行責任者として

迎え，この部門を強化していた時期のことだ。

自分がほかの人とは違うと感じる人なら誰で
も，チャンネル4を好きになります。チャンネル
4はほかの放送事業者とは異なり，かっこよく，
時代の最先端を行くテレビで，少数者の姿をよ
く映し出してくれます。私は人種的少数者です
から，自然にチャンネル4にひきつけられました。

チャンネル4には，障害者と人種的な少数者
の2つのコミッショニング・エディターのポジショ
ンがあり，私は後者の文化的多様性と言われ
る分野の推進を担当しました。その第1の段階
が，主にオンスクリーンでの多様性です。変化
をもたらすために，手っ取り早い方法と思える
からです。最初に番組のキャスティング作業を
始めるとき，白人以外，つまり人種的少数者を
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キャスティングすることは難しかったですね。さ
らに障害者となるともっと大変でした。ですか
ら，これを変えるために非常に努力しました。
新人のライターや演出家，番組プロダクション
と議論を重ね，協力者を増やしました。そして，
こういう努力はイギリスの放送事業者として，倫
理的にも視聴者とつながるためにも必要です。
イギリスの社会は変わりつつあり，これまでより
もずっと人種的な多様性が高まっています。私
たちは，客観的に自らを検証し，人口構成の
変化に追いつかなければなりません。テレビは
やや後手に回っていました。

2012年ロンドン大会がもたらした変化

チャンネル4が2012年のパラリンピックの

放送権を勝ち取ったことで，ロウクリフさんの

役割も大きく変わった。ロウクリフさんは，変

化の目撃者だった。

チャンネル4のすべての人がパラリンピックに
かかわることになり，2012年ロンドン大会では
障害者のプレゼンターをテレビに起用するプロ
ジェクトの一員として働きました。2012年に障
害者プレゼンターがいたのはチャンネル4だけ
でしたが，2016年リオ大会では放送事業者の
ほとんどが障害者リポーターを起用していたと
思います。リオのホストブロードキャスターもカ
ナダの放送事業者もそうでした。テレビを通じ
て世界を変えることができることがわかり，非
常に興味深かったです。そしてこれは，私たち
がすべての見方を変え，テレビ上の描き方を変
えなければならないほどのパワーを示していま
す。これを目の当たりにして本当に面白かった
です。

テレビの幹部は視聴者よりも保守的だ

ロウクリフさんは，パラリンピック放送の大

きな功績は，障害者自身が働くことと企業が障

害者を雇うことのそれぞれにある不安と恐怖を

取り去ったことだと言う。人々は毎晩テレビで

障害者に向き合うことに慣れ，その能力に気

づいたからだ。

 　

障害者の社会参加がここまで来るには，長
い道のりがありました。テレビでゲイが障害者
よりも先に受け入れられることは，普通のこと
だと思います。私はイングランドの北部に住み，
両親は派手なプレゼンターやポップスターが出
演するテレビ番組を見ていました。彼らがゲイ
だと気づいていたかどうかはわかりませんが，
両親は，彼らは素晴らしい，面白い，輝いて
いると考えました。しかし障害者となると，ほ
とんどテレビに出演していませんでした。テレ
ビ業界の幹部は，障害者がテレビに出たら人
はテレビを消してしまうのではないかと思って
いました。ところが，視聴者は自分の周りの世
界に関心を持っているので，説得力のある方
法でストーリーを伝えれば，これは本物だと
感じ関心を持ってくれます。テレビ業界の幹部
が，障害者のコミュニティーに光を当て，伝え
ることが重要だと感じるには，非常に長い時間
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がかかり，何の行動もとりませんでした。やっ
と実行に移したときに，視聴者のほうがすでに
受け入れる準備ができていた，待っていたの
だと思います。

チャンネル4で働く人はみな，パラリンピック
は大成功だったと言います。しかし，それまで
は障害者をテレビに映すことはリスクだと考え，
パラリンピック放送の編成に障害者のコメディ
アンが司会をする“The Last Leg”のような番
組を組み込むことを誰も考えたことはありませ
んでした。振り返ってみると，わかっていたよ
うに見えますが，そうではなかったのです。こ
れは私の考えですが，テレビ業界の幹部は視
聴者よりも保守的です。今では，リスクをチャ
ンスと見ていますが。

360 度ダイバーシティー・チャーター

チャンネル4は2016年を障害者年と定め，

障害者リポーターだけでなく，パラリンピック

放送の番組制作現場で障害者のスタッフを採

用した。そして，これを機に社会的少数者とみ

なされるすべての人々をテレビ業界に取り込み，

その能力を生かす「360度ダイバーシティー・

チャーター」にも着手した。これは，チャンネ

ル4が放送事業者として社会の変化に正面か

ら取り組む方針であり，公約だと言える。ロウ

クリフさんは，その責任者に就任し，業界の

注目を集めることになった。

アメリカではおそらく人種的少数者をカラー
ドあるいはマイノリティーと呼ぶと思いますが，
実際には人種的に多様な人々で構成されてい
ます。ですから，イギリスではBlack，Asian，
Minority，Ethnicを略称してBAMEと表現し

ます。360度ダイバーシティー・チャーターの責
任者の役割は，障害者を含めたあらゆるマイノ
リティーがオンスクリーンとオフスクリーンで働
くことを推進することです。それはチャンネル
4の販売部門，マーケティング部門，企業管理
部門，番組委託部門などすべての部門が横断
的に多様性を推進することを意味しています。

このチャーターは，BBCやITVとは異なる
視点を持つというチャンネル4ならではの任務
があるからと言えますが，放送業界は多様性
や包摂性について十分に責任を果たしていな
いという批判があり，政府や著名人からの圧
力もありました。最も大きい批判は人種的少数
者からのもので，このイニシアチブを後押しし
たと思います。

チャンネル4は，これまでも多様性について
さまざまな挑戦を行ってきましたが，それがど
ういう成功をもたらしたのかを測ることができ
ませんでした。そこで毎年，多様性に関する公
約を発表し，その進捗状況を外部に向けて発
表することを決め，2016年がその1回目でした。

メインストリームの ITV で多様性を推進

ロウクリフさんは，2017年9月にITVに移っ

た。ITVには，組織運営上の多様性を確保す

る役職と，ITVの番組制作の委託にあたり，

各番組で多様性を確保する役職がある。ロウ

クリフさんは後者で，編集上の権限を持つ。

ITVはチャンネル4とやや異なります。チャ
ンネル4は，多様性と包摂性に関して特定の任
務を持った極めて小さな会社ですが，ITVはと
ても大きく，テレビのメインストリームで包摂性
に取り組まねばなりません。個々の集団に向け
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た特定の番組を制作するのではなく，マスの
視聴者を対象にしているのが ITVです。たと
えば，人気オーディション番組の“The Voice”
のような番組で，出演する人，画面の後ろで働
く人，審査をする人など，それぞれの役割で
多様性を確保しなければなりません。そうする
ことで，テレビを見る人々がイギリスという国を
感じるようになります。ITVはメインストリーム
の放送事業者として，変わりつつある社会を反
映しなければなりません。

テレビ業界共同で多様性をモニター

公共放送のBBC，そしてチャンネル4，ITV，

チャンネル5，衛星放送のSkyの5つの主要な

放送事業者が共同で「Creative Diversity Net-

work, Diamond」を設立し，テレビ業界に就労

するマイノリティーの現状をモニターしている。マ

イノリティーは，ジェンダー，ジェンダー・アイデ

ンティティー，年齢，BAME，LGBT，障害の

6つの特徴に当てはまる人々を指している。

「測定できないものを変えることはできない」
と言うでしょ。これは，そういう考えから生ま
れた自発的なもので，法律で強制されたわけ
ではありません。ダイバーシティー担当責任者

という仕事にとって必要なもので，非常に重要
です。こうした特徴に当てはまる人が，イギリ
スの労働人口に照らし合わせて，オンスクリー
ンとオフスクリーンでどういう割合になっている
のかを把握します。パラリンピックは障害者の
雇用を推進する道のりのスタートでしたが，障
害者が全人口の18％を占めるのに対し，ITV
ではオンスクリーンは5.8％，オフスクリーンは
3.2％と大きく下回っています。今，すべての放
送事業者と共同で，2020年までにこの数値を
2倍にする目標を掲げています。

テレビは社会を反映し，多様な人々が参加
することによってテレビの創造性が豊かになる
と私は考えています。イギリスのテレビ業界
の非常によい点は，この業界で働く人たちが，
違ったものを作るテ　 レビの力を信じ，そし
て，テレビにはその力に伴う責任があると自覚
していることです。通常，イギリスの放送業界
は相互に激しく競い合っています。しかし，多
様性と包摂性という社会的目的については協
力できるのです。2016 年の360度ダイバーシ
ティー・チャーターの推進で，チャンネル4以
外の放送関係者が研修生を受け入れてくれた
ことが，そのよい例です。チャンネル4は，そ
の任務に沿って多様性を進め，私たちITVは
可能な限りたくさんの多様な人たちに番組を見
てもらうために努力します。常にそれぞれの組
織の価値に戻って結びつけながら，共同で取
り組むことも可能なのです。

世界のテレビ業界で広がる多様性の意識

毎年9月にオランダの首都アムステルダムで

IBC（International Broadcasting Convention）

が開催される。最先端の放送通信技術やアプ
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リケーションが展示され，技術見本市と筆者は

理解していた。しかし，昨年，ロウクリフさんは

スピーカーとして招かれ，さらに今年は，IBCが

初めて設けた「Social Impact Award」の審査

委員長として参加した。

IBCは伝統的に非常に大きなイベントです
が，参加者は男性が中心でした。IBCは多様
性と包摂性を進めようと実質的な努力を始めた
から，私を招聘したのだと思います。私は会場
に行って，男性の数に対し女性の数が非常に
少なかったことにショックを受けました。こうし
たイベントで女性用のトイレに行列がないよう
な場所に行ったことがありませんでした。です
から，今年，IBCは女性のパネラーを登場させ，
スピーカーのバリエーションを豊かにしました。

IBCは商業的な組織ですが，多様性ワーキ
ンググループを設置しました。つまりIBCは多
様性が重要であると理解し，かつ商業的な意
義を見いだしているのだと思います。これが，
真剣にそういう方向に向かっているのかどうか
は，まだわかりません。IBCは少なくとも課題
だと認識しています。この業界では長い間，多
様性はダサいと思われていました。今では，
グッチもバーバリーも多様性の責任者を雇うな

ど，誰もが関心を持っています。しかし，重要
なことはそれをファッションにしないということ
です。多様性をめぐって，とりわけこのテレビ
業界では，すぐに結果をほしがることが問題で
す。ですから，人々の問題意識を維持しなけ
ればなりません。変化を起こすには長い時間
がかかりますから，人々を刺激し，導いて，変
化を起こすことを約束してもらわなければなり
ません。私は，IBCが約束したのだと思います。
大きな変化を起こすのですから，そのために一
生懸命努力して前進する必要があります。

（2018年4月ロンドン，2019年3月東京）
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ロウクリフさんは，チャンネル4のパラリン

ピック放送を契機に，テレビ業界のダイバー

シティー推進の唱道者として，数多くの業界関

係者と対話を重ね，なぜテレビに多様性と包

摂性が必要なのかを説いている。

ロウクリフさんは，テレビがありのままの社

会を映し出す道具であり，それが社会的役割

であることを自覚し，人種や障害など自ら変え

ることができない事実を理由に差別せず，業

界参入のための環境や条件を整え，チャンス

を作る必要があると考えている。

テレビの多様性と包摂性が重要であること

が，パラリンピックと共生社会の実現にどうつ

ながるのか。テレビ業界は競争社会だ。少数

者は平等な条件のもとでスタートラインに立つ

なら，実力を発揮することができる。パラリン

ピックと同じだ。ロウクリフさんは取材の中で，

人種差別の体験を一度も口にしなかった。「少

数者だから」を理由にせず，実力で勝負してき

たからだろう。だからこそ，現在の立場でテレ

ビ業界，そして社会を変えようと挑んでいる。
（なかむら よしこ）
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