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シンポジウム
東京パラリンピック：放送とそのレガシー

メディア研究部  渡辺誓司 / 山田　潔 / 中村美子/ 河村　誠

※「しょうがい」の文字表記は，法律での一般的な表記である「障害」で統一した。

はじめに

世界各国の新型コロナウイルスの感染拡大
により1年延期された東京2020パラリンピック
競 技 大会は，2021年8月24日から9月5日ま
での13日間にわたり開催された。「WE HAVE 
WINGS（私たちには翼がある）」のコンセプト
で演出された開会式では，車いすの少女が演
じた，大空を飛ぶことを夢みる「片翼の小さな
飛行機」が, 仲間から励まされ，勇気を持って
飛び立った。公募で選ばれた障害のある人たち
によるパフォーマンスは，多様性が重要であり，
パラリンピックが共生社会を育む契機となるこ
とを改めて発信した。

1964年に続き，同一都市として2度目の開催
となった東京パラリンピックは，新型コロナウイ
ルスの感染が拡大し，すべての会場が原則無
観客であったこと1），障害や基礎疾患のある選
手の感染による重症化のリスクを考慮し，徹底
した感染防止対策が行われたことなど，異例
の大会となった。161の国と地域，そして難民
選手団から約4,400人の選手が参加し，22競
技539種目で熱戦が繰り広げられた。大会期間
中の放送は，日本国内の放送権を持つNHKを
中心に，地上波でパラリンピックの競技放送を
初めて行った民放，そしてケーブルテレビ，専
門チャンネルで合わせて700時間に及び，パラ
リンピック放送史上最長であった。

NHK放送文化研究所の「NHK文研フォーラム2022」では，2021年夏の東京パラリンピック大会の放送とそ
のレガシーについて考えるシンポジウムを開催した（2022 年3月3日，オンラインで実施）。パネリストに，NHK 
2020東京オリンピック・パラリンピック実施本部の樋口昌之副本部長と，WOWOWの太田慎也チーフプロデュー
サー，NHKの中継番組にもゲストとして出演した作家の岸田奈美氏を迎え，東京パラリンピックの放送の取り組
みの報告や，NHK放送文化研究所の世論調査などの結果を交えて議論を行った。また，NHKが障害者を対象
に募集したリポーターとして放送に出演した後藤佑季氏は，事前に収録したインタビューで障害のある当事者とし
て放送に携わった経験について語り，その発言が議論を深めた。

樋口副本部長からは，NHKの競技放送を中心に，「スポーツとしての魅力を伝える」ことを大方針とし，リポー
ターをはじめ出演者に障害のある人を起用した取り組みなどについて，太田氏からは，IPC（国際パラリンピック
委員会）との共同プロジェクトで2016 年から放送を続けているパラアスリートのドキュメンタリーシリーズ『WHO 
I AM 』の紹介を通じて，「社会における障害の打破」という番組のねらいや，同番組から始まった多面的な発信
が報告された。岸田氏は，出演者・視聴者として，そして障害のある家族と暮らす立場から，東京パラリンピッ
クの放送に対する受け止めや，パラリンピアンがスポーツという手段を通じて幸せに近づこうとする姿に素直に感
動したことなどを率直に語った。

東京パラリンピックの放送のレガシーとして，後藤氏がインタビューで語った，番組制作チームとのコミュニケー
ションの積み重ねから得た変化の事例を踏まえ，障害のある人と「協働する」ことを提示した。そして，今回の放
送を出発点とし，放送を通じて共生社会の実現に向けた取り組みを継続することの重要性が指摘された。
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【報告】  山田　潔（文研メディア研究部）

【司会・進行】  渡辺誓司（文研メディア研究部）

（肩書は，いずれもNHK文研フォーラム開催時点）

一方，東京パラリンピック終了後にNHK放送
文化研究所（以下，文研）が行った世論調査 2）

では，「障害者と接する機会がない」人の割合が
6割を超える結果となり，実生活では障害者と距
離感があることをうかがわせた。日本の放送業
界が一丸となって取り組んだ東京パラリンピック
の放送は，共生社会の実現に向けて，レガシー
として何を継承できるのだろうか。

文研では，東京大会を控えた2016年から，
パラリンピック放送のあり方に関する調査研究を
行ってきた。リオデジャネイロ大会の放送に関す
る分析やその受け止め，イギリスのパラリンピッ
ク放送を担当するチャンネル4など海外の放送
事業者の取材を交えながら，2017年と2019年の

「NHK文研フォーラム」でシンポジウムを開催し
た。3度目となる今回は総括として，東京パラリ
ンピックの放送を振り返り，そのレガシーを考え
るシンポジウムを企画した。

コロナ禍の中でオンライン開催となったシンポ
ジウム（開催：2022年3月3日）には，左に示し
た3人のパネリストを招いた。放送事業者から
は，NHKの2020東京オリンピック・パラリンピッ
ク実施本部で放送やサービスの指揮を執った樋
口昌之副本部長と，WOWOWでIPC（国際パラ
リンピック委員会）との共同プロジェクトのドキュ
メンタリーシリーズ『WHO I AM』を手がけて
きたチーフプロデューサーの太田慎也氏が，東
京パラリンピックに関わるそれぞれの取り組みを
報告した。作家の岸田奈美氏からは，NHKの
東京パラリンピックの中継番組にゲストとして出
演した経験や，自らの作品にも登場する障害の
ある家族との日常を踏まえて，東京パラリンピッ
クの放送をどのように受け止めたのかを，独自の
視点から関西弁によるユーモアを交えて語られ
た。また，NHKの中継番組でリポーターを務め

岸田奈美 氏
（作家）

著作に『傘のさし方がわからな
い』（小学館，2021）。
ベンチャー企業で10年間 広
報部長を務め，独立。世界経
済フォーラムのグローバルシェ
イパーズ，経済誌『フォーブス

（Forbes）』の「30 UNDER 30 
JAPAN 2020」「30 UNDER 
30 Asia 2021」に選出。

樋口昌之
（NHK 2020東京オリンピック・
パラリンピック実施本部 副本部長）

ソチ大会，リオデジャネイロ大
会 に 続 いて，TOKYO 2020
大会の放送・サービスの指揮
を執る。

太田慎也 氏
（WOWOW チーフプロデューサー）

2001年WOWOW入社。2016
年，パラリンピック・ドキュメン
タリーシリーズ『WHO I AM』
を立ち上げ，25か国40組の
トップアスリートを取材。国際
エミー賞ノミネートのほか，アジ
ア太平洋放送連合賞最優秀ス
ポーツ番組，日本民間放送連
盟賞優秀等を受賞。

後藤佑季 氏
（元NHKリポーター）

東京パラリンピックに向けて
NHKが2017年に障害者を対
象に公募したリポーターに選ば
れ，国内外のパラアスリートを
取材。東京大会の放送では主
にパラ陸上の中継を担当。重度
難聴で左耳に人工内耳を装用。

【パネリスト】

【VTR出演】
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た後藤佑季氏は事前に収録したインタビュー
で，障害のある当事者として放送の仕事に携
わった経験を語り，その発言が議論を深め
た。文研からは，山田潔が，世論調査や障
害者を対象に行ったウェブ調査の結果を報告
しつつ，自らも障害のある立場から議論に
加わり，渡辺誓司が司会・進行を務めた。

本稿では，シンポジウムの流れに基づき，
以下の項目にしたがってパネリストの発言や
論点をまとめ，共生社会の実現に向けて，放
送の果たす役割を考える一助とする。

1. 東京パラリンピックの競技放送の
取り組み：NHK

2. 東京パラリンピックの競技放送以外の
取り組み：WOWOW

3. 東京パラリンピックの放送のレガシー：
障害者と「協働する」こと

1. 東京パラリンピックの
競技放送の取り組み：NHK

大会期間中の中継放送など，競技の模様
を伝えた番組の放送時間量をみると，NHK
は，総合，Eテレ，BS1，BS4K，BS8Kのテ
レビ5波で，パラリンピックでは最長の約590
時間，初めて地上テレビで競技放送を行っ 
た民放は，在京キー 5局で計約20時間だっ
た 3）。また，ケーブルテレビのJ:COMは約70
時間，専門チャンネルのグリーンチャンネルは
約20時間で，いずれも無料放送で行われた。
これらを合わせると，約700 時間に達した。

シンポジウムでは，まずこのような競技放
送に着目し，その中核的な役割を果たした
NHKの取り組みについて報告が行われた。

TOKYO 2020　パラリンピックの放送・サービス
NHK　樋口昌之

NHKのTOKYO 2020に関するビジョン
NHKは，半世紀ぶりの自国開催となる夏季大会

のオリンピック，パラリンピックにおいて，公共メディ
アとして最高水準の放送サービスを提供することを
目指した。特にパラリンピックでは，共生社会実現
の契機となるように，「スポーツとしての魅力を伝え
る」ことを大方針とした。パラスポーツの競技性が
高まっていることを踏まえ，2016年のリオデジャネ
イロ大会以上に競技の生中継を中心に据えた放送
に取り組んだ。

放送の取り組みのポイント
①オリンピックとパラリンピックの一体化

パラリンピックの放送サービスや演出の骨格は，
オリンピックと同様に設計した。共通の特設スタジ
オを使用し，スペシャルナビゲーターである嵐の2
人も双方に出演，テレビ5波（総合，Eテレ，BS1，
BS4K･8K）の放送とともに，総合では，朝の番組

『あさナビ』で見どころを紹介してから競技中継を行
い，夜の『デイリーハイライト』まで同一の流れにし
た。　　

演出のベースを統一したことは，運用の効率化の
面もあったが，オリンピックとパラリンピックをひと
つながりのイベントとして見てもらうねらいがあった。

②パラリンピック特有の部分にこだわる
国際信号4）の中継映像は，リオ大会では競技の

半分程度だったが，今大会は22競技中19競技に
増え，パラリンピック特有の競技を広く放送した。
競技のおもしろさや魅力が伝わるように，障害の種
類や程度に基づく「クラス分け」や競技のルールを
わかりやすく伝えた。

報告

障害の程 度によ
り4.5 ～ 1.0点 の
持ち点が決められ
る。障害が重いほ
ど，点数は小さく
なる。

車いすバスケットボール：選手の持ち点の紹介
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③選手のストーリーを丁寧に
1人1人個性豊かで多様な背景のあるパラアス

リートのストーリーが，コロナ禍で思うように練習
ができない中でさらに意義深いものになった。自
国開催で多くの日本選手が出場したが，大会前に
インタビューを依頼し，選手の紹介VTRとして放
送した。

④障害のある人を出演者に起用
リポーターやスタジオのゲスト，競技の解説者

に，積極的に障害のある人を起用した。特にリ
ポーターは，東京大会での出演を視野に入れ，
2017年にNHKとして初めて障害のある人を公募
し，3人を採用した。5年にわたり，選手の取材
をはじめ，さまざまなテレビ番組やパラスポーツ
番組への出演などの準備を積み重ね，大会本番
の内容の濃いリポートにつながった。

⑤ユニバーサル放送サービスの充実
生放送の番組でも字幕が遅れずに表示される

「ぴったり字幕」を開発し，連日放送した『あさ
ナビ』の中で取り入れた。また，デジタル技術を
活用した，手話CGとロボットによる実況の字幕
のサービスにも取り組んだ。
手話CGによる競技実況は
NHKとして初めての取り組
みで，手の動きや，手話で
大切な眉や唇の動きもリアル
に再現できるように努めた。

視聴者の受け止め
東京パラリンピックの放送サービスは，2016年の

リオ大会とは比較にならないほどよく見ていただい

たと実感している。ビデオリサーチ社の世帯視聴率
（関東地区）は，開会式23.8％，閉会式20.6％で
20％を超えた。競技では，車いすテニス男子シン
グルス決勝の国枝慎吾選手，車いすバスケットボー
ルの男子決勝，マラソンの道下美里選手など，金
メダルが懸かった試合やレースがよく見られた。

デジタルサービスの展開と役割
放送サービスとともに力を入れたデジタルサー

ビスも，オリンピックと同様の展開を進めた。
NHKプラスによる同時配信に加え，NHKプラス
で伝えきれない詳細な情報を，パラリンピック特
設サイトで伝えた。

特設サイトでは，競技のライブストリーミング映
像を19競技で約1,300時間配信した。リオ大会と
比べると配信量は約2倍に増え，最大時には同時
に17のライブ映像を配信した。日本選手が活躍
した競技の人気が高く，ほかに馬術や自転車など
もよく見られ，本サイトは動画視聴の中心的な役
割を果たした。

また，過去に公開した記事へのアクセスも多
かった。初めてパラスポーツを見て競技や選手へ
の関心が高まり，詳細な関連情報を探すために利
用されたのかもしれない。デジタルサービスのボ
リュームはテレビには及ばないものの，幅広い視
聴ニーズ，そしてより深く知りたいというニーズに
対応できたことは，「広く深く」というデジタルサー
ビスが，パラリンピックを身近なものにするうえで
役立ったのではないかと考える。

東京パラリンピックは新型コロナの感染が拡大
する中で開催され，放送がどのように受け止めら
れるのか心配していたが，大会が進むにつれて，
好意的な反応が多く寄せられるようになった。選
手の活躍にけん引されるような形で，リポーター，
解説者，ゲストと，障害のある方に数多く登場し
ていただいた今回の放送を，自然に受け止めてい
ただけたのではないかと思う。

NHKでは，東京大会開催の決定から8年間，
関連番組，デジタルサービス，イベントで，パラ
スポーツに関わる取り組みを続けてきた。その地
道な積み重ねが，本番の視聴につながったと考え
ている。

手話CG

パラリンピック放
送のリポーター。
左から後藤佑季
さん，千葉絵里
菜さん，三上大
進さん。
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競技の中継が生きる魅力的な解説者

岸田：私が印象的だったのは，男子の車いすバ
スケットボールとボッチャの中継ですね。

車いすバスケはSNSでも盛り上がっていて， 
「これは決勝を見届けなければいけないよね」っ 
て，熱狂した空気を感じました。恥ずかしな
がら，パラリンピックをちゃんと見始めたのっ
て，リオ大会からなんですよね。でも，当時，
日本の車いすバスケは正直，強いとは言いきれ
なかった。「アメリカ，すごいよね」だったのに，
今回はそのアメリカと対戦して，互角の勝負を
した。こんなに強くなれるチームがあることに
衝撃を受けました。あまりに何もわからない状
態だったので，NHKのサイトで，取材記事を
読んだり動画を見たりしました。そこまで突き
動かされたことが，まず初めての経験でした。

ボッチャは，解説の新井（大基）5）さんが，
突然，「ビッタビタですね」や「これビタ攻めで
すね」とかって，謎のワードでお話をされて。
これもネット上ですっごく有名になったんですよ。
また1人，とてもおもしろい表現をされる方が
テレビに現れたなって思ったんですけど。愛の
ある解説者の言葉が，こんなにも世の中を沸
かせたっていうのも初めて目撃しました。

私が出演したときにご一緒したゲストの方々
も熱のこもった解説をされていましたので，杉
浦（友紀）アナウンサー（NHK）に「私もうまく
競技の解説ができるようになりたいんですけど，
どうしたらいいですか」って聞いたら，「やっ
ぱりその競技を愛してやまない人の解説は聞き
入ってしまいます」って。だから，うまく，わか
りやすく競技を解説することも大事ですけど，
まず伝えたいという愛があふれていて，絞り出
された言葉が人に届くということを学んだ経験
でもありました。

司会：競技の放送では，解説者の役割も大き
いということですね。樋口副本部長からは，
解説者など出演者には障害のある人を積極的
に起用したという報告がありました。
山田：NHKの中継放送に注目して東京パラリ
ンピックと2016年のリオ大会とを比較すると，
いくつか違いがあることがわかりましたが，大
きく異なっていたことの1つが，障害のある3人
のリポーターが起用されていたことでした。そ
れぞれが個性を生かしたリポートを行っていま
したが，リポーターの1人で，重度の難聴のた
め左耳に人工内耳を使用している後藤佑季さ
んは，リポーターに応募した理由について次の
ように語っています。

リポーターの仕事に込めた思い
元 NHK リポーター　後藤佑季

目に見えない障害，外からはわかりにくく

理解されにくい障害である聴覚障害を，もっ

と多くの人に知ってもらいたいとずっと思っ

ていました。大学入学を機に岐阜から上京し

て社会に近づいていく中で，聴覚障害は外か

ら見えない障害であることを痛感しました。

耳の聞こえる人の世界で生きるために，口の

動きを読む努力や話すためのリハビリを重ね

たら，逆に「本当に聞こえてないの？」「そん

インタビュー
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行くっていっても，一般的に障害がある方って，
体調不良の予測ができづらかったり，取材先が
バリアフリーでないと行けなかったりって，予
測不能なことが起こるんです。誰がフォローす
るのかとか，考えるべき条件がいくつもある中
で，3人も採用して，みなさんがすばらしい働き
をされたのはすごいことですね。

リポーターの3人は，自分の話は前に押し出
さず，あくまでも選手や競技の話がメインでし
た。でも，さらっとピンポイントで「私もこうい
う障害があって，こういうことをやるときに努力
がいるんですけど」など，みんなが納得できる
ようなお話をされていたんですよ。それは，障
害のある当事者にしかできないお話だなって
思いました。
樋口：東京大会に向けて，3人のリポーターに
は3つの目標をお願いしました。取材で競技や
選手の情報を得たら番組に出演して自分の言
葉で語ること，障害のある当事者の視点を生
かすこと，そして，大会の理念である共生社
会の実現に貢献することです。3人ともに伝え
たいという思いが大変強く，誰にも負けない膨
大な取材量をこなしていました。当事者として
の視点があることも強みで，掛値なしにパラス
ポーツ専門の取材者に成長しました。視聴者
からも，本当に説明がわかりやすいですとか，
3人のおかげでパラリンピックが楽しくなったと
か，大変好意的な意見を多くいただき，喜ん
でいます。

視聴者とパラリンピック放送

　ここで，東京大会の競技の放送はどのよう
に視聴され，受け止められたのか，文研が行っ
た世論調査の結果が報告された。

障害者の起用と活躍

岸田：障害のあるリポーターを募集するという
ことは知っていました。リポーターは，声で何
かを伝える仕事がメインじゃないですか。後
藤さんのような聴覚障害がある人を抜擢するの
は，勇気がいる判断だと思うんですよ。取材に

なにしゃべれてるのに」とか言われてしまっ

て。あなたとは違う聞こえ方のする，障害の

ある人もいるということを，どうして理解し

てくれないんだろうって思ったのがきっかけ

でした。

障害のある人の人口比が，テレビにはまっ

たく反映されていませんよね。なんでテレビ

に出るのは健常者ばっかりなんだろう，世論

や人々の意識を形づくるテレビの中にこそ障

害のある人がいるべきなのにどうしていない

んだろうって。たまに出てきても，悲劇の象

徴とか，障害から立ち上がってきた人という

目線でしか語られていなくて。そこを変えた

い，車いすでもない視覚障害でもない，聴

覚障害である私がテレビに出ることを大事

にしたいと思いました。東京パラリンピック

でも，その意識がずっとあって。障害のある

人は悲劇の象徴ではないし，同じ生活者で

あり，同じ世界にいる人だという目線で臨み

ました。

選手や関係者を取材して，義足や車いすな

ど，自分の体ではないものを自分の体のよ

うに扱わなければならない難しさや，使いこ

なすことのすごさに共感しました。私も，自

分の体ではない人工内耳を扱わないといけ

ないからです。このような，共通点がある私

だからこそ伝えられることをなんとか見つけ

て，リポートをできたように思います。
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報告

世論調査にみる東京パラリンピックの
競技放送の受け止め　　　

文研　山田 潔

文研・世論調査部では，2016年のリオ大会後
から「東京オリンピック・パラリンピックに関する
世論調査」を継続的に実施してきた。東京大会
後に実施した第7回調査（表1）から，パラリン
ピックに関する結果の一部を紹介する。なお第6
回調査と今回は，コロナ禍の関係で，第5回まで
の配付回収法とは異なる郵送法で実施した。し
たがって，両者の結果は単純比較ができないこ
とに留意する必要がある。

1. 東京パラリンピックの放送の見られ方
大会の開催期間中に，NHK，民放，インター

ネット動画，SNSのどのメディアで，生中継やハ
イライトなどのコンテンツを視聴したのかを複数
回答で選んでもらったところ（表2），最も多かっ
たのは，NHKの「テレビ（放送と同時に）」で

「競技や式典の生中継・ライブ配信」を視聴した
人で，半数を超えた（56％）。次いで多かったの
は，民放の「競技や式典の生中継・ライブ配信」，
NHKの「ハイライト番組・動画」を，それぞれ

「テレビ（放送と同時に）」で視聴した人で，とも
に39％であった。NHK，民放ともにテレビ放送
をリアルタイム視聴した人が多く，また競技など
の生中継がよく見られた。

2. 障害者スポーツについての考え方
障害者スポーツ（パラスポーツ）について，ど

のように考えているのか，8項目を挙げ，あてはま
るものを複数回答で選んでもらった。このうち2
つの項目の変化に注目する（図1）。また，調査
方法が異なる第1回から第5回までの結果も参考
として示す。
「競技のルールがわかりにくい」を選んだ人の

割合は，リオ大会後の第1回調査では28％だっ
たが，東京大会後では13％に減少し，ルールを
理解している人が増えたと考えられる。一方，「競
技として楽しめる」を選んだ人の割合は，第1回
の25％から今回は34％に増加した。障害者ス
ポーツのルールを理解し，競技を楽しむ人が増え
てきたことがみてとれる。

注1　回答が多い「NHK」と「民放」の項目を抜粋。
注 2　NHKプラス，特設サイトなど。
注3　TVer（ティーバー），gorin.jp，特設サイトなど。

調査期間 2021年9月8日（水）～ 10月15日（金）

調査方法 郵送法

調査対象 全国の20歳以上　3,600人

有効数（率） 2,217人（61.6%）

表1　調査の概要
東京オリンピック・パラリンピックに関する世論調査（第７回）

表2　世論調査：東京パラリンピックの
放送の視聴注1（複数回答）

（100%=全体）

（%）

NHK 民放

テ
レ
ビ
（
放
送
と
同
時
に
）

テ
レ
ビ
（
録
画
し
て
後
か
ら
）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
動
画
サ
ー
ビ
ス

テ
レ
ビ
（
放
送
と
同
時
に
）

テ
レ
ビ
（
録
画
し
て
後
か
ら
）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
動
画
サ
ー
ビ
ス

1.競技や式典の生中継・
 ライブ配信 56 4 1 39 2 1

2.競技や式典の録画放送・
動画 26 6 1 20 3 1

3.ハイライト番組・動画 39 3 2 36 3 1

4.競技の見どころ紹介 18 1 0 14 1 0

5.選手や競技の情報 19 1 1 16 1 1

6.競技以外の大会の話題 9 1 0 8 0 0

7.利用しなかった 23 71 76 27 74 77

無回答 5 20 21 11 20 20

注 2 注3
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障害のあるアスリートのすごさとは

岸田：実は私，車いすバスケットボールのルー
ルもあまり知らなかったんですけど，ルール解
説の動画を見たら，アニメーションやピクトグ
ラムを使ってわかりやすくて（94ページ参照）。
競技のルールがわかったら試合の戦略とかもみ
えてきて，ワクワクしました。

そもそも，障害のある人がスポーツをしてい
るからすばらしい，感動するっていう見方があ
んまり好きじゃなかったんですよ。うちの母は，
車いす生活になったときに，泣きながら，リハビ
リ施設の方針で卓球をしていたんですよ，「卓
球したくない，嫌だ」って言いながら。もちろ
ん，リハビリでスポーツするのが楽しいってい
う人もいます。でも，障害がある人がスポーツ
をしているからすごいわけではないんですよね。

選手1人1人に障害があって，課題を抱えて
いたり，挫折をしたり，不都合を感じたりする
中で，スポーツという手段を通して，少しでも自
分が幸せになろうとか，夢をかなえたいとか目
標を定めて，スタートラインに立って，競技に
挑み，最後にゴールしている。このことこそが
すごいんだって思った。それは，「障害があって
スポーツしてます，はい感動です」で終わりに
しないで，もう1段階深掘りをして，なぜこの
選手はそこまでスポーツに打ち込んでいるのか，
その背景も見せていただけたからで，すごくう
れしかったです。

2. 東京パラリンピックの競技放送以外の
 取り組み：WOWOW

ここまで，東京パラリンピックの競技放送に
着目してきたが，続いて，競技放送以外の視
点から，WOWOWの取り組みが報告された。 

3. 東京パラリンピックの放送の受け止め
東京パラリンピックの放送を見てどう思ったの

か，9項目を挙げて，それぞれについて「そう思
う」「そう思わない」，あるいは「東京パラリンピッ
クは見なかった」のいずれかを選択してもらっ
た。項目の1つである「記録や競技結果など純
粋なスポーツとして楽しめた」の結果をみると（図
2），「そう思う」64％で「そう思わない」10％を
大きく上回った。パラスポーツを，生中継の放送
で楽しむことができる，純粋なスポーツとして受
け止められてきていることがわかる。

注：8項目から2項目を抜粋して表示。第１回～第5回は調査方法が異
なるため参考。

　注：9項目から1項目を抜粋して表示。

図2　世論調査：パラリンピック放送の受け止め

図1　世論調査：障害者スポーツに対する
考え方の変化（複数回答）

第1回

第 2 回

第 3 回

第 4 回

第 5 回

第 6 回

第 7回

競技のルールが
わかりにくい

競技として
楽しめる

第1回
第2回
第3回
第4回
第5回

第6回

参
考

第7回
56％ 44

65 35

39％ 61

45 55

（100%＝家庭学習者）

2020 年

2019 年

2020 年

2019 年

デジタル機器
利用あり 利用なし

デジタルコンテンツ
利用あり 利用なし

34%
31

28

28
26

25
25

13
16

21

24

28

20

20

（100%＝全体）

そう思う 無回答そう思わない

東京パラリンピックは
見なかった

【記録や競技結果など純粋なスポーツとして楽しめた】

21 51064%

（100%＝全体）
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報告

すべては，『WHO I AM』から始まった

　　　WOWOW　太田慎也

『WHO I AM』のフィロソフィー：
「社会における障害」の打破

2013年に東京大会の開催が決まり，ニュース
報道がないエンターテインメント専門のチャンネ
ルであるWOWOWが，2020年に向けて，何を
発信していくのかを議論したときに出てきたの
がパラリンピックだった。そして実現したのが，
IPCとの共同プロジェクトとして制作しているパ
ラアスリートのドキュメンタリーシリーズ『WHO 
I AM』で，2016年から毎年8組のトップ選手の
50分サイズの番組を8本ずつ制作した。残念な
がら，2020年は東京大会の延期に伴い取材が止
まってしまったものの，2021年までに，世界25
か国，40組の選手が登場した。2018年にはピョ
ンチャン大会があったので冬季競技の選手も取
材し，最終的に東京大会で実施された全22 競
技のトップアスリートに登場していただいた。

シリーズの立ち上げにあたっては，1年をかけ
て世界中のアスリートと出会ったり勉強会を開い

たりしながら，そのフィロソフィーを作り上げて
いった。正直なところ，私自身にも，パラリンピッ
クとは「かわいそうな人が頑張っている場所」で
あり，「応援をしてあげなければいけないもの」
という先入観があった。例えば，車いすの選手
に話しかけるときに，立ったままでいいのかしゃ
がんだほうがいいのかとか，全盲の選手と名刺
交換をするときや，片手がない，あるいは肘ま
での選手と握手をするときにはどう接していいか
わからず，胸がざわざわするような，気まずい思
いをたくさんした。

しかし，その意識を生み出しているのは，選
手の側ではなく自分であり，自分の意識にこそ問
題があることに気づいた。我々はそれを「社会に
おける障害」と名づけ，気まずい雰囲気を生じさ
せるのは自分であり，社会の側の問題であると伝
えていくことにした。

加えて，「足がないのに，目が見えないのにす
ごいね」ではなく，選手が勇気を出して一歩を
踏み出し，夢や目標を持って，人生をエンジョイ
している姿を，圧倒的な個性として描くことにし
た。「自分です」「私自身です」という意味のタ
イトル『WHO I AM 』には，そのねらいを込め
ている。自分が自分らしく生きることこそが，社

会における多様性の大切さに
気づくための近道になるように
思って，シリーズを続けてきた。

放送はゴールではなく
スタートである：
社会に向けた発信

WOWOWは有料放送局であ
り，「放送したら，終わり」では，
多くの人に見ていただくことが
難しい。社内ではいつも「放送
はゴールではなくスタートだ」と
話していて，番組の映像をあら
ゆる局面で発信することで，社
会とWOWOW，あるいはアス

WOWOW パラリンピック・ドキュメンタリーシリーズ『WHO I AM』
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司会：ドキュメンタリー番組の制作では，中継
番組と違って，出演する選手と濃密な関係が
作られますよね。
太田：ドキュメンタリーというジャンルの特性で
しょうけれど，選手はもちろん，家族，周りの
チームメートやコーチの方 と々の関係性もでき
ますので，友人あるいはファミリーのような感
覚になります。今も常に連絡がとれますし，ド
キュメンタリーならではの関係性というのはと
ても役に立っています。

大会が1年延期になり，海外取材がほとん
どできない苦労がありました。イベントは中止
になる，発表した番組が延期になる，企画書
も書いては取り下げる，の連続でした。最初は
途方に暮れていたんですが，『WHO I AM』に
登場した選手から教わったことは，「小さくても
いいから，ポジティブな要素を見つけてそれを
大切に育てていく，それがその後の人生を変え
る」ということでした。登場したアスリートみん
なと連絡をとり，各国からビデオメッセージを
送ってもらって発信を続けたというのが実情で
したね。
樋口：太田さんも開催の延期による影響に触
れていましたが，やはり2020年を目標に準備
を進めましたし，コロナ禍のために最後のプロ
モーションを十分にできなかったことは残念で
した。ただ，開催の決定から8 年間継続した
パラスポーツの関連番組，デジタルサービス，
体験イベント，という三位一体の取り組みは，
作り手側が，時間をかけてパラスポーツの知
識に習熟し経験を積み重ねることにもつなが
り，パラスポーツを伝える基礎体力を身につけ
ることができたようにも思います。

リートと社会とがつながるような展開を目指した。
『WHO I AM 』の無料配信をはじめ，番組の

書籍化やコミック化のほか，IPCの公認教材で
ある『I’mPOSSIBLE（アイムポッシブル）』には

『WHO I AM 』の映像が使われ，全国の小学
校，中学校，高等学校，特別支援学校に配付
されている。また，東京大会の期間中には，東
京・豊洲エリアにイベントハウス「WHO I AMハ
ウス」をオープンさせた。コロナ禍で多くの方に
来ていただける状況ではなかったものの，展示
会などのイベントなどを通じて発信を進めた。

また，『WHO I AM』への出演を通じて培わ
れた，25か国40組のアスリートとの密接な関係
を生かして，コロナ禍前には，アスリートに東京
まで来てもらい，大学などで特別講義を開催し
たほか，子どもたちと一緒にスイミング・クリニッ
クや，車いすバスケットボールのレッスンに参加し
てもらったりした。さらに，「ノーバリアゲームズ」
という，誰でも参加可能なスポーツイベントも立
ち上げた。体験イベントとは一線を画し，年齢・
性別・国籍・障害の有無を問わず，あらゆる人が
参加できるユニバーサルな枠組みにした。

WOWOWにとって，このように，番組を放送
したら終わりでは意味がないことを意識して，社
会に向けて発信できたことは，大きな意義があっ
たと考えている。 

ノーバリアゲームズ
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3. 東京パラリンピックの放送のレガシー：
障害者と「協働する」こと

ここまでの，東京パラリンピックにおける中
継番組などの競技放送と競技放送以外の取り
組みについての報告を受けて，最後に，そのレ
ガシーについて議論を行った。

司会：東京パラリンピックは開催が1年延期さ
れましたが，その間も放送やイベントが行われ
て，パラスポーツに触れる機会の継続につな
がりました。一方，文研が東京パラリンピック
後に行った世論調査（表1）で，自身と障害が
ある人との関係であてはまるものを複数回答で
選んでもらったところ，次のような結果になり
ました（図3）。

　障害のある人と接する機会の有無でみると，
34％の「機会がある」人よりも「機会がない」人
のほうが63％と多く，「機会がない」人にとっ
て，社会でともに暮らしているはずの障害者の
存在は，見えづらい，意識されにくいというこ
となのかもしれません。

そこで，東京パラリンピックの放送のレガシー
として文研の研究チームから提言したいのは，
ともに社会に生きる，障害のある人と「協働す
る」ということです。

元リポーターの後藤佑季さんは，制作チーム
との仕事を次のように語っています。

図3　世論調査：障害がある人との関係（複数回答）

障害者と接する機会がない
（5を選択）

障害者と接する機会がある
（1～ 4のいずれかを選択）

6. 無回答

5. どれもあてはまらない

4. 障害がある人のサポートや
   ボランティアの経験がある

3. 友人・知人に障害がある

2. 家族に障害がある人がいる

1. ご自身に障害がある
（100%＝全体）

6%

11

9

3

15

34

63

63

制作チームに加わって
リポーターの仕事をして

元 NHK リポーター　後藤佑季

「理解する」から「腑に落ちる」コミュニケー
ションになるまで

人工内耳で音を聞く私にとって，リポー

ターの仕事で難しかったのは，声や音が重

なって聞こえることでした。オンライン会議

で，後ろで音がすると声が聞き取れませんよ

ね，そのようなことが私は常に起こっていて。

例えば渋谷の雑踏にいると，聴覚障害のな

い人は，勝手にノイズキャンセリングをする

ので相手の声を聞けるのですが，私の場合，

電車や雑踏の音が大きすぎて，聞きたい人

の声が聞こえないのです。スタジオなどで複

数の人と話をするときや囲み取材のようなと

きも，周りの音環境がよくないと何も聞こえ

ないので，質問することもできませんでした。

打ち合わせでも，何を言ってるのか聞き取れ

なくて参加できなかったこともありました。

本来，どうすれば相手に伝わるのかを追

求することは，誰にとっても大事だと思いま

す。周りとうまくコミュニケーションをとれ

ず，「なんで伝わらないんだろう」と思うよう

なことは，障害があってもなくても起こるこ

とですよね。伝わらないのは，相手も自分と

同じだという思い込みがあるからで，大切な

インタビュー
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岸田：人間って，成功よりも失敗から学ぶこと
のほうが多いですよね。最初，後藤さんが聞き
取りづらいことをスタッフに伝えられなかった，
わかってもらえなかったのは一見マイナスのよう
ですが，聞き取りができなかった，だからこう
してほしいと後藤さんがスタッフに伝えること
で，スタッフも，聞き取りやすくするにはどうす
ればよかったのかと，お互いに振り返るきっか
けになった。だから気軽に「どんな準備が必
要ですか」って聞けるようになったんだと思い
ます。お互いの心の壁を取り払えたということ
だと思います。
山田：中継番組の制作チームのメンバーに，後
藤さんと一緒に仕事をした感想を聞いてみる
と，「正直なところ，最初はちょっと戸惑ったが，

のは，この言葉で果たして相手の腑に落ち

るのかを考えることではないでしょうか。「理

解する」と「腑に落ちる」はたぶん違ってい

て，相手の「腑に落ちる」ところまで考えて，

コミュニケーションを行うことが必要なのだ

と思います。

雑談の重要性という気づき

私はずっと，制作チームの中で交わされ

ている雑談を聞きたいと思っていたのです

が，なかなかそれを理解してもらえませんで

した。最初は，「別に聞かなくてもいいよ」っ

ていう反応でした。でも，雑談にこそ暗黙知

があったり共通認識が生まれたりすると思っ

ていましたし，雑談を通して方針が変わるこ

ともあって，意外に大事だということを，チー

ムのスタッフに伝わるような言葉を探して，

繰り返し伝えるようにしました。そうすると，

会議のときや初めての場所に行ったときに，

スタッフのほうから，「後藤さんは，今，聞こ

えないよね」「こういう状況だと聞き取れな

いよね」って，音の環境を意識してくださる

ようになりました。

これは，聞こえにくい人がいることを念頭

に置いてくださるようになったということで

しょうし，例えば高齢になると聞き取りづら

くなる人も少なくないですから，これから超

高齢化社会に向かうことを考えても，普遍

的なことのようにも思います。こうして，聞

き取りのサポートをすることがチームの中で

普通のことになっていった結果，初めての番

組やスタジオで仕事をするときにも，「どう

いう準備をしておけばいいですか」って聞い

てくださったり，あらかじめ準備をしてくだ

さったりするスタッフも増えてきました。

伝わる言葉を模索して

私自身も，リポーターの仕事の中で，どの

ような言葉が伝わるのかを考え，意識してリ

ポートに取り入れるようにしました。すると，

「後藤さんの言葉だったら伝わる」「後藤さん

だから視聴者に届く言葉になるんだ」とか，

評価をしてくださるようになりました。プロ

デューサーの中には，「聴覚障害の人と初めて

一緒に仕事をしてみて，何が難しいのかがわ

かった」「障害のある人のことを考えるように

なって，世界が広がった」と話してくださる方

も出てきました。東京パラリンピックの放送

では，スタッフと一緒に，共生社会のメッセー

ジを届けることを目指すようになっていった

ように思います。そこには，私が一歩下がっ

て，というような意識はなくて，私と制作ス

タッフの双方がともに切磋琢磨し合ったとい

うか，それぞれの立場から，一緒に共通の

目標に向かって，同じ高みを目指していった

という感じが強いです。
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『こうすれば聞こえやすい』というコツがわかっ
てしまえば，特に問題はなかった。信頼でき
る取材者として力になってもらった」という感想
が返ってきました。
樋口：例えば後藤さんに，今の話は聞こえた
のかどうかを確認したり，メモにして渡したり，
徐々に自然に行われるようになっていったよう
です。それは，チームとしての結束が生まれる
過程の中でみられた変化，あるいは，3人のリ
ポーターが取材や番組の出演を継続するうち
に，チームの軸のような存在に変わっていった
ことの表れかもしれません。リポーターと周囲
のスタッフとの共同作業というか，チームとして
相乗効果が生まれ，私自身も“奇跡のスタジオ”
かなと思いながら見ていました。
太田：私の場合は，後藤さんのように制作の
チームの一員としてではなく，取材の対象とし
てパラアスリートに接したのですが，それでも自
分の意識が変わる鮮烈な経験でした。

海外の選手ですと，そもそも文化も違うし宗
教も生活のリズムも違います。「みんな違ってい
い」という言葉には，障害のある人と向き合う
ことも含まれていると考えています。それまで
パラアスリートを含め障害のある人の取材の経
験が少なかったということもありますが，取材
を通じて感じたこと，経験したことはもちろん，
今後直したいこと，改めたいことに直面したと

きには，チーム全員で常にシェアをするようにし
ました。そのための議論にはかなりの時間を
割きました。
岸田：NHKやWOWOWのみなさんが，放送
の仕事を通じて，障害のある人との関わり方
が変わっていったのはすてきなことですね。た
だ，すでに企業には障害のある人の雇用が求
められ，その雇用も進んでいる中で，障害のあ
る当事者自身も変わらないといけないように考
えています。

後藤さんは聴覚障害をわかってもらえるよう
に，伝わる言葉を探す努力をされていました。
おそらくほかの2人のリポーターの方も同じで
しょう。職場では，障害のある人が自分の障害
についてわかりやすく話して伝えることが重要
ですね。そうでないと周りとすれ違いが生まれ
て，仕事に支障が出るかもしれないからです。
もちろん，一度ではなかなか伝わらなくて何度
も繰り返したり，伝え方を工夫したりしなけれ
ばならないかもしれません。それは，障害のあ
る当事者にとって痛みを伴うことになるかもしれ
ませんが，双方のコミュニケーションの歩み寄り
こそが，社会でともに働く，ともに生きるうえで
大事だと思います。障害のある人が，職場にた
だいればいいというわけではないのですから。

また，私が話している関西弁ぐらいなら聞き
取ってもらえるように思いますが，初めて耳に

する方言の場合は，なんて言っている
かわからないことがありますよね。それ
は，ふだんから聞いているか聞いていな
いか，慣れているか慣れていないかの
違いなんですね。障害のある人との関係
も同じで，障害のある人と接すれば接す
るほどわかることが増えていきます。耳
の聞こえない人が話す言葉を，初めて聞NHK文研フォーラムの配信画面から
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いたときには理解できなくても，繰り返しコミュ
ニケーションを重ねていくと，話し方もわかって
理解できるようになることもあります。障害のあ
る人と接する機会を増やすことが大事ですね。
山田：障害のある人に対する意識に注目する
と，先ほども報告した世論調査では変化がみ
られました。東京パラリンピックをきっかけに，
自分自身の障害のある人への理解が進んだの
かどうかを尋ねたところ，「進んだ」が68％
で，「進んでいない」の28％を大きく上回りまし
た（図4）。多くの人が，「東京パラリンピックを
きっかけに自分自身の障害者に対する理解は
進んだ」と思っていることがみてとれます。

ただ，障害のある人からは，少し違った感想
も聞こえてきます。文研では，東京パラリンピッ
クの放送について，障害のある人と障害のない

人を対象にウェブ調査を行ったのですが，障害
のある人の自由記述の回答（図5）に，私も，1
人の障害のある者として共感しました。

パラリンピックは，ふだん接する機会のない
障害のある人を「見える存在 」にしましたが，
どうしても障害のある人の中のトップアスリート
に注目が集まり，彼らをモデルにした障害者理
解が進んでしまいがちです。ですが，そんなに
ポジティブでもなく，困難を乗り越えていない
人もいます。私もそうです。そうした人にまで，
トップアスリートのようなことを一律に当てはめ
ないでほしいように思うのです。

パラスポーツには，障害に応じたクラス分け
や競技ルールの工夫があり，パラリンピックも，
ルールを工夫することで，障害の種類や程度に
違いがあっても競うことができるようになってい
ます。ですから，さまざまな人が一緒に仕事を
する，まさに「協働する」場合にも，それぞれ
にやりやすいルールを見いだす工夫が必要なの
です。後藤さんの例も，お互いが工夫し合うこ
とで，仕事がしやすくなっていました。「私はこ
こが困っている」「こうしたらやりやすい」といっ
た“WHO I AM”を語り合って，1つ1つバリ
アを外していく社会になるといいですね。パラ
リンピックが，そのための“種をまく”きっかけ
になることを願っています。
司会：東京パラリンピックの放送のレガシーとし
て，「協働する」ということについて考えてきま
したが，文研が，東京パラリンピックの放送を
担当した民放各局のみなさんに行ったアンケー
ト6）の回答でも，次のように，放送を行ったこ
とで制作者側の意識が変化したことに触れら
れていました。

▶︎東京パラリンピックの放送を通して，社内の

図4　世論調査：東京パラリンピックをきっかけとする，
　　　　　　自身の障害者に対する理解の変化

図5　ウェブ調査の自由記述から：
　　　　　　東京パラリンピックの放送について

• パラリンピックの出場者は，障害者の中でも，
トップアスリートだと思う。

（聴覚障害 女性 18〜34歳）
• パラリンピック参加者は頑張っている。私は障

害者だが，見るのはつらい。周りから余計に頑
張れと言われる。

（聴覚障害 男性 50〜69歳）
調査期間： 2021年9月11日（土）～ 17日（金）
調査方法： インターネット上で行うアンケート調査
 （ウェブ調査）
調査対象： 調査会社に登録している全国の18 ～ 69歳 
 1,000人（障害のある人800人・障害のない人

200人）

無回答
まったく進んでいない
あまり進んでいない
ある程度進んだ
かなり進んだ

（100%＝全体）

かなり進んだ

『進んだ』68% 『進んでいない』28%

無回答ある程度進んだ
あまり進んでいない

23 455514%

まったく
進んでいない
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パラアスリートに対するイメージも大きく変化
したように思います。北京大会以降は，五輪
もパラもメダリストを同じようにリスペクトして
紹介していく文化がより進むのではないでしょ
うか。

▶︎多様性という言葉は，パラリンピアンを題材
にすると多くの人が腹落ちする。今回のパラリ
ンピック放送を通じ，スポーツ局員だけでな
く，さまざまな部署からダイバーシティーにつ
いて考えさせられたとの声が上がった。

太田：東京パラリンピックの開催は，社会が成
熟していくためのプロセスだと思います。「パラ
リンピックは社会を変える，世界を変える」な
どとよく言われますが，社会や世界が勝手に
変わるわけではなく，アスリートが変えてくれ
るわけでもありません。アスリートの姿を見て，
何を感じて一歩を踏み出し，どういう行動を起
こすのか，次は我々の番だよって，パラリンピッ
クが教えてくれたように捉えています。
樋口：東京大会の開催が決まってから，ずっと
パラリンピックのスポーツとしての魅力をきち
んと伝えようと取り組んできましたが，やはり，
この取り組みを継続することが大事だと思って
います。3人のリポーターをはじめたくさんのス
タッフと仕事をしましたが，それは何より得が
たい経験でした。この経験を貴重な財産とし
て，簡単なことではないとは思いますが，共生
社会の実現に向けて1つ1つ続けていきたいと
思います。
岸田：障害のある人の番組を作るといっても，
じゃあそのために潤沢な予算がつくのか，視聴
率も上がるのかって，経済活動として捉えると，
現状はかなり厳しいイメージがあります。だか
らといって，それを厳しいままにしておくと，結

局パラスポーツはお金にならないとか，見る人
が少ないから放送しないという悪循環が続いて
しまう。まず，単純に見たい，お金を払ってで
も見たい，自分の人生に何かを取り入れたい，
というような魅力のあるコンテンツを作ること
が必要であり，それは私自身の課題でもありま
す。「放送はゴールではなくスタート」という言
葉のように，私も作品を作る立場として，自分
の創作活動の中で，新しくスタートできたらっ
て思いました。

おわりに

今回のシンポジウムは，夏の東京大会から6
か月が経過し，冬季パラリンピックの北京大会
の開会式の直前に開催された。そして，新型コ
ロナウイルスの変異株の感染不安やロシアによ
るウクライナ侵攻が，社会に大きな影を落とす
中で，改めてパラリンピック放送の意義を確認
するシンポジウムとなった。

シンポジウムでは，東京パラリンピックの放
送のレガシーとして，障害のある人と「協働す
る」ことについて考えた。NHKの障害のある
リポーターの事例や，民放による初めての競技
中継の取り組みなどから，放送の制作現場の
中で協働する可能性がみえたことが大きい。ま
た，パラリンピックの放送を行ったそれぞれの
放送現場で，パラリンピックに込められた共生
社会の実現へとつながる，意識の変化が生ま
れたように思える。

シンポジウムでは，時間の都合もあり紹介で
きなかったが，オンラインの参加者からは，次
のような意見も寄せられた。

▶︎伝える側に障害のある方を起用されたことの
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波及効果は大変大きかったと思います。視聴
していた大人には新鮮に，障害のある子ども
たちには，パラリンピアンとはまた違う形で勇
気を与えてくれました。

▶︎障害のある人と関わりのない人が多い中で，
各メディアがパラスポーツを扱うことでなじみ
やすくなってきた。パラリンピックに限らず，
あらゆる場面でメディアに露出してもらう，そ
してテレビの画面の中を，世の中の構成に近
づけることが必要。

このほか，障害のある当事者としての文研・
山田の発言に共感する意見や，WOWOWの

『WHO I AM』を改めて見たいという意見など
があり，放送事業者に対する要望や期待，課
題もみられた。

東京パラリンピックでは，57年ぶり2度目の
自国開催ということもあって，日本でのパラリン
ピックとしては最長の放送時間となった。熱戦
を繰り広げるアスリートをはじめ，障害のある人
の姿が多く画面に映し出される機会となった。

2016年から始まった，文研のパラリンピック放
送研究のプロジェクトは，今回を含め3回のシン
ポジウムを開催した。2017年のシンポジウムで
はパラリンピック大会だけでなく，パラスポーツ
の放送の継続性を提起し，2019年のシンポジウ
ムでは2012年の自国開催で変化が起きたイギリ
スの先行事例を取り上げ，パラスポーツだけで
なく，広く障害者のテレビ出演を促進することの
重要性を提起した。今回のシンポジウムでも発
言のあった「放送はゴールではなくスタート」と
いう言葉のとおり，共生社会の実現，社会変革
という長い道のりにおいては，東京大会の放送
は決してゴールではなく，放送事業者はようや
くスタートラインに立ったという認識を持つこと

も，東京大会のレガシーの1つだと考える。
東京パラリンピックの放送から得られた「協

働する」というレガシーが，どのように継承され
るのかを検証するという新たな課題も，シンポ
ジウムを通じて確認できた。引き続き，共生社
会の実現に向けて放送の果たす役割について，
考察を深めていきたい 7）。

（わたなべ せいじ/やまだ きよし/
なかむら よしこ/かわむら まこと＊）

＊現在は，NHKエデュケーショナル所属

注：
 1） パラリンピックの教育的な意義を重視して，学校

連携観戦プログラムによる子どもたちの観戦は認
められ，東京都など一部の自治体で実施された。

 2） シンポジウムおよび本稿で取り上げた世論調査の
結果については，下記を参照。
斉藤孝信（2022）「人々にとって“東京五輪・パラ”
とは何だったのか ～「東京オリンピック・パラリン
ピックに関する世論調査」より～」『放送研究と調
査』2022年6月号，pp.2-33.
https://www.nhk.or.jp/bunken/research/yoron/
pdf/20220601_7.pdf
また，同調査の第1回から第7回までの単純集計
の結果は下記からアクセスできる。
https://www.nhk.or.jp/bunken/research/yoron/
index.html

 3） 民放5局の放送時間量の内訳は，日本テレビ6時
間，TBSテレビ約3時間，テレビ朝日約4時間，
テレビ東京3時間，フジテレビ約4時間であった。

 4） IOC（国際オリンピック委員会）が設立した公式
放送機関であるOBS（オリンピック放送機構）が
制作し，オリンピック・パラリンピック中継を行う
権利を持つ各国の放送事業者に向けて配信する。

 5） 日本ボッチャ協会役員。東京パラリンピックでは，
解説者としてNHKのボッチャの中継番組や，『デ
イリーハイライト』に出演。

 6） 民放各局へのアンケートでは，日本民間放送連盟
の協力のもと，東京パラリンピックの放送の取り
組みについて尋ね，次のように実施した。
調査期間：
2021年12月20日（月）～ 2022年1月28日（金）
調査方法：
文研が設問を用意し，民放連事務局を通じて，
在京民放5局（日本テレビ，テレビ朝日，TBSテ
レビ，テレビ東京，フジテレビ）の東京パラリン
ピックの放送の関係者（編成担当者など）への配
付と回収を依頼。放送局名は無記名とし，5局す
べてから回答が得られた。

 7） シンポジウムで紹介した，東京パラリンピックの
放送について，障害のある人とない人を対象に
行ったウェブ調査の結果を本誌2022年9月号で，
東京パラリンピックの放送に関する二次分析を
2022年10月号で報告する予定である。


