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パラスポーツの祭典「東京パラリンピック」は，コロナ禍での開催1年延期を経て2021年 8月24日から9月5日
の13日間開催された。NHK放送文化研究所では，この国家的イベントについて，NHKはじめ放送事業者がど
のように取り組み，またそれを視聴者がどのように受け止めたかを，継続して調査研究してきた。また，ピョンチャ
ン，東京両大会直後にウェブ調査を実施するなど，障害のある人のパラリンピック放送の受け止めや共生社会へ
の意識などについて研究を進めてきた。本稿では，障害のある人を主な対象として東京パラリンピック大会直後
に実施したウェブ調査の結果を報告する。合わせて，これまでの研究を踏まえて，自ら障害のある筆者が自分
自身を研究対象としつつ，共生社会進展に向けてパラリンピック放送のレガシーと，障害をはじめとするマイノリ
ティーなど多様な人々を伝える放送のあり方や役割などを考察する。

放送をめぐる障害者の声 （後編）
～東京パラリンピック放送～

メディア研究部  山田　潔 / 河村　誠　

※「しょうがい」の文字表記については，原則として，法律での一般的な表記である「障害」で統一した。

をどのように捉えるべきなのかを，1959年，1
歳のときにポリオにり患し，両足麻痺の障害が
ある筆者（山田）自身が，これまでの調査研究
の結果から得た障害者の思いと，この社会で
暮らしてきた自らの経験や実感も踏まえながら，
当事者の1人として考えてみる。なお，「当事者
研究」は複数の当事者で進められるものである
が，今回は1人で考察を行う。本文中「筆者」
と出てくる場合は，注記がないかぎり山田を指
す。なお，全体の構成と第2章の調査実施と
分析は河村と共同であたった。

障害者と放送について考察するにあたり，ま
ず研究の端緒，経過，ねらいなどを振り返っ
ておきたい。

筆者が，「障害（パラリンピック）と放送」の
研究にとりかかったのは，パラリンピックの東
京開催が決まってしばらくたった2015年。当
時，放送業界の中でパラリンピック関連の動き
が表立って聞こえてこなかったことにある。障

はじめに
～パラリンピックと放送の研究にあたり

2021年 8月24日から9月5日の13日間にわ
たって開催された東京2020パラリンピック競技
大会（以下，2021年開催の大会は「東京パラリ
ンピック」とのみ表記し，1964年開催の大会
は「1964年東京パラリンピック」と開催年を付
記する）から1年がたとうとしている。NHK放
送文化研究所（以下，文研）では，障害者が主
役となって自国で開催されたこの国家的イベン
トがどのように放送され，それが社会そして障
害者にどのような影響を与えるのかについて調
査を交えながら研究してきた。現在，障害者を
はじめマイノリティーの人が自分自身を研究対
象とする「当事者研究」が広がりを見せている。
本稿では，東京パラリンピックから1年たって
熱気がさめる中，これまでの研究を通して東京
パラリンピックとその放送の影響や今後の課題
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害がある筆者にとって，東京パラリンピックは，
オリンピックと同等の扱いで放送されるべきだ
との思いが強くあった。小学1年生で迎えた
1964年東京パラリンピックの記憶は無味乾燥
に思えた記録映画だけで，連日放送があり熱
心に視聴したオリンピックに比べて，非常に寂
しいと感じていた。2度目の自国開催の夏季パ
ラリンピックは，人々の障害に対する理解を進
める絶好の機会だと思い，放送局の研究部門
としてパラリンピック放送に資する研究を模索し
た。NHKは長年にわたり福祉番組として障害
者向けの番組を制作・放送しているが，放送研
究の分野では，「アクセシビリティー放送」1）に
関するいくつかの先行研究を見いだした程度で
あり，このテーマは取り組む価値があると考え
たのである。まずは，「障害者スポーツと放送」
について，障害者スポーツの経緯と現状，放送
がどう関係してきたかなどについて全体を俯瞰
する作業を行った 2）。そして，このとき1つの調
査結果が強く印象に残った。「半数の障害児・
者がスポーツ・レクリエーションに関心がない」
というのである3）。行間に「日常的にサポート
を受けている家族にこれ以上負担をかけたくな
い」「過去に嫌な思いをした」などいろいろな
心の声を聞いた思いがし，パラリンピック放送
の必要性と可能性をより強く感じた。

世界のパラリンピック放送でエポックとなっ
たのは，イギリスの放送局Channel 4が行っ
た2012年ロンドン大会の放送である。パラア
スリートを超人と位置づけ，「Meet the Super 
humans」というキャンペーン映像を制作。パ
ラリンピックの認知度を向上させ，大会の放送
視聴につなげた。文研では，2017年3月（リオ
デジャネイロ（以下，リオ）大会の約半年後）の
文研フォーラムで，「パラリンピックと放送の役

割」をテーマにシンポジウムを行い，筆者も司
会として参加した。ここに登壇したChannel 4
のマーティン・ベイカー氏は，パラリンピック放
送の共生社会に対する役割として「視聴者の
中には，障害の話をすることを躊躇する人もい
るが，エリートスポーツというプリズム（視点）
で語るなら，受け入れやすい。世界クラスのス
ポーツということで，障害が不幸でも不運でも
ないという見方ができ，障害についてより普通
に話すことができるようになる」と指摘した4）。

NHKは，リオ大会以降，パラリンピックに
ついても競技中継を中心とした放送に乗り出
し，オリンピックと一体感を持たせたさまざま
な取り組みが動き出した。このことでパラリン
ピックが取り残されるという当初の懸念はなく
なっていた。筆者は，パラアスリートが競技
する姿やそこに至る物語が視聴者に驚きと感
動を与えるにとどまらず，障害について普通に
話をする機会を視聴者に与えることにパラリン
ピック放送の共生社会に向けた役割がある，
という視点を新たに持った。

東京パラリンピックの放送の意味を考えるう
えで，視聴者がどのようなメッセージを受け取
り，何を感じたのか。また，共生社会をどのよ
うなものとして感じているのか。それは障害の
有無や障害の種別でどう違うのか。こうした観
点からパラリンピックの調査研究を進めていく
こととした。

第Ⅰ章　東京パラリンピックを振り返る

東京パラリンピック閉会後に実施した東京パ
ラリンピックに関する障害者の意識調査（ウェ
ブ調査）の結果を報告し，それを踏まえて，障
害者と放送について考察するにあたり，まずは
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改めて東京パラリンピックを振り返る。
東京パラリンピックは，2013年9月の開催決

定以来，コロナ禍による開催1年延期を含めた
8年間の準備期間を経て，2021年8月24日か
ら9月5日の13日間開催された。

東京2020オリンピック・パラリンピック大会
（以下，東京大会）は，基本コンセプトとして
「すべての人が自己ベストを目指し（全員が自己
ベスト）」「一人ひとりが互いを認め合い（多様
性と調和）」「そして，未来につなげよう（未来
への継承）」の3つを掲げ，スポーツを通して
共生社会の実現に資するとしていた。

この東京パラリンピックの実施，特にパラリ
ンピック関連の放送が，障害者と共生社会に与
えた影響を考えていく前提として，①大会の準
備や実施期間中に多様性をめぐり多発したさま
ざまな事象，②国民がコロナ禍で日常生活にさ
まざまな制限を受けた中で，パラリンピックを
経験したこと，③大会期間だけでなく長期にわ
たって実施されたパラスポーツ，障害や多様性
に関する多くの放送等，の3点を押さえておくこ
ととしたい。また，オリンピック・パラリンピッ
ク放送時に行われた視聴覚障害者向けアクセ
シビリティーサービスについても，③の中で触
れることとする。

それぞれに重要なテーマであるが，ここで
は続く調査の読み解きや考察に必要な範囲で
の振り返りとする。

1. 多様性に関する事象

東京大会は，「多様性と調和」を大会ビジョ
ンとして掲げ，多様な個性を持った多くの人が，
いかなる種類の差別なく，自分らしさを発揮
し，違いを認め合い，違いを生かしながら協

力する，そうした共生社会を育む契機となるよ
うな大会を目指すとしていた。

こうした目標には未だ届かない日本の現状を
踏まえて，大会の準備段階からジェンダーの平
等やユニバーサルデザインの検討など，主催
者側の取り組みが積極的になされた。

一方で，主催者の想定とは別の形で，大会
の準備段階や大会期間中に，ジェンダーや障
害など多様性に関する問題や指摘が相次ぎ，
担当者の交代や準備のやり直し，ルールの見
直しなどが度重なった（表1）。

これらの出来事は，当事者の主張や指摘な
どから問題が表面化した。折からのSDGsの取
り組みや「#BlackLivesMatter」や「#MeToo」
といった人種，ジェンダーなどマイノリティーに
対する差別，偏見にNOを突きつける世界的
なうねりを背景に，メディアで大きく報道され，
世間の耳目を集めた。障害にスポットがあたる
パラリンピックと相まって，多様性について社
会に考える機会を与えた。

特に，基本コンセプトに多様性と調和を掲
げながら，その運営の中心に位置する多くの人
がこの点で問題を起こし，交代を余儀なくされ
た。このことは，私たちの社会がこれまで意
識してこなかった闇の部分を構造的に持ってい
ることを示したのではないだろうか。東京大会
のジェンダー，人種，障害など，多様性や共生
社会に関する意識への影響を考えるうえで前
提としておくべき事項であろう。

2. コロナ禍での開催

東京大会は，コロナ禍によって1年延期した
うえ，東京に新型コロナウイルス感染症緊急事
態宣言が出される中で異例ずくめの開催となっ
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※肩書は当時

表 1　多様性と東京大会をめぐる主な出来事

2014 年 1月24日 東京大会の準備・運営にあたる組織委発足，会長は森喜朗元首相
2月20日 組織委森会長 講演で浅田真央選手について「大事な時には必ず転ぶ」などと発言

2017年

2月2日 組織委など ゴルフ競技会場の｢霞ヶ関カンツリー倶楽部｣が女性の正会員を認めていないことに対する国際オリンピック委員会（IOC）
の改善要望を受け，見直し検討を申し入れ

3月20日 ゴルフ競技会場の霞ヶ関カンツリー倶楽部 規約を変更し女性を正会員として認めることを決定
6月27日 日本オリンピック委員会（JOC） 女性理事を増やすことを決定。3人から6人へ

9月4日 国際パラリンピック委員会（IPC）理事会 パラリンピックの種目数を22 競技537 種目と決定。障害の重い選手の参加増。また，女性選
手は過去最多の見込みに

10月23日 東京大会に向けてユニバーサルデザイン（UD）仕様の新型タクシーを披露

2018 年

1月23日 共生社会の実現に向けた関係閣僚会議 パラリンピック開催の2020 年をめどに都内の4分の1のタクシーをUD仕様にすることなどを目
標に取り込むことを確認

4月6日 日本レスリング協会 伊調馨選手に対する栄和人強化本部長のパワハラを認定。栄氏は強化本部長を辞任
4月20日 都 受動喫煙対策強化のための独自の条例案の骨子をまとめる

4月25日 東京大会の「フラッグツアー」のスペシャルアンバサダーを務める「TOKIO」山口達也メンバーが，女子高校生への強制わいせつ容疑で
書類送検されていたことが判明

6月1日 車いすで利用できる専用の体育館が，東京品川区にオープン。パラリンピックを控え練習場所の確保に悩む選手を支援するため建設さ
れたもの

12月10日 日本体操協会の第三者委員会 女子選手が協会幹部2人からパワハラを受けたと訴えた問題で，パワハラとは認定できないとの調査結果
をまとめた

2019 年
1月21日 コンビニ大手「セブン-イレブン・ジャパン」と「ローソン」が東京大会を見据えて「成人向け雑誌」の販売取りやめを決定
2月28日 組織委 競技会場の敷地内を全面禁煙とすることを決定。夏のオリンピックで競技会場全体が禁煙となるのは初めてと見られる
4月10日 桜田義孝五輪相 「復興以上に大事なのが議員だ」などと述べた責任をとり辞任。後任は鈴木俊一前大臣

2020 年

1月1日 パラ競泳金メダリストの河合純一氏 日本パラリンピック委員会（JPC）委員長に就任。パラアスリートのJPC委員長就任は初
1月23日 東京大会で日本選手団が着用する公式ウエア発表。オリンピック・パラリンピック同一のデザインは初
2月21日 東京大会で日本選手団が表彰式や選手村で着用する公式スポーツウエア発表。オリンピック・パラリンピックで共通のデザイン

9月8日 スイスの連邦最高裁判所 男性ホルモンの値が先天的に高い女子選手が国際大会に出場することを制限する世界陸連の規定は問題ない
と裁定。南アフリカのキャスター・セメンヤ選手が差別にあたるとして撤回を求めていた

9月13日 テニスの大坂なおみ選手 全米オープン2度目の優勝。黒人差別抗議のため7試合に犠牲者の名前入りマスクを着用
9月30日 競泳の瀬戸大也選手 自身の女性問題に関する報道を受けて競泳日本代表チームのキャプテン辞退を申し入れ
12月17日 JOC 女性理事の割合を40％以上とする目標の達成に向けて，理事の選考委員会に女性を入れることなどを決定

12月23日 東京大会の開・閉会式の企画・演出チーム 狂言師の野村萬斎氏らの体制を終了。クリエーティブディレクターの佐々木宏氏1人が責任者
を務める新体制で簡素な式典を目指すことに

2021年

2月3日 組織委森会長が，JOCの臨時評議会で「女性がたくさん入っている理事会は時間がかかる」などと発言。翌日に「不適切な発言」として
発言を撤回し，謝罪

2月8日 森会長発言で大会ボランティアの大量辞退が明らかに。その後辞退者は23日までで約1,000人にのぼった

2月9日
JOC山下会長 森会長発言について,「女性蔑視と受け取れる発言は，いかなる種類の差別を受けることも認めないというオリンピズムの
精神に反するもので極めて不適切だった」と述べた
IOC 森会長発言について，ホームページ上で公式声明。「IOCの公約や取り組んでいる改革に矛盾するもので，完全に不適切なもの」と
非難

2月12日 森組織委会長が不適切発言の問題で辞任。組織委が緊急会合を開催し，後任候補者の選定は，アスリート中心の委員会を設置して行
うことを決定

2月18日 橋本五輪相 組織委会長に就任。五輪相の後任には丸川珠代氏が就任
3月3日 組織委 新たに女性理事に女子マラソンの高橋尚子氏など12人選任。女性比率は目標の40%を上回る42％に

3月18日 東京大会の開・閉会式の演出を統括する佐々木宏氏 不適切な表現をした責任をとり辞任。女性タレントの容姿を侮辱するような演出を
提案

4月9日 全日本空手道連盟 選手強化委員長の香川政男氏を解任。選手に対し練習中竹刀でけがをさせたとして
4月10日 ミャンマーの競泳ウィン・テット・ウー選手 東京大会に参加しないことをSNSで表明。ミャンマー情勢をめぐり，抗議の意志を示すため
6月8日 IOC 紛争地域を逃れるなどして難民となった29人の選手が「難民選手団」としてオリンピックに出場すると発表

6月28日 JOC 「トランスジェンダーについての誤った認識を広げてしまった」などとする謝罪文を公表。女性の理事を増やした6月の役員改選で，
フェンシング元日本代表で心と体の性が一致しないトランスジェンダーを表明する杉山文野氏を,女性理事として公表したことについて

7月20日
組織委 オリンピック開会式の作曲担当の1人小山田圭吾氏の辞任を発表。過去に雑誌のインタビューで明かした学生時代のいじめの告
白をめぐり批判が続いていた
組織委 東京大会の文化プログラムに出演予定の絵本作家・のぶみ氏の出演辞退を発表。過去の著書やSNS発信内容に対して，批判
の声が上がっていた

7月21日 オリンピック/サッカー女子イギリス・チリ戦で，試合開始前に両チームの選手が片ひざをつき，人種差別に対する抗議行動。ほかの代
表チームにも広がる。7月24日には日本なでしこジャパンもキックオフ前にこのポーズをとった

7月22日 組織委 開・閉会式の演出を担当する小林賢太郎氏の解任を発表。過去にナチス・ドイツによるユダヤ人の大量虐殺をやゆするセリフを
使用

7月23日
ドイツの義足の走り幅跳びマルクス・レーム選手 オリンピック出場の願いを果たせず。IOCに続きスポーツ仲裁裁判所も訴えを退ける
判断
オリンピック開会式

7月25日
オリンピック/体操女子予選で，ドイツチームがユニタードを着用して出場。女性アスリートの性的魅力を過度に強調することなどへの抗
議の意志
オリンピック/体操女子予選で，コスタリカのアルバラド選手 人種差別への抗議の意味を込めた振り付けの演技を実施

8月1日 オリンピック/陸上女子砲丸投げ銀メダルのサンダーズ選手 表彰台で両手を頭上で交差させて「抑圧された人 」々への連帯を示す抗議行
動。表彰式での抗議行動は禁止されているため，IOCが調査

8月2日 ニュージーランドのローレル・ハバード選手 オリンピック初のトランスジェンダーの選手として，女子ウエイトリフティングに出場

8月8日 オリンピック閉会式。NHKが手話通訳と副音声解説をつけた生中継放送をEテレで実施。パラリンピックの開・閉会式でも同様に実施
した

8月24日 パラリンピック開会式。セレモニーで多様性あふれる多くの人が参加した「片翼の小さな飛行機」の物語
9月5日 パラリンピック閉会式　
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た。東京大会に関連する範囲でコロナ禍をめぐ
る主な出来事をまとめた（表2）。

コロナ禍が日に日に深刻化し，多くの国民が
健康や経済・生活への不安を高める中で，東
京大会は開催ありきで進んでいるようにも見え
た。感染者が増え続ける状況や自粛生活を求
める行政機関の発表を報道しつつ，一方でオ
リンピック・パラリンピックに関する動きを伝え
る放送等のメディアに，手のひら返しとの厳し
い批判が出たのも事実である。コロナ禍を障
害者がどう受け止めているのかについて，2021
年3月に実施したウェブ調査では，「正確な情
報を番組独自の目線で切り開いてほしい」「偏り
なく自由で公平な報道」など，行政が発信す
る情報だけではなく，独自に取材した正確な
情報を求める厳しい指摘が数多くあった 5）。　

放送事業者は，国民の健康に直結している
コロナ禍に関する報道と，オリンピック・パラ
リンピックの放送の両立という難しいハンドリン
グを迫られた。

緊急事態宣言下で，競技会場は原則的に無
観客となり，パブリックビューイングなども中止
された。多くの国民は，自国開催の大イベント

の観戦機会を奪われ，中継放送や報道を通し
てのみ体験することとなった。一方，コロナ禍
という切迫した状況の中で，オリンピック・パ
ラリンピックでの若手選手の活躍や白熱した競
技は視聴者に活力を与えたとも考えられる。

すべての人がコロナ禍によって何らかの制限
を強いられる中で，パラリンピックの視聴を通
して知った，パラアスリートの姿や物語は，障
害者や共生社会についての世間の見方にどの
ような影響を与えたのだろうか。東京パラリン
ピックを通して多様性の1つである「障害」や

「共生」を考えるうえで，コロナ禍での実施とい
うことは押さえておくべき点と考えている。

3. 自国開催のパラリンピックに向けた
　放送の取り組み

自国開催の東京パラリンピックについて，
NHK，民放などの放送事業者は，大会本番
だけでなく準備段階から数多くの関連番組を
放送し，イベントを行うなど長期的な取り組み
を行ってきた。

表 2　コロナ禍と東京大会をめぐる主な出来事

2020 年

1月15日 新型コロナウイルス，日本で初の感染者確認
1月30日 WHO 「国際的な緊急事態」を宣言
1月31日 小池都知事 東京大会中止を検討している事実はないと否定。SNS上での中止情報の拡散に対して
2月3日 ダイアモンド・プリンセス号が横浜港に入港。香港で下船した乗客の感染判明。停泊したまま検疫実施
2月13日 国内で初の感染者死亡
2月27日 IOCバッハ会長 緊急の電話会見で予定どおりの東京大会開催を強調
3月11日 WHOテドロス事務局長 「パンデミックと言える」と述べる

3月12日
米トランプ大統領 東京大会の延期について言及
ギリシャのオリンピアで聖火の採火式が行われる（式典は無観客）

3月13日 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正法公布。施行は翌14日。新型コロナウイルス感染症を特措法の対象に　
3月16日 安倍首相 G7テレビ首脳会議で，完全な形で東京大会を実施すると発言し，G7の支持を得る
3月17日 IOC 電話会議での臨時理事会で「4か月あり，抜本的な決定をすべきときでない」と東京大会開催に向け準備を進める考えを確認
3月21日 米陸連 オリンピックの開催延期を米オリンピック･パラリンピック委員会に要請。海外での延期論強まる
3月22日 IOC 電話会議での緊急理事会で，東京大会開催延期を含め，組織委などと検討し，4週間以内に結論を出すことに
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※肩書は当時

2020 年

3月23日 IOCと巨額の放送権契約を結ぶ米テレビ局のNBCが，IOCの開催延期検討の報を受け，IOCの今後の決定を支持すると表明

3月24日
安倍首相とIOCバッハ会長が電話会談し，東京大会の１年程度の延期を合意。森組織委会長，橋本五輪相，小池都知事などが同席
IOC 臨時理事会を開催し，東京大会開催の１年程度の延期を正式決定。開催延期は初めて。その後，IPCが決定を支持するコメント
を発表

3月26日
政府 特措法に基づく対策本部を設置。「緊急事態宣言」が可能に
組織委「新たな出発 東京2020大会実施本部」を設置

3月29日 コメディアンの志村けん氏 新型コロナ感染で肺炎発症により死去。聖火ランナーに選ばれていた

3月30日 組織委 東京大会の延期後の開催日程を発表。オリンピックは2021年7月23日に開幕する17日間。パラリンピックは2021年8月24日
に開幕する13日間

4月7日 新型コロナウイルス感染症対策として7都府県に緊急事態宣言を発出。16日に全国に拡大
5月25日 緊急事態宣言を全面解除
7月17日 組織委 延期されたオリンピックの新しい競技スケジュールを発表
8月3日 組織委 延期されたパラリンピックの新しい競技スケジュールを発表
12月4日 政府，都，組織委の代表者の会議で，東京大会延期に伴う追加費用を決定。総額2,940 億円に
12月20日 WHO イギリスほか3か国で変異ウイルスが確認されたことを発表
12月22日 政府 24日から日本人以外はイギリスからの新規入国を停止する方針を固める
12月26日 政府 全世界からの外国人の新規入国を28日から1月末まで停止することを決定

2021年

1月7日 1都3県に2度目の緊急事態宣言を発出

1月13日
緊急事態宣言 合わせて11都府県に拡大
政府 外国人の新規入国を，例外措置も含めて14日から全面停止することを決定

3月20日 IOCや組織委などの5 者会談で， 東京大会の海外観客の受け入れ断念を決定
3月21日 2度目の緊急事態宣言解除
3月25日 オリンピック聖火リレー Jヴィレッジで聖火出発式が行われ聖火リレーがスタート
4月6日 北朝鮮 新型コロナ感染症を理由に東京大会への不参加を表明
4月9日 東京に12日からのまん延防止等重点措置の適用を決定

4月16日
埼玉，千葉，神奈川に20日からのまん延防止等重点措置の適用を決定
組織委橋本会長 定例記者会見で東京大会の中止の可能性について改めて否定

4月23日 東京など4 都府県に3度目の緊急事態宣言の発出を決定（25日から適用）

4月28日
政府分科会尾身会長 東京大会について「開催に関する議論をしっかりすべき時期に来ている」と発言
組織委，政府，都，IOC，IPCがオンライン会議を開催し，観客数の上限は6月に判断することで合意

5月7日 緊急事態宣言の期間を延長（5月末まで）
5月9日 オリンピック・陸上競技のテスト大会，無観客の国立競技場で実施。感染対策や競技運営の手順などを確認
5月14日 東京大会の中止を求めるオンライン上の署名が35万超え。署名活動を行う弁護士が記者会見
5月21日 IOCコーツ調整委員長 東京都が大会時に緊急事態宣言中であっても，オリンピック開催は可能との考えを記者会見で示す

5月26日 政府分科会尾身会長 衆議院厚生労働委員会で「アスリートやスタジアム内での感染リスクは制御できるのではないか」という見解を示
す一方，東京大会関連イベント開催による人流増への懸念を指摘

5月28日 9 都道府県の緊急事態宣言の6月20日までの期間延長を決定
5月31日 政府分科会尾身会長 東京大会開催に伴う都道府県をまたぐ人流増による感染拡大への対策の検討の必要性を指摘

6月1日
オリンピック日本選手団のワクチン接種スタート
大会出場に向けて，日本に入国する初の外国選手団･オーストラリアのソフトボールチームが来日（群馬県太田市）

6月2日 尾身会長 東京大会の開催は「普通はない」と国会で指摘し，警鐘を鳴らす

6月15日 選手および関係者向けの新型コロナウイルス対策指針をまとめた「プレイブック」の最新版を発表（ルールに従わない場合，罰則の対象
となる可能性など）

6月17日 パラリンピック日本選手団のワクチン接種スタート

6月18日 尾身会長ら有志 無観客開催が望ましいと東京大会への提言を発表。観客を入れるのであれば，現行の開催基準より厳しい基準の採
用を政府や大会の主催者に求めた

6月19日
東京都，東京大会期間中の都内のパブリックビューイング中止を発表
ウガンダの選手団のうち1人が，空港での新型コロナウイルスの検査で「陽性」と確認（成田空港）

6月20日 沖縄を除き，期間満了により緊急事態宣言を解除。東京都など21日からまん延防止等重点措置へ移行
6月21日 オリンピックの観客数の上限が決定。収容人員の50％で，1万人までに
6月24日 宮内庁長官 天皇陛下がオリンピック開催による新型コロナの感染拡大をご心配されていると拝察すると発言

7月8日
7月12日から東京都を緊急事態宣言の実施地域に追加し，8月22日までの期間延長を決定
オリンピック，東京など首都圏の全会場では無観客開催とすることを決定。組織委，IOC，都などの5 者協議で

7月21日 オリンピック，サッカー・ソフトボール予選開始
7月23日 オリンピック開会式
7月30日 8月2日から埼玉，千葉，神奈川，大阪を緊急事態宣言の実施地域に追加し，8月31日までの期間延長を決定
8月8日 オリンピック閉会式
8月16日 パラリンピック，全会場で原則として無観客開催とすることを決定。組織委，IPC，都などの5 者協議で
8月17日 9月12日までの緊急事態宣言の期間延長を決定
8月24日 パラリンピック開会式
9月5日 パラリンピック閉会式
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3-1　NHKの取り組み

まず，パラリンピック放送を中心となって実
施したNHKから見てみる。NHKでは，パラス
ポーツの競技性向上を受けて，パラリンピック
の「スポーツとしての魅力を伝える」ことを基本
方針に据えた。取り組みのポイントとして， ▽

オリンピック・パラリンピックの一体化， ▽パラ
リンピック特有の部分にこだわる， ▽選手のス
トーリーを丁寧に， ▽障害のある人を出演者に
起用， ▽ユニバーサル放送・サービスの充実，
という5点を挙げた。それぞれの方針・ポイン
トに沿って，これまでの放送を筆者の視点で
振り返ってみる。

3-1-1　スポーツとしての魅力を伝える

以前はハイライト番組が中心だった競技放
送は，2016年のリオ大会から生中継中心に転
換し，放送時間も大幅に増加した。これは，
2018年のピョンチャン冬季大会そして，2021
年の東京パラリンピックにも引き継がれている。
また，2018年8月の車いすラグビー世界選手
権や2019年9月のパラ競泳世界選手権でも競
技中継が行われた。

一般的にスポーツ観戦を楽しむには，お気
に入りのチームや選手に関する知識とある程
度のルール理解が必要とされる。しかし，東
京パラリンピック開催が決定した2013年時点
で，パラスポーツは，パラ水泳，国枝慎吾選
手など限られた競技や選手しか一般には知ら
れていなかった。まずは，パラアスリートへの
関心を高めること，そして，障害の程度に応じ
た「クラス分け」などパラスポーツ特有の仕組
みについても，スポーツとして観戦するために
知ってもらう必要があった。例えば，車いすラ
グビーでは，クラスに応じて個々の選手にポイ

ントが付与されており，ルール上，コート内の
選手のポイント合計は決められた点数以下で
なければならない。障害が重くポイントの低い
選手の活用が作戦に大きく関わるため，スポー
ツ観戦の面ではこうした知識が重要な要素で
ある。

スポーツとしての魅力を伝える方針に転換し
て初めてのパラリンピックであったリオ大会か
ら，NHKは競技紹介に加えてCGを使用した
クラス分けの説明など，初めて見る視聴者でも
ざっくりと試合を理解できるような工夫をして
放送を行った。

パラスポーツそのものの魅力やパラアスリー
トについても，開幕直前やあと〇年といったエ
ポックで『東京2020 パラリンピック大図鑑 』
など特集番組を多く放送した。福祉番組では

『ハートネットTV』の中でパラリンピック競技を
クイズ形式で解説する企画「パラマニア」など
もあった。

また，人気タレントがパラスポーツにチャレ
ンジしつつパラスポーツの魅力や醍醐味を伝
え，アスリートや独特のルールなどを紹介する
番組も複数あった。フィギュアスケートのオリ
ンピックメダリスト・浅田真央さんが各地のパ
ラアスリートを訪ねる『真央が行く!』や陸上十
種競技元日本チャンピオンの武井壮さんがパラ
スポーツに挑む『武井壮のパラスポーツ真剣勝
負』といった番組が継続的に放送された。司
会の相葉雅紀さんがアスリートをゲストに迎え
て競技や選手を深掘りする『グッと!スポーツ』
には，車いすテニスの国枝慎吾さんが登場し
た。

落語家の柳家わさびさんが競技ルールを紹
介するミニ番組シリーズ『our SPORTS!』で
は，オリンピック競技と並列してパラスポーツ
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を扱った。
著名な漫画家によるアニメと人気音楽家によ

るテーマソングでパラスポーツを紹介するミニ
番組『アニ×パラ』は，東京大会までに12の
シリーズが制作・放送された。

ミニ番組『パラリンピック応援“ヤツら ただ
ものじゃない”』では，トップパラアスリートの
超人ぶりを面白く表現した。一方で若手の有
望選手を紹介していく『行くぜ !パラリンピッ
ク』といった番組もあった。

これらは，パラリンピックのスポーツとしての
観戦に資する番組の一例で，ほかにも地域に
ゆかりのあるパラアスリートを紹介する番組な
どさまざまな番組があった。

3-1-2　オリンピックとパラリンピックの一体化

現在，オリンピックとパラリンピックは，開
催地の組織委員会や競技会場をはじめ一体の
ものとして運用されている。放送でも一体とし
て扱うことを柱に据えたことは，大きな意味を
持つと思える。象徴的なのは，ニュースや放送
などで毎回「東京オリンピック・パラリンピッ
ク」と一体の名称を言い続けたことで，視聴者
は「パラリンピック」という言葉に触れ続けるこ
とになった。

また，大会会場に設けられた特設スタジオ，
スペシャルナビゲーター（アイドルグループ嵐の
相葉雅紀さん，櫻井翔さん）などといった番組
の基本的な枠組みはオリンピックと同じであっ
た。何よりも，放送がオリンピックと同様に総合
テレビ，Eテレ，BS1，4K，8Kのテレビ5波と
ラジオで放送された。また，朝の情報番組『あ
さイチ』の時間帯で大会の情報を伝える『あ
さナビ』も『東京2020パラリンピック あさナ
ビ』としてオリンピックと同じく放送された。

従来は，Eテレ，BSが中心であったパラリ
ンピックの放送がオリンピックと同様に総合テ
レビで放送され，『あさイチ』の時間帯などで
扱われたことは，多くの視聴者がパラスポーツ
に触れる機会を作るという点で画期的なことと
考える。パラスポーツの競技結果が，スポーツ
枠で放送され，またアスリートの紹介番組など
でも，パラアスリートが障害のないアスリートと
並んで出演する番組が多くなった。先述した

『our SPORTS!』や『グッと!スポーツ』ではス
ポーツの1分野としてパラスポーツが紹介され
た。こうしたことは，視聴者に「パラスポーツ
はスポーツの1カテゴリーである」ことを伝える
メッセージであり，同時にスポーツ好きの視聴
者がパラスポーツを楽しむ機会を作った。

オリンピック・パラリンピック一体の取り組
みとして，「〈NHK〉2020応援ソングプロジェ
クトの歌『パプリカ』」を取り上げておきたい。
人気シンガーソングライターの米津玄師さん
が作詞・作曲し，5人の子どもたちのユニット

「Foorin」が歌い踊った『パプリカ』は，『みん
なのうた』などで放送された。さらに英語バー
ジョンや出演者の組み合わせを変えるなどさま
ざまなバージョンが作成されるとともに，視聴
者の投稿動画募集など多角的な展開がなされ
た。その中に，病気や障害のある子どもたち
とFoorinが楽団を結成した「Foorin楽団バー
ジョン」があった。これはオリンピック・パラリ
ンピックが一体というメッセージにとどまらず，
障害の有無にかかわらずみんなが1つになると
いう願いが込められているように感じた。

3-1-3　パラリンピック特有の部分にこだわる

スポーツの魅力を伝えるにあたり，パラリン
ピック特有の部分を大切にすることは重要な要
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素である。
パラスポーツ特有の部分としては，障害の

重さに応じたクラス分けなどのパラスポーツの
ルールがある。また，競技に応じたスポーツ用
の義肢や車いす，視覚障害マラソンのガイドラ
ンナーとの伴走ロープ，ボッチャの重度障害の
クラスで使用する「ランプ」と呼ばれる投球補
助具（勾配具）などの用具があり，視覚障害の
跳躍競技やブラインドサッカーなどで選手に情
報を伝えるコーラーやガイドランナー，水泳の
タッパーなどの補助者がいる。

これらは視聴者の興味を引くもので，競技
中継に際しても，折に触れて説明がなされ，パ
ラスポーツの紹介番組でも取り上げられた。ス
ポーツ用義肢装具士が『プロフェッショナル 仕
事の流儀』で取り上げられたりもした。

こうしたパラスポーツ特有のルールなどは，
身体の動きや状態などに密接に関係しており，
それらを説明する過程は障害そのものの理解
にもつながっている。

3-1-4　選手のストーリーを丁寧に

パラアスリートには，「障害」という環境の中
でスポーツと出会いパラリンピック出場に至る
まで1人ひとりの物語がある。先に例示したパ
ラアスリートを紹介する番組でもそうした物語
が語られた。東京パラリンピックでは，ほぼす
べての出場パラアスリートの紹介VTRを選手
自身の語りで作成し，競技中継などで紹介し
た。視聴者は，こうした物語に共感し，パラリ
ンピックへの関心を高めたのではないか。

3-1-5　障害のある人を出演者に起用

競技中継のゲストや解説に競技経験のある
パラアスリートが積極的に起用された（車いす

バスケットボールの根木慎志さんや射撃の田口
亜希さんなど）。ただ，日本のパラスポーツは
歴史がそれほど長くなく，障害のある指導者な
どが少ないためか，障害者ではない解説者も
多かったように思う。障害のある人をオンスク
リーンさせるという意識は今後も重要なことと
思われる。

東京パラリンピックに向けての障害者の起用
としては，パラリンピック放送のリポーターとし
て，3人の障害のある人を2017年に公募で採
用，育成した。東京パラリンピックではそれぞ
れの個性を発揮し活躍した。このうち，聴覚
に障害がある後藤佑季さんが聴覚障害が対象
競技となっていないパラリンピックの放送に関
わったことは，視聴者に聴覚障害者の存在に
気づいてもらうためにも意味があったように思
う。

3-1-6　ユニバーサル放送・サービスの充実

リオ，ピョンチャン，そして東京の各パラリ
ンピック大会と世界的なスポーツイベントの放
送において，ユニバーサル放送・サービスが
実施されてきた。

視聴覚障害のある人が，自国開催のオリン
ピック・パラリンピックというイベントを観戦し
楽しむためにどうすればよいか。スポーツ番組
でのアクセシビリティー放送について，パラリン
ピックを契機に試行錯誤が繰り返された。ピョ
ンチャン大会では，字幕，解説放送にとどま
らず，障害当事者が出演して障害のある人には
わかりにくい点などを質問しながらパラリンピッ
クを一緒に楽しもうというユニバーサル番組も
放送された。また，視覚に障害がある落語家
の桂福点さんをゲストに招き，視覚障害者向け
の副音声での実況放送も実施した 6）。多重放



51SEPTEMBER 2022

送技術の確立によって，字幕・解説放送が可
能になったように，進展する技術を活用し，当
事者の意見を確認，改善しながらユニバーサ
ルサービスの拡充が進められてきた。

東京大会では，聴覚障害者からの要望を受
けて，オリンピックの閉会式，パラリンピックの
開・閉会式の手話通訳と副音声解説を付与した
中継放送がEテレで行われた。また，パラリン
ピック期間中の『東京2020パラリンピック あさ
ナビ』では，番組が生放送であるため字幕が
画面より遅れる懸念があることに対して，放送
を実際より30秒遅らせるという“逆転の発想”
で字幕作成の時間を生み出す「ぴったり字幕」
のシステムを導入してアクセシビリティーを向上
させた。

また，AIやデジタル技術などを活用した手
話CGやロボット実況（テキスト情報をロボット
による音声で実況）などもデジタルサービスと
して提供された 7）。

スポーツ観戦の魅力の1つは，感動したり，
残念がったり，そうした臨場感を障害のある人
もない人も一緒に楽しむという点にある。ピョ
ンチャンパラリンピック後に行ったウェブインタ
ビューの回答の中に，野球好きの視覚障害者
から「見えなくても野球場で周囲と一緒に歓声
を上げるのが楽しい」との意見があった。一般
的に，オリンピック・パラリンピックやワールド
カップといった多くの人が関心を寄せるスポー
ツイベントでは一緒に盛り上がりたいという理
由からか，日ごろスマートフォンなどの利用が
多い人でも，テレビの利用が多くなる傾向があ
る。ぴったり字幕やユニバーサル放送は，情
報提供にとどまらず，そうした場の共有を提供
する試みと考えられる。

3-1-7　その他

東京パラリンピックに向けて，大会前から
ニュースでさまざまな情報が伝えられたほか，
関連番組が多く放送された。パラリンピックに
関心のない視聴者にも届けようという工夫も多
く見られた。

例えば，ドラマでは，東京パラリンピック開
幕の2年前（当時）にあたった2018年8月に，
1964年の東京パラリンピックを成功に導いた
医師，中村裕さんの人生を描いた『太陽を愛
したひと』が放送された。また，開幕直前の
2021年6・7月には，『特撮ドラマ 超速パラヒー
ロー ガンディーン』というパラスポーツと本格
特撮が合体した前代未聞のドラマが放送され
た。2021年度前期の連続テレビ小説『おかえ
りモネ』の第12〜13週（8月）では，車いすマ
ラソン選手のサポートがテーマとなった。

先に挙げた『our SPORTS ! 』や『アニ×
パラ』といったミニ番組も，多くの視聴者に届
けるためさまざまな時間帯に繰り返し放送され
た。視聴者に届くことが図られた。

こうしたパラリンピックの周知は，放送に限
らず，NHKのデジタルサービスや，イベント展
開としても実施された。

イベントについては，2017年度から関連番
組のPRとパラスポーツ競技体験をパッケージ
にして各地で展開してきた。しかし，イベント
についてはコロナ禍で縮小を余儀なくされた。

3-2　民放の取り組み

2021年の東京パラリンピックでは，民放テレ
ビ各系列で初めて一部競技の生中継が実施さ
れた。このほか，J:COM，グリーンチャンネ
ルでも同様に放送が行われた。

競技中継以外では，競技結果などがニュース
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で取り上げられたほか，フジテレビの『東京パ
ラリンピック開幕直前SP』や日本テレビの『東
京パラリンピック総集編』などが放送された。

パラスポーツ全般に関する定時番組も，BS
を中心に放送された。例として，BS日テレ
の『ストロングポイントクロス』（2016 年2月
〜 2020 年9月は『ストロングポイント』）やBS-
TBSの『アスリート夢共演』などがある。

また，WOWOWでは，IPC（国際パラリン
ピック委員会）との共同プロジェクトとして世
界最高峰のパラアスリートたちに迫るスポーツ
ドキュメンタリーシリーズ『WHO I AM 』が放
送された。

このほか，CMにパラアスリートやパラス
ポーツが登場したことも注目される。

パラスポーツ，パラリンピックの視聴者への
浸透，ひいては共生社会に結びつけるという
意味では，民放が関連番組を放送することの
意義は大きい。東京パラリンピック後も複数の
パラスポーツ関連番組の放送が継続しているこ
とに注目している。NHKを見ない視聴者も存
在する中，放送界全体で取り組むことの重要性
は大きく，東京パラリンピック終了後も放送業
界全体で取り組みを継続発展していけるかが
課題である。

第Ⅱ章　東京パラリンピックに対する
障害者の意識（ウェブ調査）

ここからは，東京大会後に行ったパラリン
ピックに対する障害者の意識調査について見て
いきたい。

1. 調査の概要

【ウェブアンケート（量的）調査】

調査期間： 2021年9月11日（土）〜
 9月17日（金）
調査手法： パネルから抽出したモニターへの
 ウェブアンケート調査
調査対象：  障害者800人*1（視覚障害200人，

聴覚障害200人，肢体不自由・そ
の他障害200人*2，知的障害・精
神 障 害（ 発 達 障 害を 含 む）200 
人）*3，障害なし200人

障害者を主な対象とするため，調査会社の
回答者パネルから障害に関する自己申告に基
づき抽出した。これは，ランダムサンプリング
による世論調査とは異なる。このため，本調
査の結果については，あくまで今回に限定した
結果として読む必要がある。

なお，障害者手帳の保有者に限定せず，何
らかの支援や給付の受給，通院中のいずれか
に該当すれば「障害あり」として調査の対象に
した。手帳や障害者団体所属の有無にかかわ
らず，多様な意見を把握するねらいである。

【ウェブ掲示板インタビュー（定性）調査】

調査期間： 2021年10月9日（土）〜
 10月24日（日）
調査手法：  調査対象者にインターネットの掲示

板にアクセスしてもらい，質問に対
して自由記述で回答してもらう。

*1　障害者については，モニター数の限界から性・年層の割り付け
指定はできていない。

*2　その他障害は，内臓疾患や難病などの人で，肢体不自由が約6割，
その他障害が約4割の構成となった。

*3　知的障害・精神障害（発達障害を含む）は，知的障害が2%以下で，
ほぼ精神障害（発達障害を含む）の構成となった。
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調査対象：  身体障害者18人（視覚障害6人，聴
覚障害6人，肢体不自由・その他
障害6人）

2. 調査結果の分析

本稿では「視覚障害」を「視覚 」，「聴覚障
害」を「聴覚」，「肢体不自由・その他障害」を

「肢体」，「知的障害・精神障害（発達障害を含
む）」を「知的・精神」，「障害のない人」を「障

害なし」と表記する。
以下，項目ごとにウェブアンケート調査の結

果を報告し，参考となる自由記述，掲示板イ
ンタビューの意見を記載していく。

2-1　東京パラリンピックへの関心

東京パラリンピックに向けて長期
にわたり実施されたさまざまな放送
やイベントなどには，どの程度接触
があり，大会への関心を高めたのだ
ろうか。

まず，大会開催以前の関連番組の
視聴やイベント参加状況について見
てみる（表3）。

トータルとしては，視覚の6割弱，
肢体の5割弱，聴覚の4割強，知

的・精神の3割強，障害なしの4割
弱が何らかの番組視聴・イベント参
加をしていた。

個別の番組ジャンル等で見ると，
提示した項目の中で最も高い割合
だったのは，障害の有無を問わず

「パラアスリートを紹介する番組」で
ある。また，「開幕直前の特別番組」
は，すべての種別で1割強が視聴し

た。
視覚，聴覚，肢体の接触で見ると，「障害

者スポーツの観戦 」「障害者スポーツの世界大
会などの競技中継」では，3 種別とも1割を超
え，「障害者スポーツのルールを解説した番組」
では，視覚，聴覚で1割を超えた。

こうした番組視聴やイベント参加が，東京パ
ラリンピックへの関心につながったかを尋ねた
ところ（図1），すべての障害，障害なしで6割
以上が「そう思う」（「大変そう思う」「まあそう
思う」の合計，以下同じ）と答えており，関心
の喚起につながったと思われる。

〇当初認知度の低かったパラリンピックだが，
さまざまな放送やイベントを長期にわたり実

視覚 聴覚 肢体 知的・
精神

障害
なし

対象：全員（1,000人）（200）（200）（200）（200）（200）
パラリンピックのアスリートを紹介する番組 20 19 18 14 14
東京パラリンピック開幕直前の特別番組 14 12 13 11 13
障害者スポーツの観戦 15 14 15 11 9
障害者スポーツの世界大会などの競技中継 16 15 12 9 8
パラリンピックを題材としたアニメ番組 10 5 6 4 6
パラアスリートが出演するバラエティ番組など 7 9 4 6 6
障害者スポーツのルールを解説した番組 16 11 9 5 5
障害者も含む多様性を伝える番組 5 6 6 4 5
障害のあるリポーターの出ている番組 8 8 7 7 3
パラリンピックや障害者スポーツをテーマとし
たイベント 8 4 9 3 3

障害者やパラリンピックをテーマとするドラマ 11 7 7 3 3
その他 1 0 1 1 0
視聴したり，参加したものはない（a） 41 57 56 68 65
何らかの番組等を視聴または参加した人

（a以外） 59 43 45 33 36

表 3　大会前の関連番組視聴・イベント参加

あなたは，東京パラリンピック大会開催前に行われたパラリンピックに
関連する番組を視聴したり，イベントに参加したことがありますか。（複
数回答）

（%）
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施したことで，少しずつでも接触の機会が確
保され，その体験が東京パラリンピックの開
催前に関心を高めることにつながった。

〇障害のある人は，1割以上の人がパラスポー
ツの観戦や競技中継視聴を東京パラリンピッ
ク開催以前に行っていた。

2-2　大会の放送視聴について

2-2-1　視聴状況

東京パラリンピックでは，NHKはテレビ5波
で590時間，初めて競技中継を行った民放は
地上波で計20時間と，日本のパラリンピック
史上最大規模の放送を行った。この放送の視
聴状況について見てみる。

東京パラリンピックの競技中継や関連情報を
見聞きした人に，テレビ番組（録画やインター
ネット配信含む）の項目を示して視聴したかど
うか，複数回答で尋ねた（表4）。

障害なしも含め全種別で「NHKの競技中
継 」が最も視聴されており，視覚，知的・精神

で6割弱，障害なしで5割，聴覚と肢体で5割
弱であった。民放では「ニュース・情報番組 」
が全種別で3割以上あり，最も視聴された。
民放の「競技中継」も視覚で3割弱，肢体，知

的・精神で2割強，聴覚，障害なしで2割弱あ
り，放送時間が短いことを勘案すると民放でも
競技中継は比較的よく視聴されている。

特徴のあるユニバーサル放送を行った番組
として，手話と副音声解説をつけたＥテレの
開・閉会式中継が，聴覚で2割弱，視覚，肢体，
知的・精神で1割強に視聴され，障害なしでも
1割弱視聴された。

また，手話やぴったり字幕等も取り入れたユ
ニバーサル番組は，聴覚で2割弱，視覚で1割
強，肢体で1割弱，障害なしでも1割弱が利用

図 1　関連番組視聴やイベント参加と関心

あなたはパラリンピックに関連した番組を視聴したり，
イベントに参加したことによって，東京パラリンピック
への関心が高まりましたか。（「大変そう思う」～「まっ
たくそう思わない」の5肢選択）

対象：パラリンピックの競技中
継や関連情報を見聞きした人

視覚 聴覚 肢体 知的・
精神

障害
なし

（155）（150）（146）（129）（132）

Ｎ
Ｈ
Ｋ

競技中継 56 45 49 57 50
ハイライト番組 41 39 35 33 36
開会式・閉会式中継

（総合テレビ） 23 27 30 26 27

ニュース・情報番組 31 41 40 35 24
開会式・閉会式中継

（Ｅテレ　手話あり） 14 19 14 12 8

手話やぴったり字幕等も取り
入れたユニバーサル番組 12 15 6 1 6

その他関連番組 7 8 7 4 4

民
放

ニュース・情報番組 31 32 43 40 46
競技中継 27 15 23 21 17
その他関連番組 10 7 8 9 3

障害者も出ているテレビCM 4 9 11 13 3
その他 1 - 1 - 1
どれも見ていない 8 10 11 16 12
NHK計 85 77 78 74 74
民放計 39 37 51 42 49

表 4　 東京パラリンピックで視聴した番組

あなたが東京パラリンピックで見たテレビ放送について，
あてはまるものをいくつでもお知らせください。（複数回答）

（%）

まったくそう思わない

あまりそう思わない

どちらともいえない

まあそう思う

大変そう思う

障害なし

知的・精神

肢体

聴覚

視覚

まったく
そう
思わない

あまり
そう
思わない

どちらとも
いえない

まあ
そう思う

大変
そう思う

37 20
11

0

42%

43 29 424

0

0

48 12 634

46 27 6 318

59 16 620

79%

67%

64%

82%

79%

そう思う
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（%）

した。

〇パラリンピック放送では，NHKの競技中継
が最も視聴され，民放でも放送時間が少な
い中で競技中継は比較的視聴された。

〇ユニバーサルサービスの番組は，視覚，聴覚

でより多く視聴されたが，障害なしでも一定の
利用があった。

（これらに関する自由記述等は，2-2-3 参照）

2-2-2　視聴理由

東京パラリンピックの競技中継や関連情報を
見聞きした人に，視聴理由について項目を示し
て複数回答で選択してもらった（表5）。

回答を全体的に見ると，特定の理由に集中
するのではなく，複数の理由に分散しており，
また「あてはまるものはない」が3割弱から2割
弱ある。こうしたことから，パラリンピックを視
聴した理由は，人によりさまざまであったこと
がわかる。

個々の理由を見ていくと，「日本人選手が活
躍したから」が3割から2割強，「自国開催の
大会だから」が3割弱から2割強。また，「ス
ポーツとして見るのが楽しいから」「アスリート
が活躍する姿を見たいから」は，ともに3割弱
から2割弱である。自国開催の国家的なスポー
ツイベントとして，パラリンピックの放送を視聴
した人は比較的多い。
「障害があっても頑張っている姿を見たいか

ら」は，聴覚 3割弱，視覚，知的・精神 2割
強，肢体2割であった。障害なしは1割強であ
る。また，障害のある人のみに質問した項目の
うち「障害者に対して社会がどのように見てい
るかを知りたいから」「障害がある人に対する
理解が深まると思ったから」は，ともに１割前

後の人が理由として挙げた。障害のある人たち
の一定数は，パラリンピック放送を障害に関
連づけて視聴している。

また，「障害者スポーツに興味があるから」
「好きな競技があるから」は障害なしも含むす

対象：パラリンピックの競技中
継や関連情報を見聞きした人

視覚 聴覚 肢体 知的・
精神

障害
なし

（155）（150）（146）（129）（132）
日本人選手が活躍したから 27 23 30 27 27
スポーツとして見るのが楽しい
から 21 15 16 22 25

アスリートが活躍する姿を見た
いから 27 19 21 22 24

自国開催の大会だから 22 21 23 25 23
ニュースや記事で話題になって
いたから 21 19 16 16 20

オリンピックが盛り上がってい
たから 15 16 10 12 13

障害があっても頑張っている姿
を見たいから 23 26 20 23 13

競技の詳しいルールを知って興
味を持ったから 13 5 10 11 11

障害者スポーツに興味があるか
ら 16 13 13 12 8

好きな競技があるから 16 8 14 12 6
好きな／注目している選手がい
るから 11 7 7 6 2

周囲の人やSNS等で薦められ
たから 3 3 3 2 2

ユニバーサル放送があって見や
すかったから 6 5 3 2 2

自分の障害が対象競技となっ
ているから 5 1 - 2

質
問
せ
ず

自分も同じようにパラリンピック
に出たいという希望があるから 3 1 3 -

パラリンピックには出られなく
ても，障害者スポーツ大会に出
たいから

3 2 1 2

障害者に対して社会がどのよう
に見ているかを知りたいから 11 7 5 10

家族や医療関係者などから見
ることを勧められたから 1 2 1 1

障害がある人に対する理解が
深まると思ったから 10 9 8 12

障害者に関わるボランティアに
興味があるから 4 2 5 3

その他 3 2 1 4 3
あてはまるものはない 15 19 27 29 22

表 5　パラリンピック放送の視聴理由

あなたが，東京パラリンピックのテレビ放送を視聴したの
は，どのような理由からですか。（複数回答）
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べての種別で2割弱から1割弱，また「好きな
／注目している選手がいるから」は障害のすべ
ての種別で1割前後が理由として挙げており，
パラスポーツの予備知識を持ち，その競技や
アスリートのファンとしてパラリンピックを視聴
した人も存在していた。

［パラリンピック関連情報を

見聞きしなかった理由～自由記述から］

パラリンピック関連の情報を見聞きしなかっ
た人に，その理由を自由記述で聞いたものか
らから，いくつかを紹介する。

（なお，視聴した理由の自由記述は，2-2-3 参照）

▽一般的な理由

「スポーツやオリンピック・パラリンピックに
興味がない」「忙しい，時間がない」が圧倒的
に多い。
「コロナ禍で苦しんでいるのに不謹慎 」（肢

体 35-49歳男）といった開催そのものに反対
する意見も根強くある。

▽パラリンピック特有の理由

「聴覚障害者が出ていないのでつまらない」
（聴覚50-69歳男），「精神障害の種目がないか
ら」（知的・精神35-49歳女）といった自身の障
害がパラリンピックの対象ではないことを理由
とする意見や「障害を見ていると苦しくなり見て
いるのがつらいから」（聴覚18-34歳女）といっ
た自分自身がつらくなるという意見もあった。

〇視聴理由としては，障害の有無を問わず，日
本人の活躍，スポーツとして楽しい等，自国
開催のビッグイベントとしての理由が並ぶ一方
で，障害種別では「障害者が頑張っている

姿を見たい」等，障害に関連する理由を挙げ
る人もいる。

〇非視聴等の理由としては，関心がない，時
間がないという理由が多い一方で，コロナ禍
での開催を理由とする意見もある。また，自
身の障害が対象競技になっていないことや，
見ていてつらいという障害者特有の理由もあ
る。

2-2-3　東京パラリンピック放送等の感想

東京パラリンピックの競技中継や関連情報
を見聞きした人に，大会を終えての放送やデジ
タルサービスについての感想を項目を挙げて聞
いた。各項目をそれぞれ「大変そう思う」から

「まったくそう思わない」までと「分からない」
の6肢から選択してもらった（表6）。

▽パラリンピックをスポーツとして楽しんだ

「オリンピックと同様に多くの放送などを行っ
たのは良かった」「スポーツとして楽しんで見
た」の2 項目では，障害の有無を問わずすべて
の種別で「そう思う」が5割を超えた。「民放
でも競技が生中継されたのは良かった」も，す
べての障害種別で「そう思う」が5割を超えた

（障害なしは5割弱）。障害の有無にかかわら
ずパラリンピック放送をスポーツとして楽しんで
視聴した人が多くいた。

▽コロナ禍でのパラリンピック放送

「コロナ禍，無観客での大会なのでパラリン
ピックをきちんと放送などしたのは良かった」
では，すべての種別で「そう思う」が5割を超
えた。コロナ禍での放送等はおおむね肯定的
に受け止められた。しかし，一方で「コロナ禍，
アフガン情勢など他の重要なニュースをもっと
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放送すべきだった」の項目も，視覚 4割強，聴

覚 4割弱，肢体 3割強が「そう思う」とし，コ
ロナの動向を気にしている身体障害の人も多く
いた。先に実施したコロナ禍での障害者の情
報行動に関するウェブアンケートでも，障害の
ある人がコロナ禍に対しての情報行動を活発に
行っていた 8）。

▽障害との関係での捉え方

「障害や困難を乗り越えて競技するアスリー
トの姿や物語に感動した」が，視覚，聴覚，肢

体で6割弱，知的・精神，障害なしで5割弱あ
り，障害の有無にかかわらずパラリンピックが
障害を乗り越える感動ストーリーとして捉えら
れる傾向が確認できる。

また，「障害の部位などが映るときは直視し
づらかった」で「そう思わない」が3割強〜 4
割あり，視覚を除き「そう思う」を上回っている

（視覚は，ともに3割強で同程度）。障害を見
ることに慣れてきた人が多いようだ。

▽障害のあるリポーターや解説者等

「障害者がリポーターや解説者等として活躍し
ていて良かった」では，「そう思う」が視覚，聴

覚で6割弱，肢体，知的・精神で5割弱，障害

なしで4割強あり，前向きに受け止められた。

▽アクセシビリティー放送・サービス

「字幕・副音声の解説・手話など障害者が放
送を楽しむためのサービスが良かった」で，「そ

対象：パラリンピックの競技中継や関連情報を見聞きした人

障害あり 障害なし視覚 聴覚 肢体 知的・精神
（155） （150） （146） （129） （132）

そう
思う

そう
思わない

そう
思う

そう
思わない

そう
思う

そう
思わない

そう
思う

そう
思わない

そう
思う

そう
思わない

スポーツとして楽しんで見た 57 13 55 13 55 14 58 9 52 14
障害者スポーツ独特のルールなどが分かりにくかった 46 16 43 19 47 16 36 25 38 21
アスリートやチームを知らなかったので楽しめなかった 35 21 27 35 26 30 30 34 27 32
日本の選手やチームの競技を応援しながら見た 56 12 47 13 52 16 53 16 51 14
日本に限らず世界のトップアスリートの活躍を応援しながら
見た 54 11 51 15 48 16 41 19 42 18

障害の部位などが映るときは直視しづらかった 33 32 29 37 26 35 25 39 23 40
障害や困難を乗り越えて競技するアスリートの姿や物語に感
動した 59 8 55 15 57 14 47 16 49 13

自分や家族・友人などの障害や困難を思いながら見た 43 18 37 23 24 30 26 30 16 38
障害者がリポーターや解説者等として活躍していて良かった 58 12 55 13 48 16 48 10 43 10
字幕・副音声の解説・手話など障害者が放送を楽しむため
のサービスが良かった 48 8 47 13 32 10 35 11 29 13

オリンピックと同様に多くの放送などを行ったのは良かった 56 11 54 13 54 14 56 9 53 10
民放でも競技が生中継されたのは良かった 55 10 57 8 52 10 57 7 49 10
コロナ禍，無観客での大会なのでパラリンピックをきちんと
放送などしたのは良かった 61 8 59 12 57 10 57 5 52 9

コロナ禍，アフガン情勢など他の重要なニュースをもっと放
送すべきだった 43 17 35 13 34 18 28 22 25 21

表 6　東京パラリンピックを視聴しての感想　

東京パラリンピックに関するテレビ放送やデジタルサービスについての，あなたの感想を教えてください。あなたの気持ちに
近いものをお知らせください。（「大変そう思う」～「まったくそう思わない」と「分からない」の6 肢選択）

（%）
「そう思う」は，「大変そう思う」と「まあそう思う」の計。「そう思わない」は「あまりそう思わない」と「まったくそう思わない」の計
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う思う」と回答したのは，視覚，聴覚で5割弱，
知的・精神で4割弱，肢体で3割強，障害なし

では3割弱。サービスの主な対象である視覚，
聴覚で5割弱と高く評価されているが，障害な

しも含めてその他の種別でも3割弱以上が評
価している。

［大会前や大会中の番組などに対する意見

～自由記述，ウェブインタビューから］

大会前や大会中の番組に関する意見には以
下のようなものがある。

▽パラリンピック放送，競技中継など

「開催したことがよかったのか悪かったのか
今でもわからないが，テレビ鑑賞でとても熱
の入った応援をした私がいたのは事実」（聴覚
35-49歳女），「中継では障害そのものよりも，
スポーツそのものを中継していることに好感が
持てた」（聴覚35-49歳女），「今までテレビで
放映されていなかったが，多くの種目がテレビ
やネットで見られるようになった」（肢体 50-69
歳男），「『憐れむべき障害者』という概念が崩
され，単純に競技として注目されたことは大き
な進歩」（視覚18-34歳男）など，スポーツ中継
として放送されたことを歓迎する意見もある。

一方，「放送がほぼNHKのみだった」（肢体
18-34歳女），「地上波民放の中継がぜんぜん
足りない」（障害なし18-34歳男）と民放にもっ
と多くの放送を求める声は障害の有無を問わ
ずあった。

今後の放送のあり方については，「今後も継
続しないと視聴者は忘れてしまう」（聴覚35-49
歳男），「普段からもっと発信してほしい」（知
的・精神35-49歳男），「所詮，この時期だけ
のことになるでしょう」（視覚50-69歳男）など，

継続の必要性を訴える声とともに，あきらめ
ムードの意見もある。

▽障害に関することについて

（感動や障害の直視など）

「開催について賛否両論あるが，結果的に感
動をもらえたことは事実」（聴覚50-69歳男）と
素直に感動したという意見もある。

一方で，「同じ障害者として頑張っている人を
知ることはうれしいが，世の中の健常者が本
当に心から感動しているのかなどが，とても気
になる。なんとなく見世物感が漂っている気が
して，心が持たない」（視覚35-49歳女）といっ
た複雑な受け取り方もある。

障害のない人の自由記述では，「面白かった」
「とても感動した」「なんとなく理解できた」「感
動が多くある」「すばらしい」「わかりやすい」

「とても勉強になった」「生きる力強さを学べた」
「本当に感動に値する。自分の甘えた感情が恥
ずかしくなる」といった賞賛の声が多い。その
中で「障害を持った方々に接する方法が変わっ
た。あまり特別な目線で見ないということ。で
きることはやってもらう。見守るというスタンス
がよいと思った」（障害なし35-49歳男）といっ
た障害についての考えを深めたと思われる意
見もある。

▽アクセシビリティー放送・サービスについて

『東京2020パラリンピック あさナビ』で行わ
れたぴったり字幕について，「今後，字幕放送
の主流になればよいと思う。特にスポーツ中継
の字幕遅れは，視聴しづらい」（聴覚50-69歳
男），「字幕がぴったり出てきたことで，聴覚障
害でも健常者と同時に楽しめた」（聴覚35-49
歳女）など評価が高かった。
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（%）

表 7　周囲との話題

東京パラリンピックのテレビ放送などをきっかけに，周
囲の人とどんなことが話題になりましたか。（複数回答）

また，視覚に障害がある人からは，「音声
ガイダンスをつけると，かえって状況がわかり
づらくなる。中継のアナウンサーや解説者がよ
りわかりやすく実況してくれると助かる」（視覚
18-34歳男），「スポーツ実況や開・閉会式等，
副音声にしなくても，目が見えない，見えづら
い人たちのことを考慮した詳細な解説をしてほ
しい」（視覚35-49歳女）といった，実況中継
の際にもっと視覚に障害のある視聴者を意識
することを求める意見がある。

障害の有無にかかわらず番組を楽しもうとす
るユニバーサル放送について，「方向性は間
違っていない。あとは中身が障害者も健常者
も楽しめる内容になることだ」（視覚40 代男），

「誰もが平等に楽しめる企画があって助かっ
た」（聴覚35-49歳男），「子どもから大人まで
幅広く楽しめるサービスを期待する」（障害なし
18-34歳女），「子どもでもわかる解説を」（障害
なし50-69歳男）というように，障害者だけで
なく，子どもなども一緒に楽しめる番組を求め
ている。

また，「『障害者 』を前面に出しすぎない。
みんな同じである」（聴覚50-69歳男），「本当
に見て楽しい番組であれば問題ないが，障害
者を特別扱いするような内容で障害者をより障
害者にするのであれば，やらないほうがよい」

（視覚40 代男）といった障害者向けサービスを
前面に出すことには違和感を示す意見などが
あった。

▽障害のあるリポーターや解説者の出演

ウェブインタビューの意見として「後藤佑季さ
ん，私と同じ人工内耳装用者で自己紹介のと
きに人工内耳などの簡単な説明をされます。見
た目でわからない聴覚障害者の日々の生活の

苦労など，ほとんど私が初対面の方にお話しす
ることと同じ」（聴覚50 代男），「すべての現場
に障害者が入ることはよい（必要な）こと。そ
れが本来の『共生』だと思う。老若男女・障害
者がともに作り上げていくこの社会だから」（肢
体 60 代男）などがあり，テレビ画面に障害者
が登場するメリットを語り，共生社会への第一
歩と捉えている。

2-2-4 周囲との話題

パラリンピックの放送視聴などをきっかけに，
周囲の人とどのようなことが話題になったかを

対象：全員（1,000人）

視覚 聴覚 肢体 知的・
精神

障害
なし

（200）（200）（200）（200）（200）
障害者スポーツについて

（ルール，競技用車いす，
伴走者など）

16 14 18 12 15

パラアスリートのすごさや
試合の面白さ 18 14 15 16 14

スポーツの素晴らしさや人
間の可能性 16 10 10 12 14

日本の選手の活躍やメダル
獲得数 15 9 14 14 9

バリアフリーなど社会のあ
り方 13 10 8 11 9

多様性や共生社会 9 11 12 10 9
障害や障害者のイメージ，
接し方など 12 12 10 7 6

パラリンピック関連の放送
などメディアの伝え方 10 5 6 8 5

自身や知り合いのスポーツ
との関わり方 4 4 6 3 4

字幕や副音声による解説
放送など障害者が放送を
楽しむためのサービス

7 13 5 3 3

コロナ禍中での大会実施
や放送のあり方 12 6 9 9 3

自身や知り合いの障害や困
難について 9 5 3 5 3

その他 1 - - - 1
特に話していない 41 54 59 65 63
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聞いた（表7）。
「その他」を含め13 項目を挙げたうち，比較

的多く選択された「障害者スポーツについて」
「パラアスリートのすごさや試合の面白さ」の
話題でも2割以下である。視覚の4割強，聴覚

の5割強，肢体の6割弱，知的・精神の7割弱
と障害なしの6割強は「特に話していない」で
あった。

［ウェブインタビューから］

「マラソンで紐で誘導するのはすごいという
話はしたが，それ以外は覚えていない。周囲
に障害者がいない場合は現実的なことと思え
ないかもしれない」（視覚40 代男）

〇「はじめに」で触れたChannel 4のベイカー
氏が指摘した，トップパラアスリートの話と

して語れば，障害のことが話しやすくなると
いう絶好の機会をなかなか生かしきれない。
まだまだ障害をフランクに話すにはハードル
が高い日本社会の実態がある。

2-3　東京パラリンピック後の気持ちや考え方

東京パラリンピックの開催やそのテレビ放送
などを経て，どのように考えるようになったの
か，自分自身の気持ちを，項目を挙げて質問
した（表8）。
「スポーツは素晴らしい」「障害者は，明るく

頑張っている」で，知的・精神（4割強 ）以外
の種別では，5割前後が「そう思う」と回答。
ここでもパラリンピックをスポーツとして受け止
め，観戦を楽しんだ姿が浮かぶ。同時に，明
るく頑張る障害者像を抱く人も多そうだ。
「自分もスポーツを（もっと）やってみたく

障害あり 障害なし視覚 聴覚 肢体 知的・精神
（200） （200） （200） （200） （200）

対象：全員（1,000人）
そう
思う

そう
思わない

そう
思う

そう
思わない

そう
思う

そう
思わない

そう
思う

そう
思わない

そう
思う

そう
思わない

スポーツは素晴らしい 53 13 54 15 57 11 43 18 50 13
障害者は，明るく頑張っている 51 11 45 15 52 11 43 13 48 10
ルールや道具の工夫などで可能になることが多いと気づいた 54 10 47 15 40 9 41 15 44 16
障害者も含めて，多様な人がいることを考えるきっかけと
なった 50 13 50 18 49 15 45 17 42 17

頑張ってもできない人がいることもしっかり受け止めるべきだ 53 13 49 14 54 7 47 11 40 14
頑張っている障害者の姿を見て，自分も頑張ろうと思った 42 19 39 21 36 23 31 27 36 22
障害がある人との接し方の理解に役立った 38 15 29 24 30 21 29 21 28 21
障害を乗り越えているアスリートと自分の境遇にギャップを
感じた 39 22 32 26 31 21 31 22 26 23

自分もスポーツを（もっと）やってみたくなった 34 29 26 35 19 43 19 37 24 33
自分や知り合いの障害や困難を考えるきっかけとなった 38 21 33 24 28 23 27 29 24 25
障害者の一部に関心が集まり，障害者同士の分断を招きか
ねない 32 30 27 31 18 27 19 32 16 30

表 8　東京パラリンピック視聴による気持ち・考え方の変化　

東京パラリンピックの開催やそのテレビ放送などを経て，以下の項目に対してどのようにお考えになりますか。あなたの気持
ちに近いものをお知らせください。（「大変そう思う」～「まったくそう思わない」と「分からない」の6 肢選択）

（%）
「そう思う」は，「大変そう思う」と「まあそう思う」の計。「そう思わない」は「あまりそう思わない」と「まったくそう思わない」の計
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なった」では，肢体，知的・精神で「そう思わ
ない」が4割前後と高く，「そう思う」が2割弱
にとどまっている。肢体，知的・精神でパラリ
ンピックは「見るスポーツ」にはつながったが，

「するスポーツ」への動機にはつながらなかっ
た人が多い。研究当初，「スポーツ・レクリエー
ションに関心がない」と回答する人が障害児・
者の半数という調査報告に驚いたと先に記し
たが，自らスポーツに取り組むという点では，
自国開催のパラリンピックの影響もなかなか届
かない現実がありそうだ。
「障害者も含めて，多様な人がいることを考

えるきっかけとなった」では，視覚，聴覚，肢

体，知的・精神ともに「そう思う」が5割前後
であった。今回のパラリンピックの開催や放送
が，障害者に多様性を意識させるものであっ
たことがうかがえる。

また，「頑張ってもできない人がいることも
しっかり受け止めるべきだ」では，すべての障
害種別の5割前後が「そう思う」と回答してい
る。障害なしでは4割だった。
「障害者の一部に関心が集まり，障害者同士

の分断を招きかねない」では，全種別で「そう
思わない」が3割前後ある。一方で，視覚，聴

覚では，「そう思う」も3割前後存在する。パ
ラリンピックに注目が集まる一方で，聴覚障害
が対象のデフリンピックの扱いに差があると違
和感を持つ人が存在するのかもしれない。

［自由記述，ウェブインタビューから］

▽スポーツとしての捉え方

「オリンピックと変わらない面白いスポーツの
祭典」（聴覚18-34歳男），「単純にスポーツイ
ベントとして楽しめばいいと思う。ことさら感
動はうっとうしい」（肢体 50-69歳男）

▽多様性を認識する機会

「いろんな障害を持つ人がいるものだと感じ
た」（肢体 50-69歳男），「自分とは違う症状の
人たちもたくさんいることから，多様性と言葉
では知っていたが，感じ取ることができた」（肢
体18-34歳女）

▽パラリンピックやパラアスリートに注目が集

まることについて

「なぜ聴覚障害者にはパラリンピックとは別
にデフリンピックがあるのか。そういうところに
も視点を当てていくとよい」（聴覚50-69歳女），

「身体障害に特化されていて，精神障害には触
れる機会がほとんどない」（知的・精神35-49
歳女）と，パラリンピック対象ではない障害が
取り残されることを指摘する。

また，「パラ参加障害者は頑張っている。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50-69歳男），「出
場選手は，トップアスリート。まだまだ障害者
の理解が得られない中で同じくらいの努力と
成果をすべての障害者に強いられる可能性が
あるのは怖い。圧力を増やすとつぶれかねな
い障害者のフォローはこれから必要とされるだ
ろう」（聴覚18-34歳女）と，トップアスリート
基準が一般化することを警戒する。

〇パラリンピックを契機に，パラスポーツが魅
力あるスポーツとして認識されてきていると
同時に，明るく頑張る障害者像を抱く人も多
い。パラアスリート基準の障害者像が一般
の障害者に及ぶことを懸念する声も膨らむ。
また，パラリンピックだけに注目が集まり，
パラリンピックの対象障害でない聴覚では障
害者間の分断を懸念する声もある。
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〇一方で，パラリンピックを通して障害も含め
た多様性への理解も進んだ。障害の多様さ，
できない人の存在も認識されている。

〇自国開催のパラリンピックは，「見るスポー
ツ」にはつながったが，肢体，知的・精神で
は「するスポーツ」にはなかなか届かない。

2-4　共生社会につなげる

▽障害に対する自分自身の考え方

東京パラリンピックを経て，障害に対する自
分自身の考え方がどうなったか，項目を挙げて
質問した（表9）。

自分自身の「障害への理解が進んだ 」は，
「そう思う」が視覚，聴覚で4割以上となり，知

障害あり 障害なし視覚 聴覚 肢体 知的・精神
（200） （200） （200） （200） （200）

対象：全員（1,000人）
そう
思う

そう
思わない

そう
思う

そう
思わない

そう
思う

そう
思わない

そう
思う

そう
思わない

そう
思う

そう
思わない

エレベータ設置などハード面でのバリアフリー化が進む 50 13 47 17 36 17 43 15 36 15
制度や人々の考え方の進展で障害者の社会進出が進む 42 18 43 18 39 19 35 19 37 12
障害に対する社会の理解が進む 43 19 41 21 36 22 41 18 38 15
障害以外の多様性にも関心が向く 44 17 42 19 35 20 35 17 37 17
一般の放送番組でも，当たり前のように障害者が出るように
なる 37 22 37 20 28 26 34 20 32 18

みんなで助け合う社会となっていく 42 18 38 21 34 21 33 21 34 17
パラリンピックは一過性のものであり，社会のあり方は変わ
らない 52 14 48 15 43 16 38 21 35 15

障害あり 障害なし視覚 聴覚 肢体 知的・精神
（200） （200） （200） （200） （200）

対象：全員（1,000人）
そう
思う

そう
思わない

そう
思う

そう
思わない

そう
思う

そう
思わない

そう
思う

そう
思わない

そう
思う

そう
思わない

医療の発展によって障害がなくなっていくのが良い 60 7 50 14 50 8 52 7 46 9
社会の制度や対応により障害をなくしていくのが良い 54 7 51 11 47 8 46 9 36 9
地域でともに生活することで，理解が進んでいく 47 15 48 16 41 15 38 13 41 8
適切なケアができる専門の施設で生活するほうが良い 39 14 34 22 24 21 22 19 22 16
バリアフリー化など障害者への対応は十分進んだ 32 29 28 34 14 38 18 40 18 30
障害者もがんばればできることが分かったので，自助が大
事だ 46 12 44 20 36 14 33 17 32 13

障害への理解が進んだ 43 16 40 22 31 22 35 18 36 15

表 10　東京パラリンピックを経ての社会の変化

表 9　大会後の障害に対する自分自身の考え方

東京パラリンピックの開催やそのテレビ放送などを経て，今後社会はどのようになっていくと思いますか。あなたのお考えに
近いものを，それぞれひとつずつお知らせください。（「大変そう思う」～「まったくそう思わない」と「分からない」の6 肢選択 )

東京パラリンピックの開催やそのテレビ放送などを経て，次に挙げる「障害に対する考え方」について，あなたはどのように
思いますか。（「大変そう思う」～「まったくそう思わない」と「分からない」の6 肢選択）

（%）

（%）

「そう思う」は，「大変そう思う」と「まあそう思う」の計。「そう思わない」は「あまりそう思わない」と「まったくそう思わない」の計

「そう思う」は，「大変そう思う」と「まあそう思う」の計。「そう思わない」は「あまりそう思わない」と「まったくそう思わない」の計
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的・精神，障害なしで4割弱，肢体で3割強で
あった。「そう思わない」は，すべての種別で
2割前後となった。

▽今後の社会の変化について

次に，東京パラリンピックを経て，今後の社
会の変化をどう考えるかについて，項目を挙げ
て質問した（表10）。

社会の変化として「障害に対する社会の理
解が進む」は，「そう思う」が視覚，聴覚，知

的・精神で4割強，肢体，障害なしで4割弱で
ある。

また，「一般の放送番組でも，当たり前のよ
うに障害者が出るようになる」は，すべての種
別で，「そう思う」と回答した人の割合は4割
弱から3割弱で質問項目の中では低くなった。

また，「パラリンピックは一過性のものであ
り，社会のあり方は変わらない」では，視覚 5
割強，聴覚 5割弱，肢体 4割強，知的・精神，
障害なし4割弱が「そう思う」と回答した。
「障害以外の多様性にも関心が向く」の項目

で，「そう思う」が視覚，聴覚で4割強，肢体，
知的・精神，障害なしで4割弱あり，大会を経
て障害と合わせてそのほかの多様性にも関心
が向くと考える人が4割前後いる。

［自由記述，ウェブインタビューから］

▽共生社会のイメージ

「誰1人取り残さない社会。病気や障害でひ
とくくりにされるのではなく，誰もが1人ひとり
の特性『あなた』を理解し，お互いに足りない
ものを補い合える社会」（肢体20 代女），「『共
生社会』とは，自分がその集団の中にいること
によって，少しでも『障害』を忘れていられる
状態を，お互いに努力することで作り出してい

く社会」（視覚40 代男），「多様性が通常モー
ドになり，お互い得手，不得手を理解して社
会が発展していけばいい」（視覚40 代男）

▽共生社会に向けて放送にできること

「パラ選手がバラエティー番組に出ているの
を見て，世の中で健常者と障害者の共存意識
が少しずつ高まってきていると感じた」（聴覚
50-69歳男）
「ハンディを克服してスポーツに臨んでいるの

ではなく，それぞれのハンディを工夫すること
でたくさんの選手が互いにスポーツを楽しんで
いる。非常に自然なことと感じた」（知的・精
神50-69歳女）
「ドラマなどには障害者はほとんど出てこず，

出たら感動ものに仕立て上げられていて違和
感を感じる。障害者も普通の人間です」（聴覚
50-69歳女）
「『バリバラ』等をよく見ます。出演されている

皆さんはパワーがあってすごいと思いますが，
すべての障害者がああいうふうに前向きである
と，どこか押しつけられている気持ちになって
くることもあります」（聴覚50 代女）
「放送を通じて障害者への理解を促すのはか

なり難しい。障害者理解には，実際に障害者
に頻繁に会ったり，自分がその境遇にならない
と難しい。私も，視覚障害の人の気持ちや大
変さはほとんどわからない」（聴覚 20 代男）
「放送を通じて障害者への理解を深めること

はできなくても，その存在を放送で伝えること
はできる」（聴覚 20 代男）
「どの放送局でも気軽に障害者をテレビに出

すことが必要」（視覚40 代男）
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▽過去の放送の影響も

「パラリンピックの関係者が過去に障害者へ
の差別発言などで辞任したのは残念。その行
為はひどいし許せないが，そのころの公共放
送も含めて放送されていた番組の影響もあった
のではないか」（聴覚50 代女）

〇この調査では，東京パラリンピックを経て
「自分自身」「社会の変化」ともに，障害に対
する理解が「進んだ」「進む」と考える人は，
半数以下であった。視覚，聴覚，肢体では，
パラリンピックは一過性で社会は変わらない
と考える人も多い。

〇障害者は，必ずしも共生社会を障害者が特
別扱いされる社会とは思っていない。多様な
人の1人であり，健常者と同じ普通の人間で
あるということを理解してほしいというもので
ある。そして，障害者に限らず，必要とする
ものは1人ひとりさまざまで異なっているの
で，お互い理解し合う社会を望んでいるよう
だ。

〇放送には，まずそうした多様な人々の存在を
伝えてほしいと求めており，そのためには感
動ものではなく，普通の人間として気軽に障
害者が登場することを求めている。しかし，
調査結果からは，その情景を想像できない
人も多い現状が見える。

第Ⅲ章　共生社会に向けた放送を考える
～東京パラリンピックから

1.「パラリンピックと放送」研究

これまでの調査などで障害者のさまざまな声
を聞いていく中で，障害のある筆者自身が大

いに気づかされた点がある。1つは，障害者自
身があまり自分以外の障害はわかっておらず，
日常では「障害」そのものに向き合ってもいな
いということである。ウェブインタビューで多く
の障害者が「自分以外のことは知らない」と言
い，調査に回答することで「障害を考えるよい
機会になった」と書いている。筆者自身がまさ
にそうであり，職場も慣れてしまえばほとんど
障害を意識することもなく日常を過ごしている
ことに改めて気づいた。恥ずかしながら障害学
という存在も，社会モデルという考え方も研究
を始めてから詳しく知った次第である。

そして，「知らない」と同時に障害に対する
ステレオタイプな自分の理解に気づいた。とい
うのは，街の風景を見ながら「障害者をあまり
見かけないから，共生社会はまだまだ進んで
いない」と考えそうになっていたのである。つ
まり，外見からはわからない障害を意識でき
ていない自分に気づいた。聴覚障害，内部障
害，精神障害など外見でわかりにくい障害のあ
る人は，相手が気づいてくれないことでの困り
ごとは多い。黙 と々流れていく街中の人通りの
風景に，外見ではわからない障害者は溶け込
んでしまっている。これは，松葉づえを使って
いる私のようにほかの人の特別な視線にさらさ
れることがない反面，障害がない人と思われ
るため困りごとがあった場合，自分が障害が
あって困っていることをその都度説明する必要
に迫られる。コロナ禍での障害者の考えを聞い
たウェブアンケート調査でも，発達障害や聴覚
障害の人が相手に障害を気づいてもらえないた
め，マスク着用が推奨されて困っているとの声
があった 9）。 

障害に対するステレオタイプな理解のもう1
つの例として，アクセシビリティー放送をめぐ
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り，視覚障害の人も字幕放送をかなり利用して
いるという事実は，筆者も含めて多くの者にとっ
て予想外であったことが挙げられる。視覚障
害というと全盲をイメージしがちだが，弱視や
視野狭窄などでは字幕は有効とのことだ。無
意識の決めつけ（アンコンシャスバイアス）は，
社会のさまざまな認識に入り込んでいることを
肝に銘じた。そして，障害のない人がこうした
字幕放送などを利用するケースもあり，さらに，
ユニバーサル番組は，子どもからお年寄りま
で，そしていろいろな障害があっても利用しや
すく楽しめるものであってほしいという声があっ
た。

人生の大半を障害者として過ごしてきたはず
の私が，なぜこのように障害に向き合わないで
日常を過ごし，またほかの障害のことがわから
ず，さらにはアンコンシャスバイアスに取り込ま
れているのか，自分自身を振り返った。

障害を意味する言葉は，日本語では1つしか
ないが，英語には2 種類ある。1つは身体に機
能低下などの不具合があること自体を「障害」
と捉えるimpairment。もう1つは，そうした
身体的状況にある人たちの社会参加をはばん
でいる，社会のシステム，制度，環境などに
存在するバリアを「障害」と捉えるdisability
で，これはいわば社会の側に障害が存在する。
わかりにくいので，筆者の場合で例示すると，
私の身体には両下肢麻痺のimpairmentが常
にある。社会環境として，階段しかないところ
では移動ができないのでdisabilityの障害が
あるが，エレベーターがあれば移動は可能で
ありdisabilityの障害はない。この場合，障害
は「移動手段が確保されていないこと」なので
ある。

障害を考える際に，impairmentに着目する

のが「医療モデル」で，障害を解消するには，
先に示した筆者の例で言えば，手術や訓練で，
階段を利用できるようになることを障害者に求
めることにつながる。一方，disabilityに着目す
るのが「社会モデル」で，先の例では，「移動
手段を確保する」といった社会システム，制度，
環境などを改善することで障害の解消を目指
す。医療モデルは，とかく障害者に過度な努
力を求め，できなかったときの責任も障害者側
にあるとしてきた。そうした中で，障害学では
障害を社会モデルで捉えて，社会の側に障害
の除去を求めていく。

こうした理解を踏まえて，筆者が，日常的に
は障害をあまり意識していない自分自身を研究
対象として考えてみると，長く同じ職場で仕事
をする中で，公共交通機関での通勤に支障が
あるdisabilityは，職場がマイカー通勤を認め
る対応をしたことで解消し，あまり障害を意識
することなく日常生活が送れるため，障害を
考えなくなっていたのだ。そのことは，自分以
外の障害に対する意識を薄くし，世間の「ふつ
う」に溶け込んでいるステレオタイプの認識に
とどまっていたように考える。振り返れば，肢
体不自由の障害児対象の養護学校小学部に在
籍していたときは，disabilityの意味での障害
はあまり意識していなかったように思う。リハ
ビリのようなことを行う機能訓練の時間があり，
impairmentの障害は当然意識していたが，養
護学校の環境はスロープなど移動に支障のな
い設備が備わり，先生方のサポートもあった。
何より，障害の種類はさまざまだが障害のある
友達と，自分たちができるルールを工夫して校
庭を転げまわってスポーツをし，遊んだ楽しい
環境であった。私にとってそこは，disability
のあまりない環境だったのである（今思うと，
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私よりも重度のためスポーツができなかった友
達もいたことを，その当時は意識できていな
かった）。

障害を強く意識したのは，中学進学時に地
元の公立校への進学を拒否されるなど社会の
大きなdisabilityに直面したときである。その
後も，もちろん日常生活の中にdisabilityは
いろいろ存在しているが，工夫や回避で強く
意識するまでに至っていないのだろう。ウェブ
アンケート調査に応じてくださったモニターの
方々の中にも，筆者と同様に日常生活ではあ
まり障害を感じていない人が一定程度いたと
推測できる。パラリンピックに向けてバリアフ
リー対策は進められたがまだ社会の一部であ
り，また地域差もある。昔に比べて格段に進
化しているが，かといって今の日本は未だ決し
て障害者に優しい環境が整備できているわけ
ではない。私のように，四肢の障害などは比
較的昔から社会で存在が認識され，あるいは
戦争や交通事故など国家的に対応を迫られる
事情で生じ得る障害でもあるため，それなり
に社会的に整備が進められてきたことで，現
在，比較的disabilityが減少している日常に
いるのかもしれない。パラリンピックの原点と
なったイギリスのストーク・マンデビル病院の
脊髄損傷科は第2次世界大戦の戦傷者対応の
ためにチャーチル首相らが設置したものだ。比
較的最近になって認識が広がった障害などで
は，社会の対応がまだ進んでいないことも多
いと思う。

そうした中で，決して忘れてはいけないの
は，今も社会システムなどが日常的に，しかも
大事な部分で対応できておらずdisabilityの障
害として立ちはだかり，それと日々戦っている
障害者の存在である。そうしたケースでは，日

常のほとんどを家や施設の中で生活することを
余儀なくされることも多い。社会から排除され
ることに抗議し，地域での自立生活など1人の
人間としてのあたりまえの生活を求めて，立ち
上がった障害者の先達の活動が現在の障害学
につながり，社会の側に対応することを求め続
けている。

impairmentとdisabilityを分けて考えると，
パラリンピックの示す別の意味が見えてくる。
impairmentのあるパラアスリートは，クラス分
けなどのルールや車いすやコーラー等の存在に
よってdisabilityが解消され，対等にそして全
力で競技することが可能となっている。パラリ
ンピックはスポーツの実施においてdisability
をなくした環境を作っているのだ。あるパラア
スリートの声として聞いたのは，お互いルール
に従って競技するフィールド内は，競技自体は
ハードでも安心できるが，フィールドの外はこう
したルールがないので怖いとのことだ。パラリ
ンピックは，障害が機能を失った身体にあるの
ではなく，障害のある人の障壁となっている制
度や環境など社会の側にあるとする社会モデ
ルを体現している。

東京パラリンピックの放送で，こうした考え
は人々に伝わったのだろうか。あるいは，障害
のある身体で頑張っているアスリートという捉
え方だけが普及してしまっているのではなかろ
うか。

2. 東京パラリンピックの放送と共生社会

2-1　東京パラリンピック放送の
　　 　　　　　　　視聴者の受け止め

先に示した調査からも，パラリンピック放送
を「スポーツとして観戦した」人が多かったと考
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えている。パラリンピックをテレビそれも生中
継放送で視聴した人も多かった。これは，障
害者も同様である。そういう意味で，NHKが
企図した「パラリンピックのスポーツとしての魅
力を伝える」ことについては，ある程度成功し
たと考えてよいのではないか。

一方気になるのが，東京パラリンピックを
きっかけに「障害者に対する理解が進んだ」と
考えている人がいることである10）。

障害者に対する理解が進むこと自体は，ま
さに共生社会の進展に寄与するパラリンピック
の目的に沿うもののように思える。その点は素
直に評価したい。しかし，どのような理解が進
んだのだろうか。パラリンピック放送を通した
視聴者の障害者理解をもう一歩踏み込んで考
えてみる。

2-2　パラリンピックの放送を通して伝わるもの

リオ大会前からパラスポーツやパラアスリー
トなどに関するさまざまな番組が東京大会を盛
り上げようと放送された。また，大会期間中お
よびその前後は競技中継とメダリストや注目選
手を取り上げる放送が多く行われたのは，Ⅰ- 3
で提示したとおりである。その中で主に伝えら
れたのは，やはり障害を乗り越えて活躍する
パラアスリートの姿ではなかろうか。第2章で
紹介したように，大会に向けて放送されたパラ
リンピック関連番組ではパラアスリートの紹介
番組などいろいろなジャンルで一定程度の接
触があり，また，大会本番でパラリンピックを
スポーツとして視聴した人が多くいた。こうし
た視聴を通してimpairmentの障害がありなが
ら，それを乗り越えて活躍するパラアスリート
の姿による，凝縮されたメッセージと障害者の
イメージが継続的に視聴者に届けられたこと

になるのだろう。メディアの視聴者に与える影
響に関するメディア効果論の1つに，テレビに
長時間接すると，テレビの伝える（ときに偏っ
た）現実認識が育つとする培養効果 11）という
説がある。Ⅱ-2 -3で示したように「障害者は
明るく頑張っている」と思う人が半数近くいる
ことや，障害者との直接的な接触がない人が
多い現状 12）を合わせて考えると，パラアスリー
トが障害者のイメージとして多くの視聴者に浸
透し，一面的な障害者理解を進めている可能
性を考えてしまう。

こうした点について，Ⅱ- 2 -3で示したように，
障害者の一部の人は，「出場選手は，トップア
スリート。まだまだ障害者の理解が得られな
い中で同じくらいの努力と成果をすべての障害
者に強いられる可能性があるのは怖い。圧力
を増やすとつぶれかねない障害者のフォローは
これから必要とされるだろう」（聴覚18-34歳
女）（ウェブアンケート自由記述）と強い懸念を
表明する。

筆者自身も，パラアスリートのように障害を
乗り越えられてはいないし，パラアスリートの
最も輝いている瞬間の基準を自分に適用され
るのは正直つらいと考えており，こうした懸念
を感じている1人である。パラリンピックは障害
者の存在を気づかせ，障害者の可能性を知ら
しめる意味で共生社会を進める強力なコンテン
ツであると思う。その意味で自国開催を契機と
した放送などの取り組みの意義は十分にあった
と考えている。しかし，その裏返しで障害者の
可能性を「障害者の頑張り」に求め，障害を
乗り越えた姿から感動を得ていくのなら「感動
ポルノ」に結びつきやすいコンテンツでもあり，
差別につながる危険性をはらむものと考えて
いる。
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3. 障害をはじめとする多様性を
　放送で伝えること
			～パラリンピックを越えて共生社会に資する

障害者を対象とするウェブインタビューで，
共生社会のイメージとして出たのは，「障害の
有無という視点だけではなく，世の中には種々
の価値観を持つ多様な人がいて当然という認
識が広がる社会」「お互いが認め合い，困った
ときに自然に手を差し伸べ合いながら暮らせる
社会」であり，そのためには障害者も健常者
と同じ人間であるということを一般に理解して
ほしいというものである。障害は実に多様であ
る。障害の種類も多いし，程度もさまざま。ま
た，障害になった時期によっても生活スタイル
が大きく違い，現在の社会に参加する際に障
害者が必要とする配慮も細かく異なる。こうし
た障害の多様なイメージを共有していくことが
求められている。さらには，障害者が障害だ
けではなくほかの多様性にも同時に着目してい
ることに注目しておきたい。パラリンピックによ
る意識の変化として「障害者も含めて，多様な
人がいることを考えるきっかけとなった」と考
えた人が身体障害の種別で約半数いた。

共生社会に資する多様性に関する放送では
どのようなことに着目すべきだろうか。研究か
ら気づいた点を挙げる。

3-1　パラリンピックやコロナ禍の
　    　　　　　　　放送でのメッセージ

パラリンピック放送やコロナ禍など大イベン
トや災害の際に同種のメッセージが繰り返し伝
えられることで，単一のイメージや正義が印象
づけられ，それが社会規範化する可能性があ
る。伝えたいメッセージに集約し，単純化され

て周縁への配慮が抜け落ち，メインストリーム
一辺倒になりがちなのである。先に述べたパラ
リンピックでのパラアスリートをベースとした障
害者像や，コロナ禍での「マスク着用こそ正義」
という意識などである。正義を守る意識からコ
ロナ禍で起きた“自警団”の動きなどが報じら
れたが，障害のある人の一部は，こうした情報
を積極的に収集し警戒していた。障害のため
にマスクを着用できない人の存在は繰り返し報
道されてはいたが，「マスクこそ正義」と信じ込
んでいる人にはなかなか届かない。多様性の
存在を前提とし複眼的視点を視聴者に届ける
放送とはどうあるべきか難しさを伴う。障害を
はじめマイノリティーのさまざまなイメージが多
くの視聴者に共有されていくことが，情報に対
する複眼的な読み方を可能にしていくように考
える。

3-2　多様性を構造的，複層的に捉える

上記の視点からも，Ⅰ-1で提示したように，
今回のオリンピック・パラリンピックでは準備
段階や競技においてマイノリティーに関する問
題が多発したことは，結果として差別意識が
社会の中に構造的に存在することや障害に限
らない多様性について考えることにつながった
のではなかろうか。

東京大会のコンセプトとして「多様性と調
和」を掲げただけでは，結局，多様性に関す
るいろいろな問題の発生を防げなかった。こ
れらの問題事象は，ジェンダー差別や障害者
差別といった多様性に関する差別意識が，日
本社会，そして文化や社会規範の深部に構造
的に入り込んでいることを露呈させた。「女性
がたくさん入っている理事会の会議は時間が
かかる」といった大会組織委員会会長（当時）
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の女性蔑視の発言や，学生時代の障害のある
同級生へのいじめを自慢するかのような大会
関係者の告白記事などがあって，いずれも退
任したが，これまでこうした問題を不問に付し
てきてしまった社会やスポーツ・メディアなど
の業界体質に，当事者や社会からNOが突き
つけられた。個々の事例の問題指摘はすでに
多くなされているのでそちらに任せるとして，
ここではその背景にある隠れたステレオタイプ
や問題への無関心を装ってきた社会のことを
考えてみたい。

問題となった「話が長い」ということは，仮
に実際に長くかかっていたとしても，そこには
マイノリティーに起因する理由があるようにも
思う。会議等での共通認識は，その場のマジョ
リティーが基本になってできており，共通認識
の部分は説明する必要がなく短時間で済む。
しかし，マイノリティーとして発言を行う場合
は，共通認識がないため，そもそも論から始
める必要があり，当然，時間はかかると思う。
この論考でも，例えば障害の理解で医療モデ
ルと社会モデルの説明をしたが，共通認識が
あると考えれば不要な説明である。こうした
共通認識は，マジョリティーが無自覚に持って
いる現在の社会に構造的に組み込まれた特権
の1つなのである。自分のいる場所や対話しよ
うとする相手がどのような状態かをきちんと考
えながら，自分の中に潜むバイアスも意識しな
がら話していきたいと思わされている。社会学
が専門の関西学院大学・岩渕功一氏は，多様
性を建設的に前進させるためにも，「多様性の
包含をめぐる問題に真摯に向き合い，様々な
経験に目を向け，耳を傾けて，構造化・制度
化された差別・不平等の複雑な作用を理解し
て，それを乗り越えていく方途を考え続けるこ

と，つまり多様性と対話していくことが必要不
可欠 」と，“多様性と対話”することの重要性
を指摘する13）。

この指摘は，筆者自身にも突きつけられる
し，放送業界の1人ひとりが自覚的に構造化さ
れた差別などを理解して“多様性と対話”して
いく必要があるだろう。なぜなら，放送業界で
も差別が問題となるケースは継続的に起きて
いるからだ 14）。
“多様性と対話”する際に気をつけたいと思

うことは，障害やジェンダーといった個別のアイ
デンティティーに限定するのではなく，複数の
アイデンティティーで捉えて考えることの重要性
である。私は，障害というマイノリティーのアイ
デンティティーに属するが，男性という点では
現在の日本社会では特権を享受しているマジョ
リティーに属しているのかもしれない。私のア
イデンティティーを障害者としてだけ捉えると，
ジェンダーのマジョリティーの側面が捨象され
てしまう。障害者差別を糾弾する女性差別者
はいたりするし，気づかずに差別してしまって
いることは多いように思う。人種や宗教などの
アイデンティティーの考え方について経済学者
で哲学者でもあるアマルティア・セン氏は，「問
題の多い世界で調和を望めるとすれば，それ
は人間のアイデンティティーの複数性によるも
のだろう。多様なアイデンティティーはお互いを
縦横に結び，硬直した線で分断された逆らえ
ないとされる鋭い対立にも抵抗する」と指摘す
る15）。

これに加えてもう1つ踏まえておきたいことが
ある。1964年の東京パラリンピック開催当時，
障害者を「見世物にするな」とパラリンピックの
実施に反対する声が，その家族から上がった。
当時，障害者の社会進出に家族は積極的では
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なかったようだ。そして現在も障害者の社会進
出において，乗り越えるべき壁の1つが「家族，
特に親」であることは決して少なくない。街で
障害者が自立生活をする際に，地域に波風を
立てて世間を騒がせ，自分自身も傷つきかねな
い自立生活などを求めず，家にいるか施設にい
てほしいと望む家族の反対はあり得る。そこに
は，障害のある家族を厳しい世間から守りたい
という思いがあるだろう。同時に，世間を騒が
せたくないという家族自身の思いもあるかもし
れない。

必ずしも，親が愛情に欠けているわけでも，
障害者がわがままなのでもないことも多い。そ
うした場合，お互いに相手を思いやり，我慢
し続けてきている。この論考の冒頭で紹介し
た「障害児・者の半数がスポーツやレクリエー
ションに関心がない」との調査結果に，私は

「自分が関心を示せば，家族はやらせてやりた
いと思うに違いない。結果的には今以上の負
担をかける」というお互いの思いやりを感じて
しまったのだ。

家族や障害の問題等を研究する社会学者の
要田洋江氏は，著書『障害者差別の社会学』

（岩波書店）の中で，生活保障機能が家族に
担わされてきた日本型福祉システムでは，現在
でも「家族の自助」が求められ，さらに各家
族はそれを果たす責任を世間から負わされて
いると分析する。そして家族の中では，自立
できていない子ども，障害者，高齢者などの
サポートは一切合財家事として女性が担って
きたと指摘する。

個人には限界があり，この環境下では，愛
情あふれる親であり，介護者であり続けること
が難しくなることが出てくる。こうした，家族
の自助を原則とする社会で障害者が自己の存

在を主張し自立生活を目指す際，家族が大き
な壁になってしまう。今でも，家庭内で親と障
害児・者がお互いの思いやりを介在させながら
も，せめぎ合わざるを得ない社会構造が存在
しているとも考えられる。

1970 年ごろ，世話に疲れた末に障害のある
子どもを殺害した親の刑事裁判で起きた減刑
運動に対して，「障害者は殺されても仕方のな
い存在ではない」と主張して立ち上がった障
害者運動がある。減刑運動の背後にある隠れ
た差別意識を指摘し，障害者のケアを家族の
問題として放置している社会に対して，対応を
求めた。

こうした問題を生み出す社会構造は，現在
も解決されていない。障害のみならず，母子家
庭の貧困やヤングケアラー等は，同様の構造
から困難が発生しているのではないだろうか。

このように考えたとき，多様性についての問
題を取り上げる際に，障害，ジェンダー，介護，
貧困，非正規労働など，マイノリティーのアイ
デンティティーを同時に捉えて，社会で対応し
ていくことの重要性を改めて認識する。1つの
問題にフォーカスすることで，その対応策が結
果として家族の負担につながるのでは，共生
社会にはいつまでもたどり着けない。

今回の調査で，パラリンピックは「障害も含
めて，多様な人がいることを考えるきっかけに
なった」とする人が多くいたが，こうした受け
止めが障害に限らない多様性への視点につな
がっていくことを期待する。逆に言えば，それ
はパラリンピックが終了したら障害への関心が
なくなるということではなく，障害のことを多
様性の1つとして考え続けられることにつなが
ると考えている。
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3-3　視聴者に多様性を伝える際のジレンマ

放送でマイノリティー，多様性を取り上げる
際に，視聴者がわかりやすいようにと，ステレ
オタイプのイメージに偏りすぎないように注意す
る必要がある。例えばイラストを用いる際，女
性であることを理解してもらうために，髪型を
ポニーテールにしたり，スカートをはかせたり
する表現や，障害者であることを示すため，車
いすに乗せたり白杖を持たせたりする表現がし
ばしば見受けられる。個々にダメと言っている
のではないが，繰り返されると女性はスカート
をはくもの，外見でわかる障害者が障害者とい
う理解を促進しかねないことにメディアは自覚
的であるべきだろう。

そういう意味で，番組制作の現場で，情報
や映像を，クリアカットにする要求が過大に
なっていないか，確認してみる必要があるだろ
う。物事を単純化し，わかりやすく伝えようと
するイラストなどの表現形式には，文化や社会
規範が構造的に入り込みやすいように思う。そ
こには，制作者，視聴者の双方に共有された
ステレオタイプのイメージ，場合によってはバイ
アスがあるかもしれない。放送で多様性につい
て取り上げる場合には，その場面に応じた表
現の仕方を追求していくことが必要と考える。
放送界にも“多様性と対話”し続ける努力が求
められている。

3-4　多様な人がいることが
　　  　　　　　　世間に浸透するには

ウェブインタビューでの意見で「最近のドラ
マでも登場人物の多様性が見られるように，
多くの人が見る番組でじわじわ多様性を感じら
れるコンテンツを提供するのも1つの工夫と感
じる」（その他障害20 代女）というものがあっ

た。一般的なドラマやバラエティー番組に障害
者が出演することが望まれている。そうするこ
とで，自然と多様な人々がいることが世間に
浸透することが期待されている。

パラリンピック研究を進めていく過程で，番組
制作者の1人から「一般的な番組では，障害者
の出演はどうしても意味を持ってしまう」という
ことを聞いた。現状では，障害者が出ている
とその意味を視聴者が考えてしまうというので
ある。パラリンピック放送では，障害当事者を
出演させることを企図していたが，これには障
害者であることに意味があった。一方で，開
会式などでボランティアの障害者が映り込んで
も，それ自体が意味を持つことにはならない。
まずは，特別に演出したわけでもない映り込み
のような場面で，障害者が映るのを意図的に
避けることはやめるべきだろう。そうしたことの
積み重ねにより，障害者がほかの出演者と同じ
ような形で画面に登場するケースが増えてくれ
ば，視聴者が障害というものに特別な意味を
抱く必要もなくなり，多様な障害者のイメージ
が形成されていくことにつながるように思う。

多様なイメージという点で注目している取り
組みがある。現在，Eテレの『バリバラ』で
は世の中のさまざまな“ふつう”をアップデート
していくシリーズ企画を放送している。例えば
ファッションを見せるとき，「お店のマネキンも
雑誌やサイトのモデルも，みんな立っている。

『座り姿』もあったらいいのに！」と，これまで
あり得ないと決めつけていた「ふつう」の捉え
直しを行っていく。また，障害者の日常の生活
スタイルを紹介しながら，その障害者にとって
の「ふつう」を伝えている。

また，子どもや若者の幸せを考えるNHKの
プロジェクト「君の声が聴きたい」では，子ども
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や若者の声を地道に聞き取るとともに，大人に
は気づきの機会を与える試みがなされている。
障害にとどまらずさまざまな多様性に広がり
を見せている。

こうした取り組みは，無意識に受け入れて
きた従来のバイアスを切り替えて新たに多様
なイメージを形成していくものとして注目してお
り，とても大事なことと認識している。ただ同
時に，ここで理解される「ふつう」が自分とは
異なる存在の「障害者」の「ふつう」であれば，

「へぇー，障害者は大変なんだね」で終わりか
ねないと懸念もしている。

その意味で，こうした取り組みと並行して，
障害者は，まず障害者として存在しているので
はなく，同じ人間として存在しているという実
感の共有が必要だ。

ウェブインタビューから1つの意見を紹介す
る。「多様性を受け入れることは，まずはお互
いに対等な人間だということを認め合うことか
ら始まるんじゃないかなと思います。生きてい
る世界が違うからと距離を置いていては，お互
いを理解し認め合うなんてこと，無理ですよ
ね」（その他障害50 代女）

インクルーシブ社会（包摂社会）という言葉
があるが，今の社会がマイノリティーをインク
ルードするというのなら，インクルードがなかっ
たときに筆者がいたのは，「社会」ではなかっ
たということになる。たとえ，マジョリティーに
気づかれていなくても，マイノリティーも同じ価
値を持つ，同じ人間として厳然と社会に存在し
ている。同じ社会にともに生きているのだ。

これまでも，障害者などに対する制度やシ
ステムの見直しがなされてきたが，根強い偏見
や差別は残り続けている。東京パラリンピック
では，ビジョンを掲げても，問題が頻発して

しまったのはそうした土壌のせいではなかろう
か。そして，マジョリティーにとって都合よく形
作られた文化や社会に組み込まれている見え
ない特権について，人々に気づきを与え，意識
を変えていくのは並大抵ではない16）。個々の見
直し作業と，文化面での意識の変化は，両輪
として進められていく作業なのだろう。

そうした中で，人々の意識に働きかけ，差別
のないよりよい文化を定着させていくための放
送の役割は極めて大きいと思う。SNSなどで
情報を選択的に摂取することが主流になってき
ている社会において，自ら選択して視聴するこ
とが期待しにくい障害などの多様性に関わる情
報は，放送による偶然の視聴を仕かけていく
必要があるのではなかろうか。

4. 最後に

パラリンピックやコロナ禍での放送と障害者
の関係から，共生社会に向けた多様性につい
て伝える放送について考えてきた。

これまで障害のある人を対象としたウェブ調
査をやってきて，いつも思うのは障害者独自の
大きな特徴があまり出てこないということであ
る。振り返ってみれば，障害があっても1人の
人間として普通に日常を過ごしている。ただ，
その中で社会システム等との不整合に出会い
障害を強く意識するときにキラリとその特徴が
出てくるのだろう。こうした細かい不都合を丹
念に聞き取っていくことが必要のようだ。

放送が提示できるのは，障害も含めた人々
の多様な生きざまなのだろう。こうした放送を
きっかけにして，身近な人たちと多様性につい
て話し合うことが，1人ひとりの生きやすさにつ
ながるのではないか。障害者は普通の人として
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扱ってほしいと願っているし，障害のことも聞
いてほしいと思っている人も多い。もちろん，1
人の人間としての尊厳を大事にしつつである。

（やまだ きよし/かわむら まこと※）
※現在は，NHKエデュケーショナル所属
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