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要約
2020 年東京パラリンピックの開催まで 2 年を切った。本稿は，パラリンピック大会をIPC が標榜する共
生社会への変革運動と位置づけた時に，共生社会の実現に向けて放送の果たす役割を考察する。
まず，イギリスのチャンネル 4と日本の NHKによる2016 年リオ大会の放送を分析したうえで，チャンネル
4 の独自性として，選手紹介のVTRでパラリンピアンがバックストーリーを含め障害を自ら語る手法，障害
者プレゼンターの起用および障害者の制作現場での登用に着目した。その背景を探るため，チャンネル 4 の
関係者や番組制作プロダクション，放送に登場したパラリンピアンへのヒアリングを行った。また，チャンネ
ル 4 の放送が国内のほかの放送事業者に与えた影響や，近隣のデンマーク，ドイツ，そして日本の放送事業
者に与えた影響も検討に加えた。
調査によって，次のことが明らかになった。チャンネル 4 のパラリンピック放送は野心的な挑戦であり，視
聴促進キャンペーンの映像は視聴者と番組制作者にあった障害者に対する既成概念や偏見を打ち破った。
その放送は，スポーツとしての中継と選手の人間性を伝えることに成功し，その背景には制作サイドと選手
との密接な信頼関係の構築があった。また，障害者を番組プレゼンターや制作スタッフに起用することによ
って，障害者の社会参加を進めるうえでテレビ業界における彼らの雇用の創出を図った。チャンネル 4 のパ
ラリンピック放送以後，イギリスでは障害のある俳優やタレントが数多く一般番組に起用されるようになった。
そして，障害者やBAME など社会的少数者の雇用促進という政治的・経済的な流れに沿って，この動きが
加速している。一方，公共放送がパラリンピック放送を担当しているデンマークとドイツでは，大会放送時
間が拡大するなど充実が図られたが，これを社会変革のチャンスととらえる考え方は希薄である。日本では
NHK が初めて障害のあるリポーターを公募・採用するなど，かつてない取り組みが行われている。チャンネ
ル 4 は，障害者がテレビに出演し，テレビ業界で働くことは当たり前であるとする‘ニュー・ノーマル（新し
い常識）
’を掲げ，これはイギリスの放送業界全体にロンドン・レガシーとして共有されている。
我々は，放送の役割とは，社会を反映し，視聴者の共有体験を通して認知と理解が生まれ，それによっ
て少数者の社会参画が促進することであると考える。放送による「反映，共感，参画」の継続的な連動が，
共生社会を創造する。イギリスの例は，こうした放送の役割がパラリンピック大会を契機に強く機能し始め
ている。日本でも2020 年の東京大会を，共生社会への変革に向けた出発点にすることができるはずである。
日本の放送事業者が，とりわけ公共放送であるNHK が「共生社会」を再解釈し，東京大会のレガシーとし
て次の時代に何を残し伝えていくのかに注目し，このことを多くの人が議論することを期待している。
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1 はじめに／目的

の大会だった。
本稿の調査研究の前に我々は，2016 年リオ
デジャネイロ大会のパラリンピック放送について，

2018 年 3月18日，パラリンピックピョンチャン

放送を担当した日本の公共放送 NHKとイギリス

大会が終了した。イギリスの地上テレビ局のチャ

のチャンネル4 の番組を分析した（中村, 渡辺

ンネル4は，2012 年ロンドン大会以後，夏季・

2017 ）
。この調査を本稿では「一次調査」と呼

冬季のパラリンピック大会を連続して放送して

ぶことにする。IPC（International Paralympic

いる。ピョンチャン大会は時差 8 時間というハン

Committee）は，IOC（International Olympic

ディキャップがあり，イギリス代表選手は17人と，

Committee）と連携して，2000 年のシドニー大

夏季大会に比べ少ないにもかかわらず，チャン

会以後オリンピックと同時期，同開催地でパラリ

ネル4はイギリス時間の深夜にライブ中継，朝 8

ンピック大会を開催することを正式に決定した。

時からハイライト番組，夜ピークタイムにはロン

これは，IPCがパラリンピックを障害者のスポー

ドン近郊の特設スタジオから競技解説と見どこ

ツの祭典としてではなく，障害者スポーツを通

ろを放送する番組など，合計100 時間の放送を

じて，障害者も健常者もともに生きるインクルー

行った。テーマソングは，2012 年ロンドン大会

シブな社会を創造する社会変革運動として推進

から採用されたヒップホップ・グループのPublic

しようとする取り組みの一環である。2020 年に

Enemyによる“ Harder Than You Think ”を

日本で開催されるパラリンピック東京大会に向

ピョンチャン大会でも使用し，番組を進行する

けて，放送がこの運動に貢献できるとしたら何

プレゼンターは，2012 年ロンドン大会から登場

ができるのか，その手がかりをつかむことが，

したおなじみのプレゼンターらが務めた。彼らの

一次調査の目的だった。そして，その論点とし

半数以上は車いすを利用し，あるいは腕などに

て，①パラリンピックを障害者スポーツという枠

障害のある人たちである。そして彼らに加え，パ

組みでとらえず，障害者も健常者も誰もが見て

ラリンピックの夏季大会 2 大会で連続して金メダ

楽しむことができるスポーツとして放送すること，

ルを 獲 得したジョニー・ピーコック（Jonnie

②そのパラリンピック放送を視聴する人々（主に

Peacock）選手が新たに加わり，パラリンピック

健常者）の障害と障害者に対する既成概念を

放送に新局面を生み出した。チャンネル4 のパ

覆し，理解を深めること，の2 点を設定した。

ラリンピック放送の特徴は，障害者がプレゼン

一次調査では，NHKとチャンネル4による2016

ターとして多数 採用されているところにある。

年リオ大会の中継番組を収録し，放送時間など

ピョンチャン大会の開幕当日の番組冒頭は，現

の量的な分析と，パラリンピック放送番組につい

地からアーサー・ウィリアムズ（Arthur Williams）

ての番組構成や出演者等の内容分析を行った。

氏とソフィー・モーガン（Sophie Morgan）氏の

その結果から，次のことが明らかになった。

車いすプレゼンターの2ショットで 始まった。
2018 年ピョンチャン大会は，2012 年ロンドン大

1. パラリンピック大会期間中（ 2016 年 9月7〜

会以後，チャンネル4が担当した夏冬あわせて4

18日），NHKとチャンネル4はそれぞれ130

回目となるパラリンピック放送で，車いすのプレ

時間，150 時間の放送を行った。チャンネル4

ゼンターがメインで番組をスタートさせた初めて

は2012 年ロンドン大会と同規模の一方，NHK
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はそれまでのパラリンピック放送の3 倍に放

間的”なものだった。一方，NHKの選手紹

送時間を拡大した。また，両者とも，運営す

介は，障害者スポーツと選手の能力に集中し，

る複数のテレビチャンネルを駆使する一方，イ

極めて“抑制的かつ客観的”なものだった。

ンターネットを使って，放送していない競技を
ライブストリーミングした。両者には，可能な

一次調査の結果から，NHKとチャンネル4 の

限りパラリンピック大会をオリンピック大会と

パラリンピック放送はいずれも，
「パラリンピック

同等に扱う姿勢がみられた。

大会をオリンピックと同じようにスポーツとして放
送する」という先述の論点①については，それ

2. 両者とも，視聴者がパラリンピック競技を理

を満たしていることが明らかになった。一方，放

解するために，平等な競争を確保するために

送が共生社会の創造に向けた意識変革運動の

設けられたクラス分けについて，最新技術で

一端を担うという論点②については，中継番組

説明し，スタジオ・ゲストにはパラリンピック・

の分析という調査方法による一次調査では明ら

スポーツの 専 門 家 が 起 用された。しかし，

かにできなかった。チャンネル4の2012 年のロン

NHKの場合は，必ずしも中継競技の専門家

ドン大会の放送は多くの視聴者を集め，大会終

のみが起用されたのではなく，オリンピックの

了直後の視聴者調査では，
68% が障害者スポー

メダリストが登場することもあった。

ツに対する見方が良くなったと答えている1 ）。そ
こで，本稿では，視聴者の意識を変化させた

3. NHKとチャンネル4のパラリンピック放送の違

要因が，NHKとチャンネル4との差異，言い換

いは，番組を進行するプレゼンターを，NHK

えると，チャンネル4ならではのパラリンピック

は自局のアナウンサーが務め，チャンネル4は

放送の特徴にあると仮定し，チャンネル4 のパ

ほぼ障害者が務めたことである。また，画面

ラリンピック大会へのアプローチとその考え方，

上ではわからないが，チャンネル4 の制作現

放送の背後にあるチャンネル4 の取り組みなど

場には障害者が採用されていた。

を中心に調査を進め，パラリンピック放送の全
体像を検証する。そして，夏季大会としては 56

4. 中継番組は，専ら競技そのものを伝えるスポー

年ぶりに自国で開催される2020 年東京大会に

ツ番組であった。そこでは，NHKもチャンネ

ついて，中継放送を行うという第一義的な役割

ル4も競技を伝えるスポーツ中継に徹してい

を果たすという目的を超えて，IPCが標榜する

た。しかし，NHKとチャンネル4との間には

ようにパラリンピック大会をインクルーシブな社

差異がみられた。チャンネル4は競技がスター

会への変革運動ととらえ，2020 年以後に放送

トする前に，スタジオから中継会場へのつな

が果たす社会的役割とその可能性を考察するこ

ぎのタイミングで，注目する自国選手につい

とにする。

て，とりわけメダル候補のスター選手につい
て，事前に収録した紹介ビデオを頻繁に放送
した。その映像は，選手の競技能力だけで
なく，障害を負った理由や人生との向き合い
まで，選手が自分の言葉で語る“感動的，人

9

2 先行研究と調査方法

障害者であることが情報として意味を持つよう
になっていた。例えば「不幸，不運（misfortune）
」
といった同情を誘うような表現から，
「潜在的，

量的にみても質的にみてもこれまでにない試

発展の可能性がある（potential）
」といった共

みがあったチャンネル4 のロンドンパラリンピック

感をもたらす表現への移行がみられるとしてい

大会の放送は，放送とパラリンピックの関係を

る。

考える研究の対象としても注目され，イギリスの
国内外でさまざまな論考が発表されている。ま
た，ロンドン大会のレガシーに着目して，その前
後の社会の変化を取り上げたものもみられる。

2-1-2 放 送の対象であるアスリートから
のアプローチ
パラリンピックに出場したアスリートに着目し，
その発言から，アスリートとしての彼らとイギリス

2-1 チャンネル4 のパラリンピック
放送に関する先行研究
2-1-1 映像や内容からのアプローチ

社会における彼らの存在について考察が試みら
れている（Bush, Silk, Porter & Howe 2013）
。
ロンドンパラリンピックあるいは 2008 年の北京
パラリンピックのいずれかに出場経験のある6人

チャンネル4を含むイギリスの地上放送の 5つ

の現役の障害者アスリートを対象にインタビュー

のテレビチャンネル（BBC 1，BBC 2，ITV 1，

調査を行い，パラリンピック研究の課題に言及

チャンネル4，チャンネル 5）を取り上げ，ロンド

したものである。6人の中にはメダリストが含ま

ンパラリンピックをきっかけに障害者が番組に登

れていて成功体験の恩恵も受けていたが，イン

場する頻度やその表現がどのように変化したの

タビューでは，不安，絶望，自由，希望，愛，

かをとらえる研究が行われている。これは1988

苦痛，憎悪，傷，不平等，安心，成功，障害

年に6 週間にわたる放送を対象に行われた調査

に関するさまざまな物語が話され，そこには自

の結果（ Cumberbatch & Negrine 1992）と，

己批判的な洞察がみられた。インタビューされ

ロンドン大会以後 2012 年と2013 年に行った同

た1人の元パラリンピアンは，チャンネル4は競

様 の調 査 の結果を比 較 検 討したものである

技の中継映像やキャンペーン動画の“ Meet the

（Claydon, Gunter & Reilly 2015）
。障害者の

Superhumans”で，アスリートの卓越した運動

登場する頻度を把握しやすい番組として，調査

能力を強くアピールし，パラリンピアンの名誉を

の対象をニュース番組とドラマ番組に限定してい

高めることに貢献したと評価した。一方，この 6

る研究ではあるが，各番組の分析から1988 年，

人のアスリートのインタビューから浮かび上がっ

2012 年，2013 年の間に積極的な変化がみられ

てきたのは，障害者アスリートには分裂する2 つ

ることを指摘している。各番組の画面に障害者

の側面があることである。すなわち，彼らは，

が映る時間量はロンドン大会から大きく増加す

パラリンピック大会というビッグイベントに出場す

るとともに，その内容の分析では障害の描写の

るアスリートである一方で，イギリス社会におい

幅が広くなり，1988 年の番組にみられた障害

ては毎日の生活という厳しい現実と向き合わざ

者に対する「異常な人」
「あわれみや慈善の対

るをえない障害者だということである。筆者の

象」といったステレオタイプの表現が影を潜め，

ブッシュらは，パラリンピックに関する研究の課
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題として，アスリートのスポーツをする肉体やそ

て英国障害者協議会（UKDPC）の32人を対象

のパフォーマンスだけでなく，彼らがよって立つ

に行ったインタビュー調査でも確認されている

その社会的存在の意味をも視野に入れて，総
合的に理解する必要があるとしている。

2-1-3  視 聴者からのアプローチ
チャンネル4 の放送は視聴者にどのように受
け止められたのか。ロンドンパラリンピックの開
催期間を挟み 2011年1月と2012 年 9月に，ロン
ドンを含むイギリスの3 つの地域の140人を対象
に行われたデプスインタビュー調 査から分析
が行われている（Hodges, Jackson, Scullion,
Thompson & Molesworth 2014 ）
。調査対象は，

（Braye, Dixon & Gibbons 2012）
。
IPC の宣言にあるようにパラリンピックには
「共生社会の実現」という目標があるが，障害
者のエリートスポーツであるというパラリンピック
の一面が，障害者の受け止めの差として表れた
といえる。

2-1-4 ノーマライゼーションからみた
アプローチ
チャンネル4 のパラリンピック放送について
「ノーマライゼーション」の視点から言及している

スポーツや障害者との距離感に応じて，
「障害

のが田中である（田中 2017 ）
。ノーマライゼー

に関する直接体験のある人（障害者自身および

ションはデンマークのバンク・ミケルセン（Bank-

障害のある肉親縁者や友達がいる人，ホームヘ

Mikkelsen），北 米 のウルフェンスバーガー

ルパーなど）
」
「スポーツ好きな人（自分でスポー

（Wolfensberger）らがさまざまな視点で論じて

ツをしている人，スポーツクラブなどの会員に

きたが，それらに対し，田中は，障害者がスポー

なってスポーツをしている人）
」
「スポーツを見る

ツ活動に参加するという社会的権利を持ちス

ことに興味はあるが，実際にはスポーツをして

ポーツを日々の中で行うことが「ノーマル」であ

いないファン」の3 つから構成された。

ると理解されることに注目する。そして，チャン

全体として，パラリンピック大会には障害者

ネル4がロンドン大会に向けて制作した“Meet

スポーツが話題となるようなインパクトがあり，

the Superhumans”と，2016 年のリオ大会で制

障害に対する人々の態度に影響を与える社会的

作した“ We are the Superhumans; Yes I can”

なアジェンダを有することへの理解がみられた。

の2 つのキャンペーン映像を比較し，前者では

競技からはスポーツとしての迫力や興奮が伝わ

パラリンピアンが登場し障害者のスポーツをする

り，障害者が画面に登場した時に感じる気まず

姿が大きな関心とともに受け入れられていった

さ（discomfort）が薄れ，障害者スポーツへの

のに対し，後者はスポーツだけでなく障害者の

関心も高まっていた。一方，障害者の視聴者の

日常生活の姿も描いていることについて，障害

中には，パラリンピックが自分たちの日々の現実

者は「あたりまえの日常にいる存在」であって，

とはかけ離れているという感想とともに，深いフ

そうした障害者がスポーツで見事なパフォーマン

ラストレーションもみられた。エリートスポーツと

スを行いそれを「見る」ことによって，障害者に

してのパラリンピックに出場する障害者と，ス

対する社会の見方も変化していくとした。

ポーツをしようとしても肉体的あるいは経済的，
社会的に困難な状況にいる障害者とのこのよう
な隔たりは，ロンドンパラリンピックの視聴につい

11

2-2 本稿が取り上げる研究と
その手法

透している現在でも，こうした放送の力や価値
は低下していないと考える。また，イギリスの放
送通信分野の監督機関であるOfcom（Office

前節でもみたように，チャンネル4 のパラリン

of Communications）が放送通信融合時代の放

ピック放送に関する先行研究では，放送された

送のあり方を検証し，放送の公共的目的の1つ

番組の内容分析，放送の受け手である視聴者，

に「放送は寛容で包括的な社会を支援すること

放送の対象であるパラリンピアン，そしてパラリ

である」と定義した（Ofcom 2004 ）
。こうしたこ

ンピックのキャンペーン映像といった「放送局か

とから，パラリンピック大会という世界的なイベ

ら外に向けて発信された放送や映像」をもとに

ントを放送することは，障害者のスポーツとその

分析や考察を行っていた。しかし，放送の送り

アスリートの姿を余すところなくテレビで『反

手であるチャンネル4が自らの任務として，パラ

映』し，それを視聴者が『共有』し，そこから

リンピック大会をどのようにとらえ，何を目的と

生まれる認知と理解が，現在少数者である障

したのか，という送り手側からのアプローチに

害者の社会への『参画』を促すのではないかと

基づく研究は登場していないようである。

考える（図 1 ）
。これが，共生社会の創造だとと

我々は，放送，とりわけテレビの影響力と放

らえている。

送の役割に着目し，パラリンピック放送を通じ
て，共生社会の実現に向けて放送が果たす役

図1

放送による共生社会の創造

割を考察する。
インターネットの普及とIT 技 術の高度化に
よってテレビ番組の視聴形態は大きく変化して

参画

反映

おり，視聴者の変化に応じて伝統的な放送事
業者は変化しなくてはならない。放送の一方通
行的な行為に対し，インターネットは視聴するテ

共有

レビ番組を選択するうえで人々に主体性を与え
た。こうした変化そのものは間違っていない。
一方，放送には，同じ番組を多数の人が見れば

そこで本稿では，ロンドンとリオの両パラリン

見るほど，その価値は上昇し，1人の人が何か

ピック放送に関わったチャンネル4 の関係者お

を知れば，他の人にも同じように恩恵がもたら

よび番組制作会社，障害者プレゼンターや制

されるという公共財としての性質がある（Davies

作スタッフの育成を担当したプロダクション，放

2004 ）
。そして，オリンピックやパラリンピックの

送に登場したパラリンピアンのヒアリングをイギ

ような国際的なイベントを放送することによって，

リスで行い，そのヒアリング内容や発表資料を

国内だけでなくグローバルに多くの人たちが同

もとに考察を行う。さらに，チャンネル4 のパラ

時に共有体験することができる。この共有体験

リンピック放送が各国の放送にどのような影響

が社会的なコミュニケーションを円滑にし，共通

を及ぼしたのかをとらえるために，ヨーロッパに

文化を創造する（Sunstein 2007 ）
。我々はイン

おける事例として，パラリンピック放送を行う公

ターネットが身近なメディアとして人々の間に浸

共放送の担当者からもそれぞれ証言を得るとと
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もに，日本の事例も交えながら考察を深める。

ンネル」とされた3 ）。テレビ業界における多様性
の反映が，チャンネル4 の最も大きな特徴であ

3 チ ャンネル4のパラリンピック
放送ビジョン

イギリスにおけるパラリンピック大会の放送は

る。

3-1 多様性の欠如を埋める
チャンネル4 の役割

従来，公共放送 BBCが行ってきた。この章で

技術革新によって放送の可能性は広がる。イ

は，自国開催となった2012 年ロンドン大会から

ギリスでは，全国放送からきめ細かな地域サー

チャンネル4がパラリンピック放送を行うように

ビス，地上放送における新チャンネル，ケーブル

なった経緯と，パラリンピック放送に対するチャ

テレビなど，新しい放送サービスの導入にあた

ンネル4 のビジョンを明らかにする。また，これ

り，政府は放送調査委員会を設置して，政策提

に先立ち，イギリスの放送界でのチャンネル4 の

言を求めてきた4 ）。この調査委員会は，新サー

成り立ちとその役割を解説する。

ビスの導入を検討するだけでなく，10 年間といっ

チャンネル4は，1982 年11月に，公共放送

た長期的な展望で ｢放送の将来像｣ を描く。し

BBC 1，BBC 2，商業放送のITV（免許上は

たがって，公共放送 BBCや既 存チャンネル・

現在チャンネル3）に次ぐイギリスの地上テレビ

サービスのあり方も検証の対象となり，とりわけ

の 4 番目のチャンネルとして放送を開始した（中

イギリスの基幹チャンネルとしてのBBC のあり

村 2004）
。チャンネル4は現在，放送法で設置

方が，結果的に勧告の中心に置かれることが多

された非営利法人Channel 4 Corporation（チャ

い。また，調査には，視聴者や学術研究者，

ンネル4協会）が主に広告放送やスポンサーシッ

政治団体，政治家などから幅広い意見を収集

プで運営し，これまで受信料や税金といった公

し，その意見の集約のうえに，委員会の見識・

的資金が投入されたことはない。放送開始から

判断が加えられる。

36 年たった2018 年現在，多チャンネル・デジタ

チャンネル4については，1974 年に当時の労

ル化の中で，チャンネル4もメインのChannel 4

働党政府が設置した調査委員会，通称「アナン

をはじめ，娯楽チャンネルのE4，生活情報チャ

委員会」が担当し，1977年に発表された勧告に

ンネルのMore 4，映画専門のFilm 4，音楽チャ

基づき，チャンネル4 の組織形態や放送の役割

ンネルの 4 Music の 5つのテレビチャンネルを無

が決められた（Home Office 1977 ）
。アナン委

料で放送し，インターネットを使ったオンデマン

員会は，当時の放送の全体状況を ｢多様性の

ド・サービスAll 4を行っている。

欠如｣ と強く批判し，チャンネル4はこの課題を

チャンネル4 の視聴者層の中心は，テレビ視

埋める存在として誕生した。

聴に関する調査会社 BARBによると，16〜34 歳

アナン委員会は，
「将来における優れた放送

の若者と女性で，他のチャンネルに比べ職業階

の要件は多様性である」と述べ，この多様性に

層も高い2 ）。また，業界誌が制作プロダクショ

ついて，視聴者に選択肢を提供する編成の多

ンの調査をもとに作った主要チャンネルの年間評

様性，少数者の関心や価値観を放送に反映す

価では，チャンネル4は「多様性が最もあるチャ

る多様性，番組の企画や表現上の多様性を挙げ，

13

放送の現状は，これらの多様性が損なわれて

ITVの映画やドラマの時間帯に編成されていた

いると判断した。当時のテレビ放送は，地上放

ら，あるいはその逆であったら，両者のドキュメ

送しか行われておらず，BBCがBBC 1とBBC 2

ンタリー番組の視聴者数は激減する。両者が五

（1964 年に開始）の2 つのテレビチャンネルを提

分五分の地位を維持したければ，競争的な方

供し，IBAというもう1つの公共事業体が ITV

針を採用しなければならず，この状況はすでに

という名称のテレビを1チャンネル提供していた。

60 年代に形成され，それが続いていた（Smith

これらのチャンネルはすべて全国放送の総合編

1974 ）
。しかし，テレビ番組の録画機もインター

成だが，BBC 2は BBC 1では満たされない興

ネットもない時代には，両者の競争的編成は，

味や関心に応え，実験的な試みを奨励するとい

視聴者の立場からは選択の幅を狭め，編成の

う，BBC 1の補完的な役割が課せられていた。

多様性が損なわれていたことになる。また，視

この流れから，第 4 のチャンネルは，BBCと同

聴者数を最大化する競争は，移民の増加によっ

様にITV 2として誕生させるという要望が出さ

て多人種化が進み，女性，若者，障害者等を含

れたことは当然だが，アナン委員会はこの要望

む社会構成員が多元化しているというイギリス

や考えを退け，商業テレビの第2チャンネル的色

社会の現況を放送が反映していない状況を生ん

彩が著しく強いものへと発展することを許可して

でいた。さらに競争の弊害として，両者の競争

はならない，と政府に勧告した（Ibid., p.482）
。

は大衆受けする番組制作に偏り，組織内にある

ITV 2として第 4チャンネルを創設した場合，当

制作者の自由な発想や新しい企画が排除されて

時展開されていた BBCとITVの視聴者獲得競

いると，アナン委員会は放送の創造性に踏み込

争はさらに強まり，放送状況は悪化すると考え

んだ指摘を行った。そして，第 4 のチャンネルの

たからである。

開設を，単に豊かな放送を提供する新しいテレ

イギリスでは，放送は議会を通じて視聴者に

ビととらえたのではなく，
「実験のための試験

説明義務を負う公共放送サービスとして行われ

台であるべきであり，放送人に対し創造の刺激

ることが最善の方法とされる伝統的な考え方が

を与えるすべての活力，新しいイニシアチブ，実

あり，2 つの公共事業体であるBBCとIBAが放

践，自由を象徴するものとなるべきである」と述

送を行っていた。また，運営財源を共有しない

べている。さらに，第 4チャンネルを思想表現

ことによって，視聴者数ではなく放送の質をめぐ

の新しい形態と新しい方法を育てる苗床とさせ，

る競争が可能となり，放送の質を高めるとも考え

新しい種類の放送を創出する門戸を開く役割を

られ，BBCは受信料，IBAは広告放送をそれ

託すとして，第 4チャンネルの番組制作は組織内

ぞれ独占する体制がとられた。しかし，1960 年

部の制作者ではなく，主に多種多様な独立した

代半ばから1970 年代にかけテレビの黄金期を迎

番組制作プロダクションに委託すべきであること

え，実態は，BBC 1とITVは1対1の視聴者獲

も勧告した（Home Office op. cit.  p.482）
。

得競争を展開した。BBCは受信料を正当化す

アナン委員会の勧告の発表後，労働党から

るために，広告放送のITVは広告主の評価を高

保守党へと政権が交代し，委員会勧告のすべ

めるために，テレビ編成において，ドラマには

てが実現したわけではなかったが，1981年に新

ドラマを，ドキュメンタリーにはドキュメンタリー

しい放送法が成立し，翌 82 年11月にチャンネル

をぶ つけ合った。BBC のドキュメンタリーが

4 の放送が開始した。チャンネル4 の開設当初
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は，IBA が所有する株式会社の形態がとられ，

チャンネル 4 の特徴

その任務は「ITVでは応えられていない趣味と
関心にアピールする番組を適切に含む」
（ 1981
年放送法第 11条 a項）と，ITVの補完的な役割

～放送初日の番組から～
Channel 4 News（ 19:00-19:50）
夜間のメインニュース番組。BBCやITVがスト
レート・ニュースを放 送していたのに対し，
ニュースに初めてマガジン形式を導入。2018
年現在 , 同名・同時間帯に放送。初代プレゼ
ンターのジョン・スノー（ Jon Snow）は現在も
チャンネル4 のニュースの顔として番組を担当。

が課せられたが，
「番組の形式と内容において
革新と実験を奨励する」
（第 11条 c 項）ことも定
められた。また，チャンネル4の番組は広報を
除き，外部の独立制作プロダクションへ委託さ
れることとなった5 ）。運営は広告放送やスポン

Channel 4 Comment（ 19:50-20:00）
時事問題について，政治家や一般の人々が意
見を表明するミニ番組。アクセス番組として初
めて導入。当時のニュース報道では，信頼さ
れるニュースは一般人の発言で汚されてはなら
ないという哲学があったが，反対を押し切って
制作。現在もテーマによって柔軟に編成。

サーシップによるが，ITVがチャンネル4 の広告
放送枠を販売し，その収入をIBAに拠出金とし
て納付して，IBA 経由でチャンネル4に割り当
てられるという方式がとられた。このようにチャ
ンネル4の放送と運営資金を切り離した背景とし

Film Four（ 21:00-22:15）
初年度 20 本を制作委 託。初回は“ Walter”
という知的障害者の青年の苦悩に焦点をあて
た。

ては，視聴者獲得競争から自由であることを保
障するとともに，ITVの財源を過度に圧迫しな
いことが考慮されたからである。その後，1990

The Raving Beauties in the Pink
（ 22:45-23:50）
女性だけの劇団 Raving Beautiesによる劇場
中継。マイノリティーとされた女性の活動をテ
レビで支援。

年の商業放送改革でIBAが解体されると同時
に，チャンネル4は独立した公共法人となり，財
源調達のうえでも独立し，自ら広告放送枠を販
売するようになった6 ）。
一方チャンネル4 の任務については，1990 年

ド時代に対応する2010 年デジタル経済法では，

法で ITVの補完的役割は取り除かれ，より詳

任務の遂行上，次の項目が加えられた。

細かつ明確な任務が次のように規定された。

①幅広い問題について十分な情報を得た議論
を支援し，奨励すること。その場合，世界中

番
 組の形式や内容のうえで，革新，実験，

の情報や見解へのアクセスを提供し，確立さ

創造性を示すこと

れた見解に異議を唱えること

文
 化的に多様な社会の趣味や関心に応える

②もう1つ別の見解や新しい視野を促進するこ
と

こと
教
 育的な性質を持つ番組や教育的価値を

③人々が自分の人生を変えるように後押しする

持つ番組を含むという，地上放送にとって

ことを意図した素材へのアクセスを提供する

の必要を満たすことに著しく貢献すること

こと

7）

卓
 越した特徴を示すこと

こうしたチャンネル4 の任務は，アナン委員会
による「放送の多様性をいかに確保するか」と

この任務は放送通信融合法である2003 年放

いう議論と勧告を土台に進化し，チャンネル4が

送通信法でも再確認され，さらにブロードバン

‘革新，実験，創造性’を常に制作上の中心に

15

置いて，さまざまな面で新機軸を打ち出す姿勢

者に割り当てているが，ロンドン大会までは，

を担保している。設立当初，
「ニュースには突っ

開 催 国の 組 織 委員会にその権 限 があった。

込んだ背景分析」
「少数の立場や意見をニュー

LOCOG はオリンピックとパラリンピックを別の

ス・報道番組に反映」
「既存のテレビが背ける

ものととらえず，早い段階から，パラリンピック

15 歳以上の若者たちの関心や好みに応える」

をロンドン大会のビジョンや計画に組み込んだ。

「人種・民 族・文化からなる多文化を考慮し，

そして，ロンドン大会をスポーツの力を用いて

黒人やアジア系コミュニティー向け番組を編成」

「変化を促す（inspire to change）
」というビジョ

「主流の意見だけでなく，既成の価値観に挑戦

ンの下，大会の力を触媒に前向きな変化をもた

し，異を唱える人たちの意見や視点に目を向け

らし世界の若者に感動を与えることを約束し，

る政治番組やオピニオン番組を制作」といった

ロンドン誘致を成功させた（ LOCOG 2013）
。

編集方針が示され，その後のチャンネル4に継

このビジョンを達成するために，LOCOG はパ

承されている。

ラリンピックの放送時間をできるだけ増やし，多
くの人々に視聴してほしいと望んだが，これま

3-2 2012 年パラリンピックロンドン
大会へのアプローチ

でオリンピックとパラリンピックの両大会は BBC
が担当し，パラリンピックの放送は大会期間中，
1日1時 間のハイライト放 送に限られていた。

イギリスで最も人気のあるサッカー・プレミア

LOCOG は，オリンピックとパラリンピックを同

リーグやオリンピックは BBCやITVが放送し，

規模で放送することを1つの放送事業者に任せ

有料衛星放送 Sky の登場後は，Skyが次々と

ようとしても限界があると考えたようである。

ビッグスポーツイベントの放送権を獲得してきた

チャンネル4の「革新，実験，創造性の表現」，

が，チャンネル4にはそうしたスポーツイベントの

そして「既成概念への挑戦と，新たな視点や見

放送の実績がない。とはいえ，チャンネル4も，

解を促進する」という制度上の任務，そしてほか

日本の相撲やインドの国技であるカバディやイギ

のテレビチャンネルに比べ視聴者層が次世代の

リスで伝統的な競馬のダービーやクリケットの放

若者層が中心であるということは，LOCOG の

送を行った経験を持っている。しかし，オリン

「変化を促す」というビジョンと一致している。

ピックやパラリンピックのような多種目同時開催

チャンネル4は，2012 年大会の入札に応じ，ス

のスポーツ大会の放送を担当したことはなかっ

ポーツを通じて視聴者が抱く障害者の能力，達

た。

成できることへの見方を変えるような放送を行う

2012 年 のロンドン大 会 についても， 当 然

として，次のような提案を行った8 ）。

BBCがオリンピックとパラリンピックを放送する
ものと考えられていた。チャンネル4が，2012

デ
 ジタルチャンネルとオンラインで150 時間

年パラリンピックの放送に踏み出したのは，ロン

の放送を行う

ドン大会の組織委員会（The London Organising

テ
 レビ放送やインターネット配信によって，若

Committee of the Olympic and Paralympic

者に限らず 3,500万人の人々がパラリンピッ

Games，以下LOCOG）からの働きかけによる

ク大会を視聴する

ものだった。今では IPCが放送権を放送事業

パ
 ラリンピックのスポーツの複雑さを視聴者
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にわかりやすく説明する

オ大会と比較をすることができなかった。しかし，

パ
 ラリンピアンのアスリートとしての能力を余

例えば，LEXIの表現を二次元から三次元グラ

すところなく伝えるが，パラリンピックの舞台

フィックへ変更し，インターネットのライブストリー

に立つまでの想像を超える努力と素晴らし

ミングを拡大し，テレビとインターネットで放送 /

い業績など，パラリンピアンの個人的なバッ

配信時間を700時間に拡大する，などリオ大会の

クグラウンドを伝える

放送は，ロンドン大会のビジョンと公約をベース

放
 送に出演するチームの少なくとも半数を障

にデジタル技術の進化とともに発展したと理解

害者にする。このため，次世代の障害者プ

できる。

レゼンターとリポーターを発掘する

チャンネル4 の2012 年ロンドン大会の公約は

大
 会前に大々的な視聴促進キャンペーンを

極めて野心的だった。その点を公約の中から3

展開し，パラリンピック大会と出場する選手

つに絞ってみる。それは，①パラリンピック放送

について視聴者の認知を高める。BBCによ

で3,500万人の視聴者を獲得する，②障害者の

る2008 年北京大会のオリンピックとパラリン

プレゼンター・リポーターを発掘し，ロンドン大

ピックのキャンペーンが 9 対1の割合だった

会のレガシーとしてオンスクリーンとオフスクリー

のに対し，チャンネル4は，BBC のオリンピッ

ンで障害者を起用する，③ BBC のオリンピック

クと同じ規模のキャンペーンを行う

のキャンペーンに匹敵するほど大々的なキャン

2
 012 年大会に向けて，関連ドキュメンタリー

ペーンを行う，の3点である。

のシリーズ放送や主要な障害者スポーツ大
会についてハイライト放送を行う

チャンネル4 の 視 聴 者は16 〜34 歳 の 若 者
（ young adult）が中心である。イギリスの視聴

ロ
 ンドン大会のレガシーとして，オンスクリー

者数は通常約 2,100 万人とみられる。最近最

ン（番組出演），オフスクリーン（番組制作）

もヒットしたドラマは，BBCが放送したドラマ

で障害者を起用し，雇用の機会を提供する

“ Bodyguard ”の最終回（ 75 分拡大版）で，視

大
 会終了後もチャンネル4 のパラリンピック・

聴者数は1,043万人，視聴シェアは47.85%だっ

サイトを維持し，国民的なヒーローとなった

た 10 ）。チャンネル4 の視聴シェアは通常約 6%

アスリートを取り上げ続ける

で，テレビ業界誌のBROADCASTによれば，
チャンネル4が放送した番組の中で，例えば自

我々の一次調査から明らかにした，2016 年リ

動車レースの“ Formula 1”
（ 2018 年 9月30日

オ大会の中継放送の規模や，障害者スポーツの

日曜放送）は182万人，視聴シェアは 9%で，同

9）

クラス分 けを説 明 するLEXI を使用したス

日に放送されたファクチュアル・エンターテイン

ポーツ解説，そしてチャンネル4 の特徴として指

メント番組の“Gogglebox”は 236 万人，視聴

摘したパラリンピアンの個人的な背景への言及，

シェアは13.39%だった。このことを考えると，

障害者プレゼンターやリポーターの起用，番組制

テレビだけでなくあらゆるデジタルメディアを使っ

作現場での障害者の起用など，すべてが2012

て，ロンドン大会の放送で3,500万人の視聴者

年ロンドン大会の放送に向けたチャンネル4 の

数を獲得するということは，イギリスの人口のほ

公約そのものである。我々は，ロンドン大会の中

ぼ 6 割の人々がパラリンピック放送に何らかの形

継放送番組を入手できなかったため，2016 年リ

で触れることになる。実際の2012 年大会のテ

17

レビ視聴者数は開会式が約 800万人，テレビ
視聴者の 40% が視聴するなど過去最大となっ
11 ）

た

。では，どのようにチャンネル4は，イギリ

スの視聴者の注目を集めようとしたのか。その

“ That Paralympic Show”
土曜の昼の時間帯に10 本放送。障害者
スポーツの情報や障害者スポーツ大会の
ハイライトを放送

鍵の1つは，チャンネル4がパラリンピアンの障

“Road to London 2012: Paralympics Extra”

害があることで抱える問題，それを乗り越える

注目するパラリンピアンと競技を紹介する

努力など個人のバックストーリーを伝えたことだ

番組

と考えられるが，これについては第 4 章で，②
に挙げたロンドン大会のレガシーとして公約した
障害のある人々にテレビ業界への扉を開く試み

“Paralympian Short Stories”
パラアスリートに関する1分番組，103本放送
“Jon Snow’
s Paralympic Show”

については，5 章で重点的に述べることとする。

チャンネル4 のニュースの顔のジョン・スノ

この章では，③の最大の視聴者数を目指し2012

ーが司会。30 分番組。ピークタイムに放送

年ロンドン大会に向けて行ったキャンペーンにつ

“Come Dine with Me”
チャンネル4 の人気料理番組。障害者プレ

いて，次節で取り上げる。

ゼンターとパラリンピアンが出演

3-3 2012 年ロンドン大会に向けた
視聴促進キャンペーン
2012 年大会までの2 年間，チャンネル4は多

“ Best of British ”
イギリスのメダル候補のパラリンピアンに
焦点を当てたドキュメンタリー・シリーズ。
深夜に放送

数の障害者スポーツの世界大会を放送するとと
もに12 ），大会への認知と関心を高める番組，
「ビルドアップ番組」を放送し，大々的なパラリ
ンピック・キャンペーンを行った。以下，それを
列挙する。

リオ大会に向けたキャンペーンもあわせて取り上
げる。

3-3-1 “Freaks

of Nature”

キャンペーン
“ Freaks of Nature”
（ 2010 年 8月

以上の中から2 つのキャンペーンと，2016 年

このキャンペーンは，ビルドアップ番組の最
キャン

ペーン 60 秒）
“ Meet the Superhumans”
（ 2012 年 キャン
ペーン 1分30 秒）

初のドキュメンタリー番組“ Inside Incredible
Athletes”の番組 宣伝のために行われたもの
で，テレビと全国紙を使ったキャンペーンの第 1
弾である。映像には，5 種類のパラリンピック競

2012 年大会までの2 年間に放送したビルドアッ

技の選手たちが主役として登場する13 ）。60 秒

プ番組

の映像は，無人のバスケット・コートを背景に，

“Inside Incredible Athletes”

“ The Road to the London 2012 Paralympic

90 分のドキュメンタリー番組。7人の障害

Games Starts Here”のテロップで始まる。登

者アスリートを取り上げ，彼らの能力を科

場 するの は， 陸 上T44（右 足 義 足）100mと

学的に解明

200m，そして走り幅跳びのステファニー・リード
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（Stefanie Reid ）選手，先天性多発性関節拘

れる。その代表例が，オリンピックで金メダル

縮 症で手足を動かすのが困難な乗馬のリー・

を23 個も獲得したアメリカのマイケル・フェルプ

14 ）

，車いすラグ

ス選手である。チャンネル4が，freakという用語

ビーのスティーブ・ブラウン（Steve Brown）主

には 2 つの側面があることを承知のうえであえて

将とそのチーム，ブラインドサッカーのデイブ・

挑戦的に使用したとはいえ，パラリンピアンにフ

クラーク（Dave Clarke）選 手， 水 泳 のリズ・

リークを結びつける表現をめぐっては，スポーツ

ジョンソン（ Liz Johnson）選手，陸上T44 右足

学や心理学，倫理学などさまざまな分野で，そ

義足のジョニー・ピーコック選手。ありのままの

の意味やパラリンピアン以外の障害者に与える

選手たちの練習風景をつなぎ，最後のシーンは，

影響がいまだに議論されている18 ）。

ピアソン（ Lee Pearson）選手

“ Meet some Britain’
s most extraordinary

このキャンペーンが始まる前の新聞報道で，チャ

Paralympians”のナレーションのあと彼らが1人

ンネル4は「
“Freaks of Nature”は，人々をはっ

ひとりカメラ目線で，
“I am a freak of nature”

とさせ，考えさせることをねらった。さまざまな

と発して終了する。60 秒の映像で，パラリンピ

意味で非常に挑戦的だが，慎重に事前調査を

アンの肢体をすべてさらけ出す，パラリンピアン

行い，テストも行って，出演するアスリートは同

が自信を持った表情でカメラを直視する，そし

意してくれた」
「これはチャンネル4 の大胆なキャ

て最後に発する“ freak ”という言葉遣い，パラ

ンペーンの一部で，パラリンピアンがオリンピック

リンピアンに“extraordinary”
（非凡な）という

の選手たちと同じように超人的な能力を持ってい

言葉をあてる，これらすべてがチャンネル4の

る選手たちとみられるべきだと考え，そう描い

2012 年大会へのアプローチを象徴し，チャンネ

た」と語っている19 ）。

ル4 独自の「挑戦的で違う見方を提示する」と

チャンネル4が2012 年大会のパラリンピック放

いうブランド・イメージを打ち出している。この

送権を獲得した2010 年，チャンネル4 の障害者

“ Freaks of Nature”は番組宣伝という目的の

アドバイザー（Disability Advisor）を務めてい

ため，放送回数は少なかったが，YouTubeには

たアリソン・ウォルシュ（ Alison Walsh）氏は当

放送後直ちにアップされた。

時，学術研究者や障害者スポーツ団体から，
「ほ

英 和 辞 典によると“ Freaks of Nature”の

とんどの人は，障害のある人たちに気まずい思

freakは，気まぐれ，そして奇形，怪物（サーカ

いを感じている。だから，障害についてのイメー

スやカーニバルの見世物）がまず挙げられ，俗

ジを強く見せないように慎重であるべきだ」と言

語としてヒッピーなど社会の常識からはみ出した

い渡され，LOCOGが2010 年 5月に行った調査

ものや個性的なものとも訳される。そしてfreak

結果からも，同 様の意見が出された（Walsh

of natureは「奇形」と訳されている15 ）。イギリ

2015）
。この調査を担当した元パラリンピアンで

スでは，
“ freak ”は見世 物小屋の怪 物として

メダリストのダニー・クレイツ（Danny Crates）

『ハリー・ポッター』とほぼ同時期に出版された

氏も，
「障害をクローズアップしてはならない。

16 ）

『ダレン・シャン』 といった児童文学や，1980

なじみがないのだから，視聴者は不快に思う」

17 ）
年代初頭に公開された『エレファントマン』
に

と述べていた20）。しかし，こうした意見は，
「既

登場する。一方，スポーツの世界では，並外れ

成概念に挑戦し，新たな視点や見解を促進す

た優れた能力を持つアスリートの形容にも使わ

る」というチャンネル4の任務に沿っていない。

19

チャンネル4によるパラリンピック放送の第 1 弾

ンピアンの背景に思いをはせる。そして，映像

にあたる“ Freaks of Nature”キャンペーンは，

全般を通じて選手たちの切断された手足やその

真正面から障害をテレビで見せ，視聴者が抱く

切り口をあえてさらけ出している。しかし，目を

障害や障害者に対する既成概念への大胆な挑

そらしたいどころか，選手たちの肉体が力強く，

戦だった。このキャンペーンに登場した乗馬の

美しいと感じると言っても，言い過ぎではない

リー・ピアソン選手はその1年後，
「わたしたち

のではないだろうか。このキャンペーンは，人々

はもっと障害について率直であるべきだ」と述

がパラリンピックや障害者の能力，人間の強さ

べ，
「そうすることへの遠慮を捨てることができ

についての既成概念を捨て，再評価することを

るほど，人々の心の中にパラリンピック・スポー

ねらっている。そして，パラリンピアンを通して

ツは根を張った」と，チャンネル4 のキャンペー

障害を恥じてはいけないというメッセージを発し

ンやその後のビルドアップ番組が人々の意識を

ている。

21 ）

変えた効果を述べている

。

3-3-2 “Meet

the Superhumans”
2012 年 8月29日にパラリンピック放 送が始

“ Meet the Superhumans”のキャンペーンは，
国民の 86% が視聴し，パラリンピックの認知が
12% から77%に上昇したという。この映像がイ
ンパクトを与えたのは，視聴者だけではなかっ

まったが，その前の7月17日から，チャンネル4

た。テレビ業界にも大きなインパクトを与えた。

にとって過去最大のキャンペーンが開始された。

BBC のオフィスでは，20人ほどのスタッフがパ

キャンペーンの中核が，
“Meet the Superhumans”

ソコンの周りに集まり，1分30 秒の映像を驚き

（超人たちを見逃すな）という1分30 秒の短編

の声を上げながら見入ったという25）。チャンネル

映像で，チャンネル4が所有する複数のチャン

4 の障害の見せ方，障害の原因となった自動車

ネルだけでなく，商業テレビ最大手のITV 1，

事故や戦場での爆発の映像は，
「あれは見せら

有料放送のSky 1，Eurosport，そして UKTV

れない」という業界でのタブーだったからである。

22）

のグループチャンネル

など，合計 78のテレビ

チャンネルにわたって展開された。また，チャン
ネル4は，この映像をネット上で誰でも再利用で

3-3-3 “We

are the Superhumans;
Yes I can”

きるように公開した23）。YouTubeにアップされたこ

リオパラリンピック大会は 2020 年東京大会の

ともあり，公開初日に1,000万人が視聴したとい

直前の大会であったことから，チャンネル4 のリ

24）

われている

。

映像は，イギリスのトップ・パラリンピアンが

オ大会のキャンペーンは日本でも知られるように
なっていた。このキャンペーンは，
“ We are the

出場する水泳，陸上，車いすバスケットボール，

Superhumans; Yes I can”26 ）というタイトルで，

車いすラグビー，自転車，ブラインド・サッカー

長さは 3 分間に拡大された。前回とは異なり，

を取り上げ，大会に向けて激しいトレーニングに

パラリンピアンだけを取り上げるのではなく，障

励む選手たちの姿を次々と映し出している。畳

害を持つミュージシャン，オフィスワーカー，子ど

み込むような映像の合間に，戦地でのパトロー

も，子育て中の母親など，日常の中で多様な

ル中に起きた爆発，自動車事故，先天的な異常

障害を持つ人たちが登場する。正確には，17人

といったシーンが挟み込まれ，視聴者はパラリ

のミュージシャン，39人のパラリンピアン，53人
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のパラリンピアン以外の障害者が登場し，国籍

られることもなかった（Culture, Media and Sport

もイギリス，オーストラリア，カナダ，ブラジル，

Committee 2011）
。

ハイチ，オランダ，ポーランド，ポルトガル，スペ

次の“ Superhumans”のキャンペーンは，パ

インに広がった。この映像は，字幕・手話つき

ラリンピック大会への認知度を上げ，パラリン

27 ）

版と解説つき版も作成されている

。

この映像に登場したパラリンピアンの1人ハ

ピック放送へ視聴者をひきつける効果は絶大
だった。大会が始まると，人々が通勤途上で，

ナ・コックロフト（Hannah Cockroft）選手は，

放送された車いすバスケットボールの試合を振り

一般の障害者が加わったことについて，
「ロン

返り，その戦術まで語り合う姿がみられたとい

ドン大会が成功して，そのあと，車いすの障害

う30 ）。また，2012 年大会の100m 走で，南ア

者に，
『パラリンピアンのように，何で車いすを

フリカ代表でブレード・ランナーと称されたオス

押せないの？』と言う人もいた。これは，健常

カー・ピストリウス（Oscar Pistorius）選手と若

者に対し，
『ウサイン・ボルトみたいに何で速く

手のイギリス代表ジョニー・ピーコック選手も出

走れないの？』と言うようなもの。障害者には，

場した決勝は，630万人が視聴するなど，パラ

健常者と同じように，それぞれの才能と能力が

リンピックがオリンピックに匹敵するほど，国民

28 ）

ある」と語り，作品を歓迎した

。

3-3-4 キャンペーンの効果

の注目を集めた。
一方，パラリンピアンから国内外の一般の障
害のある人たちの日常まで映し出した2016 年の

2010年に行ったキャンペーンの第1弾“Freaks

“ We are the Superhumans; Yes I can”のキャ

of Nature”
，2012 年大会に向けた“ Meet the

ンペーンの放送に対して，障害のある視聴者か

Superhumans”
，そして2016 年リオ大会に向け

ら異議を唱える声もわずかながら上がった。

た“ We are the Superhumans”について取り
上げた。

キャンペーンがスタートした翌週，全国紙の
The Guardianは，オンライン版に読者の声を

“Freaks of Nature”については，学術分野で

掲載した。車いすを使用し，義足の夫と娘の3

は研究テーマとなっているものの，イギリス国内

人で家庭生活を送るルーシー・キャッチポール

ではそのあとに続くキャンペーンほど話題にされ

（ Lucy Catchpole）さんの投稿だった31 ）。彼女

ることはなかった。イギリスのテレビ番組を規

は，
「できる。できないことは何もない」
（Yes I

律する番組コードには，戦争や事故のシーン

can. There’
s no such thing as can’
t）というフ

で視聴者が不快に思う表現をしてはいけないと

レーズに反応した。彼女は，介助なしではシャ

いう項目はあるが，障害や障害者の描き方に関

ワーを浴びることができず，痛み止めの薬が欠

する規制の項目はない。“ Freaks of Nature”

かせない。彼女の夫は義足だけれど，素人のサッ

のキャンペーンを見て，規制機関であるOfcom

カー選手として優れている。家庭の中で，何も

に視聴者が苦情を寄せたという記録はなかっ

できない障害者とできる障害者が存在し，この

た

29 ）

。また，チャンネル4は議会を通して国民

映像を見ると葛藤が生まれると言う。夫がサッ

に説明責任を負う公共事業体であることから，

カーをしたり，娘を自転車に乗せていると人々

年次報告書を議会に提出し質疑が行われるが，

は関心を持つが，夫は時々そのことにいらつい

その場でこのキャンペーンについて，説明を求め

ている。一方，できない自分は誰にも感動を与
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えることができない落伍者だと感じてしまう。そ

で，前向きなメッセージは間違っていない。テレ

して，キャッチポールさんはこう主張している。

ビ広告はネガティブなことをしてはならないから
だろう。しかし，
『できない』という言葉には問

「『できないことは何もない』は感動的な

題があるという事実を無視すべきではない」
「健

（inspirational）フレーズの1つだが，事実で

常者として，この広告が自分に向けられたものだ

はない。このメッセージは，一生懸命頑張

とは感じていない。逆境を克服することを賞賛

ることや忍耐や自分に自信を持つことを奨励
していて，これは一般的には良いことだと考
えられている。しかし映像に取り上げられた
障害者ができるのなら，大多数の障害者は
『言い訳はできない』と言っているようだ。そ

していると本当に感じている。投稿者は意味を
取り違えているのではないか」といった，キャッ
チポールさんの投稿に対する感想や意見，ある
いは投稿者同士の意見のやり取りや，自分自身

して，健常者はこの映像を見て，インスパイ

が障害者になった体験，政府の障害者福祉政

ヤーされるのではないか。

策への非難など，幅広い内容が含まれていた。

障害とともに豊かで幸せに暮らすことは，
『できない』ということを受け入れ，できる最
善の方法で障害を操ることだと言いたい。
社会にはさまざまな集団があるのに，
『でき

障害者問題を扱うAble Magazineで20 年間編集
を行ってきた障害者からの次のような投稿で，議
論は収束した。

ないことはない』というくだらないフレーズを
障害者に繰り返し当てはめるのはなぜだろう
か。
障害があるように見え（実際に障害がある
のだが），他の人と同じように能力がある魔
法のような創造物として障害者をとらえると
いう考えを作り出すと，一般の人々は，痛み
や弱さ，疲労を抱える障害者の大多数が，
今まで以上にいらつき，がっかりしている様
子に出くわすのではないか。私はこれを恐れ
ている」

The Guardian 2018 年 7月20日

「障害者は奇跡を信じない傾向があるが，
雑誌の編集経験を通して，障害者は同じ機
会を求めているだけだ，ということがいえる。
『できる』という言葉で始めることは，
『でき
ないことは何もない』とまったく同じではな
い。障害者は，試したが失敗することもあ
る。それと同じように達成する見込みにも遭
遇する。これは誰にでもあることだ。つまり，
物事は黒と白ではない。障害についてオー
プンに議論することは素晴らしいということ
に賛同してもらえたら…。それが，挑発的で
あっても的外れであっても，まったく議論し

The Gaurdian がこの意見をオンライン版に掲
載すると，ほぼ 2.5日間で 534件の意見が投稿

ないよりもいいことだと思う」


The Guardian 2018 年 7月23日

され，3,561人にシェアされた。534 の投稿のう
ち3 回以上意見を書いた投稿者は 21人に限ら

パラリンピアンから普通の生活者としての障

れていた。投稿の中には，
「パラリンピアンのよ

害者まで，多様な障害者を登場させた2016 年

うに能力のある人とは比べることも競うこともで

の“ We are the Superhumans; Yes I can”の

きず，とても悲しい気持ちになる。障害者がみ

キャンペーンを見て，障害のある視聴者はでき

んな，一生懸命頑張れば，できるようになると

ない自分をますます自覚してしまい，さらに障

いう考えは好きになれない」
「素晴らしい広告

害者が健常者を感動させる存在として利用され
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ていると感じるような複雑な思いを抱いたよう

各国の放送局と同様に，主催者が制作した「国

である。視聴促進キャンペーンは通常，視聴者

際信号」と呼ばれる各国共通の映像を使い，実

の多くは健常者であることを前提にして，多くの

況のコメントや解説を加えるなどして放送してい

視聴者をパラリンピック放送へ誘導するために

るため，例えば NHKの放送と比較してもほとん

行うものである。その場合でも，どの程度健常

ど違いがみられない。ゲストを交えて競技につ

者が感動するような映像表現が適切なのか，少

いて紹介するスタジオパートや選手を紹介する

数派の障害のある視聴者の意向は表現上どの

VTRなどを加えながら，各放送局で独自の放

程度考慮されるべきなのか，課題を残すキャン

送を行っている（中村, 渡辺 p.42）
。我々が注目

ペーンだったのではないだろうか。

したのは，それぞれの競技に出場するイギリス
人選手を紹介するために，競技が始まる前に放

レビで障害を語る
4 テ
アスリート
前章でみたように，チャンネル4はこれまでに

送されたVTR 映像における障害者アスリートの
描き方である。このVTR映像は，
“Paralympics
2016 ”で取り上げられた 22 競 技のうち14 競
技で放送されていて，78人の選手が登場した
（表 1 ）
。個人競技（陸上，競泳，自転車，卓球，

ないインパクトを与えた視聴促進キャンペーンを

ボート，パワーリフティング，トライアスロン，柔

展開し，2012 年ロンドン大会の成功に大きく寄

道，車いすテニス，カヌー，馬術）では基本的

与した。この章では，チャンネル4 のパラリンピッ

に1本のVTRの中でアスリートを1人ずつ取り

ク放送の特徴の1つである選手紹介について分

上げていたが，中には 2人 1 組（車いすテニス

析し，その意味を考察する。

のダブルスチーム，自転車の視覚障害者レース

2016 年リオ大会の期間中，チャンネル4はパ

の選手とそのパイロット）で登場するものもあっ

ラリンピックに関連する番組を154 時間放送した

た。また，団体競技でも7人制サッカーではあ

が，その中心となったのがパラリンピック競技の

る1人の選手に焦点をあてる一方で，車いすバ

中継番組“Paralympics 2016 ”である。この番

スケットボールと車いすラグビーでは主将格の選

組は，ライブ映像あるいは録画映像による競技

手がチームメイトを1人ずつ紹介するなど，競技

の実況放送を中心に，毎日午後 1時から6 時，

によってアスリートの取り上げ方は異なっていた。

午後 9 時から午前 1時の長時間にわたって放送
32 ）

さらに，選手を紹介するVTR 映像が放送さ

，チャンネル4 のリオパラリンピックの放

れるタイミングにも特徴があった。例えば，陸

送時間数の 6 割以上を占めた。我々が一次調

上男子100m の連覇がかかるなど，ロンドン大

査において分析の対象としたのはこの番組であ

会でヒーローとなりイギリスで最もよく知られて

る。一次調査の結果の概要は冒頭で紹介してい

いるパラリンピアンの1人であるジョニー・ピー

るが，再分析の内容も含め改めてまとめておく。

コック選手の場合には，競技の決勝が行われ

され

る2016 年 9月9日深夜の競技開始時間に照準

4-1 選手の紹介のしかた
“Paralympics 2016 ”の競技部分については

を合わせて，ピーコック選手を紹介する長短を
交えた8 本のVTR が，その前日からちりばめら
れて放送された。スタートの号砲が鳴るまでの
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表1

チャンネル 4 のリオパラリンピック放送における選手紹介 VTR の内容

〜

〜
〜
〜

26"

Megan Giglia ①

自転車

28"

Megan Giglia ②

自転車

3'09"

Dame Sarah Storey ①

自転車

41"

Megan Giglia ③

自転車

30"

Dame Sarah Storey ②

自転車

2'26"

Dame Sarah Storey ③

自転車

2'00"

Ollie Hynd ①

競泳

〜

午後 7 時

9月10日
（土）

〜

午後 9 時
午前 1 時

〜

9月11日
（日）

午後 7 時

○

○

卓球

52"

競泳

1'54"

Geoｒgina Hermitage ①

陸上

2'28"

Tom Aggar ①

ボート

3'33"

Stefanie Reid ①

陸上

33"

Stefanie Reid ②

陸上

3'02"

Jonnie Peacock ②

陸上

20"

Jonnie Peacock ③

陸上

2'50"

Jonnie Peacock ⑤

陸上
パワーリフティング

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○
○

○

○

○
○

○

○

○

○

○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

31"

○

1'53"

○

34"
2'53"

○

Jonnie Peacock ⑦

陸上

31"

Jonnie Peacock ⑧

陸上

2'50"

競泳

1'27"

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Megan Giglia ④

自転車

3'09"

○

○

Jack Rutter ①

7 人制サッカー

1'26"

○

○

Hannah Cockroft ①

陸上

3'04"

Ellie Robinson

競泳

39"

Sam Ingram

柔道

2'20"

Hannah Cockroft ②

陸上

3'07"

Hannah Cockroft ③

陸上

33"

○

Ellie Simmonds ①

競泳

49"

○

Hannah Cockroft ④

陸上

24"

○

Mickey Yule

パワーリフティング

45"

○

○

○

○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

1'53"

○

○

○

Neil Fachie
Pete Mitchell

自転車

2'01"

○

○

○

○

ボート

36"
32"

○

○

○

○

38"

トライアスロン

ボート

○

○
○

○

Lauren Steadman

Tom Aggar ②

○

○

2'07"

Rachel Morris

○

○

トライアスロン

○

○

○

Joe Townsend
Ryan Taylor

○

○

○
○

34"

陸上
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○

2'31"

陸上

○

○

○

Jonnie Peacock ⑥

卓球

○

○

Libby Clegg ③

○
○

○
○

Rob Davies
Andrew Mullen ②

○

○

○
○

Ali Jawad

○

49"
1'31"

陸上

○

○

1'27"

自転車

○

○

陸上

Jonnie Peacock ④

○
○

○

競泳

Jody Cundy

○

○

○
○

Jonnie Peacock ①

Sue Gilroy
午後 1 時

○

Bethany Firth ①

Stephanie Slater
午後 1 時

○
○

映像のコラージュ
（注）

1'54"

将来の夢

午前 1 時

競泳
競泳

リオ大会の目標

午後 9 時

Andrew Mullen ①
Jonathan Fox

過去の大会
の思い出

9月9日
（金）

30"
2'28"

チームメイトとの関係

午後 6 時

陸上
陸上

容
コーチやペアの相手，

午後 1 時

Libby Clegg ①
Libby Clegg ②

競技との出会い

午前 1 時

時間

友人との関係

午後 9 時

競技名

語 ら れ た 内
家族との関係

2016 年
9月8日
（木）

名

障害の程度

午後 6 時

手

障害の原因

午後 1 時

選

生い立ち

放送
時間帯

＊丸数字は同一選手の登場回数

○

○

○

○

○

○
○

○
○

○

○
○
○

共生社会への変革と放送の果たす役割

〜
〜
〜
〜
〜

午後 1 時
午後 6 時
午後 9 時
〜

9月13日
（火）

午前 1 時

〜

午後 1 時

卓球

2'55"

Richard Whitehead ①

陸上

20"

Richard Whitehead ②

陸上

2'03"

Richard Whitehead ③

陸上

30"

Richard Whitehead ④

陸上

2'23"

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

2'17"

William Bailey ③

卓球

3'12"

David Weir ①

陸上

43"

○

Aled Davies

陸上

2'39"

○

競泳
車いすテニス

Ellie Simmonds ③

競泳
7 人制サッカー

Ellie Simmonds ④

競泳

26"

Ellie Simmonds ⑤

競泳

28"

競泳

2'08"

競泳

1'58"

Georgina Hermitage ②

陸上

2'28"

David Weir ②

陸上

30"

David Weir ③

陸上

3'01"

David Weir ④

陸上

2'38"

Kadeena Cox ①

自転車・陸上

イギリスチーム（12 人）

車いすラグビー
自転車・陸上

○

○

○

○

○

○

○

○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

○

○

○

車いすテニス

1'09"

○

午後 1 時

Gordon Reid ②

車いすテニス

2'11"

Sophie Christiansen

馬術

2'54"
4'05"
22"

Hannah Cockroft ⑤

陸上

3'07"

○

○

○
○

Gordon Reid ①
Alfie Hewett

陸上

○

○

○

競泳

○

○

32"
2'12"

Stefanie Reid ③

○

○

2'22"

〜

○

○

32"

女子イギリスチーム（12 人）

〜

○

○

○

1'27"

〜

○

○

1'00"

Susie Rodgers

○

○

車いす
バスケットボール

〜

○

○
○

カヌー

午後 6 時 15 分

○

○

Anne Dickins

午後 1 時

○

38"

Ellie Simmonds ⑥

カヌー

○

○
○

1'26"

Ellie Simmonds ⑦

Kadeena Cox ②

○

35”
1'41"

Jack Rutter ②

Jeanette Chippington

○

2'03"

午後 9 時

○

2'36"

車いす
バスケットボール

午後 6 時

○

陸上
競泳

男子イギリスチーム（12 人）

午後 9 時

○

Richard Whitehead ⑤

Ellie Simmonds ②

○

○

Josef Craig

Jordanne Whiley

○

○

25"

午後 6 時

○
○

48"

午前 1 時



William Bailey ②

競泳

午前 1 時

9月18日
（日）

○
○

競泳

午後 1 時

9月16日
（金）

28"
21"

Bethany Firth ②

午前 1 時

9月15日
（木）

競泳
卓球

Hannah Russell

午後 9 時
〜

9月14日
（水）

Ollie Hynd ②
William Bailey ①

〜

午後 6 時

映像のコラージュ
（注）

午前 1 時

将来の夢

午後 9 時

リオ大会の目標

9月12日
（月）

過去の大会
の思い出

午後 6 時

チームメイトとの関係

午後 1 時

容
コーチやペアの相手，

午前 1 時

競技との出会い

午後 9 時

時間

友人との関係

9月11日
（日）

競技名

家族との関係

午後 7 時

名

障害の程度

午後 1 時

手

障害の原因

選

生い立ち

放送
時間帯

語 ら れ た 内

○

○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

○

○

○

○
○

○

○

○

○

○

（注）30 秒程度のスポット的な映像。主に過去の大会に出場した時の映像と音声が再編集され，音楽を交えて構成されている。
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気分を盛り上げ視聴意欲を高める工夫といえ

取り組む1人の人間としてのヒューマンな姿が立

る。同様の取り上げ方は，北京大会から3 大会

ち上ってくる作りになっていた。

連続してメダルを獲得し，イギリスのテレビ広告

また，このような選手紹介のVTR が番組中

などにも登場している競泳女子のエリー・シモン

どこで放送されたのかをみると，そのほとんど

ズ（ Ellie Simmonds）選手にもみられた。特定

が各競技が始まる前のパート，つまりキャスター

の選手を際立たせるこのようなアピールのしかた

やその競技に詳しい専門家のゲストが登場する

は，選手の取り上げ方の公平性ということより

スタジオパートで放送されていた。例えば2016

も，スター選手への注目度を上げることによって

年 9月9日に放送された陸上女子100m 視覚障

パラリンピックへの関心を一層高めることを重視

害 T11の試合を例にとると，表 2 のような流れ

した試みである。

になる。22 時 47分 20 秒にスタジオでメインキャ

VTRは大きく2 つのタイプに作り分けられて

スターが陸上女子100m 視覚障害 T11に出場す

いた。1つはスポット的な30 秒程度の短いもの

るリビー・クレッグ（ Libby Clegg ）選手をコメン

で，前述のように同一の選手で複数回 VTR が

トで紹介し，クレッグ選手を紹介するVTR が

登場する場合に使われていた。それらはほとん

再生される。その後，トラックで行われていた

どが過去の大会に出場した時の映像と音声を

イギリス人選手の表彰式の中継映像を挟んで，

再編集したコラージュで，その大会の実況音声

陸上競技のスタジアム内に設置されたサブスタ

を使い，時には選手の印象的なひとことを交え

ジオにいるもう1人のキャスターが引き取る。サ

ながら，音楽を加えて構成されていた。

ブスタジオでは，競技が始まるまでの間，この

もう1つは，選手本人が自分のバックストー

キャスターと元パラリンピアンのゲストが競技

リーを自分の言葉でカメラに向かって語りかける

の見どころやクレッグ選手のライバル選手の説

ものであった。一次調査の報告でも示したよう

明を行った。途中で映像はサブスタジオから競

に（中村, 渡辺 p.48），アナウンサーやナレー

技会場に切り替わるが，音声ではキャスターと

ターなどが読む客観的なコメントの合間に選手

ゲストの会話が続き，22 時 53 分11秒に実況担

のインタビューコメントが挟まるのではなく，VTR

当者と解説者の担当に代わり競技の中継が開

の最初から最後までカメラの前に座ったアスリー

始した。

ト本人の声と言葉で綴られていた。そしてその

ここで指摘したいのは，競技開始直前のサブ

内容は自身の障害について自ら言及しているも

スタジオのパートではそこにいるキャスターもゲス

のが多いのが特徴的で，生い立ちから障害の原

トも，前のパートで VTRを使って紹介されたク

因や程度，自身を取り巻く家族や友人との関係，

レッグ選手の障害に関する内容を話題にせず，

スポーツとの出会いや競技にかける思い，ロン

そのあとに始まる競技の説明に終始していたこ

ドン大会をはじめ過去の大会の思い出やリオ大

とである。この例ではクレッグ選手の紹介VTR

会の目標，将来の夢などが語られていた。また，

のあとに表彰式を挟んでいるが，その他の競技

その言葉にあわせて本人の普段の生活やトレー

の場合でも選手紹介VTRの終了後は，キャス

ニングの様子，過去の大会に出場した時の映

ターやゲストからその選手の障害に関するコメ

像が挟み込まれていて，単にスポーツアスリート

ントはほとんどみられなかった。すなわち，選

というよりも，障害と向き合いながらスポーツに

手個人のバックストーリーの紹介はVTRで完結
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共生社会への変革と放送の果たす役割

表2

リオパラリンピック
時

陸上女子100m 視覚障害 T11決勝までの放送の流れ

刻

22 時 46 分 00 秒

放

送

内

2016 年 9月9 日放送

容

VTR

イギリス選手のメダル獲得の振り返り

47 分 00 秒

中継：夜のオリンピックパーク

今夜の放送メニュー

47 分 20 秒

スタジオ

このあとの競技に出るリビー・クレッグ選手について過去の成績などの紹介

47 分 37 秒

VTR

リビー・クレッグ選手紹介

50 分 30 秒

中継：トラック

イギリス人選手表彰式

51 分 00 秒

サブスタジオ

51 分 59 秒

映像：サブスタジオからトラックへ
音声：サブスタジオ

53 分 11 秒

中継：トラック

リビー・クレッグ選手が出場する競技の見どころ
ライバル選手の紹介
女子 100m 視覚障害 T11 決勝の様子

させて，そのあとはスポーツの中継放送に徹し

パラリンピック大会を，選手のアスリートとして

たということであり，チャンネル4はこのように

の側面とそのバックストーリーというヒューマン

選手のバックストーリーとスポーツ中継とを切り

な側面の両方から描くことを宣言していた。

分け，両者をないまぜにすることなく両立させて
「我々の放送では，出場選手はまずアス

いた。
選手を紹介するVTRの中で選手自身が語っ
ている障害の原因は，先天的なものからその後
の病気やケガ，事故，そしてアフガニスタンなど
戦地における兵士としての負傷によるものなどさ
まざまである。選手によって VTRの時間の長さ
に違いはあるが，いずれも選手1人ひとりの障
害と向き合ってきたこれまでの人生とスポーツ
しん し

リートであり，障害者であることは二の次だ
という事実を見失うことはない。それでも，
パラリンピックをトップクラスのスポーツイベン
トたらしめている選手個人の計り知れない努
力と驚異の偉業のストーリーを語るだろう」


Channel 4 2010

提案書をみると，放送の送り手となるチャン

にかける真摯な思いとが凝縮している。次節で

ネル4にとって，選手が競技で見せる最高のパ

は，チャンネル4がパラリンピック放送において

フォーマンスとそれを生み出すために障害と向

このようなVTRを制作した意図についてみてい

き合いながら積み重ねられるトレーニングは

きたい。

「競技場の中と外とで行われる，人間の感動的
な努力の記録」と表現されており，当初から両者

4-2 選手紹介VTR が
制作された背景
チャンネル4 のリオパラリンピックの放送で，

は切り離すことができないものだった。ロンドン
大会で始まった選手のバックストーリーを伝える
というスタイルがリオ大会でも引き続き採用され
たということであり，それはチャンネル4 のパラ

アスリートのバックストーリーが取り上げられた

リンピック放送において重要な要素になってい

のはなぜか。それはそもそも4 年前のロンドン大

ることがうかがえる。

会に遡る。ロンドン大会の放送権獲得に向けて
提出された提案書の段階で，チャンネル4は，

しかし，最初はこのことについてチャンネル4
とIPCとの間で議論が交わされたようだ。ロン

27

ドン大会，リオ大会の2 大会の放送にチャンネ

るレベルでずっと興味深いものになるのだ」

ル4 のダイバーシティー部門のクリエイティブ・マ



（スティーブン・ライル チャンネル4）

ネージャーとして関わったエイド・ロウクリフ
（Ade Rawcliffe）氏（現 ITVのダイバーシティー

BBCでオリンピック放送を手がけたライル氏

部門トップ）は，IPCはパラリンピックの放送で

だが，チャンネル4に移った理由はパラリンピッ

は選手のバックストーリーや障害について取り上

ク放送に携わりたかったからである。ライル氏

げるべきではなくスポーツとして描くことを要請

は，イギリスで最もメダルを獲得した1人である

したが，それでもチャンネル4は自らの方針を貫

カディーナ・コックス（Kadeena Cox）選手につ

33 ）

いたと言う

いて触れながら，オリンピックにはないパラリン

。

ピックの意義を語った35 ）。コックス選手はかつ
「重要なのは人々が競技を楽しむのと同時

て有望な若手スプリンターだったが，2014 年に

に障害について知ることだった。それがイノ

突然多発性硬化症を発症した。この病気は中

ベーションでありクリエイティブな点だ。我々
は，障害に対する人々の姿勢を変えようとし
ていた。そのためには，人々が選手の障害
に関する知識を得たり障害に関する物語を
理解したりする必要があるのだ」


（エイド・ロウクリフ ITV）

ロウクリフ氏は，チャンネル4は放送という公
共的な事業を通して社会を変革していく責任が
あるとする。そのために，パラリンピック放送で
選手のバックストーリーを取り上げることは譲る
ことのできないポイントだったといえる。
また，オリンピックをはじめとする数々のビッ
グイベントを長年 BBCスポーツで担当後，チャ

枢神経が侵され手足のしびれや痛みが悪化と回
復を繰り返す難病だが，彼女は初めてパラリン
ピックに出場したリオ大会で陸上400m 走と自
転車の 500mタイムトライアルの2 競技で金メダ
ルを獲得している。
「東京大会に出場できるかどうか我々は彼
女と話し合わなければならない。彼女の病
気は身体機能を徐々に失わせていくもので，
彼女は東京大会のスタートラインに立てない
かもしれないからだ。このような問題はオリ
ンピック選手にはない。だからパラアスリー
トの物語はより広く，より社会的な意義があ
るのだ」 （スティーブン・ライル チャンネル4）

ンネル4 のスポーツ部長に迎えられたスティーブ
ン・ライル（Stephen Lyle）氏は，スポーツ放送

イギリスにおいても放送の受け手となる視聴

について知り尽くした立場から，障害者のアス

者にとってパラリンピックは，おそらくテレビで初

リートと健常者のアスリートを比較して次のよう

めて目にするあるいは4 年に1度しか見ない競技

に語った34 ）。

が多いこともあって，出場するアスリートもオリン
ピックほどには知られていない選手が多い。選

「障害者アスリートの人生はその障害ゆえ

手のバックストーリーを紹介すること自体はオリ

に健常者アスリートよりも挑戦が多く，物語

ンピックの放送でも行われていて，視聴者がア

の内容も深い。それは視聴者の関心をかき
立てるだけにとどまらない。だからパラリン
ピックの放送はオリンピックの放送とは異な
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スリートに対して関心を抱くきっかけになる。も
ちろんパラリンピック大会におけるバックストー
リーの紹介にもそのような意味合いは含まれて

共生社会への変革と放送の果たす役割

いるのだが，パラリンピック放送ではそれだけに

さらに，チャンネル4は選手紹介のVTRにつ

とどまらず視聴者が障害者の問題や社会の問題

いて，ナレーターが読む客観的なコメントで伝え

と向き合うきっかけになるということである。コッ

るのではなく，その選手自らが登場しカメラに

クス選手は自分の紹介VTRの中で，選手生命

向かって直接自分の言葉で語る演出を採用し

を左右する難病でありながらスポーツを続けた

た。バックストーリーのVTRを貫いているのは

い思いを語っているが，障害者アスリートのメッ

選手自身の語りで，たしかにプロのナレーター

セージを視聴者に伝えたという点で，選手のバッ

のような滑らかな口調ではない。しかし，普段

クストーリーが果たした役割は大きい。

のトレーニングや日常生活の映像とともに選手

このようなチャンネル4 の制作方針に対して，

自身が1語1語自分の言葉で自分の障害や競

番組に関わる制作会社の中には，選手のバック

技への思いを語ることによって，ナレーターによ

ストーリーは，単に障害者アスリートに対する

るコメントでは伝えきれない真実味が加わった。

視聴者のあわれみや同情をかき立てるだけで

前出のライル氏は選手を紹介するVTRについ

はないかという声もあった。しかし，制作会社

て，
「我々はパラリンピアンにありのままの姿を

Whisper Filmsでシニア・プロデューサーを務め

見せる機会を提供し，彼らは自分の物語を話す

るアンディー・スティーブンソン（Andy Stevenson）

ことができた。その結果，視聴者はパラリンピ

36 ）

氏は，その危惧に対して次のように語った

。

スティーブンソン氏はチャンネル4でリオパラリン

アンのことを深く理解し，心から共感するように
なったのだ」と語った38 ）。

ピックの放送に関わり，ピョンチャン大会では

リオ大会の放送後に，パラリンピック放送に

Whisper Filmsでチャンネル4 のパラリンピック

関してチャンネル 4 がイギリスで行った調査で

放送を制作した。生まれた時から手足に障害が

は39 ），視聴者からの感想としてチャンネル4 の

あり，スポーツ番組制作に関する才能と実力が

障害者の取り上げ方について次のような記述が

高く評価されている。

あった。

「絶対的に重要なのはあわせて選手の成
績や記録を語り，パフォーマンスを視聴者に
見せることだ。バックストーリーだけではダメ
だ。選手のバックストーリーとアスリートとし
ての姿の両方を取り上げなければならない」
（アンディー・スティーブンソン

Whisper Films）

つまり，選手のバックストーリーと彼らの一流
のアスリートとしての見事なパフォーマンスを見せ
ることという要素を両立させることが，パラリン
ピック放 送 に 求 められ るというのだ。 前出

「パラリンピアンが非常に高いレベルで競
い合うところを見られたのが素晴らしかっ
た。選手のいろいろな障害についても多くの
ことを知ることができた」


（ 45 ～ 54 歳・女性）

「パラリンピックの放送には完全に見入っ
た。スポーツの場面が興味深いだけでなく，
障害がありつつ，日常の生活の中で，選手
がさまざまなことをこなす能力に注目してい
た」

（ 65 歳以上・男性）

（p.19）のウォルシュ氏は，
「障害を知ったうえ
で競技を見ると，競技の見方が変わるのだ」と
37 ）

語った

。

調査結果では，選手のバックストーリーから
選手の障害やその物語について知ることができ

29

たことに対する肯定的な評価が多く，チャンネ

ンピック大会に出場する障害者アスリートは，制

ル4 の制作者の意図は視聴者に伝わっていたと

作サイドからカメラの前で障害者としての自分の

考えられる。しかし，障害の克服に関する物語に

素をさらけ出すことを要求されることになったの

はさまざまな受け止めがあるようだ。日本ではリ

だが，アスリート自身はそのことに抵抗はなかっ

オ大会直前に，メディアによる障害者の描かれ

たのだろうか。また，制作サイドは選手にどのよ

方に対して障害者を健常者に感動を与えるため

うなアプローチを行い，出演について合意に至っ

の道具にしているという「感動ポルノ（inspiration

たのだろうか。そこには，アスリート，制作サイ

porno）
」の言葉から考える番組が Eテレで放送

ドの両方に実現できた要因があった。

40 ）

まず，そもそも障害者アスリートの中に，自ら

「感動ポルノ」とは自らも骨形成不全症であった

のパフォーマンスを受け止め正当に評価してもら

された（『バリバラ』2016 年 8月28日放送） 。
オーストラリア人のステラ・ヤング（Stella Young）

うためにも，積極的にその背景を知ってもらう

氏の造語で，障害者に対する社会の接し方や

必要性があることを自覚している選手が存在し

41 ）

見方を批判したものである

。『バリバラ』では

たことがある。例えばパラリンピアンのクレア・

「障害者を描くのに感動は必須か？」をテーマに，

キャシュモア（Claire Cashmore）選手は，ロン

「頑張る障害者」
「感動を与える障害者」という

ドン大会の放送に出演したことについて次のよ

メディアが描く障害者のイメージを検証しながら

うに発言した42 ）。彼女は 2004 年のアテネ大会

議論を行った。ヤング氏がこの言葉を初めて発

からリオ大会まで連続してパラリンピックの競泳

信したのは 2012 年のことだが，その 4 年後にパ

に出場したメダリストである。リオ大会後，トラ

ラリンピックが開催されるタイミングで改めてこ

イアスロンの選手に転向し，東京大会の出場を

のような議論が起きるのは，障害者をどのよう

目指している。

に描くのか，障害者からみて解決されていない
何らかの問題が依然として存在しているからで
あろう。
チャンネル4は，パラリンピック放送において
選手のバックストーリーを取り上げるとともに，
競技の見事なパフォーマンスを届けた。では，
イギリスの障害のある視聴者は，そのようなパ

「問題は，人々が好奇心旺盛であること
だ。私たちはスポーツのキャリアの頂点で競
い，自分の優れているところをすべて見せた
いと思っているが，人はなぜ私には1本しか
腕がないのか，知りたいという思いから逃れ
られないのだ」


（クレア・キャシュモア パラリンピアン）

ラリンピック放送をどのように受け止めたのか。
今回の調査ではそこまでテーマを広げることは

彼女は，自分の姿を目にした視聴者が片腕の

できなかったが，これからの研究課題と考えた

ない理由を知りたい以上，むしろ競技が始まる

い。

前にその理由を知ってもらったほうが自分のパ
フォーマンスに注目してもらえると言う。視聴者

4-3 不可欠だった制作側と選手
との信頼関係
自分のバックストーリーを語るために，パラリ
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がそのような思いを持つことは自分に対するあ
われみからかもしれない，またイギリスでは，
障害者のことを話題にするとまだ気まずさやわ
だかまりが先に立ってしまう健常者が多いことを

共生社会への変革と放送の果たす役割

実感していて，障害者である自分が障害につい

Superhumans”における障害者アスリートの力

て進んで話し発信することによってタブーが打ち

強くスタイリッシュな映像や，自らのバックストー

破られるのではないか，そして障害者に対する

リーを語る同じ障害者アスリートの姿など，チャ

反応が変わってくるのではないかと語った。

ンネル4がパラリンピック大会をどのようにとら

しかし，彼女のように出演を快諾した選手が

え，障害者アスリートをどのように伝えようとし

存在した一方で，出演を拒んだ選手も少なくな

ているのかを理解したからである。ピーコック選

かった。自分たちはアスリートなのだから見ても

手もロンドン大会以前はそれほど映像への出演

らうべきは競技中の姿であって，障害に関する

がなかったそうだが，リオ大会ではパラリンピッ

自分のバックストーリーについては注目されたくな

ク放送への露出が格段に増えた。ライル氏は，

いというのが理由だった。そのためリオ大会に

「それはピーコック選手がチャンネル4 のアプ

比べるとロンドン大会の放送では出演した選手

ローチに納得し，リオ大会が始まるまでにチャ

の数が少なかったそうだが，リオ大会では前回

ンネル4とピーコック選手との間に信頼関係が

43 ）

出演を拒否した選手も進んで協力したという

。

構築されたからだ」と語った44 ）。

この2 つの大会の間に何が変化したのか，それ

また，放送に対する意向や意見を求めるため

は選手と制作サイドの間に強い信頼関係が醸成

に，制作サイドと主要な選手たちとの間に密接な

されたことである。

協力関係が築かれたことも大きい。例えば，
“ Meet

イギリスのパラリンピック放送はオリンピックと

the Superhumans”の映像は公開前に試写を行

ともに長らくBBCが担当してきたが，BBCから

い意見交換を行っている45 ）。ロンドン大会の放

チャンネル4に初めて放送権が渡ったのが2012

送権を獲得してから大会までの2年の間に，国内

年のロンドン大会だった。そのため，チャンネル

で行われる大小さまざまな障害者スポーツの大

4 の担当に決まったことで選手の間には動揺が

会が開催されるごとに制作サイドが会場へ足を

走った。前出のライル氏によると，陸上競技の

運び，選手と直接顔をあわせ話をする機会も重

短距離走者であるジョニー・ピーコック選手は，

ねた。それは，ロンドン大会の事前取材におけ

チャンネル4に放送権が移ったことについて「神

る選手との交渉は基本的に英国パラリンピック

よ，一体何が起こったのか」と愕然としたとい

協会（British Paralympic Association）を通じ

う。パラリンピックは BBCが放送することが当

て行っていたのだが，リオ大会では選手と直接行

然であり，それまでスポーツの大規模な世界大

うようになっていたということにも表れている46 ）。

会の放送を担当したことのないチャンネル4がど

制作サイドと障害者アスリートとの間にこのよう

のような放送を行うのか，想像がつかなかった

な関係を構築することは，ロンドン大会以降チャ

からである。選手の中にチャンネル4という放送

ンネル4がパラリンピック放送を制作していくう

局に対する信頼が芽生えていなかったといえる

えで継続して行われており，両者の関係は大切

が，実際にロンドン大会の放送を選手自身が

な財産になっているという47 ）。

見たことで評価は大きく変わった。さまざまな
競技の中継映像だけでなく，放送に先立って
公開され障害者スポーツのイメージアップに大
きく貢 献したキャンペーン映 像の“ Meet the
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 レビ業界での障害者の
5テ
起用と継続性

ピック放送の出演者の半数を障害者とすると約
束した（p.17 ）
。なぜチャンネル4は「障害者の
プレゼンター」に着目したのか，そこには，そも
そもパラリンピックが「障害者のイベント」であ

イギリスにおけるパラリンピック放送の番組に

るという前提があった。元チャンネル4 のウォル

障害者のプレゼンターが初めて登場したのは，

シュ氏は「障害者は障害とともに生き，障害と

2012 年のロンドン大会だった。そして，2016 年

戦っている。障害についてよくわかっているの

のリオ大会では，テレビの画面に映る障害者の

は障害者自身なのだから，パラリンピックを引っ

プレゼンターだけでなく，テレビに映らない，番

張るのも彼らなのだ」と主張する49 ）。イギリス

組制作を担当する障害者のスタッフを養成し，

では，スポーツ番組の「顔」として知名度の高

彼らはリオの放送現場で直接制作に関わった。

い女性キャスターのクレア・ボールディング氏が

この2 つのパラリンピックを通じて，イギリスの

ロンドン，リオと2 大会続けてオリンピックとパラ

テレビ放送のオンスクリーン，オフスクリーンの

リンピックの両方の放送にプレゼンターとして出

両方の仕事に障害者が従事することになった。

演したのだが，ウォルシュ氏は「もはやクレアは

例えば，ロンドン大会以前のイギリスのテレビ

オリンピックを専門に担当すればよく，パラリン

業界の，特に番組制作に関わる現場で働く障害

ピックは彼女を必要としていない」と，パラリン

者の数はそれほど多くはなかった。日本と同じ

ピックは障害者のもので彼らのイベントであり彼

ようにイギリスのテレビ業界にも，長時間労働で

らのものだと認めるべきだと断じている。現在

あることをはじめ肉体的にハードな職場だという

ウォルシュ氏はチャンネル4を離れパラリンピッ

48 ）

認識があったからである

。また，障害のある

ク放送を担当していないが，障害者のプレゼン

俳優がドラマなどに登場することはあっても，番

ターの発掘・育成に最初から関わり続けた制作

組の進行役でありまた番組の顔となるプレゼン

者としての強い思いがこめられた発言だった。

ターに障害者が起用されることはなかった。こ

ロンドン大会の放送権の取得後 2010 年9月

のような現状に風穴を開け，テレビ業界におけ

に，チャンネル 4 は障害者のプレゼンターやリ

る障害者の新たな雇用を生み出そうとしたのが

ポーターを発掘し育成するために 50万ポンドを

ロンドンとリオのパラリンピック放送におけるチャ

投資したプロジェクト「50万ポンドタレントサーチ

ンネル4 の取り組みであり，本章では，その詳

（Half Million Quid Talent Search）
」を始動さ

細と今後の取り組みについて取り上げる。

50 ）
せた（図 2 ）
。

応募者は，YouTubeに自作の3分間動画を投

5-1 ロンドン大会：障害者の
プレゼンターの登場
5-1-1 オーディションとトレーニングの
概要

稿することでエントリーをした。映像の課題は
「チャンネル4で3分間放送できるなら，あなたな
ら何を伝えるか？（If you had three minutes of
Channel 4 air time, what would you fill it with
?）
」
。チャンネル4はこの動画をもとに，イギリス

ロンドンパラリンピックの放送権の入札・獲得

国内からエントリーがあった約 300人から12人

にあたりその提案書で，チャンネル4はパラリン

を最終 候 補者に絞り，5日間の「ブートキャン
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図2

チャンネル 4 の50万ポンドタレントサーチ

2010 年 9月

エントリー
開始

全国公募 YouTubeに自作の 3 分間動画を投稿
課題：チャンネル 4で 3 分間放送できるなら，
あなたなら何を
伝えるか？
約 300人の応募者から候補者 12 人を選定

ブート
キャンプ

英国映画テレビ学校51）で 5日間実施

12 か月間

実務研修

放送局・制作会社でスポーツ番組のスタジオワーク実習
ニュース番組やロンドン大会のビルドアップ番組にテスト出演

2012 年 5月

テレビ
デビュー

チャンネル４で放送された英国パラリンピックワールド
カップにプレゼンターやリポーターとして出演

2010 年12月

12 人の候補者からプレゼンターを選定

2012 年 8月29日～ 9月9日 チャンネル4 のロンドンパラリンピックの放送に出演
チャンネル 4 の広報資料から作成

でおよそ1年間，スポーツ中継に関する一連の

プ」を実施した。
2011年 5月，最終 候補者から選ばれたメン

実務研修を受けた。その後，ロンドン大会に先

バーが，イギリス国内の放送局（BBC，ITV，

立ち本格的にプレゼンターやリポーターとしてテ

Sky）やスポーツ番組の 6 つの制作会社の現場

レビ・デビューしたのは，2012 年 5月26～28日
にチャンネル4で放送されたBTパラリンピック

表3 ロ
 ンドンパラリンピックの放送に選出された
プレゼンター
氏

名

プロフィール
生まれつき両手と右足に障害がある 幼少期
に右足を切断 スポーツジャーナリスト チャ
Alex Brooker
ンネル4の番組“The Last Leg”
のレギュラー
出演者に抜擢される
大工 脳性まひで生まれる グラスゴーにある
車いすバスケットボールチームの元キャプテン
Martin Dougan
2013 年からBBCの子ども向けニュース番組
“Newsround”のプレゼンターとして出演
カーディフにある車いすバスケットボールチーム
のキャプテン
Liam Holt
チャンネル4のロンドン大会のビルドアップ番組
“That Paralympic Show”に参加
生まれつき右足に障害がある ジュニア時代
Jordan Jarrettから車いすバスケットボールの選手として活躍
Bryan
雑誌の編集にも携わる チャンネル4のニュー
スにスポーツ・リポーターとして出演
競泳の元パラリンピアン（北京大会に出場）
誕生時に筋肉や神経が分断し片腕不随
Rachael Latham
ロンドン大会後渡米し，インターネットのニュー
スチャンネルに出演
ダブリン出身 アイルランドの公共放送のRTÉ
のプレゼンター 16 歳の時に髄膜炎で両脚
Daráine Mulvihill を切 断 BBCによるInvictus Games 52）の
2016 年，2017 年大会の放送にプレゼンター
として出演
元英国海兵隊員 交通事故で下半身不随
に 車いすマラソンやハンドサイクルの選手と
Arthur Williams
して活躍 ロンドン，ソチ，リオ，ピョンチャン
と4 大会連続してプレゼンターとして出演
チャンネル 4 の発表資料から作成

ワールドカップだった。ロンドン大会の放送には，
表 3 の7人とすでにテレビ出演の経験のあった
元パラリンピアンのあわせて8人の障害者プレゼ
ンターが登場した53 ）。

5-1-2 トレーニングの企画および実施
主体
障害者プレゼンターの選出，トレーニングの
企画および実施において中心的な役割を担った
のが，障害者を対象に，プレゼンターや制作ス
タッフなどテレビ業界人養成のためのトレーニン
グおよびコンサルタント会社のThinkBIGGER!
である。ロンドン，リオの両大会のプロジェクト
に関わった。
同 社 は，BBC やフランスのRadio France
Internationaleなどでプロデューサーおよびライ
ターとして働いていたエディ・スモックム（ Edi
Smockum）氏が，2007年頃から始めていたテ
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レビ業界人養成トレーニングを専門的に行うた

間スピーチ，スタジオ・ショーの模擬番組への

めに設立した会社である54 ）。当時は障害者を

出 演 など多 岐 に わたり， 各 講 座 の 講 師 は，

対象としたこのようなサービスを提供する会社が

ThinkBIGGER! の養成トレーニングにも参加

なく，チャンネル4に在籍していたウォルシュ氏

経 験のある現役のキャスターやアナウンサー，

と連携してトレーニングを行った。ロンドン大会

プロダクションに所属する番組制作者などが担

の障害者プレゼンターの候 補を公募にしたの

当した。

は，プレゼンターの半数を障害者にするという

ブートキャンプの最後に行われた選考では，

チャンネル4 の公約を実現させるためで，スモッ

ブートキャンプの各トレーニング時に撮影された

クム氏の発案だったという。

映像をもとに選抜された。判断のポイントになっ

5-1-3 障害者プレゼンターの資質と
トレーニング

たのは，どのようにコミュニケーションをとること
ができるのか，候補者のコミュニケーション能力
と生放送におけるプレゼンテーション能力であっ

イギリス国内からエントリーされた候補者の映

た。例えば候補者の中には聴覚障害者もいた

像のチェックや選考は，どのような観点・基準

が，生放送の場合，手話を用いると伝達にどう

で行われたのか。ウォルシュ氏は次の3点を指

してもタイムラグが生じることが考慮されて落選

55 ）

摘した

。

になっている。

・テレビ映像の被写体として見栄えがする，ま
たはカリスマ性がある
・スポーツに堪能，あるいはスポーツが好きで
スポーツの知識がある
・ジャーナリストとしての感性がある，社会の出
来事に関心を持ち自分の意見を明確に主張
できる
このほか，
「最後までやり抜くことができる，

5-2 リオ大会：障害者の制作
スタッフの登場
5-2-1 オーディションとトレーニングの
概要
リオデジャネイロパラリンピックの開催を見据
え，2015 年にチャンネル4は「 360 °
多様性宣言

常に希望を持ち懸命に仕事ができる」という能

（360°Diversity Charter）
」を公表した（Channel

力も重要だった。ロンドン大会まで 2 年足らずの

4 2015）
。これは，組織としてあらゆるレベルに

中で開始した初めてのプロジェクトだったため，

多様 性を反映させる原則の宣 言 で，多様 性

本当によく働く人が求められたからである。

（Diversity）とは，BAME（黒人，アジア系お

彼らのトレーニングは，前出のスモックム氏に

よび少数民族 Black, Asian and minority ethnic）
，

よると次のようなものだった。最終候補者の12

障害者（Disability），LGBT（レズビアン，ゲイ，

人は 3 つの組に分かれ，5日間に及ぶ「ブート

バイセクシャル，トランスジェンダー）等の「性

キャンプ」に参加した。1日あたり14～15 時間

別や社会的地位にとらわれない機 会の均等

に及ぶ大変ハードなものであったようだ。その

（Gender and Social Mobility）
」で，500万ポン

内容は，ボイス・トレーニング，プレゼンテー

ドの投資で30 の活動を始めることになった。

ションおよびリポート技術の習得，記事や放送

チャンネル 4 はリオパラリンピックの放送での

台本の書き方の習得，自分をアピールする1分

登用を視野に入れた「リオ制作研修制度（The
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Rio Production Training Scheme）
」を開始し，

るためその仕事の内容はテレビの画面から想像

24人の障 害者を研修生として受け入れた56 ）。

をしやすいが，制作スタッフの仕事は画面に映

彼らは，制作進行（Production Coodinator）
，技

らずどのようなものなのかを理解しづらく，障害

術アシスタント，編集アシスタント，グラフィック

者自身も，例えば車いすでは動きづらい制作現

アシスタント，リサーチャーといった職種のトレー

場の環境や労働時間が長いことなど，自分たち

ニングを，12 か月間，7 つの制作会社に分かれ

から遠く離れた仕事としてとらえているからであ

て受講し，トレーニングの終了後，20人が，リ

る。

オパラリンピックの番組の制作を担当した制作会

そこで，エントリーに際しては，
「障害のある

社のリオでの業務に加わった。チャンネル4はリ

人」
「スポーツが好きな人」
「テレビの制作プロ

オ大会にあたり2016 年を「障害者年（Year of

ダクションで働きたい人」の3 つの要素を満たす

57 ）

，そのと

人を求めた。国内の3 つの地区で直接説明会を

おりになった。リオ大会では，それ以前にすで

開き，テレビの仕事に興味がある人やスポーツ

に現場経験のあった6人とあわせて計 26人（全

が好きな人とともに，ブラインドサッカー・リー

体の15%に相当）の障害者制作スタッフが制作

グや車いすバスケットボールの元選手，元パラリ

に参加した。

ンピアンなどスポーツ経験者も集まった。

Disability）
」として公約していたが

また，障害者プレゼンターの発掘とトレーニ

彼らに対するトレーニングは，チャンネル4と

ングのために実施した「リオ障害者タレント速攻

「リオ制作研修制度」に関する契約を取り交わ

コース（ Rio Disabled Talent Fast-Track）
」で

した7 つの制作会社に対して1社あたり1～3人

は，ロンドン大会で発掘したプレゼンターやリ

の実習を行うよう要請し，見習い訓練生として

ポーターのレベルアップと新たに2人の障害者プ

制作コーディネーターやリサーチャー，グラフィッ

レゼンターの育成を図り，視聴者にわかりやす

クの下仕事や動画作成，撮影の補助などの仕

い障害者スポーツや障害の説明の訓練を進め

事を学んだ。さらに，パラリンピックをはじめス

た。リオ大会では，障害者プレゼンターの割合

ポーツ番組の制作は基本的に大きなチーム作業

はロンドン大 会の 5 割から6 割以上に増 加し，

で行うため，そのチームの中の上下関係や毎日

リオから生放送を行った午後の部のプレゼン

の基本作業の流れを理解することが求められる

ターは4人全員が障害者だったほか，主要プレ

ことから，チームの中での立ち位置や働き方も

ゼンター・リポーター10人のうち6人が障害者

身につけることになった。

58 ）

だった

。

5-2-2 障害者の制作スタッフの資質と
トレーニング
障害者の制作スタッフの応募に対してエント

制作スタッフの中には，グラフィックの仕事や
カメラのオペレーターの補助といった数人の技
術スタッフが加わったことも注目される。前出の
スモックム氏は，テレビ撮影用のカメラは絶え
ず進化しており，精度や画像の鮮明度が増して

リーした24人は，全員テレビの仕事は初めて

いるだけでなく使いやすさも向上しているので，

だった。障害者のプレゼンターと比べてそもそ

障害者のカメラ操作ももっとテクニカルなことが

もエントリーをしてもらうこと自体が難しかったよ

可能になることや，イギリスの中継現場で使用

59 ）

うだ

。一般に，プレゼンターはテレビに現れ

されている中継車は中に入るのにスロープでは
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なく1 段ずつ階段を上る造りになっていて，これ

紹介を楽しんでいて，テレビにおける彼らの存

も改造されれば中継現場における障害者の仕

在を抵抗なく受け入れていた。

事ももっとスムーズになると期待を寄せた。ま
た，このような技術革新は，障害者だけでなく

「障害者プレゼンターは本当によかった。

おそらく健常者の技術スタッフにとっても番組制

彼らはさまざまなクラスの障害に関する情報

作上プラスの効果があるとの指摘もあった60 ）。

を詳しく伝えてくれた。彼らのおかげで番組
が明るく心温まるものになり，ユーモアも伝

5-3 テレビへの障害者の起用と
継続性
5-3-1 障害者プレゼンター

わってきた」

（ 45 ～ 54 歳・女性）

リオ大会の放送ではロンドン大会以上に障害
者プレゼンターが登場する場面が増えていたの

番組のプレゼンターあるいは制作スタッフとし

だが，そのような放送を視聴者が違和感なく視

て障害者がテレビ業界に進み始めたきっかけ

聴していたことから，視聴者が求めているのは

は，チャンネル4からのそれぞれのエントリーへ

プレゼンターとしての能力であって障害の有無

の呼びかけであったとしても，そこでのトレーニ

は関係ないことがわかる。それは例えば視聴者

ングや放送現場での経験から得られたテレビ業

が健常者のプレゼンターを評価するのと同じこ

界の専門的技能は，パラリンピック大会終了後

とであり，プレゼンターとして優秀であればパラ

にどのように生かされているのだろうか。

リンピック放送だけでなく他の一般番組に障害

障害者プレゼンターの多くは，表 3（p.33）の
彼らのプロフィールに示したように，パラリンピッ
ク放送でのキャリアを生かしてさまざまな放送

者プレゼンターが登場しても受け入れられる可
能性が高いことを示している。
また，BBCラジオのスポーツプレゼンターや

局の番組に出演し活躍を続けている。夏季，

プロデューサーとして25 年を超える経験を持ち，

冬季を問わず，パラリンピックの開催ごとにチャ

ThinkBIGGER!のトレーナーの1人で障害者プ

ンネル4 の放送に必ず登場し，パラリンピック放

レゼンターの養成トレーニングに携わったロブ・

送の「顔」になっているプレゼンターも現れてい

ノスマン（ Rob Nothman）氏は，トレーニング

る61 ）。前出のスモックム氏は，
「テレビの画面

では目の前のロンドン大会の放送に出演するこ

に映る障害者プレゼンターを目にしなければ，

とだけに焦点をあてるのではなく，大会終了後

障害者がテレビ業界で働くことができるとは誰

もテレビ業界で続けて仕事ができるように，広く

も思わなかっただろう。その意味で，ロンドン

テレビ業界に通用する能力のある人材の養成に

大会でチャンネル4が障害者プレゼンターを登

注力したと語っている62 ）。それは，彼らが身に

場させたことは大きい」と指摘し，
「障害者プレ

つけた能力をその場限りにせず次のステップ

ゼンターの登場は視聴者，放送事業者，障害者

アップに役立ててほしいという意向があったから

のそれぞれにインパクトがあった」と語った。

である。障害者プレゼンターがパラリンピック放

チャンネル4がリオ大会後にイギリスで行った

送後も他の放送局のさまざまな番組に出演する

調査（p.29）では，7割を超える視聴者が画面に

機会をつかんでいることをみると，そのようなト

登場した障害者プレゼンターのコメントや競技

レーニングを通じて身につけた彼らに対して放
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送事業者も一定の評価をしていることがうかが

があり，継続して仕事をすることが可能である。

える。一方，障害者にとっても，障害者プレゼ

そして，
「障害のことを最もよく知っているのは

ンターがテレビの画面という目に見える形で登場

障害者である」という発言は，障害者プレゼン

したことで，障害者がこれから進む職業の新し

ターの養成を始めた元チャンネル4 のウォルシュ

いロールモデルになったのではないだろうか。

氏の発言（p.32）とも重なる。「障害者ファース

5-3-2 障害者の制作スタッフ
リオパラリンピックの放送に向けて育成された
障害者の制作スタッフも，リオ大会終了後は，

ト」の番組の制作を考えると，プレゼンターで
あっても制作スタッフであっても障害者が加わる
ことが求められるようになった。
ただ，放送事業者にとっては，テレビの制作

仕事の内容やそれぞれが生活している場所に応

現場で障害者を登用することに困難がまったく

じて，テレビ番組に関わる各地の制作会社に採

ないわけではない。例えばスタジオの床には段

用されている。数少ない例外は，地元に帰った

差があることもあり車いすでは移動しづらかった

もののそこにテレビ関連の制作会社がなく他の

り，障害の種類や程度によってはトイレや食事

仕事に就いたケースだった。彼らの登用につい

の時には介助が必要な場合があったりするかも

て，特に障害者が出場するパラリンピック放送

しれない。たしかにそれらは解決するべき物理

の制作スタッフに障害者が加わることの重要性

的な問題ではあるが，フルタイムで働く障害者

を語るのが，自らも障害のある前出（p.29）のス

の制作スタッフを4人雇用し，リオ大会で新た

ティーブンソン氏である63 ）。

に発掘された障害者スタッフも雇用した制作会
社 Sunset+Vine のマネージング・ディレクターの

「パラリンピックの制作チームに障害者が
いることが重要だ。彼ら（健常者の制作者）
は私に『どう思う？』
『こう言うべきか，ああ

ジョン・リーチ（John Leach）氏は，次のよう
な自社における事例を挙げた64 ）。

言うべきか？』と尋ねてくる。サッカーのワー
ルドカップを放送するなら，サッカーをする
人，サッカーが大好きな人，常にサッカーに
注目している人を制作チームに加えるだろう。
同じことだ。必要なのは，正しいこと，間
違っていることに対する本能的な判断だ」
（アンディー・スティーブンソン Whisper Films）

「電動車いす利用者のある男性には，最
初，ヘルパーがついてトイレや食事の介助を
していた。ある日，彼が『もうヘルパーはい
らない。誰か，1日に 3 回トイレに行くのを手
伝ってくれませんか？』と言うと，多くの同僚
が同意し，当番表を作って彼をトイレに連れ
て行くようになった。こうして，彼の周りが
すてきな場所に変わったのだ」

ピョンチャン大会の放送ではリオ大会の放送



（ジョン・リーチ Sunset +Vine）

に関わった障害者の制作スタッフが複数名加わ
り，現在 Whisper Filmsで仕事を続けているス

車いすの障害者スタッフを受け入れるために

タッフもいる。夏季，冬季と2 年ごとに開催され

Sunset +Vineでは床の段差の解消などの環境

るパラリンピック大会に加え，その合間に開催

整備も行ったが，何よりも社内の雰囲気や障害

される障害者スポーツの大会の放送も増えてき

のある社員に対する同僚の受け止めが変わった

ている。訓練された制作スタッフには十分需要

ことが大きかったようだ。障害者，健常者，そ

37

れぞれの社員が相互に対応のしかたを学んで
いったということである。イギリスのテレビ業界
のダイバーシティーがどこまで進むのか，もちろ
ん障害者1人ひとりの障害の特性を理解しその
能力にあわせた仕事を見つけられるかどうかも

 ャンネル 4が国内外の
6チ
放送に与えた影響

2012 年パラリンピックロンドン大会は，参加国，

考慮しなければならないが，障害者への対応と

競技者，会場への動員のすべてにおいて過去

いう点からSunset +Vine の事例をみると，イギ

最大の大会となった。また，チャンネル4 のパラ

リスのテレビ業界ではその扉が少しずつ開かれ

リンピック大会の放送時間量の多さ，そして視

始めているようだ。

聴・参加促進のキャンペーンは，これまで放送

そして，チャンネル4ではさらにその先を見据

を担った世界の放送関係者の注目を集めた。こ

えた取り組みが始まっている。ロンドン大会，リ

こでは，障害のあるプレゼンターの起用，それ

オ大会のエントリー・トレーニングシステムをも

に続き番組制作への門戸開放というチャンネル

とにテレビ業界に新たな才能を加えることを目

4が2012 年ロンドン大会を契機に取り組んだ障

指して開始したのが「チャンネル4 テレビ制作ト

害者へのアプローチが，国内外の放送事業者

レーニング制度および制作実習（The Channel

に与えた影響について，イギリス，デンマーク，

4 Production Training Scheme & Production

ドイツ，そして2020 年東京大会の放送を担当す

65 ）

Apprenticeships）
」である

。これは障害者を

るNHKを中心にみることとする。

はじめBAMEにまで応募の対象を広げた，テ
レビ番組を作りたい人，メディア界で働きたい
人向けのエントリーシステムである。テレビの仕
事に関する経験の有無は不問で，1 週間のブー

6-1 イギリス：多様性が進む
テレビ業界

トキャンプに参加しそこで合格すると，チャンネ

多様性の欠如を埋める，BBCやITV では満

ル4と提携した制作会社で行われる12 か月間

たされない興味や関心に応える，社会の多様な

の有給のトレーニングに進む。2018 年のコース

人々をテレビに反映するという目的に沿って，

は 9月17日から始まったトレーニングが進行中

2000 年にチャンネル4は「障害者アドバイザー」

で，次回は 2019 年にエントリーが行われる予定

のポストを設け，コミッショニング・チームに番

になっている。

組全体にわたって障害者の出演を促した。チャ

チャンネル4は，ロンドン大会における障害

ンネル4は，パラリンピックの2012 年大会の放

者プレゼンターの養成と出演，リオ大会におけ

送を担当する以前から，他のどの放送事業者よ

る障害者の制作スタッフの養成と雇用を開拓す

りも障害者のテレビ参加について積極的に取り

ることによって，テレビ業界における障害者の

組んできた放送事業者である。

進出の後押しをしてきた。2012 年のロンドン大
会からすでに6 年が経過した中でもそのような
取り組みは着実に継続されている。

6-1-1 一 般番組にキャスティングされる
障害者
チャンネル4はデジタル多チャンネル化の中で，
リアリティー番組の先駆けとなった一般の若い
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人たちが参加する“ Big Brother”の放送を始

「パラリンピック大会開幕時点では，メディ

めた。応募で選ばれた10人前後の若者が1つ

アから『障害ではなく能力を，選手は普通

の家で最大 90日間共同生活をする様子を毎週

の選手と同じように見てもらいたい』というよ

放送し，視聴者が最も好感を持った参加者に投
票し優勝者を決めるという番組である66 ）。この
番組の人気を土台に，チャンネル4は若者に支
持されるテレビのイメージを定着させた。この人
気番組“Big Brother”の2006 年放送の第7シー

うな，前向き志向の若干気まずく感じるよう
な言葉を耳にしていたが，大会が始まると話
題が少し変わった。夜遅くに放送したコメ
ディアンのアダム・ヒルズの礼儀知らずのパ
ラ番組“ The Last Leg”が，メインストリー
ムの視聴者を，障害のユーモアだけが通じ

ズンに初めて障害のある男性が出場し，優勝し

る暗くて楽しく意外な場所に導いた。そして，

た。その後障害者の応募が増え，翌年には目

番組は，毎回視聴する人たちにおそらく以

の不自由な男性が準優勝している。

前は尻込みしたようなことをオープンに話し

チャンネル4の番組にはこのように単発で障害
者が出演することはあったが，障害者が主役と
なる定時番組はなかった。それを変えたのが，

ても良いという感覚を与えた」


BBC 2012 年 9月9日69 ）

大会の翌年（ 2013 年）から“ The Last Leg”

2012 年ロンドン大会期間中に毎日放送された

は定時番組化し，政治や社会ネタを議論するな

“ The Last Leg”である。この番組は，オース

ど，パラリンピック・スポーツの枠を越えた番組

トラリアの義足のコメディアンのアダム・ヒルズ

に成長し，現 在も放 送が続いている。“ The

（ Adam Hills）氏を中心に，若手コメディアンの

Last Leg”は，ウォルシュ氏の言葉を借りれば，

ジョシュ・ウィッカム（Josh Widdicombe）氏と

チャンネル4の内部も，視聴者も，そして放送事

義 足かつ腕に障 害があるアレックス・ブルー

業者も，障害に対する見方や偏見を変える「ゲー

67 ）

カー（ Alex Brooker）
氏

が司会するコメディー

ム・チェンジャー」の役割を果たした。

番組である。この番組は，オリンピックを放送

一方，BBCは，1996 年から放送が続く人気

するBBC の真面目で正統なスポーツ番組に対

ドラマ・シリーズ“Silent Witness”
（法医学捜

し，真面目さに楽しさと面白さを加味して BBC

査班）に，ロンドン大会の翌年（ 2013 年）から，

とは異なるチャンネル4らしさを出すことを意図し

車いすの障害者俳優リズ・カー（ Liz Carr）氏

て制作された。しかし，放送を決定するまでは

を法医学の専門的知識を持ち，ラボを支えるク

何度も試写を行い，内部を説得する必要があっ

ラリッサ役として加えた。また，イギリスには，

68 ）

。障害のある司会者が障害を笑い

何十年にもわたって放送が続いている老舗の連

の種にしてしまう番組は，物議をかもす番組を

続ドラマがある。BBCは“ EastEnders”
，ITV

数々放送してきたチャンネル4にとっても，二の

は“Coronation Street”で，両番組はほぼ毎週

足を踏む決断だったようである。この番組は大

トップ10入りしている。このイギリスに浸透し，

会期間中，毎日その日のパラリンピック放送を締

知らない人は誰もいない2 大ドラマでも現在，障

めるエンターテインメント番組として生放送され

害のある登場人物が設定され，健常者ではなく，

た。しかしチャンネル4 の懸念とは裏腹に，予

さまざまな障害を持つ俳優が演じている。

たという

想外の評価を得た。

また，パラリンピアンの中でテレビで起用さ
れるケースも増えた。ロンドン大会で車いすラグ

39

ビーの主将を務めたスティーブ・ブラウン氏は，

に感じる」と吐露し，
「BBCがオリンピックの解

引退後 2016 年リオ大会を含め数々の障害者ス

説に障害者を起用したら，大きな影響を与える

ポーツ大会のリポーターや解説者として加わり，

ことができる」と語っている71）。なぜなら，BBC

2017年にはBBCの自然番組“Countryfile”の

のオリンピック放送には，障害のあるプレゼン

プレゼンターに起用された。彼は「
（障害者にな

ターや解説者は起用されていないからである。

る前に）学校のキャリア・アドバイザーから，絶

スポーツやニュース報道分野では現在，女性や

対無理だと言われた子どもの頃からの夢を実現

BAMEのプレゼンターや解説者が起用されてい

70 ）

。そして，パラリンピッ

るが，障害者の例はまだない。この分野はテレ

ク100m 走で 2 大会連続金メダルを取ったジョ

ビ放送の中でもいまだに保守的な分野といえ

ニー・ピーコック選手は，2017年11月にBBC

る。

できた」と語っている

のダンスの技を競う人気番組“ Strictly Come

チャンネル4が2012 年ロンドン大会の放送で

Dancing”に障害者として初めて出演し，プロ

取り組んだ前例のない障害者の起用や，キャン

の女性ダンサーと組んでワルツやタンゴなどの

ペーンでみせたパラリンピアンへの斬新なアプ

課題を演じ，注目を集めた。

ローチは，視聴者とテレビ業界で働く人の障害

ここに挙げた障害のある俳優，コメディアン，

に対する意識を変え，イギリスのテレビ業界で，

プレゼンター，スポーツ選手の番組は，BBCを

障害のある人がテレビ画面に登場することが増

はじめとしたイギリスの中心的なテレビ事業者の

えた。チャンネル4 の2012 年ロンドン大会の放

メイン・チャンネルで放送されている番組の一

送が，こうした良循環を生じさせる契機となった

部にすぎない。イギリスのテレビで障害のある

ことは確かだと考える。これをロンドン・レガ

人々がプロフェッショナルな能力で登場する機

シーと呼ぶとしたら，これはロンドン大会開催

会が格段に増えている。一方，スポーツ番組の

が決定された時点で，レガシーとして想定され

分野では，健常者のスポーツには健常者のプレ

ていたものではない。一般的にオリンピック・パ

ゼンターやリポーター，障害者スポーツには，健

ラリンピック大会のレガシーは，多額の税金を

常者かあるいは障害者のプレゼンターやリポー

投じて建設されるスポーツ施設の恒常的利用，

ターが起用されている。チャンネル4 のパラリン

交通手段や道路のユニバーサル・デザイン化に

ピック放送ではプレゼンターとして毎回登場する

よって，利用が継続されるインフラ等としてとら

エイド・アデピタン（ Ade Adepitan）氏は，ナイ

える。チャンネル4 の取り組みを契機に生まれ

ジェリア出身で幼少時にポリオを発症，3 歳でイ

た放送業界の障害者をめぐる良循環は，税金

ギリスに移民し，車いすバスケットボールで金メ

が投じられたものではなく，放送関係者が自発

ダルを獲得した元代表選手でもある。彼は，パ

的に生み出したロンドン・レガシーといえる。

ラリンピックだけでなく，ドキュメンタリー番組
の案内役を務めるなど，イギリスでもカリスマ性

6-1-2 制度上の機会均等の促進

があり人気のある人物である。さまざまな番組

また一方で，
「放送のレガシー」は，多文化化

で活躍しながら，それでもアデピタン氏は，
「ス

が進み，多様な価値観が表出するイギリス社会

ポーツ・メディアは『障害者』と印がつけられた

の中で，政治的な要請として雇用上の機会均等

箱に自分を押し込め，チャンスを狭めているよう

を促進する動きが高まったことも考慮しなくては
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則を科す性質のものではない。つまり，目標に

ならない。
イギリスでは，差別を禁止するさまざまな法律

向かうプロセスが重視され，継続的な取り組み

を統合し，雇用立法といえる「 2010 年平等法」

が求められている。施行後に定められた規則で

72 ）

。法律を簡素化することで，雇用

は，対象の公共機関に公共事業体であるBBC

者も従業員やこれから職を求める人も，権利と

とチャンネル4が含まれ，年に1 度平等法に関

義務を明確に理解することを目的としている。こ

連するコンプライアンスを示す文書を公開し，平

の法律で保護される特性は，年齢，障害，性

等に関する目標を少なくとも4 年ごとに公表する

別適合（ gender reassignment），婚 姻および

ことを求めている73 ）。

が成立した

同性婚（civil partnership），妊娠および出産・

放送という分野は他の事業と大いに異なる点

育児，人種，宗教あるいは信条，性別，性的志

がある。放送メディアには，社会の現状を鏡のよ

向である（第 2 部第 1章第 1条）
。また，障害者

うに映し出し，放送を視聴する人たちに自分を

とは，肉体的あるいは精神的障害があり，通常

取り巻く環境を理解し，放送を通じて自らの価

の日常活動を行う能力に，障害が実質的かつ長

値や考えを形成させる力があり，それがまた放送

期的に悪影響をもたらしている者と定義される

の役割でもある。それは，健常者ばかりでなく

が，過去に障害があった者も同じようにこの法が

障害者にとっても同じ作用を持つ。したがって，

適用されると規定している（第 1章第 6 条）
。そ

放送事業者は，一般企業としての雇用の配慮だ

して，職場での平等を推進するうえで，公共部

けでなく，テレビやラジオの番組のキャスティン

門には 3 つの必要性を考慮する一般義務が課

グや描写，そうした番組を制作する専門職上の

せられている。それを障害者にあてはめると，

人材登用までが社会を反映するのだということ

「ハラスメントや見せしめなど，平等法で禁止さ

を自覚しなければならない。とりわけ，障害者に

れる不法な差別の排除」
「障害者と非障害者の

ついては，障害の種類や程度がさまざまであり，

間の機会均等の促進」
「障害者と非障害者の間

放送事業者にとっても障害者にとっても，放送

の良好な関係の育成」である（第 149 条）
。そし

業界に飛び込むにはハードルが高い。このため，

て，第 5 章で指摘したように，例えば，障害の

放送事業者は単に業界が雇用上の事情で門戸

ある人が職場で必要なトイレの介助や通勤で使

を開くのではなく，チャンネル4がパラリンピッ

用する駐車場，あるいはパソコンを利用する場

ク放送の障害者プレゼンターやリポーターの起

合に必要とされるアプリケーションなど物理的な

用で行ったように，人材の発掘と専門的な訓練

考慮や，同じ職場で働く人々とのコミュニケー

や研修など，障害者の参画のプロセスを積み上

ションなど，とりわけ障害者にとって必要とされ

げていくことが必要となる。

ることは健常者とは異なることを明確に認識し，

チャンネル4は，障害者雇用の先駆者として，

方針やサービスを決定する際に，障害を考慮し

障害者雇用のガイドラインを発表し，放送業界に

なければならないとしている。この一般義務は，

おける障害者雇用を促進する実践的なアドバイ

各機関が自主的に設定する目標の達成を保障

スを提供するほか，障害者だけでなく，平等法

するために義務づけるのではなく，あくまでもそ

で保護される特性を有するBAMEまで対象を拡

の必要性を考慮することを求めているもので，

大し，テレビ制作の研修に着手している。

目標を達成できない場合に当該の規制機関が罰

放送の多様性の面でチャンネル4に遅れをとっ
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ていた BBCは，2014 年 6月にBAMEに該当す

すべての番組制作を外部の番組制作プロダク

る人々のテレビ出演とテレビ番組制作に起用す

ションに委託しているが，現在では BBCも含め

74 ）

。それには，新たに

すべてのテレビ番組制作は外部に委託されてい

210万ポンドの「ダイバーシティー・クリエイティ

る。委託する側の放送事業者が，障害者を起

ブ・タレント基金」を設け，BAMEの脚本家，タ

用する方針を示せば，独立プロ側も対応せざる

レント，制作スタッフを巻き込んで，BBC の番

をえない。

る取り組みを発表した

組におけるBAMEの描写をめぐる課題に取り組

この節の最後に，放 送の規 制 機 関である

むことや，これまで BAMEの枠でインターンとし

Ofcomが2018 年9月に発表した放送業界の多様

てBBCの職場で働いた経験を持つ若者たち20

性や機会均等の現状と評価を報告する「テレビ

人を採用することなどが含まれる。これに続き

における多様性と機会均等」の内容の一部を紹

同年7月に，障害者についても同様の趣旨の行

介する78 ）。2003 年放送通信法はOfcomに対し，

動計画を発表した75 ）。

ジェンダー，人種，障害について放送事業者に

このあとBBCは，BBCの放送や職場全般に

報告することを義務づけていたが，2010 年平

わたってダイバーシティーを促進する担当の部門

等法でその範囲が拡大し，Ofcomは，障害者，

を設け，2016 年 4月，初めて2016 年から2020

BAME，ジェンダー，宗教，性的嗜好，年齢の

76 ）

年までの多様性戦略を公表するに至った

。そ

6 つのジャンルについて，雇用状況のデータや，

して2017年10月には，多様性を促進するプロ

事業者の改善策などの情報の提供を求めてい

セスとして，障害のある俳優を全国から発掘し，

る79）。なお，この調査は，Ofcomが放送免許を

研 修を行い，その成果をプロの前で発 表し，

付与した事業者で，21人以上の従業員を抱える

BBC の内部や外部のプロダクションなどと接点

企業が対象である。Ofcom の調査によると，イ

77 ）

を作る機会を設けるプログラムを行った

。こ

ギリスのテレビ業界で働く障害者の割合（表 4 ）

のプログラムでは 32人が選ばれ，オーディショ

は，1年間で向上しているものの，労働人口（ 16

ンやカメラ・ワーク，芝居などで必要とされる能

〜 64 歳）比率をまだ下回っており，一層の取り

力についてプロの指導を受けた。また，BBCの

組みが求められている。

研修部門のBBC Academyが現在，障害者のタ
レント採用に向けたポータル「Extend Hub」を
運営し，障害者タレントの応募方法の案内，合
格のための適性の相談と支援などの窓口となっ

表4

イギリスのテレビ業界の雇用状況

ている。
平等法で指定された公共機関として BBCと
チャンネル4が，テレビの出演や舞台裏である

労働人口
に対する就
業者の割合
（2017 年度）

2017 年度

2016 年度

テレビ業界の就業者の割合

制作で障害者のテレビ業界へのアクセスを向上

障害者

18%

6%

3%

させる取り組みを行うことの意義は大きい。テ

ＢＡＭＥ

12%

13%

11%

ジェンダー
（男女）

男 53%
女 47%

男 54%
女 46%

男 52%
女 47%

レビ業界全体が多様性の確保と無縁ではない
からである。第 3 章で述べたように，チャンネル
4は設立時から内部に制作部門を持たず，ほぼ
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6-2 デンマーク：転機となった2012 年
パラリンピックロンドン大会

メイン・チャンネルのDR 1と若者向けチャンネ
ルのDR 3 の2 つのテレビチャンネルを使って，
合計 70 時間と増加し，2016 年リオ大会の放送

デンマークでは，オリンピックとパラリンピック

時間は 92 時間にさらに増加した。また，視聴

大会は，公共放送 DR（Danmarks Radio）が放

者数（パラリンピック放送を5 分間視聴）は 2012

送を行っている。ヨーロッパ諸国ではイギリスを

年ロンドン大会が261万6,000人，2016 年リオ

除き，どの国も公共放送がパラリンピック大会

大会は 210万 5,000人だった。デンマークの人

の放送を行っているが，その中でデンマークを

口の 570万人のうち，リオ大会の視聴者数は，

事 例として調 査を行うことを決めた動 機は，

その37%にあたり，開催国との時差を考慮する

2016 年の一次調査の段階で，2012 年ロンドン

と，多くの人々がリオ大会を見たといえるだろう。

大会終了後，DR がチャンネル4を訪問し，ヒア

パラリンピック放 送は，DR 1の夜間メイン

リングを行ったという情報を得たからである。

ニュースに続いて，夜 9 時 40 分からハイライト番

DRはチャンネル4から何を吸収し，リオ大会に

組“Gold to Denmark ”を放送し，現地のリオ

生かしたのか。この節では，DRのロンドン大会

と結び最新ニュースと活躍するデンマークの代表

以後のパラリンピック放送の取り組みから，チャ

選手のインタビューを伝えた。DR 3では，連日

ンネル4 のパラリンピック放送の影響を考察す

午後と夜間にライブ番組“Rio 2016: Paralympic

る。

Games”を放送した。また，DRのパラリンピック

DRは，国営放送として1925 年にラジオ放送

専用サイトで，パラリンピック放送関連情報やパ

を開 始し，1951年にはテレビ 放 送を開 始し，

ラリンピアンのバックストーリーを含めた紹介，

1973 年に国営放送から受信料を財源とする公

見逃した試合のビデオクリップ等を提供した。

共放送に改組され，2018 年で 93 年の歴史を持

ライブ中継は DR 3だが，デンマークのパラリン

つ。また，1988 年には DRに並ぶ 第 2 の公共

ピアンがメダルを取るチャンスがある場 合は，

放送として TV2が設立されたが，将来の民営

DR 3からメインのDR 1に切り替えライブ放送す

化を前提にTV2は 2003 年に100% 政府所有会

るという戦略をとり，例えば，卓球のピーター・

社となり，2004 年からは広告放送のみで運営さ

ローゼンバーグ選手の決勝は DR 1で放送し，

れている。DRは 37%，TV2は 38%と視聴者を

昼間の時間帯にもかかわらず，国民の 5 分の1

二分し，国内の中核的な存在である。そしてデ

にあたる120万人が視聴した。

ジタル多チャンネルの流れの中で現在，それぞ
れ 6 つのテレビチャンネルを提供している。

6-2-1 増加したパラリンピック放送の
規模

ロンドン大会以後パラリンピック放送が格段
に増えた背景の1つとして，デンマークの政府
与党と議会が結ぶ「メディア政策協定 2011〜
表 5 デンマーク：パラリンピックの放送時間数

2008 年のパラリンピック北京大会まで，DRの
パラリンピック放 送は大 会終了後に 1 時間半
のハイライト番組しか放送しなかった。しかし，
表 5 のように，2012 年ロンドン大会の放送は，

DR 1

DR 3

2012 年ロンドン大会

3 時間

67 時間

2016 年リオ大会

4 時間

88 時間
出典：DR 調査部
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2014 年」で，DR が留意すべきことの1つとし

り，コペンハーゲンにあるDRの放送センターの

て，
「障害者スポーツとマイノリティー・スポー

スタジオで，カメラテストやインタビューを行っ

ツの 報 道の 増 加」が 付 加されたことがある

た。その結果，同年10月，アナス・コルボー

（Kulturministeriet 2010）
。この協定をもとに

（ Anders Kolbo）という36歳（当時）の男性が選

同期間 DRと政府との間では，DR が果たすべ

ばれた 81）。コルボー氏は，2005 年に難 病の

き役割と財源規模を決める公共サービス契約

ALS（筋肉硬化症）を発病していることがわか

が結ばれる。ここで，障 害者スポーツとマイ

り，2010 年から車いすの生活を余儀なくされて

ノリティー・スポーツの両 面でその報 道の幅

いる。コルボー氏は，大学でマーケティングを

を広げなければならないことが義務づけられ

専攻し，いくつかの仕事を経て現在広告代理

た（Kulturministeriet 2011）
。しかし，
「放送

店でプロジェクト・コンサルタントとして，勤務し

（broadcast）
」ではなく，
「報 道（cover）
」とい

ている。病気が発症する前は，サッカーやバド

う用語が使われていて，特定のスポーツが指定

ミントンなどのスポーツ経験があり，障害者と

されてはおらず，どのスポーツをどのように取り

なってからは車いすバスケットボールや車いすラ

上げるのかは DRの判断に任されている。

グビーの選手として，代表チームに参加した。

6-2-2 ＤＲのパラリンピック放送への
新たな試み

しかも，コルボー氏は，障害者スポーツの知識
があるだけでなく，彼自身がメディアに強い関心
を持っていた。「自分の病気が自分の性格まで

チャンネル4 の2012 年ロンドン大会の放送の

変えてしまった。制限されるより挑戦したい。車

成功は，DRのパラリンピック放送の方針に大き

いすが必要でも，私にはできることはたくさんあ

な影響を与えた。DRは 2014 年秋に，イギリス

る。新しいことを恐れていない」と応募した動機

のチャンネル4を訪問し，2012 年ロンドン大会

を語っている82 ）。

の放送について聞き取りを行っている。そして，

DRの障害者リポーターの養成は，DRで採用

DRは，
「チャンネル4がスポーツを真面目に取り

される新人と同じように，デンマーク・メディア・

上げ，楽しく，かつタブーを壊すことを同時に

ジャーナリズム学校（the Danish School of Media

行った。そのことにとても感化された。パラリン

and Journalism）で 6か月間の研修を受けるとい

ピアンは，正直さと真面目さと，そしてユーモア

う方法をとり，その後コルボー氏は DRの報道

にあふれている。それこそ，人々も見たいこと

局で3か月の実務研修を受けた。その間，実際

80 ）

だ」とリオ大会への抱負を述べている

。そし

に障害者スポーツのリポートを行い，インターネッ

て DRはリオ大会までの2 年間，
「真面目で楽し

トで配信された。そして，コルボー氏は，大会

く，かつオープンに」の方針のもと，さまざまな

期間中リオデジャネイロに派遣され，リオ大会

新しい取り組みを行ったが，リオ大会前に行っ

に出場したデンマークのパラリンピアンに競技

た DRの最 大の事 業の1つが，障 害 者リポー

会場でインタビューを行った。

ターの採用だった。

DRのスポーツ報道局では，障害者リポーター

DRは，ロンドンから帰国後まもなく，リオ大

を起用したことで，DR 内部でパラリンピックを

会放送の障害者リポーターの募集を開始した。

これまでとは異なる角度から見ることができるよ

40人の障害者が応募し，6人が第 1次審査を通

うになり，前向きな変化があったという83）。彼が，
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障害者の視点を持ち，パラリンピアンと近づき，
ちゅうちょ

スポーツ選手（撮影取材された選手も含め）の

これまでだったら踏み込むことを躊 躇していた

前で見せ，ギュンター氏の話術の効果もあるの

ような障害者が抱える問題についてインタビュー

か，みんなで大笑いする＝障害者が障害を笑う，

をしたことが挙げられている。そして，その成

という作りである。登場する8人は，それぞれの

功は，コルボー氏がスポーツに対し情熱を持ち，

障害をまったく隠していない。DR が初めて採用

人に話しかけることに長け，ユーモアのセンスが

した，パラリンピアン自身が持っているユーモア

あったという彼の能力に依拠することが大きい

をテレビで利用するという方法は，これまで怖

と，コルボー氏の個性を評価している。しかし，

がりすぎて越えられなかった一線だった85 ）。

DRはチャンネル4のように，障害者プレゼンター
という新たな地位を継続的に維持するという方
針は持っていない。コルボー氏は，リオ大会の
放送が終了すると，またもとの広告代理店での
仕事に戻っている。

6-2-3 パラリンピアンからみた
パラリンピック放送
デンマークの国内の障害者は人口の約 10%，
60万人弱とみられるが，デンマーク障害者ス

障害者リポーターの起用は，DRのリオ大会の

ポーツ協会によれば，全国で143のクラブで 2

放送で行った大きな取り組みだったが，
DRはチャ

万人の障害者がスポーツを楽しんでいる。2016

ンネル4からもう1つ学んだことがあった。それ

年リオ大会へは，陸上，乗馬，射撃，水泳，

は「障 害をユーモアにする」という点である。

卓球の 5 種目，合計15人のパラリンピアンが派

DRには，
“Gintberg på Kanten”
（「ギュンターは

遣された。

崖っぷち」，英語名“Comedy on the Edge”
）

このうち，卓球のクラス6 でロンドン大会銅メ

というコメディー番組がある。デンマークのコメ

ダルに続き，リオ大会で金メダルを獲得した

ディアンのヤン・ギュンター（Jan Gintberg ）氏

ピーター・ローゼンマイヤー（Peter Rosenmeier）

がデンマーク国内をあちこち訪ね，サブカル

選手（ 34 歳）と，乗馬でデンマーク代表となっ

チャーを体験するというエンターテインメント番

たカロリーネ・セシリエ・ニールセン（Caroline

組で，時にはオーストラリアなど海外にも足を延

Cecilie Nielsen）選手（ 28 歳）の2人に話を聞

ばす。この番組のリオ大会特集番組（44分）が

くことができた86 ）。

リオ大会開幕に向けたビルドアップ番組として，

ローゼンマイヤー選手は，現在，デンマーク

2016 年9月4日日曜日午後 8 時のピークタイムに

障害者スポーツ協会で週 32 時間勤務し，練習

DR 1で放送された。インターネットで DRの見逃

を続けている。彼は，リオ大会の決勝をDR が

しサービスを行うDRTV で44分のスペシャル番

メイン・チャンネルのDR 1で放送したことで，

組が公開されているので，アクセスできる84 ）。

急に世界が変わったと言う。多くの人が彼のこ

この番組は，スタジオで一般の人と障害者ス

とを知って，買い物をしていると近づいてきて

ポーツに励む選手たちとが対話するという作り

話しかけるようになった。優れたパラリンピアン

ではなく，ギュンター氏が 8 人のパラリンピア

として注目されることで，障害者を持つ母親か

ンの日常やトレーニングに密着取材した映像を，

らは，
「手足が1本，2 本，3 本なくなるとしても，

デンマーク障 害 者スポーツ協会（Parasport

良い人生を送ることを示してくれることはとても

Denmark）の体育館にぎっしり集まった障害者

重要です」と彼のFacebookにメッセージが寄せ
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られ，それがまた彼の原動力になっていると言

が，
「自由に選択することができるなら，自分の

う。ローゼンマイヤー選手は，
「自分のパフォー

スポーツ能力だけを伝えたい」と語った。一方

マンスをテレビで見ることで，障害者，そしてそ

ニールセン選手は，
「一般の人に，乗馬をして

の家族が変わることができるなら，4 年に1 度し

いるという一部だけでなく，私という人間の全

か開催されないパラリンピック大会だけでなく，

体像を理解し，パラリンピックの乗馬とはどんな

もっと多くの障害者スポーツの大会を放送し，障

スポーツなのかを理解してほしい。そして私の

害者スポーツが継続的に注目してもらえるように

姿を見て，自分にもできるんだと思ってくれるの

してほしい」と語った。

ではないだろうか」と語り，チャンネル4が採用

また，乗馬でデンマーク代表となったニール
セン選手は，住んでいる地域の役所で「フレッ
クス・ジョブ」制度を利用して，簿記の仕事に就
けるように訓練を受けながら，乗馬の練習を

した選手がバックストーリーを自分の言葉で語る
描き方を積極的に支持している。

6-2-4 ＤＲが直面する課題

行っている。彼女もまた，DRのリオ大会の放

DRのパラリンピック放送はリオ大会の放送か

送で周囲が良い方向に変わったと実感する1人

ら大きく変化した。その変化とは，作り手・送り

である。乗馬はお金がかかる競技だが，リオ大

手である放送事業者の内部で，障害者や障害

会以後スポンサーがついてくれるようになり，家

者スポーツに対し持っていた思い込みを取り払

族の負担が軽減した。そして，近所で「テレビ

うような意識の変化だったのではないだろうか。

で見たわよ」と声をかけられ，リオ大会の放送

国内では DRのリオ大会の放送は視聴者の数を

が増加したことで，障害者スポーツへの認知度

増やしただけでなく，障害者スポーツの関係者

が上がったと感じている。そして何よりも，
「障

からも成功したと評価されている。デンマーク

害がありながらスポーツをするなんて大変ね」と

国内では，DRと視聴シェアを二分するTV2で

同情されているように感じていたが，自分をス

も，人気番組“Vild Med Dans”
（ダンスに夢中）

ポーツ選手として受け止め，
「こんな不都合があ

にパラリンピアンが出場するなど，わずかではあ

るのね」と障害があとからついてくるように，自

るが変化の兆しがみえている。チャンネル4への

分への見方が変わった，尊重されるようになった

ヒアリングから2 年という短い期間で，DR 独自

と感じている。

のパラリンピック大会の戦略を立て，実行に移

しかし，チャンネル4のようにパラリンピアンを

した DRは，
「変えないことの言い訳は見つから

スポーツの能力だけでなく，バックストーリーま

ない。デンマークの人々の関心が低い，あるい

で含めて紹介する方法については，ローゼンマ

は，デンマークには優れたパラリンピアンがい

イヤー選手とニールセン選手の間で意見が割れ

ない，ということは変えない理由にはならない。

た。これは男女の違いがあるのかもしれないが，

真面目に，楽しく，面白く，という条件がそろ

ローゼンマイヤー選手は，
「優れたパフォーマン

えばスポーツ放送は成功する。なぜ，今までや

スを演じるまでの困難や克服の努力は，パラリ

らなかったのか，そのことのほうが不思議だ」

ンピアンだけが持つダイヤモンド。それを利用し

と振り返っている。このことが，チャンネル4か

て障害者スポーツの認知や理解を推進するため

ら受けた最大の影響ではないだろうか。ただ，

の戦略的な意図があるなら協力する」と述べた

チャンネル4 の障害のある人をプレゼンターやリ
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ポーター，そして番組制作の現場で起用すると

表6

いう，障害者の雇用や就労の機会の拡大とい
う長期的な展望まで，DRは共有していない。
DRは2020 年東京大会に向けて，リオ大会の

ARD を構成する州放送協会
州放送協会

本部所在地

ＢＲ

（バイエルン放送協会）

ミュンヘン

ＨＲ

（ヘッセン放送協会）

フランクフルト

ＭＤＲ （中部ドイツ放送協会）

ライプツィヒ

路線を維持しつつ放送計画に着手しようとして

ＮＤＲ （北ドイツ放送協会）

ハンブルク

いる（2018 年 4月現 在）
。しかし，DRは 現 在，

ＲＢ

ブレーメン

財源規模の縮小という課題に直面し，チャンネ

ＲＢＢ （ベルリン・ブランデンブルク放送協会） ベルリン，ポツダム

ル数の削減と人員整理を決定した。デンマーク

ＳＲ

（ブレーメン放送協会）
（ザールラント放送協会）

ザールブリュッケン

では，2018 年 3月にDRの主要財源であるメディ

ＳＷＲ （南西ドイツ放送協会）

ア受信料が廃止され，DRの事業は政府交付金

シュトゥットガルト，
マインツ,
バーデン・バーデン

ＷＤＲ （西部ドイツ放送協会）

ケルン

で賄われること，DRの財源規模は 2019 年か

『 NHK データブック世界の放送 2018 』NHK 放送文化研究所編による

ら2023 年の 5 年間で 20% 削減されることが与
野党間で合意され，これを前提に「メディア政

Bundesrepublik Deutschland ドイツ公共放送

策協定 2019 年−2023 年」が締結された（中村

連盟）とZDF（Zweites Deutsches Fernsehen

2018）
。そして，9月には DRは政府と「公共サー

第2ドイツテレビ）が共同で制作を行っており，

ビス契約」を新たに締結し，現在運営する6 つ

2020 年の東京大会においても継続して担当する

のテレビチャンネルを3 つに，ラジオは 9から5

ことが決定している。ARDは1950 年に国内の9

に減少し，管理職を含め約 400人のポスト削減，

つの州放送協会（すなわち9 つの放送局）から

87 ）

なる連合体組織として結成され（表 6 ）
，1954

この計画では，パラリンピック大会のライブ放

年に第 1テレビが旧西ドイツで全国向けテレビ

送を担った DR 3は 2020 年までに，放送波を

チャンネルを開始した。パラリンピック放送は

利用するテレビチャンネルとしては廃止され，イ

ARDの中のNDR（Norddeutscher Rundfunk 北

ンターネット配信に切り替わる。不特定多数の人

ドイツ放送協会）が担当している。ZDFは1961

が視聴し共感することができるメディアとしての

年にドイツのすべての州が共同で設立した放送

テレビ・チャンネルを失うことで，DRのパラリン

局で，1963 年に総合編成チャンネルのテレビ放

ピック大会への戦略はどのような影響を受ける

送を開始した。ARDとZDFはそれぞれのメイ

のか。また，事業予算が削減される中で，DR

ンチャンネルで平日朝と昼の情報番組を1 週間

の事業全体でパラリンピック放送はどれだけ優

交代で制作・放送しているほか，お互いに共同

先されるのか，DRの課題は大きい。

制作番組の専門チャンネルを有するなど，両局

それに伴う組織改正を行うことを発表した

。

は普段から番組制作上の交流を行っている。

6-3 ドイツ：2 つの公共放送による
パラリンピック放送

6-3-1 「約束」

に基づくパラリンピック
放送

ドイツにおけるパラリンピック放送は公共放送

ドイツのパラリンピック放送は，ARDとZDF

のARD（ Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-

が共同で全体の制作方針を策定し，夏季大会

re chtlichen Ru nd f u n ka n st a lt en der

は1日おきに交代で，冬季大会は週の前半と後
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半で交互に制作を担当，各担当日にそれぞれの
メインチャンネルで交互に放送している。ドイツ
におけるパラリンピックの放送時間をロンドン大
会とリオ大会で比べてみると，
表 7 のようになる。
リオ大会の放送時間数はロンドン大会に比べて

図3

（％）
ドイツのテレビ視聴シェア
（2017 年）

その他
12.3

は，公共放送としてパラリンピック放送を重視す

公共放送計
46.7

RTL Group
23.2

増加しており，ドイツのパラリンピック放送にお
いてこれまでで最長だった。その背景にあるの

ARD
25.0

ProSieben
Sat.1
17.8

ZDF
17.1

ARD・ZDF 共同
4.6

表7

ドイツ：パラリンピックの放送時間数
大会名

ロンドン

リオデジャネイロ

放送局

出典：KEK
（AGF/GfK）

放送時間数（時間）
放送局別

ARD

28.05

ＺＤＦ

27.58

ARD

35.42

ＺＤＦ

30.00

合計
56.03

放送を実施することを自らの任務とする「約束」
を行った。ロンドン大会に比べてリオ大会の放
送時間が増えたのはこの「約束」に基づくもの

65.42
ZDF の資料から作成

であり，公共放送としての責任を果たしている
といえる。
また ARD の「 2013 年と2014 年 の“指 針”
」

る姿勢である。
ドイツでは公共放送がよく視 聴されており

（ARD 2013）と「 2015 年と2016 年の“指針”
」
（ARD 2015）には，2 期連続して障害者に「カ

（図 3 ）
，公共放送の影響力は大きい。そのため，

メラの前や後ろでも活躍してもらう」と述べてお

社会に対してその責任を果たすためにも日本の

り，テレビの画面に登場するオンスクリーン，制

受信料に該当する「放送負担金」を支払う視聴

作スタッフなどを含めたオフスクリーンの両方に

者に対して，放送局が提供するサービス内容な

おいて障害者の登用を目標に挙げていることが

どに関する「約束」を公表するようになっている。

注目される。

例えばARDでは2004 年10月から「ARD 第 1テ

パラリンピックの放送時間を拡大するだけで

レビの“指針”と“報告”
」という名称で公表す

なく視聴者を増やそうとARDとZDF で始めた

ることになっているが，
「2017年と2018 年 の

試みが，関心の高いスポーツ大会の放送の間に

“指針”
」においても，公共放送として「障害者

パラリンピック放送を挟み込むという番組編成

に対する使命を果たすために，社会が障害者問

である。ARDでパラリンピック放送を担当して

題を敏感に察知するように」障害者に関する番

いるNDRのパラリンピック報道チームリーダーの

組や報道に積極的に取り組むことを宣言している

ミリアム・バッハ（Mirjam Bach）氏によると，

（ARD 2017）
。ZDFの「約束」はARDほど詳細

ピョンチャンパラリンピックでは，同時にヨーロッ

ではないが，やはり障害者向けスポーツ放送を

パで開催されていたドイツで人気の高いスキー

充実させる旨の記述がみられる（ZDF 2017）
。

のワールドカップとパラリンピックの競技を組み

2016 年のリオパラリンピックに際しては，ARD，

88 ）
合わせる編成で放送を行った（表 8 ）
。この

ZDFのいずれも公共放送としてパラリンピック

ような編成で放送したところ，たしかに視聴率
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表8

ピョンチャンパラリンピック・
2018 年 3月15日のARD の放送

時刻

項目

10:00

タイトル

10:01

ピョンチャン
パラリンピック

10:25

スタジオ

10:43

ワールドカップ

11:45

ニュース

11:59

ワールドカップ

内容
スタジオ
車いすカーリング カナダ対ドイツ
パラアイスホッケー カナダ対韓国
スーパー大回転 女子
バイアスロン 7.5kmスプリント 女子
スーパー大回転 男子

14:00

ニュース

14:25

ピョンチャン
パラリンピック

車いすカーリング
フィンランド対ドイツ

14:44

ワールドカップ

バイアスロン 10kmスプリント 男子

16:09

ニュース

16:17

16:37
18:42


6-3-2 チャンネル 4 のパラリンピック
放送との共通点と相違点
ドイツのパラリンピック放送をチャンネル4の放
送と比較すると，共通点と相違点がみられる。
まず，チャンネル4と共通するのは，障害者プ
レゼンターや障害者の競技解説者が登場してい
ることである。先述のARD の“指針”のとおり，
リオ大会では，ARDは競泳のメダリスト，ZDF
は陸上やスキーのメダリストなどそれぞれ元パラ
リンピアンを登用した。特に，パラリンピックで
金メダルをはじめあわせて27個のメダルを獲得

ピョンチャン
パラリンピック

車いすカーリング カナダ対ドイツ
パラアイスホッケー
アメリカ対イタリア

ワールドカップ

ジャンプ 男子
アイスクロス
ジャンプ 男子

しZDFの放送に出演しているマティアス・ベルク
（Matthias Berg）氏（56 歳）は，2000 年のシド
ニー大会以降パラリンピックや障害者スポーツ

ARD の資料から作成

の番組には必ず出演していて，ZDFのパラリン
ピック放送に欠かせない存在になっている。

はパラリンピックのパートになるとその前後と比

ただし，ZDFスポーツ・パラリンピック担当プ

べて減少したが，それでも一定の人に競技を見

ロデューサーのペーター・ライスル（Peter Leissl）

てもらえることや，そもそもパラリンピックに関心

氏によると，彼らの出演は前任者や関係者など

のない人の目に触れることのほうが意味がある

からの推薦によるもので，チャンネル4 のように

のではないかと言う。2020 年の東京大会では，

公募を行って選ばれたわけではない。今後新た

同時期に開催される陸上競技のヨーロッパ選手

な人材を積極的に求めたり増やしたりする意向

権と組み合わせて放送する予定である。

もうかがえなかった90）。またARDの“指針”の

なお，ドイツの放送事情として，世界の強豪

中で触れられている制作スタッフについても，前

国の1つに挙げられるサッカーの人気が非常に

出のバッハ氏によると今のところそのような積極

高いため，公共放送においてもスポーツ番組は

的な登用は行われていない。法律で定められた

どうしてもサッカーが中心になる傾向が強いとい

規定の人数の障害者を総務や経理など制作現

89）

。ARD，ZDFともに，2 年間隔で開催され

場以外の職場で雇用している状況である91 ）。チャ

るパラリンピックの間にも国内のパラ陸上選手

ンネル4のようにテレビ業界全体で障害者雇用

権や車いすバスケットボールの大 会の放送も

の拡大を目指しているわけではないようだ。

う

行っているが，限られた放送時間の中で障害者

さらにチャンネル4との相違がみられるのは，

スポーツの放送時間を増やすことは難しく，両

障害者アスリートの描き方である。ドイツでは，

放送局の共通した課題になっている。

パラリンピックは障害者のリハビリテーションス
ポーツであるという視点から，2000 年のシドニー
大会までは競技だけでなく障害者の問題や福祉
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の観点を交えて放送しており，障害者番組や福

思われるが，ドイツではそのような存在を外しス

祉番組の担当者とスポーツ報道の担当者の合同

ポーツとしてのパラリンピック放送を行うように

チームが制作していた。しかし，前出のライス

なったことが対照的である。ドイツの転換が行

ル氏は，障害者アスリートや障害者スポーツ関

われたのは先述のようにシドニー大会後のこと

係者から「パラリンピックはスポーツとして放送

であり，シドニー大会中に開催された会議では

してほしい」という声が高まったことと，障害者

IPCとIOC の間でパラリンピックをオリンピック

スポーツのレベルが向上したことを受けて，パラ

と同時期，同開催地で開催することに同意がみ

リンピック放送から福祉の要素を切り離しアス

られた93 ）。こうして IPCはパラリンピックをオリ

リートとしての競技に注目するスポーツ放送とす

ンピックと並ぶビッグスポーツの大会として位置

る転換があったと言う92 ）。現在ドイツでは，パ

づけ，例えばその後のロンドン大会の放送では

ラリンピックはスポーツであるということに徹し，

チャンネル4にパラリンピックをスポーツとして描

ARD，ZDFともにスポーツ報道のチームが単

くように要請することにもなるのだが（p.28），

独で放送を担当している。パラリンピックの競技

ドイツのパラリンピック放送の方針転換と上記

に対する視聴者の理解を図るためにアスリート

のようなIPC の動きとのタイミングが符合してい

の障害について紹介することもあるが，客観的

ることに留意しておきたい。

な情報で最低限の時間に抑えている。したがっ

パラリンピックの放送をオリンピックと同じよう

て，チャンネル4のように選手個人の物語を視聴

にアスリートのパフォーマンスに注目して行った

者に伝える内容は盛り込まれていない。ARD

ことで，ZDFのライスル氏は，パラリンピアン

のバッハ氏もZDFのライスル氏もともに障害者

が障害の有無に関係なく1人のアスリートとして

の社会的な問題が重要であることは理解してい

認識されるようになってきたという次のような事

るが，そのテーマについてはパラリンピックとは

例を語った94）。ドイツでは，毎年年末に国内の

別の福祉番組や障害者向けの番組があるので，

約 3,000人のスポーツジャーナリストによってその

あえてパラリンピック放送の中で取り上げる意向

年に活躍をした10人のアスリートが「その年の選

はないと言う。例えば，ZDF では，職場や家

手（Sportler des Jahres）
」として選ばれ，その

庭など障害者の日常生活の問題を取り上げる

中から最優秀選手が決定する。1947年から開催

“ Menschen－ das Magazin（人々・マガジン）
”

され年末の恒例となっているイベントで，男女そ

が毎週土曜昼に放送されている。チャンネル4

れぞれの一般アスリート，団体競技のチーム，

のロンドン大会の放送はドイツの担当者も視聴

男女それぞれの障害者アスリート，障害者団体

していてその放送が注目されたことも認識してい

競技のチームの 6 つの部門がある。障害者アス

るが，ドイツにおけるパラリンピック放送の方針

リートの各部門は 2004 年に新設され当初は障

とは異なるとの見解だった。

害者アスリートはその部門で選ばれていたのだ

チャンネル4 の場合，スポーツ番組の専門家

が，最近では一般アスリート部門の10人の中に

だけでなくウォルシュ氏のような障害者のテレビ

健常者アスリートに交じって障害者アスリートも

出演についてアドバイスを行う立場にあったメン

入るようになってきている95 ）。ライスル氏から

バーもパラリンピック放送のチームに加わってい

は，障害者アスリートの認知度が高まり同じアス

たことが，そのアプローチにも反映されていたと

リートとしての認識が広まってきていることの表
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れだとの説明があった。

6-3-3 パラリンピアンからみた
パラリンピック放送
では，ドイツのパラリンピック放送をパラリンピ
アンはどのようにみているのか。車いすバスケッ
トボールの選手として北京，ロンドン，リオと連
続してパラリンピックに出場しメダルを獲得した

た。まず，ツァイエン氏は次のように語った。
「我々はスポーツ選手なので障害に対する
同情は不要だ。しかし，どのような障害があ
りそのうえでどのような記録を出したのかと
いう2 点がないと，障害者スポーツは理解で
きないと思う」


（アニカ・ツァイエン パラリンピアン）

アニカ・ツァイエン（ Annika Zeyen）選手（ 33

彼女は，障害者スポーツの記録の意味を知る

歳）は，パラリンピックの放送時間が増えたこと

ためにもまず障害について知ってもらうことが必

で反響も大きくなったことを評 価する一方で，

要だと言う。この発言は，まさにチャンネル4 の

前項でも触れたように，サッカーなどと比べると

ロンドン大会への提案書（p.27）や元チャンネル

障害者スポーツ全体の放送量が少ないと指摘し

4 のウォルシュ氏の発言（p.29）にもつながるも

た 96 ）。また，車いすバスケットボールの場合，

のである。ツァイエン選手は，障害のことを最

全国放送されるのは上位リーグの試合で下位

もよく知っているのはその本人なのだから自分

リーグだとインターネット中継になってしまうが，

で伝えるのがふさわしいとして，障害者アスリー

視聴意向のある人しかアクセスしないインターネッ

ト自身が自分の障害について語るチャンネル4

トは訴求力の大きさではテレビにかなわないと

の手法を高く評価しており，そのような出演の依

考えている。さらに，ZDFのパラリンピック放

頼があれば喜んで出演したいそうだ。彼女は普

送にプレゼンターとして出演している元パラリン

段から学校や幼稚園に出かけて，なぜ自分が

ピアンのマティアス・ベルク氏は，放送時間帯

車いすを使っているのか，自分にどのような障

の要望として，時差の問題はあるとしつつもプ

害があるのかを子どもたちに話し理解してもら

ライムタイム（ドイツでは17〜20 時）における放

うような活動を行っている。車いすバスケット

97 ）

。限られた放送チャンネルや放

ボールなど車いすアスリートの全国組織である「ド

送時間をどのように有効に障害者スポーツに割

イツ車いすスポーツ連盟（Deutscher Rollstuhl-

り当てていくか，ピョンチャン大会で行った関心

Sportverband e.V.）
」からの要請の場合もあれ

の高いスポーツ大会と組み合わせて放送する

ば自分から声をかけて赴くこともあるが，障害

（p.49）ことをはじめ，編成上の工夫が求められ

者と直接触れ合った経験が子どもたちの心に刻

送を挙げた

るのかもしれない。
チャンネル4 の放送については，同じヨーロッ
パの国の放送ということもあり，ロンドン大会の

まれることで，成長するにしたがい障害者や障
害者を取り巻く問題に対する関心が高まってい
くことを期待している。

出場時にはテレビやインターネットで視聴するな

また，ベルク氏は，障害者アスリートが自分

どドイツのパラリンピアンの間で注目度が高かっ

の言葉で語ること，そして社会を動かすきっか

たという。特に，アスリートのバックストーリーを

けとなる存在としてのパラリンピアンの意味を次

取り上げていることを評価する発言が，ヒアリン

のように述べた。

グを行ったツァイエン，ベルクの両氏から聞かれ
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「パラリンピアンがエリートであることは間
違いなく，その発言力は大きい。また，ス

イツならではのパラリンピック放送のあり方を考
える時期に来ているのかもしれない。

ポーツ自体ポジティブなもので，スポーツマ
ンの語る言葉もポジティブに受け止められ
る。だからパラリンピアンが語ることは，社
会を動かす原動力になるのだ」


（マティアス・ベルク 元パラリンピアン）

6-4 日本：東京 2020 パラリンピック
へのアプローチ
パラリンピックの夏季大会が東京で開催される

ベルク氏はチャンネル4 の放送について，パラ

のは1964 年以来，56 年ぶりのことである。すで

リンピック放送の中で障害者アスリートが自分の

に2015 年 6月にNHKは2020 年の東京パラリン

障害について語ることで視聴者にそれぞれの思

ピックの放送権についてIPCと合意に至った98 ）。

いがストレートに伝わり，それが「障害という過

獲得した放送権には，テレビとラジオの放送の

酷な運命を背負った人」から「障害のある優れ

ほかインターネットなどすべてのメディアの権利

たスポーツアスリート」へと選手の見方が変わる

が含まれている。NHK が持つあらゆるメディア

きっかけになると評価する。これからのパラリン

を駆使して競技の中継番組をはじめとするパラ

ピック放送を考えるうえで，放送を通じて社会の

リンピック放送にあたることになる。

変革を進めるにはさらなるアプローチの必要が

本節では，自国開催となる東京パラリンピッ

あり，チャンネル4 の放送はそのきっかけを与え

クにおいて放送事業者として中心的役割を果た

てくれたと言う。

すNHKの取り組みをはじめ，国内の放送の動

ドイツでは，チャンネル4のパラリンピック放送
に共感するという発言が2人の障害者アスリート
から聞かれたが，その反応はイギリスのパラリン
ピアンとも共通していた。チャンネル4 の放送は

きを取り上げる。

6-4-1 NHK：パラリンピック放送における
障害のあるリポーターの登場

いわば障害者アスリート・ファーストであり，そ

NHKは，2016 年9月のリオパラリンピックで初

れが国境を越えてパラリンピアンに評価されて

めて大会期間中の毎日，競技の模様を総合テレ

いるということだと思 わ れ る。 一方，ARD，

ビで生中継した。テレビ（総合テレビ，Eテレ，

ZDFの制作者は「スポーツとして放送する」とい

BS1）の総放送時間はロンドン大会のおよそ3倍

う制作方針を維持する意向で，チャンネル4の放

の133 時間を超え，過去最長になった。インター

送の影響はほとんどみられなかった。また，テ

ネットによる競技の「ライブストリーミング」と

レビ業界の仕事に対する障害者の雇用の創出や

「見逃し」の配信はそれぞれ780時間にのぼり，

門戸開放に対し放送事業者がイニシアチブをと

193 本の「ハイライト動画」を制作した。また

ることにも消極的だった。ARD，ZDFともに公

2018 年 3月のピョンチャンパラリンピックでは，

共放送としてパラリンピック放送を継続して行う

総合テレビとBS1で冬のパラリンピックとしては

という点でその姿勢は一致しているものの，国

初めて，ほぼ毎日生中継で伝えた。テレビの総

民的人気競技であるサッカーとの競合がある中

放送時間は，前回のソチ大会の31時間から2

で，どのように今以上にパラリンピックや障害者

倍以上のおよそ79 時間で，冬季大会としては

スポーツの注目を高めていくことができるか，ド

過去最長の放送を行った（表 9 ）
。夏冬通じて
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パラリンピックとしては初めて，視覚障害者を対

積極的に登場してもらうことを通して「テレビに

象とする副音声を使った実況放送を実施するな

出る人」
「伝える人」を多様化させ，放送が多様

ど，技術的なアプローチも進めた。

化することを目指している。その素地は彼らの

また，パラリンピックだけでなくその合間に開

日常や問題に焦点をあてた数々の福祉番組をこ

催されるさまざまな障害者スポーツの大会の模

れまで Eテレで放送してきた実績にあり，長年

様も取り上げるようになっている。例えば，2018

福祉番組を手がけた制作者がパラリンピック放

年 8月にはオーストラリアのシドニーで開催された

送のチームに入りその対応にあたっている。

車いすラグビーの世界選手権の様子を，生中継

リポーターの採用に際しNHKでは，障害があ

や録画を交えながら8月6日から5日間にわたっ

りパラスポーツに興味や関心を持っている人を対

て BS1で伝えた。普段から障害者スポーツを目

象に2017年 6月から約2か月間募集を行った99 ）。

にし障害者スポーツならではの競技のルールを

「パラスポーツの魅力を伝えるためにあなただっ

知る機会が増えるという意味では，パラリンピッ

たら何をしますか」という課題に対する3 分以内

クという大舞台だけでなくそのほかの大小さま

の自作動画を交えたウェブサイトからのエント

ざまな障害者スポーツの大会の中継を増やすこ

リー，そして書面による応募のあった159人から，

とも有効である。おそらくそれは視聴者だけで

筆記試験，面接やカメラテストを経て3人の起

なく，放送局サイドにとってもオリンピックの競技

用を決めた。3人にはそれぞれ聴覚障害，左上

とは異なるパラリンピックの競技を放送するため

肢の機能障害，脳性まひの障害がある。スポー

の事前トレーニングという意味で重要だと思わ

ツの経験もそれぞれ陸上競技，スキューバダイ

れる。

ビング，電動車いすサッカーなど三人三様である。

東京大会に向けた NHKの初めての取り組み

また，
「手話技能検定準 2 級（日本で使われて

の1つとして進めているのが，公募で選ばれた障

いる日本手話と日本語対応手話のどちらかを使

害のあるリポーターの登用である。2020 年の東

用して聴覚障害者と会話ができるレベル）
」100 ）

京パラリンピックを障害者の活躍の場を広げる

や「初級 障がい者スポーツ指 導員（初めてス

きっかけとなる絶好の機会ととらえて始まったも

ポーツに参加する障害者に，健康や安全管理

のである。ロンドン大会におけるチャンネル4 の

に配慮した指導を行い支援する）
」101 ）の資格を

取り組みについて行った綿密な取材もふまえて

持つ人もいる。

いる。パラリンピックを放送するにあたり競技と

3人はおよそ2週間の研修を経て，
『ハートネッ

ともにその放送においても障害者に主役になっ

トTV』
（Eテレ 月～木 20 時から放送）のパラア

てもらうことを意図したもので，テレビの画面に

スリートのリポート（ 2017年10月24日放送）や，
東京オリンピック・パラリンピック

表9

NHKのパラリンピックの放送時間数と動画配信
大会名

開催期間

リオデジャネイロ

2016 年
9月7 ～ 18日

ピョンチャン

2018 年
3月9 ～ 18日

総放送時間

動画配信

133 時間
ライブストリーミング 780 時間
＊ロンドン 46 時間 見逃し配信
780 時間
79 時間
＊ソチ 31 時間

ライブストリーミング 243 時間
見逃し配信
292 時間
NHKの報道資料から作成

関連の特集番組『1000日前 東京
大会へ！スペシャル』
（総合 2017
年10月28日放送），ピョンチャン
パラリンピック期間中に東日本大
震災から7年を迎えるにあたりパ
ラアスリートから被災地の人々に

53

エールを届けた『ピョンチャンから復興の力を』
（総合 2018 年 3月10日放 送）で，それぞれリ
ポーターなどとして初めてテレビに出演した。ま
たピョンチャン大会では，パラアイスホッケーの
会場から日本戦の3 試合の中継に参加し選手の
横顔や家族とのエピソードなどを紹介したり，

とである。開催まで 2 年を切り，生放送やロケ
などの経験から取材力を高め，本番に備える。

6-4-2 民放における障害者スポーツ放送
の取り組み
リオパラリンピックでは，NHKのほかにもス

ハイライト番組のリポーターとして登場した。そ

カパーJSATが，陸上や競泳，柔道，車いすバ

の後も，
『行くぜ！パラリンピック』
（BS1 日曜

スケットボール，自転車，パワーリフティングなど

19 時から月1回放送）で3人が交代でこれから

日本人選手が出場する競技を中心に連日24 時

活躍するアスリートを取材したり，
『首都圏ネット

間放送で伝え，競技のハイライト番組も毎日放

ワーク』
（総合 月～金 18 時 10 分～  首都圏で

送した。これらの放送を，スカパーの契約者は

放送）や『ハートネットTV』では毎月リポートを

追加料金なしで視聴することができた。

行うなど，さまざまな番組で経験を積み重ねて
いる。

パラ競技の中継番組の放送が民放各局で始
まっていることにも注目したい。例えば，1981

チャンネル4はパラリンピック放送という生放

年の国際障害者年を記念し，世界で初めての

送のプレゼンターに求められる能力を重視して

車いす単独の国際大会として開催された「大分

応募者を選んだのに対し（p.34）
，NHKは即戦

国際車いすマラソン」は IPC の公認大会として

力としてではないがそれぞれのリポーターが各

世界中の車いすランナーが参加しているが，

自の特性を生かした仕事ができる可能性を考慮

2016 年10月，そのフルマラソンの模様が地元民

した。彼らには，パラリンピック放送だけでなく，

放の大分放送とBS-TBSによって生中継され

共生社会の実現に関わるさまざまな番組に出演

た。2018 年の大会は11月18日に開催され，同

してもらうことを考えている。それは障害のある

じ大分放送とBS-TBSが放送を行った。国内

アスリートと視聴者とを結ぶ懸け橋になってもら

の大会だけでなく2018 年 8月には，ドイツのハ

いたいという制作者の願いからである。番組の

ンブルクで開催された車いすバスケットボールの

制作にあたっては制作サイドにとって初めて経

世界選手権の男子の試合の模様が，BS日テレ

験することも多く，例えば普段電動車いすを利

で日本チームの戦いぶりを中心に8月18 〜20

用しているリポーターのロケの際には介助者が

日，22日，24〜26日の計 7日間放送された。

同行したり，音がよく聞こえるようにリポーター

障害者アスリートがスポーツに取り組む姿を描

の1人がつけている人工内耳に直接音声を飛ば

く番組は，例えばリオ大会前に開始し継続して

すような機器的な工夫をしたりなど，手探りをし

放送されているドキュメンタリー『ストロング ポイ

ながら番組の制作にあたっている。

ント』
（BS日テレ 日曜18 時～）をはじめ，障害

このように，NHKが東京大会に向けて障害の
あるリポーターの起用を始めたことが，日本のテ

者アスリートと彼らを支える人々に迫る『With
チャレンジド・アスリート～未来を拓くキズナ～』

レビ業界で障害者が活躍するきっかけとなるこ

（BS 朝日 第 4 土曜 9 時～），障害者アスリート

とが期待される。リポーターの目標は，東京大

と同じ競技の健常者アスリートが練習を体験し

会で視聴者に魅力的に選手の姿を紹介するこ

夢を語り合う『アスリート夢共演』
（BS-TBS 日
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曜 9 時 30 分～ 月2 回）などが放送中である。ロ

図 4 東京パラリンピックに対する関心度（％）
「関心がある」計

ンドン大会の開催前にチャンネル4が選手の認

（大変＋まあ）

知を高めるためにさまざまなビルドアップ番組を
放送したことは，日本においても有効な方策だ
と考えられる。このあと，東京大会が近づくに

56
61

「関心はない」計

（あまり＋まったく）

2018 年
3月

43

2017年
10月

39

2016 年
10月

64

つれて，民放各局もおそらくオリンピックについ

36
出典：NHK 放送文化研究所

てはさまざまな番組を制作することが予想され
るが，パラリンピックに対してはどのような取り

であった。「関心がある」はこの3 回の調査をみ

組みが行われるのかが注目される。その中で目

ると64%→ 61%→ 56%と減 少しており，2018

をひくのが，WOWOWが IPCと共同プロジェク

年 3月の段階では 6 割に満たない。一方，
「関

トで制作しているドキュメンタリー・シリーズの

心はない」人は 36%→39%→43%と増えている。

“ WHO I AM ”である。2016 年のリオ大会から

2018 年の調査は冬季大会のピョンチャン大会終

2020 年の東京大会までの 5 年間にわたり，日

了後の同月に実施した調査にもかかわらず「関

本を含む世界の障害者アスリートに迫る60 分の

心がある」人の割合が減少しており，国内のパ

ドキュメンタリー番組である。2016 年にシーズン

ラリンピックに対する関心がリオ大会後と比べ

1，2017年にはシーズン2 の放送を経て，2018

て冷めてきている様子がみられる。

年10月10日から始まったシーズン3では，新た
に8人のアスリートが登場する。

6-4-3 世論調査にみる
東京パラリンピックへの関心度

東京パラリンピックの開催までの間に，共生社
会への社会変革へのきっかけをつかむべくパラ
リンピックへの関心を高め成功させるために，
パラリンピック放送を担当するNHKには何が求
められるのだろうか。

では，2020年 8月開催の東京パラリンピックに

2018 年1月に公 表され た「NHK 経 営 計 画

日本人はどの程度関心を持っているのか。NHK

（ 2018−2020 年度）
」では，放送・サービスに

放送文化研究所では，東京オリンピック・パラ

関わる5つの重点方針の1つに，
「未来へのチャ

リンピックに対する国民の関心や放送サービス

レンジ」として東京オリンピック・パラリンピック

への期待などを明らかにするため，2016 年から

で最高水準の放送・サービスを提供することを

毎年世論調査を行っている（原 , 斉藤 2018）
。

挙げている（NHK 2018）
。そこでは，
「共生社

リオ大会後の2016 年10月，2017年10月，そし

会」への理解を深めるとともに，人種・国籍・

てピョンチャン大会終了後の2018 年 3月に行っ

性別などの違いを超えて多様な価値観を認め合

た3 回の調査をみると，東京パラリンピックにつ

う社会を目指した放送・サービスの充実を目標

いて「関心がある」人，
「関心はない」人の割合

としている。そのためにも国内のパラリンピック

は図 4 のようになる。

に対する関心を高めることは重要であり，東京

2018 年 3月の調査では「関心がある（「大変

大会まで，NHKの持つテレビそしてラジオによ

関心がある」と「まあ関心がある」の合計）
」人

る全国放送と地域放送という国内最大の放送

の割合は56%，
「関心はない（「あまり関心はな

網や多様なコンテンツ制作能力を最大限に活用

い」と「まったく関心はない」の合計）
」人は43%

して，パラスポーツの魅力を伝えることや，パラ
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アスリートの認知度の向上に努めることが肝要

放送を顧みたときにチャンネル4 の放送が画期

である。NHKはリオ大会終了後の2016 年10月

的であったことは間違いなく，その意味や影響

に，東京オリンピック・パラリンピックに関する

は次のように総括できるだろう。

NHKの番組やイベントをはじめとするさまざま
な情報を提供する総合サイトとして，インター

• イギリスにおけるオルターナティブなチャンネ

ネット上に「Tokyo2020 NHK情報サイト」を立ち

ルとして革新・実験・創造性を常に番組制作

102 ）

上げた

。このサイトのパラアスリートを応援

上の中心に置いてきたチャンネル4にとって，

するコーナーでは，NHK が登用した障害のある

パラリンピックの放送はその存在意義とも合

リポーターのパラアスリート取材記やパラスポー

致した極めて野心的な挑戦だった。視聴促

ツを紹介する動画やアニメなどを公開している

進キャンペーンにおいても障害者に対する既

が，例えばそこに地域放送局が制作した地元で

成概念を打ち破る映像表現を行い，視聴者

活躍するパラアスリートに焦点をあてた番組を集

の関心を呼び寄せ，番組制作者が潜在的に

め，全国の人々がまとめて視聴できるようにする

持っていた障害に対する思い込みを変えた。

ことも考えられるだろう。

• チャンネル4 のパラリンピック放送の特徴でも

重要なのは，共生社会への変革に向けた明確

ある選手の障害に関するバックストーリーの

なメッセージを盛り込み人々に訴求していくこと

描写は，視聴者の選手に対する関心をかき

である。イギリスにおけるチャンネル4 のパラリン

立てるだけでなく彼らの人間性を伝えるため

ピック放送に対する取り組みをみても，自国開

に不可欠であり，競技のパフォーマンスの放

催のパラリンピックは国内の障害者や障害者ス

送と両輪をなしていた。それが実現できた背

ポーツに対する見方や意識に大きな影響を与え

景には，制作サイドと選手との密接な信頼関

る可能性を秘めている。例えば，ロンドン大会

係の構築があった。

を前にしてチャンネル4が制作した“ Meet the

• パラリンピックを「障害者ファースト」のイベン

Superhumans”のキャンぺーン映像でこれまで

トととらえているチャンネル4にとって，中継

にない障害者像を打ち出したように，NHK が

番組における障害者プレゼンターの起用と障

自国開催である東京パラリンピックにおいて共

害者の制作スタッフの登用は必然的なもの

生社会の実現に向けてどのようなメッセージを

だった。障害者の社会参加を進めるうえでテ

発信するのかが問われている。

レビ業界における彼らの雇用の創出を図るも
のであり，チャンネル4によるパラリンピックの

7 小括／考察
本稿では，チャンネル4 のロンドン大会とリオ

レガシーの1つでもある。
• チャンネル4 のパラリンピック放送以後，イギ
リスでは障害のある俳優やタレントが数多く
一般番組に起用されるようになった。そして，

大会のパラリンピック放送に注目し，チャンネル

障害者やBAMEなど社会の少数者の雇用促

4 のパラリンピック放送戦略とその影響を関係

進という政治的・経済的な流れに沿って，こ

者の証言や発表資料，政府の文書などをもとに

の動きが加速されている。一方，デンマーク

検証してきた。イギリスにおけるパラリンピック

とドイツではともに公共放送局がパラリンピッ
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ク放送を担当し放送時間が拡大するなど充

づいていることである。チャンネル4 のパラリン

実が図られたものの，チャンネル4 のような社

ピック放送が，イギリス国民の抱いていた障害

会変革を見据えた取り組みは希薄だった。日

者像を変えることに大きく貢献したことを示唆し

本ではＮＨＫが初めて障害のあるリポーター

ている。

を採用しさまざまな番組への出演が進行中
で，かつてない取り組みが行われている。

一方，上記の政府関係機関とは逆の調査結
果も出ている。障害者の権利を保護し支援する
慈善団体のScopeが大会の翌年（ 2013 年）に

では，IPCが主張するようにパラリンピックを

行った各種意識調査では，人々の障害者に対

共生社会に向けた社会変革運動ととらえたとき

する受け止め方は向上していない。それによる

に，放送を通じて人々の障害に対する意識を変

と，調査対象である健常者の 67% が「障害者

えることは可能なのだろうか。これは一次調査

に話しかけることは居心地が悪い」と答え，36%

における論点②として設定したものの，一次調

が「障害者は他の人と同じほど生産的ではな

査では調査方法の限界から明らかにできなかっ

い」，85% が「障害者は特権を享受している」と

た点である（p.9）
。

答えている（Scope 2014 ）
。また，Scope のメ

イギリス国内で行われたロンドン大会に関す
る意識調査から，次のようなことがわかった。

ナード理事長（当時）は，
「障害者の生活水準
は危機にさらされている。給付金を受給する

2013 年7月に出されたイギリス政府とロンドン

人々は怠け者とでっち上げられ，障害者の環境

市長によるロンドン大会に関する報告書による

は向上しない」と発言している103 ）。パラリンピッ

と，ロンドン大会の後半の2012 年9月5日から7

クの開催があったとはいえ，イギリス社会全体

日までイギリス国内の成人 2,047人を対象にオン

はまだ共生社会への変革の途上にあるといえる

ライン調査をしたところ，81% の人が，パラリン

だろう。たしかにパラリンピック放送が与えた影

ピックにおける障害者アスリートの戦いぶりを放

響は大きかったものの，放送が及ぼす力は社会

送で見たことで障害者に対する見方にポジティ

全体を大きく変えるまでには至らず，放送の力

ブな変化があったと回答した（UK Government

にもおのずと限界があることを我々は突きつけ

and Mayor of London 2013）
。また，イギリスの労

られている。

働・年金省（Department for Work and Pensions）

しかしその限界を自覚したうえで放送事業者

が2014 年1月から3月にパラリンピックに対する

が共生社会の実現に向けてできることを，我々

意識調査を行った。これによると，健常者の回

は，テレビというメディアを通して，チャンネル4

答者（対象者全体の 81%，イギリス国内の健常

が掲げる「ニュー・ノーマル」を推進することに

者の割合に相当）のうち7 割の人が，ロンドン大

求めたい。「ニュー・ノーマル」とは，障害者が

会以降障害者に対する国民の見方がよくなった

テレビに出演し，テレビ業界のさまざまな職種

と答えた（Department for Work and Pensions

で働くことが特別なことではなく，当たり前であ

2014 ）
。これら2 つの意識調査から明らかなの

るとする「新しい常識」を指している。これはイ

は，ロンドン大会のパラリンピック放送が多くの

ギリスだけでなくどの国の放送事業者の間でも

人々の障害者に対する意識を変え，それが大

共有できる価値であると考える。すでに本稿で

会終了後 1年半を経ても人々にレガシーとして根

も指摘したように，娯楽やドラマの人気番組な
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ど幅広い一般番組で障害のある人々が登場し

イギリスでは，自国開催を共生社会を創造す

ている。素人の人たちが菓子作りの腕を競う人

る得がたい機会ととらえ，ロンドンパラリンピッ

気 娯 楽 番 組“ The Great British Bake Off ”

ク大会の2012 年をきっかけにチャンネル4 の取

では，左手の手首より先が不自由な女性が参加

り組みが始まった。この取り組みは，公共放送

し準決勝まで進んだが，番組が3 回に進むまで

BBCやその他の放送事業者にも波及し，放送

視聴者は誰も彼女が障害者であることに気づか

業界全体が共生社会の創造に向けて動き出し

104 ）

なかったという

。広く視聴者が目にする一

ていると言っても過言ではないだろう。冒頭で，

般番組に障害者を社会の普通の存在として登

放送が障害者スポーツとそのアスリートの姿を

場させること，そしてそうした番組の数を増やし

余すところなくテレビで反映し，それを視聴者

放送を継続することが重要なのではないだろう

が共有し，そこから生まれる認知と理解が，現

か。例えばドラマの場合であれば，主要な登場

在少数者である障害者の社会への参画を促す

人物に障害者が加わるだけでなく，街なかの1

と述べたが，こうした放送の役割がパラリンピッ

シーンにも車いすを使う人や手足に障害のある

ク大会を契機に強く機能し始めていると言える。

人が風景の一部として映っていたりすることな

本稿では，チャンネル4を中心とする放送事

どが考えられる。

業者や番組制作会社，放送に出演したパラリン

障害者が普通にテレビに登場している番組が

ピアンなどのヒアリング調査を中心に分析を進

積み重ねられ継続して放送されるようになれば，

めてきたが，イギリスの障害者によるチャンネル

健常者の視聴者は，障害者を社会における当

4 の放送の受け止めについては調査をしていな

たり前の存在として受け止めるようになるだろ

い。先行研究では，パラリンピアンとそうでな

う。このメッセージは特に次の時代を担う子ども

い障害者との間の隔たりを指摘しているが，こ

たちにとって重要である。彼らが普段テレビを見

の障害者間の意識の差をどのように埋めていく

ることを通して知らず知らずのうちに，障害者は

のかについては，改めて調査研究が必要だろう。

自分と同じ社会の一員であるという意識が養わ

また，イギリスや各国の放送における障害者の

れることになるからである。また，誤解を恐れ

参画の進 展，そして参画を促進するうえでの

ずに言うと，障害者の中には見た目や話し方な

ハードルなど，継 続的に観察する必要がある

ど肉体表現の異なる人もいる。そしてテレビで

と考える。さらに，今や，日本でも世界でも，

はその姿がありのままに映し出されることにな

BAMEやLGBTの当事者から権利を求める声

る。しかし，障害者を普通にテレビで見かける

が高まり，メディアでの発信も増えている。そう

ようになれば，視聴者は徐々にその姿を見慣れ

した中で，同じ少数派ととらえられる障害者は

るようになるはずである。「見慣れる」ことに

どうだろうか。ほかの少数者と比べると，社会

よって障害を特別視するのではなく，例えば身

において新たに認識された存在ではない。古く

長が高い・低いというような，その人の特徴の1

から制度的保障の手当を受けてきたという潜在

つとして受け止められるようになるのではないだ

的な意識によって，放送における少数者の社会

ろうか。おそらくそこまでたどりつくには時間が

参画を考えるうえで，障害者の優先順位が下

かかるであろうが，東京パラリンピックがその出

がってしまうことはないだろうか。共生社会のあ

発点となることを期待したい。

るべき姿とは誰もが等しく参画できる社会だと
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考えられるが，放送事業者にとって，さまざまな

開催という強みはその後押しをしてくれることだ

少数者の中で障害者をどのように受け止めるの

ろう。放送事業者が，とりわけ公共放送である

か，これからの課題となっていくだろう。

NHKが「共生社会」を自ら再解釈して，その実

東京大会の開催まで 2 年を切り，日本では放

現に向けて，2020 年東京大会後に継続するレ

送やイベントを通してパラリンピックに向けた

ガシーとして次の時代に何を残し伝えていくのか

キャンペーンが行われている。NHKをはじめ日

に注目するとともに，放送のパラリンピック・レ

本の放送事業者が56 年ぶりとなる自国開催の

ガシーを多くの人が議論することを期待してい

夏のオリンピック・パラリンピックの放送に向け

る。

て助走を始めている。東京大会開催の2020 年



（わたなべ せいじ／なかむら よしこ）

を，放送による共生社会への変革に向けた出
発点にすることができるはずであり，また自国
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1 はじめに／目的
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16 ）イギリスの小説家ダレン・シャンによる児童書。半バ
ンパイアになった少年の冒険ファンタジー小説で，
日本では漫画版も出版された。
17 ）19 世紀のロンドンを舞台に「エレファントマン」と呼
ばれた青年で，実在のジョセフ・メリックの半生を
描く映画。BBCが同名でドラマ化（ 90 本 2 話）を
決定し，オーディションの結果，若手俳優チャー
リー・ヒートン（Charlie Heaton）が演じることに
なった。障害者の俳優が起用されなかったことに，
批判も出た。
18 ）カナダの元車いすバスケットボールの代表選手で現
在大学教授のダニエル・ピアーズ（Danielle Peers）
氏は，
「C4 のキャンペーンは，障害の克服を描き，
かつ不具の語りはフリークショーをモチーフとしてお
り，パラリンピアンではない障害者に害を及ぼして
いる」と主張している。関連論文は次のとおり。
Peers, D.（ 2012 ）, “Patients, athletes, freaks:
Paralympism and the reproduction of disability”,
Journal of Sport and Social Issues, 36（ 3 ）, :
295-316 SAGE Journals
Jönsson, Kutte,（ 2017 ）, “Paralympics and the

Fabrication of ‘Freak Shows’ : On Aesthetics and
Abjection in Sport”, 11:2. 224-237 Taylor &
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Francis Online
19 ）“Channel 4 campaign to highlight disabled
athletes’ abilities” 9 August 2010 The Guardian
https://www.theg uardian.com/media/2010/
aug/09/channel-4-freaks-of-nature   2018 年10
月24日閲覧
20 ）2018 年 4月19日   アリソン・ウォルシュ氏への聞き
取り調査（ロンドンにて）
21）“We should be frank about our disabilities, says
Lee Pearson” 27 August 2011 The Guardian
https://www.theg uardian.com /sport/2011/
aug/27/paralympics-lee-pearson  2018 年10月24
日閲覧
22）UKTVは，BBC（グループ傘下のBBC Studios）
とアメリカのDiscovery社とのジョイントベンチャー。
衛星やケーブルテレビによる多チャンネル化を背景
に，1992 年に設立。放送済みのアーカイブ番組の
うちドラマなど娯楽番組を中心に，12 のテレビチャ
ンネルを有料で提供している。
23）“Meet the Superhumans” 18 July 2012 Channel
4 press
https://www.channel4.com/info/press/news/
cha n n el - 4 - t a ke s - over - t v- w it h - m e et - t he superhumans-campaign  2018 年10月24日閲覧
24 ）“Paralympics: Channel 4’s superhuman effort”
19 July 2012 Independent
h t t p s : // w w w . i n d e p e n d e n t . c o . u k / n e w s /
pa raly mpics - cha n nel- 4s - superhu ma n effort-7956894.html  2018 年10月24日閲覧
25）スポーツ中 継を専 門とする独 立プロダクション
Wisper Films のシニア・プ ロデューサー，アン
ディー・スティーブンソン（ Andy Stevenson）氏へ
の聞き取り調査  2018 年 4月16日（ロンドンにて）
2 6 ）“C 4 l a u n c h e s m a jo r c a m p a i g n f o r R i o
Paralympics: We’re the Superhumans” 14 July
2016 Channel 4 press
http://www.channel4.com/info/press/new/c4launches-major-campaign-for-rio-paralympicswere-the-superhumans  2018 年10月24日閲覧
27 ）動 画は，IPC の以 下のサイトでアクセスできる。
2018 年10月24日閲覧
https://www.paralympic.org/blog/yes-i-cancha n nel- 4 - create - best- pa ra ly mpic -t vcommercial-ever
28 ）“Return of the superhumans : Behind the scenes
of Channel 4’s 2016 Paralympics advert” 15
July 2016 The Telegraph
https://www.telegraph.co.uk/paralympic-sport/
2016/07/14/return-of-the-superhumans-behind-

共生社会への変革と放送の果たす役割

the-scenes-of-channel-4s-2016-p/   2018 年10月
24日閲覧
29 ）Ofcomは視聴者が放送やオンデマンドで視聴したテ
レビ番組について，視聴者の苦情を受け，対応す
る役割がある。その報告は，四半期ごとに公表さ
れる。“ Freaks”の放送時期のリポートは 2010 年
12月の“Ofcom Broadcast Bulletin”
。
https://www.ofcom.org.uk/_ _data/assets/pdf_
file/0027/46980/issue171.pdf   2018 年10月24日
閲覧
30 ）チャンネル4 スポーツ部 長 ステｨーブン・ライル
（Stephen Lyle）氏への聞き取り調査  2018 年 4月
17日（ロンドンにて）
31）“I love Channel 4’s Paralympics advert. But we
can’t all be superhumans” 20 July 2016 The
Guardian
https://www.theg uardian.com/profile/lucycatchpole  2018 年10月24日閲覧

4 テレビで障害を語るアスリート
32）ただし午後 1時からの放送は，9月17日は午後 5 時
30 分まで，最 終日の18日は午後 6 時 15 分まで行
われた。
33）2018 年 4月19日エイド・ロウクリフ氏への聞き取り
調査（ロンドンにて）
34 ）前出，スティーブン・ライル氏への聞き取り調査
35）同上
36 ）前出，アンディー・スティーブンソン氏への聞き取り
調査
37 ）前出，アリソン・ウォルシュ氏への聞き取り調査
38 ）前出，スティーブン・ライル氏への聞き取り調査
39 ）チャンネル4が，2016 年 9月および 11月にリオパラ
リンピック放送の視聴者（ 9月は1,026人，11月は
1,216人）を対象に行った調査による。非公表。
40 ）Eテレ『バリバラ』「検証！＜障害者×感動＞の方
程式」2016 年 8月28日放送 番組の内容は下記
を参照
http://www6.nhk.or.jp/baribara/lineup/single.
html?i=239  2018 年10月22日閲覧
41）ステラ・ヤング氏は，2014 年 4月に開催された講演
会 のTED Conferenceに お い て，
「感 動 ポ ルノ
（inspiration porno）
」の言葉を交えて講 演した。
前章のキャッチポールさんの投稿でも感動ポルノに
ついて言及している。
42）2018 年 4月20日クレア・キャシュモア氏への聞き取
り調査（ロンドンにて）
43）前出，アンディー・スティーブンソン氏への聞き取り
調査

44 ）前出，スティーブン・ライル氏への聞き取り調査
45）前出，アリソン・ウォルシュ氏への聞き取り調査
46 ）前出，スティーブン・ライル氏への聞き取り調査
47 ）同上

5 テレビ業界での障害者の起用と継続性
48 ）テレビ業界人養成のためのトレーニング機関として
ThinkBIGGER!を設立した，代表のエディ・スモッ
クム（ Edi Smockum）氏への聞き取り調査   2018
年 4月20日（ロンドンにて）
49 ）前出，アリソン・ウォルシュ氏への聞き取り調査
50 ）“Channel 4 announces winners of national talent
search for presenters” 24 May 2011 Channel 4
press
http://www.channel4.com/info/press/news/
channel- 4 -announces-winners- of-nationaltalent-search-for-presenters  2018 年 8月13日閲
覧
51）
「英国映画テレビ学校（National Film and Television
School）
」は，1971年にイギリスの映画界の人材育
成のためにNational Film Schoolとして開校した。
多くの卒業生がテレビ業界に就職することをふまえ，
1982 年に現在の名称に変更された。
ThinkBIGGER!のスモックム氏は，かつて同校のト
レーナーとして講義を行っていた。
52）Invictus Gamesは，負傷した兵士が参加する国際
的スポーツ大会で，イギリス王室のサセックス公爵
ヘンリー王子が設立に関わっている。第 1回大会は
2014 年にイギリスで開催され，その後，アメリカ
（2016 年）
，カナダ（2017年）
，オーストラリア（ 2018
年）で行われた。次回は 2020 年 5月にオランダで
開催される。詳しくはホームページを参照。
https://invictusgamesfoundation.org/   2018 年10
月24日閲覧
53）“Channel 4 assembles groundbreaking Paralympic
presenting team” 28 Feb 2012 Channel 4 press
http://www.channel4.com/info/press/news/
channel-4-assembles-groundbreaking-paralympicpresenting-team  2018 年 9月18日閲覧
54 ）前出 エディ・スモックム氏への聞き取り調査
55）前出，アリソン・ウォルシュ氏への聞き取り調査
56 ）“C4 invests in new generation of disabled production
talent” 29 Jan 2015 Channel 4 press
http://www.channel4.com/info/press/news/c4invests-in-new-generation-of-disabled-production-
talent  2018 年 9月18日閲覧
57 ）“Channel 4 launches year of Disability in 2016”  
18 Jan 2016 Channel 4 press
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http://www.channel4.com/info/press/news/
channel-4-launches-year-of-disability-in-2016   
2018 年 9月18日閲覧 詳細は下記。
Channel 4（ 2016 ）
“ 2016：Channel 4 ’
s Year of
Disability”
http://www.channel4.com/media/documents/
corporate/YearOfDisabilityBooklet.PDF   2018
年 9月18日閲覧
58 ）“Channel 4 unveils Rio Paralympics team” 14 Jul
2016 Channel 4 press
http://www.channel4.com/info/press/news/
channel-4-unveils-rio-paralympics-team   2018
年 9月18日閲覧
59 ）前出，エディ・スモックム氏への聞き取り調査
60 ）同上
61）例えば，障害者プレゼンターの1人のアーサー・ウィ
リアムズ（ Arthur Williams）氏は，ロンドン大会
以降も，ソチ，リオ，ピョンチャンと4大会続けてプ
レゼンターとして出演している。
62）2018 年 4月20日 ロブ・ノスマン氏への聞き取り
調査（ロンドンにて）
63）前出，アンディー・スティーブンソン氏への聞き取り
調査
64 ）2018 年 4月20日 ジョン・リーチ氏への聞き取り
調査（ロンドンにて）
65）
「チャンネル4テレビ制作トレーニング制度および制
作実習」は下記を参照。
https://careers.channel4.com/4talent/trainingscheme/production-training-scheme   2018 年 9月
18日閲覧

6 チャンネル 4が国内外の放送に与えた影響
66 ）
“ Big Brother”は独 立プロダクションのEndemol
の制作。その放送権は 2010 年にチャンネル4から
チャンネル 5に移動した。チャンネル 5は，現在放
送しているシリーズで終了することを発表している。
67 ）ブルーカー氏は，チャンネル4が2012 年ロンドン大
会に向けて行ったタレント発掘プロジェクトの合格
者の1人である。
68 ）前出，アリソン・ウォルシュ氏への聞き取り調査
69 ）“Paralympics legacy: Seize the momentum” 9
September 2012 BBC NEWS
https://www.bbc.com/news/uk-19536138   2018
年10月24日閲覧
“Who
is new Countryfile presenter Steve Brown?
70 ）

Meet the former Paralympian who is proving the
doubters wrong again” 16 April 2017 Radio

Times
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https://www.radiotimes.com/news/2018-09-07/
who-is-new-countryfile-presenter-steve-brownmeet-the-former-paralympian-who-is-provingthe-doubters-wrong-again/  2018 年10月24日閲覧
71 ）“How the media shuns disabled people” 4
September 2016 iNews
https://inews.co.uk/opinion/comment/starparalympics-presenter-asks-cant-i-reportolympics/  2018 年10月24日閲覧
72）一部和訳が掲載されている。内閣府 平成 23 年
度内閣府委託報告 障害者差別禁止制度に関す
る国際調査 第 4 章 2010 年平等法（イギリス）
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/tyosa/
h23kokusai/12-eng1.html  2018 年10月24日閲覧
73）次のサイトで確認できる。Consolidated list - April
2011 Schedule 19（ Equality Act 2010 ）Public
Authorities
ht t p s: //a s s et s .publishing. s er v ice. gov.u k /
g o v e r n m e n t / u p l o a d s /s y s t e m / u p l o a d s /
attachment_data/file/84984/Schedule-19.pdf  
2018 年10月24日閲覧
74 ）“Tony Hall unveils action plan to tackle on and
off-air BAME representation at BBC” 20 June
2014 BBC press
https://www.bbc.co.uk/mediacentre/latestnews/
2014/bame-representation-plans  2018 年10月24
日閲覧
75 ）“BBC announces ambitious plan to improve

representation of disabled people on and off
screen” 16 July 2014 BBC press

https://www.bbc.co.uk/mediacentre/latestnews/
2014/representation-disabled-people   2018 年10
月24日閲覧
76 ）“BBC launches ambitious new diversity and
inclusion strategy” 28 April 2016 BBC press
https://www.bbc.co.uk/mediacentre/latestnews/
2016/diversity  2018 年10月24日閲覧
77 ）“BBC launches nationwide search, training and
showcase opportunity for disabled actors” 8
August 2017 BBC press
https://www.bbc.co.uk/mediacentre/latestnews/
2017/class-act  2018 年10月24日閲覧
78 ）Ofcomは，2017年 9月に1回目の報 告を発 表して
いる。最新の報告書は以下のサイトで入手できる。
https://www.ofcom.org.uk/_ _data/assets/pdf_
file/0021/121683/diversity-in-TV-2018-report.
PDF  2018 年10月24日閲覧
79 ）こうしたOfcomの要請に応えるため，2015 年にBBC，
チャンネル4，チャンネル5，ITV，Sky，の大手5社や
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関係機関は“Creative Diversity Network（CDN）
”
を共同で設立している。
80 ）“Paralympiske Lege – sportsfesten fortsætter på
DR” 25 August 2016 DR
https://www.dr.dk/presse/paralympiske-legesportsfesten-fortsaetter-paa-dr   2018 年10月24
日閲覧
81）“Handicappede Anders bliver DR Sportens nye
skærmtrold” 18 Octover 2014 DR Press
https://www.dr.dk/om-dr/nyheder/handicappede-
anders-bliver-dr-sportens-nye-skaermtrold  
2018 年12月17日最終閲覧
82 ）“Paralympiske Lege, DR og Anders Kolbo” 27
April 2015 Scleroseforeningen（ ALS 協会）
https://scleroseforeningen.dk/nyhed/paralympiske-
lege-dr-og-anders-kolbo  2018 年10月24日閲覧
83）サーン・ベスタゴー
（Soren Vestergaard ）
DRスポー
ツ部長コメント  2018 年 6月1日追加取材
84 ）
“ Gintberg på Kanten - Paralympiske Lege ”
（「ギュンターは崖っぷち パラリンピック大会」）
https://www.dr.dk/tv/se/gintberg-pa-kanten-
2015/gintberg-pa-kanten-specials-2/gintbergpa-kanten-paralympiske-lege
85）サーン・ベスタゴー DR スポーツ部長コメント   2018
年 6月1日追加取材
86 ）2018 年 4月24日，デンマーク障害者スポーツ協会
で聞き取りを行った。
87 ）“DR forced to cut TV and radio stations” 18
September 2018 EBU
https://www.ebu.ch/news/2018/09/dr-forcedto-close-tv-and-radio-stations   2018 年10月24
日閲覧
88 ）2018 年 4月25日 ミリアム・バッハ氏への聞き取り
調査（ハンブルクにて）
89 ）同上
90 ）2018 年 4月26日 ぺーター・ライスル氏への聞き
取り調査（マインツにて）
91）ドイツの 障 害 者 の 雇 用については「社 会 法 典
（Sozialgesetzbuch：SGB）第 9 編」
「一 般 均 等 待
遇法（Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz：AGG）
」
などで定められている。
92）前出，ぺーター・ライスル氏への聞き取り調査
93）IPC のホームページにはこの報道資料は掲載されて
いないが，オリンピックとパラリンピックを2020 年ま
で同時期，同開催地で開催することにIPCとIOC
が合意したことを伝える報 道資料（ 2012 年 5月9
日）の中で触れられている。
https://www.paralympic.org/news/ioc-and-ipcextend- co-operation-ag reement-until-2020  

2018 年10月24日閲覧
94 ）前出，ぺーター・ライスル氏への聞き取り調査
95）2015 年と2016 年には，リオパラリンピックの男子
走り幅 跳 びで 連 覇を達 成したマルクス・レーム
（ Markus Rehm）選手が選ばれている。「Sportler
des Jahres」については下記のホームページを参照。
https://www.sportler-des-jahres.de/   2018 年10
月24日閲覧
96 ）2018 年 4月23日 アニカ・ツァイエン氏への聞き
取り調査（ボンにて）
97 ）2018 年 4月22日 マティアス・ベルク氏への聞き
取り調査（エスリンゲンにて）
98 ）NHK 報道資料
https://www.nhk.or.jp/pr/keiei/otherpress/pdf/
20150625.pdf  2018 年10月24日閲覧
99 ）NHK 報道資料
http://www3.nhk.or.jp/pr/keiei/shiryou/kaichou/
2017/06/003.pdf  2018 年10月24日閲覧
100 ）
「手話技能検定」は，NPO 法人の手話技能検定
協会が実施。1 級，準 1 級，2 級，準 2 級，3 級か
ら7 級の 9 段階のレベルがある。詳しくは手話技能
検定のホームページ
http://www.shuwaken.org/  を参照。2018年10月24
日閲覧
101）
「初級障がい者スポーツ指導員」は，公益財団法
人の日本障がい者スポーツ協会が障がい者スポーツ
を支えるために定めた6 つの資格のうちの1つ。詳
しくは下記のホームページを参照。
http://www.jsad.or.jp/training/   2018 年10月24
日閲覧
102）
「Tokyo2020 NHK情報サイト」は下記。
http://www.nhk.or.jp/tokyo2020/   2018 年10月
24日閲覧

7 小括／考察
103）“‘Jury is out’ on Paralympics legacy, charities
warn” 29 August 2013 BBC NEWS
https://www.bbc.com/news/uk-23860821   2018
年11月13日閲覧
104 ）“I’m sure Briony had a hand last week” 11
November 2018 BBC Ouch
https://www.bbc.com/news/disability-46137394?
intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/
topics/c40rjmqdwr7t/television&link_location=
live-reporting-story  2018 年11月13日閲覧
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