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ゲスト・モデレータのご紹介

ゲストスピーカー：花岡伸和さん（パラリンピアン・日本パラ陸上競技連盟副理事長）

1992 年、高校 3 年の時にバイク事故で脊髄（せきずい）を損傷し、車椅子生活となる。1994

年に車いすマラソンに出会い、競技生活を開始。2004 年、アテネパラリンピックの車いす

マラソンで日本人最高位となる 6 位入賞。現在は、コーチとして若い選手の育成を行いつ

つ、障害者の運動にも積極的にかかわっている。

モデレーター：兵藤智佳（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター准教授）

「マイノリティ支援」を専門として、これまで多くの大学生によるボランティア活動を主

催してきた。大学では、ボランティア等の課外体験をした大学生を対象に「体験の言語化」

による新しい教育手法の開発や実践、研究活動を行っている。近年は、「障害者アスリー

ト」の支援ボランティアを通じて、「社会変革に与えるパラスポーツの可能性」について

の発信活動にも積極的に取り組んでいる。
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WAVOC主催オンラインセミナー

「コロナ禍を生きる社会問題、コロナ禍でやるボランティア」

第 1 回「障がい者アスリート」

2020 年 10 月 3 日（土） 13:00-14:30

兵藤智佳

報告（文字起こし）

兵藤：それでは、4 回シリーズの第 1 回目。「障がい者アスリート」ということで、セッシ

ョンを始めていきたいと思います。今日のゲストスピーカーは花岡伸和さん。パラリンピ

アンであると同時に、今は選手のコーチとして、車いす陸上に長年、携わってらっしゃる

専門家です。

まずは、最初に私と花岡さんの出会いを少しお話しします。私は早稲田大学で専門とし

て実践研究をしているのが「社会的なマイノリティーの支援」です。自分のせいではない

のにもかかわらず社会の弱い立場に置かれてしまう、そうした社会的マイノリティーの当

事者支援活動を大学生と一緒に行っています。そこから大学生が自分について、他者につ

いて、そして、社会について学んでいく。そうした教育の方法論も開発している立場です。

3 年～4 年ぐらい前、パラリンピックがあるのが分かってから、「スポーツと障害」という

のが私の中の一つのキーワードとしてありました。そんな中で、学生と何かができないか

なと思い、日本財団パラリンピックサポートセンターへ行きました。「早稲田大学であれば

花岡さんという方がいるので、その人をご紹介します」ということで、ご紹介をいただい

たのが花岡さんです。

花岡さんに最初にお会いしたときの印象は、「すごい筋肉」でした。胸とか、腕周り辺り

がピチピチなのです。まず、私はそれにやられまして、「すごい、かっこいいかも」という

ところからすべてがスタートしました。一方で、花岡さんは、車いすに乗っています。な

ので、いつもは私が立ってお話しするときはちょっと見下げる感じになります。今日はコ

ロナでの可能性も探っていく中で、こうしてオンラインという場で出会うと、胸から下が

見えないので、障害者であることを忘れてしまう感じになります。ある種、面白い現象が

起きていると思います。一方で、最初に出会ったときは、すごい車いすの存在感があって、

「障害を持っている人だ。でも、なんでこんなに筋肉は発達しているのだろう。どうしよ

う」と、ちょっと戸惑った記憶もあります。

そんなところから始まった活動は、すでに 4 年になろうとしています。一番やってきた

のは、とにかく学生たちがパラアスリート、障害を持ったアスリートたちと時間をともに

過ごす。そこで対話をし、そこで体験する。そんな活動を積み重ねてきています。今日は

そんな一緒に活動をした学生たちも来てくれています。これまで、花岡さんと、たくさん

いろんなテーマで話してきましたが、本日は、1 時間しかないので、今日のテーマはコロナ
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ということで、「コロナ禍におけるスポーツと障害」、この辺りのお話ができたらと思って

います。

では、次に花岡さんの自己紹介をしていただきます。よろしくお願いします。

花岡：ありがとうございます。皆さんこんにちは。初めましての方も、そうでない方もい

らっしゃいますけれども、パラリンピアンの花岡伸和と申します。

花岡：この反応機能、おお、さすがですね。反応が早い。これは後でクイズでも使おうか

なと思っているので、皆さん反応ボタンの確認をお願いします。私は 2004 年のアテネと

2012 年のロンドンの 2 大会に車いすマラソンで出させていただきました。今現在は引退し

て、コーチをしたり、あと競技団体の役員をしたりしています。そして、今年、オリパラ

が開催されていれば、NHK で競技解説をしていたはずです。しかし、選手自身もコロナが

あったことで足元をすくわれたところがありますが、僕自身も人生の中でも非常に大きな

仕事を迎えていた中で、大会がなくなった。それは、正直、残念ではありましたが、ただ、

悪いことばかりではない。それは、思い込みだけではなく、証明していくことも大事かな

と思いますので、今日は兵藤先生とは、そういった話をしていければいいかなと思ってい

ます。

ただ、兵藤先生はさっきマッチョだって僕のことを言ってくださいましたが、もう、今

は、ほとんど普通のおっさんと変わらないです。まずは、僕の現役時代の動画を少し見て

いただこうと思います。

今から見ていただくレースは、車いすレースの 800 メートルの種目です。ロンドンパラ

リンピックの日本代表選手を決める非常に大事なレースでした。僕の過去の栄光でもあり

ますが、ダイジェスト版になっています。

ありがとうございました。ただの僕の自慢の動画になりますが、ご覧いただいたように、

車いすというのは、800 メートルの種目の中でも、スピード感だったり、駆け引きだったり、

そういったものが見ることができ、非常に面白い種目の一つです。僕自身、日本ではあれ

ぐらいのいいレースができました。では、パラリンピック本番、800 メートルはどうだった

かというと、フルボッコにされました。

非常にオリンピックも 800 メートルってレベルが高いですけれども、パラリンピックの

ほうも 800 メートルは日本人選手にとっては壁が高くて、予選通過することもできず終え

たような状況です。マラソンのほうでは 5 位になることができました。すっきりして引退

をすることができたという状況です。

スピード感という話をしたので、では、どれぐらいのスピードを車いすが走っているか

をクイズにしてみました。種目はフルマラソンからのクイズですけれども、世界記録のお

話です。世界記録はハインツ・フライというスイスの選手が打ち立てた記録がありますが、
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果たしてこの 3 つのうち、どれが世界記録でしょうか。正解は、1 時間 20 分 14 秒、1 番が

正解でした。この記録は 1999 年、大分国際車いすマラソン、日本の大会でハインツ・フラ

イが打ち立てたものになります。これは時速に換算すると 32 キロぐらいになりますから、

大学生の皆さんだったら、ママチャリ全開で漕いだぐらいのスピードです。それでフルマ

ラソンを走り切るというぐらいを想像してもらえると、車いすマラソンがどれぐらいのパ

フォーマンスで走っているかの想像をしてもらえると思います。ちなみに、2 番の 1 時間

23 分 34 秒は僕のベストタイムで、3 番目は足で走ったオリンピアンのベストタイムになり

ます。

やっぱり今でも自分が勝つレースを見ると、非常に気持ちがいいというか、自分は頑張

っていたということが振り返れます。

兵藤：どれだけすごいレベルの競技なのかということをちょっと感じてもらう、いい情報

だったと思います。ロンドンのパラリンピックでは、パラアスリートたちが「超人」とい

うキャッチフレーズで紹介されていて、「人類の限界に挑戦する人たち」という見せ方もあ

ったように記憶しています。その辺もいいか悪いかの議論はいろいろあるので、あとから

戻るとして、やはり今日のテーマはコロナです。

まず、何より花岡さんは、今は現役のアスリートたちのコーチとしても活動したり、解

説者としても活動して、さらには障害者運動の顔も持ってらっしゃいます。この 2 月、3 月

辺りからのコロナで、花岡さん自身の生活はどのような変化がありましたでしょうか。

花岡：まずは、やっぱり先ほどの大きな仕事が消えてなくなったというのはあります。消

えてなくなったわけではなくて、それも延期というような形ではあります。やはり、その

ために去年の世界選手権の生中継も出させてもらったり、いろいろ準備を進めてきている

中です。自分自身だけではなくて、大勢の人が 2020 年大会に向けて頑張ってきているとい

うのを目の当たりにしていたわけです。なので、自分 1 人ではなくて、多くの人の喪失感

に触れたというのが、僕のコロナの体験では一番マイナスな部分だったと思います。やは

り、今年のために頑張ってきた人たちが、選手ではなくてもたくさんいたというのが自国

開催の特別な部分だったと思います。NHK さんだけではなくて、あとは組織委員会さんだ

ったりとか、僕は陸上競技なので陸上競技の組織の方だったりとか、いろんな方の「がっ

かり」にちょっとお付き合いしたのが、コロナのマイナス面だったと思っています。

兵藤：そこはパラリンピックに向かっていた 1 人としての変化だと思いますが、もうちょ

っと広げて、一般的に障害とともに生きる人々たちが向き合ってきたコロナに関しては、

どのような変化がありましたでしょうか。
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花岡：兵藤先生にはここ数日でちょっとお話ししましたが、今週頭ぐらいから僕は体調を

崩して病気でした。蜂窩織炎（ほうかしきえん）という、ちょっと厄介な病気です。足の

皮膚、足だけではないですけれども、皮膚が感染症を起こす病気です。疲れたり、無理し

過ぎたりして免疫が落ちると、何度もなってしまう。また、少し無理し過ぎたと思ってい

ました。ただ、熱が出てしまう病気なので、かかったなっていう段階で、「これ、どこかで

ちゃんと診てもらえるかな」という不安がまず来ました、熱が出ることだけで診てもらえ

ないかもしれない。とにかく早く薬を飲んで、抗生物質を飲まないと、どんどん悪化して

しまうので、まずは近所の病院に行ってみました。自分で受付に行ったら駄目だろうなと

思っていましたので、かみさんと一緒に行って、かみさんに受付をしてもらったら、やっ

ぱり「患者さんは入ってこないでください」と言われました。

足があきらかに腫れているし、コロナではないというふうに見て取れました。例えばコ

ロナにかかって、足が腫れないかというと、それは誰も分からないです。だから、やっぱ

り非常に病院側は神経をとがらせています。僕自身も、やっぱり万が一のことがあった場

合、ご迷惑を掛けてはいけないというところで慎重になっていました。

ただ、僕はそういった行動を自分で判断して、慣れているから、やれるというところも

あります。自分が動けないときは動いてくれる家族がいる。しかし、例えば「一人暮らし

で重度の障害者ってどうしているだろう」と、そのときは考えました。だから、やっぱり

ヘルパーさんがいなければ生活できないレベルの障害のある人は、ヘルパーさん自身にも

リスクが行くことになります。ヘルパーさんが病院に連れて行くことで、ヘルパーさんは、

二重のリスクを恐らく負うことになる。そういったリスクをどうやって回避していったら

いいのか。恐らくまだまだクリアされてないはずです。やはり生活面でも、コロナのおか

げで大変な目にあっている障害のある人はたくさんいると想像しています。

兵藤：テレビの報道を見ると、高齢者は重症化リスクが高いというので、高齢のおじいち

ゃんおばあちゃんに会わないようにという問題とか、施設のケアワーカーさんたちが非常

に感染に敏感になっているという報道がすごくされています。私は、実は障害を抱えてい

る方もケアを必要としたり、ケアワーカーさんと常に一緒にいるリスクが高いという中で、

なかなかそういった報道がないことが気になっています。やはり困ってらっしゃる方はい

っぱいいますよね。

花岡：そうなんですよ。やっぱり毎日の生活。例えば朝晩、ヘルパーさんを使っている方

はたくさんいます。外出しなくても人の手が必要な人はやはり世の中にたくさんいる。そ

うした状況では、困っている人はたくさんいるはずだけど、あまり明らかにされていない。

連日、コロナの報道はたくさん行われているけれども、その中の一部分にすら入らないの

が今なのかなと思います。
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兵藤：そうですよね。一方で、すべてが、先ほどじゃないですけど、悪いわけではないと

いう中で、例えば花岡さんは、移動にやっぱり困難がある。花岡さん自身は車に乗られて

自由に動けますけども、一般的に障害を持って移動に不自由があった方は、テレワークと

か、リモートとか、そういう中でお仕事をしてらっしゃる方もいると思います。そういう

意味ではコロナによる環境が優しい部分もあるのではないかなと予想したりしますが、そ

の辺りはどうでしょうか。

花岡：全くそのとおりですね。僕自身も車いすユーザーの中では、そんなに移動困難では

ないほうだと思います。けれども、やはり都内に電車で行って仕事のような、打ち合わせ

に行くときの電車を利用しての移動は結構ストレスがあります。それがなくなったのは非

常に、身体的にも心理的にも楽になったと思っています。そんなにたくさん僕も話を聞い

ているわけではないですけれども、多くの車いすユーザーが同じ感覚を持っています。ア

スリート以外の人でも、普段から都内に通勤していた人なんかはもう明らかに楽になった

と言っています。もうこのままでいいというような人もいます。

あとは、やっぱり自分自身の能力を正当に評価される可能性が出てきた。通勤に対して

障害があったのが、オンラインになることでその障害が取り払われる。そうなると、先ほ

ど兵藤先生が言っていたような、車いすの人でも関係なくなると思います。ただ、すべて

がオンラインで済むかというと、そうでもない。恐らくどこかでハイブリッドな形で落ち

着くと思っています。まずは、やっぱりこれまでずっとテレワークといわれてきたものが

なかなか進まなかった。それがコロナのおかげで一挙に進んで、その中でいろいろ楽にな

っている障害者が増えている。

兵藤：その部分ももっと見えてもいいとも思います。

花岡：ポジティブな部分はもっと見たいなと思います。僕自身もやっぱり、障害のある人

がこれから先、働いていくところに対しても、今、コーチとしてジュニアの選手と関わる

中でも、彼らの競技だけではない、就労とか生活面もやっぱり気になります。そういった

仕事の選択肢が増えたり、彼らの能力が正当に評価されるような部分はすごく気にしてま

す。そういった部分では今回、テレワークがドンと一般化したのは、非常に僕らにとって

はプラスの要因だと思っています。

兵藤：そうかなと思っていましたが、やっぱりそうなのですね。そのことについては、新

しい社会の一つの姿を見ている感じがします。それは一般的に「健常者」といわれる方に

とっても大きな変化ですが、移動に障害を抱えてらっしゃる方にとっても一つの新たな時

代の姿を見ている感じがあるということですね。
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花岡：そうですね。オンラインの世界では、ニューノーマルの一つとして、障害の有無が

関係なくなるというのがつくられると思います。リアルのほうではもうちょっと時間がか

かるかなと思います。

兵藤：先を行っているわけですね。このお話はまだ言いたいことがたくさんありますが、

今日は「スポーツと障害」がテーマなので、アスリートのほうに話を戻したいと思います。

花岡さんとしては、コーチとしてもいろんな思いを抱えていると思います。実際、現役の

アスリートとして頑張ってらっしゃる方は今、どんな思いでいらっしゃいますか。また、

悩みとか課題については、どんなふうに感じているのかについて教えていただけますか。

花岡：何も感じてない人は、恐らくいないです。大きく分けると 2 つで、「仕方ないかな」

と、おおらかに構えられている選手と、そうではない選手がいます。焦りであったり、不

安であったり、そういったものを感じている選手、その 2 種類に分かれていると思います。

その分かれ方も、2020 大会に代表選手として内定している選手は、わりと落ち着いてい

る。しかし、そうではなかった選手たちは、より不安が高まるという傾向が調査で出てい

ます。それは人間として当然と思います。出られるかどうか分からなかったものが、さら

に、大会が行われるかどうか分からなくなっている。それは、非常に人間にとって拠り所

を失った状況だし、とても不安だろうとは思います。ただ、やっぱりスポーツの世界では、

なかなか心理サポートというか、メンタルの面でケアする部分が遅れています。「選手たち

はそう考えているだろう」という予想とか、事実が出てきたとしても、どうやって対応し

ていくのかは、周りの人間がこれから考えていく必要があります。

兵藤：選手の抱える不安とか焦りとか、競技者としての不安・焦りもあると思います。し

かし、やはりパラリンピック自体が非常に社会のイベントとして大きな意味をあまりにも

持っているがために追い詰められる。そういう面もきっとあるのではないかと思います。

そのあたりは、パラリンピックで追い詰められているのか、コロナでストップしてしまっ

たことに追い詰められているのか、そのあたりはいかがですか。

花岡：両方だとは思います。ただ、やっぱりすでに追い詰められていた状況があるはずで

す。自国開催が選手にとってどれほど化け物的なのかは、僕自身は今、現役として自国開

催を迎えてないので、ちょっと引いたところで見ています。しかし、飲まれている選手が

結構いると思います。やっぱり自国開催だから出ないといけないという、そういったある

べき姿を自分で描いたりします。あとは、周りのプレッシャーは当然あります。周りがそ

のつもりでなくても、やっぱりプレッシャーになります。「東京で次、あるんだよね。当然、

出るんだよね」みたいな話が選手の周りでは当然、巻き起こる。周りは応援しているつも

りでも、本人は「出なきゃ、出なきゃ」となり、それが「出られなかったらどうしよう」
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に必ずつながるわけです。余裕しゃくしゃくで代表に選ばれる選手はそこまで追い詰めら

れないかもしれないですけど、ボーダーにいるような選手たちは、コロナ前でも非常に大

きなプレッシャーです。あるべき姿と今の自分とのギャップに苦しんでいたはず。それが

やはり目標である大会が支えになっていた部分はあった。大会があるから、今、頑張れて

いる部分があった。しかし、大会があるかどうか分からなくなった途端に、非常に拠り所

としては、喪失感が大きかった。

兵藤：喪失感ですか。

花岡：喪失したわけではないと思いたいです。しかし、現状、世界的にコロナ禍が収まっ

ているわけでもない。例えば日本が開催できる準備ができたとしても、選手の来る国のす

べてが安全な体制で来られるかというと、それもまた難しい。まだ、どうなるか分からな

い。たとえバッハ会長がやると言っても、難しいのが現実です。やはりそういったことを

考えても、自分たちが目指していたものがなくなる。「東京パラリンピックに出られなかっ

たらもう自分じゃなくなる」といった追い詰め方をしてしまっている選手たちは少なくな

いと思います。

兵藤：それを聞くと、とても複雑な気持ちになります。というのは、私がなぜパラスポー

ツに興味を引かれるかという理由の一つが、障害を持った人たちが自分らしく、ちょっと

陳腐な言葉ではありますが、この世界で生きられることを実現してくれる方法であり、可

能性だからです。そういう意味でボランティアも、そういう一人一人が障害とともに生き

る人たちがスポーツを通じて自分らしく生きられる、そんな姿を応援したい。そんな姿が

社会に広がっていくことによって、よりよき社会みたいなものを描かせてくれる可能性を

私はパラスポーツの中に見ていました。パラリンピックはある種、一つの祭典ではあるけ

れども、そこを目指す、そこで勝利することを目指すことがパラスポーツの持つ本質では

ないなと思っています。でも、一方で、やっぱりパラリンピックが国家的な事業になって、

多くの人の目に触れる可能性は大きい。社会が動いていく。それにもかかわらず、一番大

事な当事者がそういう形で、自分ではない姿の幻想の中で、リアルな自分とのギャップに

悩んでいる。そこは、やるせない気持ちになります、そのあたりは花岡さん、どのように

思われますか。

花岡：1964 年のオリンピックをマラソンで走られた円谷幸吉さんという選手がいます。彼

は結果的には自殺してしまいます。東京オリンピックで当然メダル獲得を求められて、本

人もめちゃくちゃ頑張ったわけです。彼は腰椎の病気に長年、悩まされていたのですけど、

それはもう完全なオーバーワークなのです。64 年でマラソンですから、どんな苛烈な練習

をしたのだろうと、想像に難くないです。彼のパフォーマンスを表現するエピソードの一
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つに、彼は自衛隊体育学校にいたのですけれども、その中で登山の訓練があったそうです

その記録はいまだ破られてないそうです。18 分台でその山を登り切ったけれども、現在の

自衛隊員たちの平均のタイムは 30 分ぐらいです。彼がどれだけ自分の体をいじめ抜いたか

は、それでよく分かる。結果、彼は 64 年のオリンピックでは銅メダルを獲得しています。

銅メダルはやっぱり彼にとっては負けだった。次の 4 年後のメキシコオリンピックを目指

して、金メダルの獲得を目指して頑張るわけです。しかし、体の不調にも悩まされ続ける

し、あと上司にも恵まれなかった。理解のあった上司からそうではない上司に代わって、

自分自身の結婚であるとか、競技以外の人生のところも歪みが生じている。そんな中で、

悩みがどんどんどんどん大きくなり、やはり抱え込んでしまった。最後は命を絶つという

選択をしています。

これはもう、自国開催の弊害とは言い切らないですけれども、本人と周りがあるべき姿

を高いところにつくり過ぎてしまった。それを本人が、自分自身ができると信じることで

自分を保っていたけれども、「もうできない」となった。そのときに、自分自身を消すとい

う選択をしてしまったと思います。彼の遺書の中の一節には、「幸吉はもう疲れて走れませ

ん」というのがありました。そこまで人を追い込むのは果たしてスポーツなのだろうかと

いうのは、僕たちスポーツ界にいる者は決して忘れてはいけない。

けれども、実際、この 2020 年を迎えてみて、選手たちは円谷さんのような悲劇を迎えて

ないかというと、そうではない。名前を出すことはできませんが、パラリンピックの選手

にもメンタルを病んでしまって、引退を余儀なくされた選手はいます。ただ、やはり、64

年の頃のように、拠り所がない時代ではない。まだ命を絶つところまではいっていないで

す。しかし、プロセスとしては一緒なのです。人が追い込まれていく。それはやはり 64 年

の反省が生かされてない。特に指導者側に生かされてないという気がします。

選手は、競技で結果を出すだけではなくて、それ以外にも人生があって、やりたいこと、

やらなきゃいけないことがあるはずです。自国開催で結果を出すことがすべてという旗印

の下に動いてしまうと、やはり悲劇は繰り返されるだろうなと思います。

兵藤：花岡さんは今、コーチの問題性みたいなのを指摘されました。一方で、社会の側が

どうそれを見るかも私は大事だと思います。まさにパラリンピックだけではなく、スポー

ツをする障害者への「まなざし」を感じるところがあります。障害を持っているのに頑張

っている人たちに感動する。そういう見方もあれば、そういうことではなくて、「超人」の

ような、とんでもないパフォーマンス、純粋にパフォーマンスをエンジョイするのもあり

ます。いろんな見方がある中で、私が思うのは、別にその見方の価値を判断するわけでは

ないですが、そうした人々の「まなざし」に与えるよきものとして障害者のスポーツの競

技があるとするならば、どういう見方、ボランティアも含めてですけど、何が問題で何が

大事だと花岡さんは思われますか。
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花岡：先ほどの選手が追い込まれる話は、日本だけではないです。とかく言われるのが、「日

本は体練・体育の体質が抜けないからそういうことになる」という議論もあります。しか

し、実はそうではなくて、やっぱり結果至上主義だとか、能力至上主義は世界中に実はあ

ふれています。そして、それに苦しんでいる人たちは、スポーツ界に限らずいるのが現実

です。やはりスポーツを見る社会の中にも能力主義はあるし、スポーツ関係者だけではな

くて、見ている側にも苦しんでいる人たちが実はいるのが現状だと思います。

でも、能力を高めることが悪いことではないのは僕自身も思うところです。では、メダ

ルの制度をなくしたらいいかとか、そういう話ではないと僕は思います。やはりメダルを

取ることは素晴らしい。それを目指すことで自分自身を鍛えるのは素晴らしいことだと思

います。ただ、でも、それで人間の本質的な価値を決めるべきではないのが僕の答えです。

「負けるが価値」という話もあります。「負けるが価値」の「価値」は、人偏の「価値」

のほうです。言葉遊びのようですけれども、これは体験的にも根拠のある話です。勝利、

勝つことは自分自身の自信につながったり、前向きになる要素にもなる。では、勝つこと

で成長できるかというと、アスリートとしての体験としては、負けたときのほうが成長率

は高いです。今回、負けたから嫌だった。では、次、勝つためにはどうしたらいいかとい

う思考をしますから。負けることの価値をスポーツ界だけではなくて、世の中でもっとも

っと見直していいと思っています。

極端な話だと、「失敗も失敗と思わなくていい」という人もいます。でも、失敗は失敗と

して捉えないと反省として生かせない。だから、そこは失敗と捉えていいと僕は思います。

ただ、やっぱり失敗の価値をもっと見直してもいいと思います。失敗に至るまでのプロセ

ス、どれだけやったかもやっぱり評価されるべきだと思います。結果よりも過程を見てい

くことも、社会からスポーツ界に向ける目の中にはあってほしいと思います。「何をしたか

らそうなっているのか」も見てもらいたいと思います。「何をしたのか」の中に、スポーツ

界以外の広い社会の人々がよりよく生きるためのヒントが必ず隠されてるはずです。

兵藤：そういう中で、このコロナはどうでしょう。ある種、「立ち止まらせている感」はあ

るような気がします。具体的なイメージではないですが、突っ走っていた私たちに突き付

けられている感じです。失敗という言葉ではないですが、ちょっと冷静になる。

花岡：僕が思っているのは、人間も動物で生命体なので、こういうウイルスだったり、細

菌とかも含まれると思います。今、僕は細菌に冒されているわけです。でも、そういう別

の生命体であるとか、そういったものによって命が脅かされたときは、生命体の答えとし

てはおとなしくしているしかないです。収まるまで待つしかない。それが、もともと動物

がやるべき危機回避の行動だと僕は思います。でも、人間なので、危機回避を待つだけじ

ゃ駄目だって、ついつい思う。経済を回せとか、スポーツを止めるなというのもそこに含

まれるかもしれません。でも、嵐が過ぎ去るのを待つのも非常に大事なことかなと、実は
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僕は思っています。

例えば、「今年、オリンピック・パラリンピックがなくなりました。嫌だ」。「来年やりま

すと。じゃあ、いいです」という話ではないと思います。本当にそれをやらなきゃいけな

かったのかの議論をする時間になってもいいと思います。これまでやっぱりオリンピック

は、特にお金もうけの道具に完全に変わっていたわけです。この 2020 に東京でやるとなっ

たときに、日本の中でもパラリンピックに関するお金がものすごく大きく動いています。

それを見ていると、やっぱり恐ろしいと思う。パラリンピックもオリンピックと同じよう

なマネーモンスターみたいなものになっていくのではないかと思うと、僕は嫌です。お金

に支配されてスポーツをするのは、やっぱり逆向きの話かなと思っていますから。

そうならないように頭を冷やしていく。「なぜ、オリンピック・パラリンピックをこの国

でやるのだ」という議論をする時間に充てるのは非常に大事だと僕は思っています。それ

をすることで本質的なオリパラの意義を保ったまま、来年をもしかしたら迎えられるとい

う気はしています。

兵藤：そこは期待も含めてですね。「収まるまで待つ」のがすごく私は響いています。やは

り、お金が動いたり、いろんな思惑の中で、「何のためのパラリンピックか」という、障害

とともに生きることにとってのスポーツの意義とか意味みたいなものの議論がないままに

どんどん進んで行っている。この感じは、このコロナでストップをかけられて、やっぱり

本質的な議論はやるべきですよね。

花岡：そうですね。スポーツも人間にとってはやっぱり開発の一つだと思います。やはり、

開発はどんどん進めなくてはいけないし、膨らまさなくてはならない。それをしないと滞

ってお金が動かなくなるからです。しかし、切りがないわけです。そこではない価値を見

いださないと、やっぱり最終的には破裂すると思います。もう肥大してボンとなくなっち

ゃうと思うので、それを防ぐためには今が非常に大事な時間だと僕は思います。やっぱり

来年、ぜひとも行ってほしいとは思ってはいますが、さきほどの「待つ」ことも非常に大

事だと思います。例えばコロナで選手が東京に来れない国がある中で、大会をやることが

果たしてそれはオリパラなのか。本当のオリパラなのか。世界が一つになるためにやるは

ずなので、やっぱりコロナが原因で、例えば来るなと言われる国が出るとか、そういった

状況ではやるべきではないと思います。それこそ待つべきだと思いますね。

兵藤：それは本当にそう思います。あと、待つという視点ではパラリンピックをやること

自体が目的ではないと私も思っていて、まさにその後に、ニューノーマルのコロナの後も

ありますけど、オリパラ後が射程に入った上での障害者と障害のスポーツの祭典であって

しかるべきだと思っています。そういう意味でもう少し広く、今日はボランティア活動と

か、当事者の視点もありますけど、新たな社会をつくっていく若者たちにとっては、どう
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それを考えたらいいのでしょうか。「共生」とか、そういう花岡さんが好きではない言葉を、

私も好きではないですが、新たな社会に向けて、それでも、ともに生きる社会をどう構築

していくかです。

花岡：「共生」は人間にとって存在するための前提です。共生しないといけないと言ってい

るのはちょっとおかしな話だというのが正直なところです。これから先は、僕は予言者で

も何でもないので、どうなるかなんて分からないです。しかし、この状況で一つ言えるこ

とは、まず自分の安心・安全を保つことだと思います。自分が不安な状況、不安定な状態

からどうやったら離脱できるか。例えば、そこから逃げることで安心・安全が獲得できる

のであれば、逃げるべきだと思います。それがかなわないときは誰かに頼ることが必ず必

要になる。そういった依存先というか、拠り所を増やしていくのは非常に大事だろうと思

います。

このコロナで地球上の人間が全員、不便を感じたわけです。しかし、障害者は、日々、

不便を感じながら生きているので、そういった生きづらさみたいなものに対する対処に慣

れてはいる。これはよくいわれることですけど、例えば今、中学校の道徳の授業の教科書

でもやっぱり困難を乗り越えたストーリーがたくさん載っていたりする。なぜ、それに触

れなくてはいけないかというと、引き出しが増やせるからだと思います。

例えば少し硬い話をすると、自己効力感を高めるためには、代理的体験が要素の一つで

す。いろんな困難、生きづらさに、誰かがどう対処したかというその成功例に数多く触れ

れば触れるほど、このときはこうしたらいいという引き出しが増えていく。パラリンピッ

クもその一つだと思います。自分自身が前進しないといけないと思って、もがいてしんど

くなるのであれば、同じような困難にぶち当たって切り抜けた人のストーリーをより多く

集めてみるのが、まずやってみることだと思います。その中に恐らく多様な生き方が含ま

れてくると思うので、コロナが終わった後も非常に役に立つと思っています。

兵藤：その話、不便に慣れてないマジョリティーという視点は、すごく面白いと思います。

社会自体がマジョリティーの基準でつくってあるから、マジョリティーの人たちが相対的

に障害を持っている人より不便を感じないのは当然です。

花岡：「マジョリティーが不便を感じないような社会」、ですよね。

兵藤：はい。「マジョリティーがつくっているから」です。そういう意味で今回のコロナが、

マジョリティーが不便を被る体験になったときに、今まで不便を感じたことがないからど

うしていいか分からない。その視点が、面白いです。そういう意味で、もともとマイノリ

ティーは、マジョリティーがつくってきた多数派の社会の中で不便をいっぱい感じてきた。

そして、障害を持っている人たちには、そこを生き抜く術がある。そして、「果たしてマジ
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ョリティーがつくってきた社会っていうのが本当にいい社会だったのか」を問う機会だと

いうのは、私は新しい視点かなと思います。理論ではなく体験としてです。外出できない

とか、近づけないとかは、不便です。でも、障害を抱えてきた人にとっては、「外出できな

い？ 当たり前じゃん」というところがきっとあるはずです。

花岡：やっぱり自分でコントロールできていたものの数だったり、質の話だろうなと思い

ます。それを失ったときに、取り戻そうとするかしないか。やっぱりコントロールできて

いたものを失って、それを取り戻しに行くのは非常に大変なことです。取り戻せない可能

性もあるわけです。

例えば、これまで男の子たち、女の子たちが、学生だったら集まってコンパをしていた。

それができなくなった。それを取り戻したいと思っても、今はできないわけです。でも、

そこにずっとフォーカスして、ほかのことが見えなくなるのは非常に愚かだと思います。

う「じゃあ、ほかのやり方があるんじゃないか」とか。例えばリモートにこだわるのも僕

はちょっともやもやしるので、別の形ですが、例えば飲み会とかカラオケにこだわらず、

もっとオープンな広いスペースで、ディスタンスを保ってコンパするとか。そういう新し

いやり方に目を向けていくのがイノベーションだと思います。やっぱりそういったみんな

が不便を感じるときはイノベーションのチャンスだと思いますし、それのヒントを持って

るのが、これまで不便と付き合ってた人たちだったりすると思います。

もう一個、付け加えると、たぶんビジネスのチャンスにもなるのではないかなと思いま

す。

兵藤：それは少しピンときます。コントロールを失ったときにどうしていくかというとき

に、私自身も両方あります。例えば大学教員は社会のマジョリティー側ですが、一方で、

女性である社会のマイノリティーの両方がある。何か自分がコントロールを失ったときに、

しがみつきたくなる部分と、「それはもう最初からなかったじゃん、諦めときゃいいじゃん」

という部分に、結構さいなまれたりもします。そこで、どう自分が対応していくか、自分

の力ではいかんともし難いものにぶち当たったときに、どうしていくかです。障害ととも

に生きていく人たちが、花岡さんもそうですけど、ある種の強さを持って、「どうしようも

ないでしょ、そこは」という、「動かんものは動かん」みたいな。その辺の腹のくくり方み

たいなものに、ちょっと憧れます。「強いな」と感じたりします。それは社会にとっても大

きなメッセージかなと思いますが、いかがでしょうか。

花岡：そこがたぶん僕のさっき言った「負けることの価値」だと思います。僕はロンドン

のマラソン、5 位だったので、負けているわけです。敗者ですけど、すっきり終われている。

「勝負には負けたけど、レースには勝った」といいますけれども、自分自身の出来事の受

け取り方とか、結果の受け取り方で、世の中は全く違って見える。そこで、「自分自身がこ
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れまでコントロールしてきたものが本当に大事だと思っているか。それは、ほんまなのか

どうか」について一回、考えてみるのもすごく大事だと思います。

あとは、やっぱり「そんなに多くを持たなきゃいけないのか」という問いがあると思い

ます。僕はコロナが始まって、ずっとキャンプの動画ばかり見ていました。やっぱり不便

だなと感じたときに、「より不便な生活は、どういう状況なのか」を疑似体験していく。

今はディスカバリーチャンネルで、エドという裸のおっさんがサバイバルする番組をず

っと見ています。そういうのでも大きなヒントが得られる。さっきの動物の話でいくと、

人間なんて大自然にポンと裸で放り出されたら、小さな傷一つとか日焼け一つで死んでし

まうわけです。そんな存在だということをもう一回、見直していくのもすごく大事です。

そうなったときに見えてくるのが、恐らく地球上で暮らす一部の自分だと思いますし、そ

こまで行き着いてしまえば、コロナだけではなくて、いろんなことに対して生きやすくな

っていくはずです。

兵藤：自分の力ではいかんともし難い力に対して、どう対応していくかということですね。

花岡：そうなんですよ。諦めとは違うところの受容みたいなところだと思います。これは

自然の摂理だと受容できれば、自然の中には自分も入っているので、自分自身の受容にも

つながると僕は考えています。それを、どうやって具体的な方法で実現すると言われたら、

また瞑想とか言い出すからこの辺でやめておきます。でも、これは Google とか世界的な大

きな成功をした企業が取り入れてる方法です。間違いないと思います。もうけるために働

こうと思ったらしんどい。しかし、生きていくために、幸せになるために生きていこうと

思ったら、わりと楽になれると思います。

そこまで行き着けば、少ないもので生きていける気はしています。僕自身も、そこまで

究極に行き着けていかるといえば、服も着ないといけない。家もないと困るし、車もない

と困る。そういったところではなく、物質的ではない精神的な部分でいろいろ手放してい

く機会でもある。この機会に精神的な、心理的な断捨離ができれば、アフターコロナも結

構、楽に生きられる気がしています。やっぱり、選手たちにもそういうアプローチをして

いきたいなと思います。極端な話、パラリンピックを手放してみるのも面白いと僕は思っ

ている。

兵藤：「待つ」とか、「諦める」とか、「手放す」とか、その辺のキーワードが今日は多発し

ているような気がします。

花岡：そうですね。やっぱり人間 1 人のできることは、本当にたいしたことがない。そこ

でやっぱりコントロールできないことにずっと目を向け続けるのではなくて、自分自身が

できることは何だろうということに目を向ける。そのためには、コントロールできないこ
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とを手放すのが一番手っ取り早いと僕は思う。

兵藤：でも、怖いですよね。コントロールできない状態とはものすごく怖いと思います。

やっぱりしがみつきたくなる気持ちと戦わないといけない。花岡さん自身はその恐怖とか、

それでも手放してみることと障害とともに生きていることとは関係がありますか。

花岡：僕自身は一言で言うと、ちっちゃい成功体験を手に入れるしかないと思います。人

間は、記憶に残っていない時期、成長過程で記憶に残ってないときとかも絶対成長してい

るだろうなと思います。これまで自分自身がやったことがどれだけうまくいったかという

体験をどれだけ多く積んできたかが大事だと思います。やっぱり失敗したら怖いと思って

いる人は、大して失敗をこれまでしてきてないケースが多いと思う。

兵藤：それはそうですよね。今日のお話を聞いている人たちが、「障害者は、みんなこう思

っている」と思うのはちょっとよろしくない。でも、その話は、よくある。気になるのは、

花岡さんはパラリンピアンであり、「超人」です。花岡さんはそう思えているけど、障害者

一般の代表でもないし、障害者をパラリンピアンで語るのはなんと危険なことかというの

は、よくある批判や話だと思います。

私も「そのとおり」と思う部分もありますが、一方で、花岡さんが日々、毎日、障害と

ともに生きているリアリティーもある。毎日、移動のときには車いすに乗るリアリティー。

そこを生きている人がこの発言をしている。そこに私は意味を見いだすことができるし、

それが社会へのメッセージになると思う。それと、すべてがこうではないのは、別の次元

の話だと思います。

花岡：何だろう、例えば僕が、レースで負けることを気にしなくなったときに何を思った

というと、「負けても死なへん」と思った。それまでは「負けたら死ぬかもしれない」とか、

それぐらいの強迫観念を感じていました。でも、スポーツのいいところは、失敗しても死

なないチャレンジができるところだと思います。兵藤先生覚えていると思いますが、宇宙

飛行士の野口聡一さんが「宇宙空間での作業での失敗はイコール死だ」と言っていた。や

っぱり僕はそこの違いだろうなと思います。世の中には失敗しても死なないチャレンジと

死んでしまうチャレンジがある。多くの人のやっていることは、死なないほうのチャレン

ジだと思います。「死なへんのやから失敗したってええやないか」というぐらいの心持ちに

なれるかどうかだと思います。やっぱりそのためにはたくさん失敗するべきだろうと思っ

ています。

兵藤：失敗の勧めですね。

花岡：例えば普通の障害者の話でいくと、僕、外出してトイレに失敗することもあります。
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そのときにどうするかというと、「まあしゃあないか」って思うしかない。あわあわ、どう

しようって思ったら、その後の処置にも段取りが崩れますから。やっぱりそこで冷静に次

のステップを考えられるかどうかは、「まあ、やってもうたからしゃあないか」と思えるか

どうかなのかなと思います。

兵藤：そういう意味ではまさに体験の積み重ねですね。想像上の失敗ではなくて、本当に

失敗することが大事だよということですね。

花岡：一節には、人間って 1 日に 3 万回以上、決断しているらしいです。

兵藤：では、最後はやはり花岡さんの生き方みたいなのを知ってもらった上で、少し聴衆

側に寄ってみたいです。まさに「コロナとボランティア」がテーマで、ボランティアとい

う視点からです。今日のお話だと、コロナの中でより困難に置かれていた人たちが、コロ

ナによってさらに困難な状況に置かれている現実が一方である。しかし、それすべてが悪

いわけではなくて、リモートも含めた、新たな障害者とともに生きるやり方みたいなもの

が見えているところもある。そしてパラリンピックを含めて、スポーツの可能性を立ち止

まって社会全体が考えていくのもあり、いろんなテーマで今日はお話ししたと思います。

これからボランティアという立場で考えたときに、一人一人が障害とともに生きる人のス

ポーツをどんなふうに支えていけるかです。答えはもちろんないですが、花岡さんの期待

や、こんなことができたら、実際、ボランティアをやる側にとっても意味のある体験にな

るのではないか。その辺りを少し、最後はお話ししていただければと思います。

花岡：コロナのポジティブな面ということで、テクノロジーが障害をなきものにするとい

う話をしました。これは ICT に限らず、これまでずっと車いすが改良されてくる中でも起

きてきたことです。

兵藤：テクノロジーが一つですね。

花岡：テクノロジーが障害を軽減したり、なきものにしていく。エレベーターや移動機器

も全部そうです。でも、しかし、テクノロジーだけで障害者が幸せになれるかといったら、

やっぱりそうではない。やっぱりテクノロジーを使って人とつながっていくことが大前提

と思います。

こういったインターネットもそうだし、移動手段もそうです。目的は人とつながるため

です。誰とつながっていくかについては、僕がボランティアの皆さんに期待するのは、ま

ず、こういった人たちがいることを知ってもらうことです。メディアがなかなか取り上げ

ないですから、知りづらいところがある。
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障害者自身も、今はなかなか活動が制限されていて大変です。けれども、そういった存

在の人たちがこの世にはいるということを知ってもらう。それを人に伝えることをお願い

していきたい。伝えるのは、身近な人でいいと思います。家族でいいと思う。今、皆さん

は若いから、子どもが生まれれば子どもでいいと思うし、そうやってどんどんいろんな人

にその事実を伝えてらうことで、世の中は少しずつ変わっていくと思っています。

アフターコロナで変わらなくてはいけないと僕は思ってないです。アフター東京オリパ

ラに変わらなくてはいけないとも思わないです。50 年、100 年ぐらいの話だと思います。

僕が死んだ後に、「花岡が言っていたような世の中になったかな」という感じに近づいてい

ればいいと思います。僕自身はこうやっていろんな機会をいただいて伝えていきたいなと

思います。今日、この話を聞いた人はもうほかの人に伝えるしかなくなったわけです。

兵藤：確かになかなかリアルで、いろんな意味で、いわゆるボランティア活動が制約され

ている。その中で、一つのできることとしての「伝える」重要性です。その人がその人な

りにできる活動ですね。

花岡：そうですね。「花岡は、40 歳半ばでお漏らししても大丈夫らしいで」と、どんどん広

げていただいていい。

兵藤：どんどん広げていって、そこだけ取り上げられたら大変なことになるのではないで

すか。

花岡：でも、それは別にメンタルが強いわけではないです。メンタルが強いわけではなく

て、対処ができているだけなのです。

兵藤：それに尽きますね。ありがとうございます。あとは、質問に答えていく形で進めら

れればなと思います。

質疑

質問１

コロナでマジョリティーが不便を感じたことで、様々なものがその不便を取り除く方向に

動いていると感じています。この状況によってマジョリティーの意向に沿うべきという議

論が生まれ、よりマイノリティーに目が行かなくなってしまうのではと考えています。こ

の点について危惧することがあればお聞かせください。
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花岡：コロナでマジョリティーが不便を感じたことによってですね。期待する部分で言う

と、マジョリティーが不便になることでマイノリティーが取り込まれたらいいと思ってい

ます。

兵藤：どういうことですか。もうちょっと具体的にお願いします。

花岡：マイノリティーが消滅するわけです。ここで書かれていることでいくと、いつまで

もマイノリティーはマイノリティーとして存在するという話の前提だと僕は思います。だ

ったらマイノリティーが消滅していいと思っています。これまで不便を感じていた障害者

が、コロナでマジョリティーが不便を感じることで、融合されるチャンスだと思っていま

す。

例えばオンラインのテレワークが広がることで、在宅勤務する障害者が増えれば、それ

はもうマイノリティーの消滅になる。どこに目を向けるかでもあるとは思いますが、障害

者がオンラインの業務しかしなくなって飲み会に呼ばれなくなったら、それは問題だと思

います。

危惧されていることは、この飲み会の話を出すとまた変ですけど、やっぱり人とのつな

がりがなくなってしまうのは確かに怖いことではあります。恐らくそれは障害の有無に関

わらない。これまでずっとリアルの世界でドライに仕事をしてきた人たちはたくさんいる

わけです。人と関わるのは嫌だけど、仕方ないから会社へ行っている人たちは、たくさん

いる。そういう人たちも恐らくリモートワークで楽になっている。

でも、そのまま人とのつながりを失っていくのは非常に困ると思います。だから、マイ

ノリティーが融合されて消滅するのはいいけど、その大きな固まりになったマジョリティ

ーの中でのつながりが希薄になっていくことがより心配です。そこには「マジョリティー

とマイノリティーの概念」が存在しなくて、特定の人が今度はまたマイノリティーとして

括られないかなという気はします。

兵藤：その線引きのありようがもう少し流動的になっていくイメージでしょうか。マイノ

リティーやマジョリティー、白黒ではない関係性が生まれる。そのイメージをしてみると

いうことでしょうか。

花岡：そうですね。これまで身体的な障害がマイノリティーをつくっていた。それが一回、

解消されて、別の形で括られる可能性はあります。眼鏡をかけた人だけとか。

兵藤：そういう意味ではリモートワークがその線をずらしている。

花岡：はい。例えば ICT についてこれない人。
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兵藤：60 代以上みたいな。

花岡：本当に、今、社会の支配層の人たちが、逆にマイノリティー化していく可能性もあ

ります。

兵藤：ありますね。私もそれを感じます。自分もどんどんテクノロジーのマイノリティー

になっていく恐怖感があります。そうすると、どうなるかというと、恐怖感でそうなって

いくことに対抗したくなる。学生に「全部コピーを取ってこい」みたいなことになります。

花岡：でも、政権が代わって、FAX はあり得ないとかいう話になっています。

兵藤：そうそう、面白いですよね。そういう意味ではまさにマイノリティーやマジョリテ

ィーの線引きがどんどん揺れる。マジョリティーに従うべきというわけではない。

花岡：ただ、やはり人間って、どこかで必ずカテゴライズしてきます。次にニューノーマ

ルの時代でどんなカテゴリーが生まれるのかが心配です。ちょっと僕は引いて見ると楽し

みでもあります。

質問２

貴重なお話、ありがとうございました。発信することが大切だというお話がありましたが、

発信したことを受け止めてもらえる場合と、逆に批判されてしまったり聞いてもらえなか

ったりして傷ついてしまう場合もあるのではないかと考えています。特に SNS 等のテクノ

ロジーも発達して発信しやすくなった反面、それにより傷つく機会も増えたように思いま

す。その中で、どのように発信し続けていけばいいのか。負けずに頑張り続けることもま

た難しいのではないか。そうすることで疲れてしまうのではないかとも思うのです。それ

に関するお考えをお聞きしたいです。

花岡：これは、やっぱり人のつながりが SNS で希薄に広がり過ぎてしまって、結局、つな

がりの数が増えるとそれだけハイエナみたいな人の人数も増えていく。もういつ失言する

かと待ち構えているような人たちが増えていく。そもそも人間は、人間関係を管理する最

大限、限界の人数って 150 人ぐらいらしいです。SNS は、そういうのを簡単に超えてしま

う。まずそこがおかしい。発信することが大事なのも、まずは身近なところでいいと僕は

思っています。あくまで共感・共鳴できるレベルです。

広く浅く発信することよりも、「私、こう思ってんねん」と伝えたことが、「ああ、なる

ほど。分かる、分かる。でも、私はちょっとプラスこう思うな」といった、そういう密な

やりとりができる。そういう SNS でどんどん友達を増やすのもいいですけれども、自分自
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身のコアの人間関係を非常に大事にするべきだと思います。

ただ、そういうコアな人間関係は、「村化」していきます。その村がしんどくなることも

多々あるわけです。じゃあ、別に村をつくることもあっていい。さっきも逃げるとか言い

ましたけれども、たくさん自分が所属する村を持っておくのが一つの方法だと思います。

それが依存先を増やす論だと思います。

どんどん自分自身がより拠り所を増やしていけるような SNS の使い方をするべきだと思

います。「自分自身の考えに賛同してくれ」とか。「自分の意見は正しい」というような発

信の仕方を SNS ですると、それは叩かれる。でも、そうではない方法で発信するとか。共

感しあえる村をたくさんつくっておくのが、人間にとってはより大事だと思います。増や

すよりも、グループ全体の人数を増やすのではなく、村の数を増やしていく。

兵藤：花岡さんは、いろいろ目立つところで叩かれもしている。そうしたときに、「何を言

っているんだ、花岡は」というようなバッシングもされた経験もおありですし、そういう

ときに自分が折れないでいられる秘訣（ひけつ）はありますか。どうやってそのバッシン

グに耐え、乗り越えてきたかをぜひ一つぐらいお話しください。

花岡：簡単に言うと、バッシングはアンチ花岡村からしか発信されない。全世界からは来

ないので、本当に小さなところからしか来ない。そこから何を言われたところで、僕は全

然痛くもかゆくない「勝手に言ってろ」です。それ以外の人と僕は仲良くしているし、共

感・共鳴し合っている。なので、そこに響かない人が少し居たって全く僕は意に介さない。

必要であれば、その人たちと関わらなくてもいいですし、顔も見なくていい。だから、全

く、何を言っていただいて構わない。お好きにどうぞ。その代わり僕も好きにさせてもら

いますというスタンスであれば、気にならない。

例えば僕がアンチ花岡村で暮らさないといけないなら、すごくしんどい。しかし、僕は

具体的にそのアンチ花岡村から出た。もうその人たちはいないも同然と思って今は暮らし

ています。よその村で非常に幸せな状態です。

兵藤：それができるかどうかは置いておいても、そういう対応の仕方もありますというこ

とで参考になります。

花岡：村をつくりましょう、ほかに。

質問３

障害のある方が不安定な生活を送られていることを知ることができ、大変勉強になりまし

た。現在、コロナ禍の下で障害のある方が求めている支援とは、具体的にはどういうもの

なのでしょうか。
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花岡：難しいですね。不安定の原因が障害由来なのか、そうじゃないのかもあると思いま

す。だから、障害のない健常者の人でも、このコロナであっという間に職を失って、大変

な目に遭っている人は山ほどいる。

障害があるからコロナ禍で支援しないといけないかというと、そうではない人もいる。

障害者でも普通に会社の社長でもうけている人もたくさんいたりする。難しいですよね。

一概に言えない。やっぱりカオスな状態です。緊急事態だと思うので、結局、そこはもう

「マスクより金やで」だと思います。

兵藤：なかなか具体的に何かというよりも、政策・制度レベルの話でしょうか。

花岡：そうですね。こういう緊急事態に個別の細かいケアは非常に難しくなるのは当たり

前の話です。個人の福祉か全体の福祉かの話だとも思います。やはりこういう緊急事態に

は全体の福祉が優先されるべきだろうと僕は思いますから、やっぱり誰もが辛抱を強いら

れる。我慢ではなく、辛抱と言いますけれども、いつかは明るい未来が来るということで、

みんなが辛抱しているときに、誰かだけよくなるのはやっぱりあり得ない。今は、等しく

辛抱する時代でもある。それはそれで、みんなで分けてもらうしかないと思います。

兵藤：まさに「待つ」ですね。

花岡：でも、具体的な支援は、やっぱりお金だと思います。

質問４

今日は貴重なお話、ありがとうございました。今まで障害者スポーツに触れる機会がなか

ったため、今回はお話を聞けて本当によかったです。健常者が障害者の方と共生していく

ために、何か気に留めていたほうがよいことがございましたら、知りたいです。

花岡：まずは「健常者が障害者の方と」と言わないことです。

兵藤：その区分けをしなということですね。

花岡：そうです。この時点で話がややこしくなる。健常者と障害者が共生していくために

はどうしたらいいやろうと考えること自体が、実は僕は少しずれた論点だろうと思ってい

ます。人間は、そもそも共生が必要だと思います。でも、「共生社会」になってくると、ま

た話が変わってくる。「健常者と障害者が仲良くするためには健常者側が障害者を理解しま

しょう」という話が論としては多すぎる。それは、ちょっと違うという話をいつもします。

例えば他者理解、自分じゃない他人を理解するのは可能なのでしょうか。僕は不可能だ
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と実は思っています。できるとしたら、「自分の理解できない部分を持っているのが他者だ」

という理解です。だから、「理解し切れないのが他者だ」だと思います。健常者と障害者の

共生というと、「全部分かってあげないと駄目」とか、「全部分かり合わないと駄目」とか、

そんな無理なゴール設定だと僕はいつも思っています。

気に留めていたほうがいいのは、気が合えば仲良くなればいいし、気に入らなければ、

障害があろうがなかろうが、付き合わなくていい。だから、健常者と障害者の共生という

と、「障害者とは仲良くなるべきだ」という話になります。嫌なやつは障害があっても仲良

くならなくていいですよ。嫌なやつはいっぱいいます。僕も含めて。

兵藤：いろんなご意見がある中で、花岡さんのご意見としてはそういう意見だった。

花岡：そういうことです。

質問５

貴重なお話、ありがとうございます。福祉に支えられる障害者と能力主義である競技者と

いう両面に帰属するパラアスリートの両面性について、もう少しお話を伺いたいと考えま

す。障害を理由にしないでできるものと、障害を理由にできないものに分かれてしまうこ

とにならないでしょうか。そこに関して、お考えや気を付けていることがあればお伺いし

たいです。

質問６

貴重なお話、ありがとうございました。現在のメディアの在り方について質問です。オリ

ンピック・パラリンピック開催が東京に決まってから、パラリンピックにやっとスポット

ライトが当てられてきたように思います。これまでも今もパラスポーツは存在しているの

に、こういった一大イベントのときに大きく取り上げてられていること、それについて私

は違和感を覚えます。24 時間テレビも昔から存在していますが、あのように障害のある人

が頑張っているということをまるで見せ物のようにしてしまうのも、少し疑問のあるメデ

ィアの障害者の取り上げ方だと思うのです。花岡さんはメディアのこうした取り組みにつ

いて、どう思われますか。また、それに関連して、私たちの障害者の伝え方としてどうす

ればいいのでしょうか。

花岡：パラアスリートの両面性では、本人が自覚していたりしてなかったりします。これ

を自覚しながら競技をしているアスリートは本当にすごい。多くの障害のあるアスリート

たちはここまで考えられてないのが現状です。

僕個人ですけれども、僕はこれにある段階で気づいた。やはりそれを防ぐには、まず障

害者アスリートは、健常者側にある程度、自分も能力のある人と認めてもらいたいわけで
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す。僕も、そのためにスポーツをしているところもある。でも、僕の能力が高まり過ぎる

と、障害者は能力を高められるもの、能力を高めなといけないと取られがちになる。それ

がやっぱりロンドンパラリンピックの後に起きた、「スポーツをしてない障害者は頑張って

ない障害者だ」と見られるという現象です。あとは。『五体不満足』という本が発売された

後に、障害のある寝たきりの障害者の周りから介助ボランティアが消えるという現象であ

りました。でも、そういうことは、非常に防ぐのは難しい。障害者側に原因があるという

よりも、やっぱり社会の側に原因があるのだろうと思います。

急に変わることではないですが、一番効果的でやらないといけないのは、障害者が世の

中に出ていく、多くの人とのつながりを持っていくことだと思います。日本だと、例えば

障害者で施設に放り込まれて、ほとんど家族以外の人や施設の職員と関わらずに一生を終

えていく人たちはたくさんいるわけです。障害があるだけで。そういう人たちを減らして

いくのが非常に大事だと思っています。

兵藤：非常に深い問題です。とても鋭い指摘だと私自身も思いますので、なかなか短い時

間では答えられないですね。最後、メディアに対して、オリンピック・パラリンピックの

報道、24 時間テレビの報道、メディアに一言お願いします。

花岡：これも難しいところです。さっきの質問にも絡んでいます。メディアがどう取り上

げるかでパラアスリートのイメージは変わっていく。それが障害者のイメージにもつなが

っていく。ただ、やっぱり 24 時間テレビに出る障害者たちは、喜んで出ているケースが非

常に多い。それはそれでいいという気はします。難しいところです。いろんな生き方があ

っていいという話で済ませていいのかどうかは、非常に僕も悩みどころではあります。

ただ、やっぱりバランスだと思います。これから恐らく障害があってもタレント化して

いくような人たちがいると思いますし、僕みたいに泥くさく自分のやってきた競技を解説

する人間がメディアにいたりとかもする。根拠のあることをしっかり伝えていく障害のあ

る人間や、自分自身のキャラクターで芸能界で飯を食っていってやるとか、そういうのが

出てくる。いろいろ多様になっていいと思います。

兵藤：感動ポルノ。

花岡：そうそう。感動ポルノも結局、答えの出ないまま終わっているわけです。僕も昔、

感動ポルノとしてパラリンピックや障害者のスポーツが扱われることに非常に抵抗があっ

た。けれども、そこをきっかけにしてビジネスにしていけたら、それはそれでいいのでは

ないか今は思えるようになっています。一概にはこれも言えないところです。

やっぱりメディアの人も知れば知るほど正しいことを伝えようとしてくれています。や

っぱりオリパラが東京で行われることで、それが加速すればいい。こうしたことは、やっ
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ぱり口で伝えるよりも、その場にいて何を感じるのが非常に大事だと思います。メディア

の方が、自分自身が感じたことをこれが正しいと思って報道する流れが、好循環をつくっ

ていければいいと思っています。

兵藤：花岡さんには、本日は本当に頑張っていただいて、感謝申し上げます。最後に、私

なりに今日の 1 時間半で思ったことを言いたいです。

私が一番やっぱりキーワードとして、今日、響いたのは、コロナの体験は「コントロー

ルを失う体験である」ことです。今、世界中の人たちが何かしらのコントロールを失って

いる状況にある。そのコントロールをまさにどう取り戻すのか。取り戻す必要すらもない

のか。そこを我々がどう考えて、私たち一人一人がどう考えていくのかが、障害を考える

ことであり、まさにボランティアを考えるための一つのキーワードだと思っています。

これは、私自身がどうするのかも含めてですけども、社会が取り戻そうとする、なかっ

たかのごとく元に戻そうとするのか。新たな何かしらの方法を違う方法で見つけ出してい

くのか。それは価値観という部分も含めて、どんな価値観を持っていくのか。そうしたこ

とを考えるときに、やっぱり私は、障害という不便と、コントロールを失った生き方をし

ている、障害とともに生きている人たちの声がやはり大きな意味を持っていると思います。

その声が社会にもっと発信されること。その声を発信することをどう支援できるのか。

この辺りに恐らくボランティアの可能性はあるのだと思います。今日は、何となくそう思

っていたのが少し言葉になった気がしています。その辺を花岡さんと一緒に言葉を紡げた

のはよかったです。本日、参加した方がどう受け取るかは、また皆さん次第です。これを

機会にぜひ、パラリンピックがどうなっていくかにも注目していただいて、そこにいる一

人一人の当事者であるアスリートたちの思いにも寄り添っていけたらいいなと今日は思い

ました。
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