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パラリンピックは現代のフリークショーか？ 
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〈目的〉 
パラリンピアンやパラリンピックの表象が持つ機能に
ついて探究する。 

1. 公的な期待と現実のずれ 

2. パラリンピック・ムーブメントの歴史的段階 

3. エイブリズムと障害の個人モデル 

4. トランスヒューマニズムの陳列棚 



1. 公的な期待と現実のずれ 

•国際パラリンピック委員会や開催国政府は、パラリンピック
が障害者にもたらすポジティブな効果を強調している。 

 

パラリンピックの価値（IPC） 

•勇気 

•強い意志 

•インスピレーション 

•公平 



1. 公的な期待と現実のずれ 

東京大会への期待 

•障害と障害者についての理解の向上:  44.2% 

•障害者のスポーツの機会の充実:  41.5% 

•公共施設などのバリアフリー化の推進:  35.7% 

（小林尚平, 2018, 「リオ2016大会後におけるパラリンピックに
関する認知と関心」『パラリンピック研究会紀要』） 



1. 公的な期待と現実のずれ 

• ところが、ロンドン大会に関する障害当事者への調査からは、
それをくつがえす結果が示されている。 

 

ロンドン大会後のレガシー 

•障害者に対する人々の態度に変化はない:  81% 

•むしろ事態が悪化した:  22% 

•敵対的な行為や恐怖を感じる行為、また実際の攻撃を受けた:  
17% 

•配慮を拒否され、一般とは異なる存在として扱われた:  75% 

(Brittain, I. & Beacom, A., 2016, "Leveraging the London 2012 
Paralympic Games: what legacy for disabled people?," Journal of 
Sport and Social Issues.) 



2. パラリンピック・ムーブメントの歴史的段階 

リハビリテーションスポーツ 
 

ルートビヒ・グッドマン 

「パラリンピック・ムーブメントの父」、イギリスのストークマンデビル
病院院長 

   ↓ 

•役に立ち尊敬される市民として、生きるにふさわしい生をめざす 
 

•障害についての生物医学言説 

•経済的有用性についてのナショナリズム‐資本主義言説 

•正常性言説に喚起されたフリークショー 



2. パラリンピック・ムーブメントの歴史的段階 

• the freak show serves to reproduce the able/disabled and 
normal/abnormal dichotomies by orchestrating a spectacle that 
draws the audience’s focus to the abnormality of the freak’s 
body, thereby rendering the audience member’s body 
comparatively normal and able-bodied. 

(Peers, D., 2012, "Patients, Athletes, Freaks: Paralympism and the 
Reproduction of Disability," Journal of Sport & Social Issues.) 

 



2. パラリンピック・ムーブメントの歴史的段階 

• a freak show’s cultural work is to make the physical particularity 
of the freak into a hypervisible text against which the viewer’s 
indistinguishable body fades into a seemingly neutral, tractable, 
and invulnerable instrument of the autonomous will.  

(Thomson, R. G., 1996, "From wonder to error: A genealogy of 
freak discourse in modernity," In R. G. Thomson ed, Freakery: 
Cultural spectacles of the extraordinary body, New York: New 
York University Press.) 



2. パラリンピック・ムーブメントの歴史的段階 

通常の余暇スポーツ 
 

障害者スポーツの国際的な組織形成 

•余暇スポーツ言説による補強（→「公平性」の重視） 
 

•公平性言説 

   ↓ 

• クラス分け 

   ↓ 

•生物医学言説 

   ↓ 

•物化 



2. パラリンピック・ムーブメントの歴史的段階 

経済的価値の高い（「売れる」）スポーツの重視、
競技スポーツとしての高度化 

 

導引される言説 

•ナショナリズム 

•資本主義 

•エリート主義 

•新自由主義 



2. パラリンピック・ムーブメントの歴史的段階 

• The production of this spectacle often involved the explicit use 
of corporate and elite sport discourses to reshape and further 
justify practices that remained grounded in the discursive logic 
of bio-medical disability and freak show normalcy.  

(Peers, D., 2012, "Patients, Athletes, Freaks: Paralympism and the 
Reproduction of Disability," Journal of Sport & Social Issues.) 



3. エイブリズムと障害の個人モデル 

エイブリズム 

• 「正常性」ないし「健常性」の神話 

•インペアメントの階層化（→頂点としての「完全な身体」） 

•言説、実践、主体、制度に関わる体系 



3. エイブリズムと障害の個人モデル 

個人モデル 

   ↓ 

•インペアメントと機能制約を基準とする分類（←クラス分け） 

•個人的悲劇と克服の感動物語（←インスピレーション） 

• 「スーパーヒューマン」という用語 



3. エイブリズムと障害の個人モデル 

スーパーヒューマン／スーパークリップ 

   ↓ 

• 「スーパークリップ」は、彼らの障害という「問題」にもかかわ
らず、障害のないアスリートに近いパフォーマンスを発揮で
きるという理由で、称賛に値すると考えられている 

• 「スーパー」という言葉が使われるのは、障害者アスリート
が「一般の私たち」より優れているからであって、障害のな
いアスリートより優れているからではない 

   ↓ 

•障害者の劣位性が前提 



4. トランスヒューマニズムの陳列棚 

トランスヒューマニズム 

•現在の人間の形態は発展の最終段階ではなく、比較的初期
のステージに過ぎない、と考える教義に裏打ちされた思想／
運動 

   ↓ 

技術中心主義のイデオロギー 

• 「急進的なエンハンスメント」と「障害者の権利」との（奇妙な）
観念連合 



4. トランスヒューマニズムの陳列棚 

• The ever-increasing speed of generating human bodily 
enhancements and the culture of transhumanism pave the way 
for a transhumanised form of ableism where people perceive 
the improvement of human body abilities beyond species-
typical boundaries not only as desirable but as essential. 

(Wolbring, G., 2008, "Oscar Pistorius and the future nature of 
Olympic, Paralympic and other sports.) 


