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開局 30 年を迎えた衛星有料放送の WOWOW。IPC（国際パラリン
ピック委員会）と共同プロジェクトで、トップパラリンピアン 40 組を
描いたスポーツドキュメンタリーシリーズ『WHO I AM ～これが自分
だ ! という輝き～』（全 5 シーズン）を制作した。WOWOW は「放送
はゴールではなくスタート」を合言葉に、企業や団体とコラボレーション
しながら、「これが自分だ !」という輝きを東京大会の前からプロジェ
クトとして発信してきた。WOWOW がつかんだ確信は何か。“WHO 
I AM” Project の太田チーフプロデューサーと泉プロデューサーに
インタビューした。（構成：吉井 勇・本誌編集部、写真提供：WOWOW）
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ゼロからのスタートだった

――　『WHO I AM』はリオパラリンピック

大会の 2016 年から東京大会までの 6 年間

にわたって取材したスポーツドキュメンタリー

番組です。その発端から聞かせてください。

太田　2020 大会を東京へ招致する動きに

合わせて、WOWOW では何ができるか、

やれるのか、という議論が経営メンバー中

心にありました。放映権などの兼ね合いで、

競技の生中継は現実的ではないわけです。

海外の映画や音楽、スポーツなど、世界最

高のエンターテインメントを提供する放送

局ですので、世界のトップアスリートたちを

パラアスリートから得た
「WHO I AM」と言える強さと輝き
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とはなかったのですか。

太田　正直、迷うことはありました。障害の

ことを聞くかどうか。当然、病気や事故のこと、

先天性の場合は母親に出産時や子育てのこ

とも聞くことになります。また、切断面など

を撮っていいのかという迷いもありました。

ところが、選手たちはオープンで、ここは撮

らないでとか、その話はしたくないと、嫌な

ことは嫌と話すので、日頃の取材と何ら変わ

るところがないことに気づかされたのです。

泉　私もありました。生い立ちや事故のこ

となどを聞いてもいいものなのか。グラスゴ

ーに行かなかったら気づけなかったかもしれ

ません。勝手に壁をつくっていたのは自分

自身だということに気づいたのです。自分

の中の壁（バリア）がなくなった時、すごく

やりやすくなったと感じました。

「自分を持っている」
パラアスリートたちへの畏敬

――　タイトルを『WHO I AM』にしたの

は、グラスゴーでのギョウザのコメントが原

点ですか。

泉　彼らが自分を語る姿と、私たちを重ねまし

た。日本に暮らす人の多くは自分を語るとき、

仕事や年齢、出身地ぐらいですが、世界のパ

ラアスリートたちは自分のことをしっかりと伝え

ている、これをテーマにしたいと考えたのです。

太田　最初は「超人たち」とか、「グレイテ

ストパラリンピアン」というタイトルイメー

ジでした。彼らが自分について話し始めると、

5 分でも10 分でもしゃべるのです。自分の

夢とかも話してくれる。「自分を持っている」、

そんな感じでした。泉さんから「WHO I AM

ってどうですかね」と出てきたのです。

きました」というような、どこか遠慮気味な

まばらな拍手でした。そこにはトップスポー

ツという雰囲気はありませんでした。海外

の競技大会を見たいと思い、2015 年 7 月

に英国・グラスゴーで開催された世界パラ

水泳選手権に向かいました。そこは別世界

でした。音楽がガンガンに流れ、各国の代

表ジャージを着た選手が入場し、大型モニ

ターにスタイリッシュな映像が流れていた

のです。プロのサッカーやテニスの大会と

遜色がない演出で、観客もスポーツを楽し

んでいる空気があふれていたのです。

――　グラスゴーショックですか。

太田　ミックスゾーンで金メダリストのイン

タビューをした時、さらにショックを受けま

した。泉さんが「レースはどうでしたか？」

とインタビューしますが、「私たち、頑張っ

ているから応援をお願いします」というよう

なコメントが返ってくるだろうと考えていま

した。ところが、「東京から来たの ? 私ギ

ョウザが大好きよ。父が東京に単身赴任し

てたの」と、自分のことを話し始めたのです。

頭をガツンと殴られたようで、これは新しい

経験でした。いろいろな話を聞かせてくれ

るコミュニケーションが心地よく、自分が持

っていた「障害者がやるスポーツ」と、健常

者と障害者を無意識に分けて考えていた壁

がどんどん壊れていきました。取材を重ね

る中で、選手たちを好きになり、深く知りた

いという気持ちが膨らんでいったのです。

泉　自分のことをもっと知ってほしいと話し

てくる彼らを知り、太田さんに「彼ら、キラ

キラしていますね」と言いました。自分に自

信がある、そんなインパクトでした。

――　カメラを向けるわけですが、悩んだこ

今までにないオリジナル番組という考えで

模索していたように思います。

――　パラリンピック（以下、パラ）をやろう

となったのはなぜですか。

太田　2013 年あたりから議論はいろいろとあ

ったのですが、テニスでいえばナダル vsジョ

コビッチというトップ 2 人の決勝を生中継す

ることに誇りを持てる局として、障害者のアス

リートをどう伝えられるかを考えていきました。

泉　太田さんと一緒にプロデューサーの指

名を受けたのですが、何もわからないゼロ状

態でした。IPC が公表するクラス分けの資料

を読みあさり、パラの競技は腕の長さが数セ

ンチ違うだけで、まったく違う競技になるの

だというようなことから学んでいきました。

太田　われわれが取り組むのは、パラスポ

ーツのルールを伝えることや、特別なスポ

ーツだという見方をすることではないだろう

と考えていました。

グラスゴーで受けたショック

――　番組の方向性を見い出すきっかけが

あったのですか。

太田　国内のパラスポーツに足を運びまし

た。ある水泳大会でエキジビションとして

パラ水泳があったのですが、「よくゴールで

「若い世代に伝えたい価値観」と話して大学で
講演する太田氏

3日間にわたって開催した「やさしくないミュージアム」 パラアスリートに取材する泉氏
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――　タイトルを『WHO I AM』にする

案の反応はどうでしたか。

泉　フフッ（少し笑う）。

太田　当時のトップたちから、即考え直せ

でした。

泉　「Who am I」の間違いではないのかと

いう意見が多かったことを覚えています。

「Who I am」の自分だ ! という意味と、

「Who am I」の自分は誰 ? ではまったく違

います。多分、日本の英語教育は「Who 

am I」を慣用句のようにして習いますから、

その影響かも……（笑）。

太田　社内に伝えたのは、僕たちの番組フ

ィロソフィーが「自分＝ Who I am」だという

ことです。番組内では選手たちに「This is 

Who I am」と言ってもらっていますが、ポ

ーズを取りながらや、カメラをにらみつけた

り、どなる感じだったり千差万別です。まさ

に番組タイトルの『WHO I AM』なのです。

『WHO I AM』から見たパラスポーツ

――　“WHO I AM” Projectというプロジェ

クトにした考えをお願いします。

太田　シーズン 1を撮りだした時、社内外

でトレーラーや短い VTR を見てもらいまし

た。「多くの人に見てもらいたい番組」と話

し、大学関係者などにもそのことを伝え、そ

うしたら講演の依頼があり、スポーツ社会学

やスポーツ政策学の研究室からも声をかけ

ていただきました。学生たち若い世代に

「This is Who I am」というパラアスリートの

人間としての輝きを伝えることができました。

――　7 月 23 日にオープンした「WHO I 

AM HOUSE」は東京ガスとのコラボです。

泉　WOWOWは「放送はゴールではなくスタ

ート」と考え、企業や学校と一緒に何かできな

いかと模索してきました。その中で、大会のた

めに東京へ訪れる海外アスリート、そして多く

の人々が集まれる場所がほしいという思いか

ら、「WHO I AM HOUSE」につながったので

す。新型コロナの感染防止で思い描いていた

ような交流イベントはできなかったのですが、

常設で「WHO I AM Cafe Gallery ―映像、

写真、漫画、アート、コミックで知るパラスポ

ーツ―」として、フォトグラファー新田桂一氏

の「WHO I AM アスリート」たちのビジュアル

や、パラスポーツにまつわる漫画やイラスト、

写真などの多様なアート作品を公開しました。

太田　予約制で 3 日間だけ開催した「やさ

しくないミュージアム」もとても好評でし

た。パラリンピアンたちの視点や思考、彼

らが競技において直面しているシチュエー

ションを体感できる体験型ミュージアムで

す。障害者を知ろう、応援しようではなく、

ここでも自分に返ってくるものにしたかった

のです。車椅子に乗って迷路を進んだり、

高い所にあるモノを背伸びしながら取ると

か、重いドアを開けるといったバリアがある

のは社会側の問題なんだという気づきを体

験してもらうイベントでした。

――　来年早々に北京冬季があり、2024

年はパリ大会です。

太田　はっきりと言えることは、東京大会

が終わったタイミングでシリーズを終えるこ

とはカッコ悪いし、恥ずかしいことだという

ことです。東京大会を通して企業も社会も

広い視野で考える SDGs に気づいていま

す。まさに、WOWOW 自身も次の『WHO 

I AM』を示すことだと考えています。まさに、

ゴールではなくスタートですね。

泉　パラの最大の魅力は、アスリートたちが

純粋に、その場に居られること自体が幸せだと

感じているのが伝わること。引退する選手が

若い選手たちに負けたとき、「引退だけど何か

残せたし、このタイミングで負けたことは喜ば

しいこと」と言ったり、メダルに届かなかった選

手が「リオと同じタイムよ、すごいでしょう。私

の競技はどんどんレベルアップしているんだ

よ」と語る、そういう選手たちがピュアにすて

きです。こうしたパラの魅力をもっと伝えたい。

太田　パラスポーツのだいご味は、30 秒以

上も離された最下位であっても「自己ベスト

なんだ」と喜び、1位の選手と笑顔でハグし

合えること。こうした様子を見ると、オリン

ピックとは違うスポーツの魅力に気づくので

す。金や政治の思惑などとかけ離れた純な

スポーツの戦いに挑むアスリートたちのパフ

ォーマンスと物語がある、それがパラリンピ

ックなんだということを実感しています。

泉　金メダルが取れなくても、彼らは人生を

自分で進んでいるという「自分らしさ」があ

る。うらやましいし、私も何か目指したい !

――　話をお聞きして、自分に何があるのか、

そんな問いが生まれています。ありがとうご

ざいました。

全番組の中で必ずアスリート自身の
声で「This is WHO I AM」と話す

東京ガスが特別協賛で誕生した「WHO I AM HOUSE」




