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はじめに

日本のアイドルは，明治の娘義太夫というソロや大正の浅草オペラ・少女歌

劇というグループを淵源とし，『スター誕生！』（1971 年 10 月放送開始） を鏑

矢とする視聴者参加型オーディション番組においてデビューを勝ち取った，森

昌子をはじめとする 10 代の少女たちがヒットチャートを席巻することによっ

て本格化した
1
。視聴者がしばしば選抜に参加し，コンサートなどにおいて親衛

隊コールやヲタ芸などでファンと歌手が一体になるというように，商品を生産

する側と消費する側との境界が曖昧になり，消費する側が生産する側にも参加

していることが，1970 年代に始まったアイドルのひとつの特徴であると言える

だろう。生産者と消費者とを明確に分けるような経済学の常識的モデルではそ

の核心＝革新的な特徴を捕らえ損ねてしまうのではないかと思われる。たとえ

ば，ファンの出費はその時の消費であるとともにアイドルの将来を楽しみにす

1 平山朝治 ［2018］ 「アイドル 150 年──アイドル・ブームと長期波動」『筑波大学経済学論集』

第 70 号 http://doi.org/10.15068/00150843。
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る投資でもあると考えなければならず，消費と投資とを排他的にとらえること

はできない。

生産者と消費者，とりわけ，プロデユーサーとファン （近年，アイドルのファ

ンは「ヲタ」「オタ」やアイドル好きオタクを略した「ドルオタ」と呼ばれる

ことが多い） との間の垣根を取り払おうとした最も過激な試みとしてはじまっ

たのが，東京秋葉原の専用劇場
2
において，アイドル育成シミュレーションゲー

ムのリアル版としてはじまった AKB48 である。秋元康は AKB48 劇場を立ち

上げるに至った理由として第一に「従来の芸能ビジネスの，マスメディアから

お客さんに一方的に与えるという方法論に限界を感じていた
3
」ことを挙げてい

る。初期のオーディションに合格したメンバーはアイドルとしてのデビューを

めざすアイドル候補生であり，当初は 1000 円という手数料程度 （現在でも一般

公演のチケット料金は男性 3100 円， 女性 2100 円，研究生が出演メンバーの過

半となる公演はそれらから 1000 円割引き） で劇場に集ったファンは，メンバー

のなかからお気に入りの“推しメン”を選んで応援・育成した。

運営 （プロの生産者） サイドによって重用されるメンバーを「推されメン」，

冷遇されるメンバーを「干されメン」と呼び，運営による依怙贔屓を「ゴリ押し」

ならぬ「ゴリ推し」というように，「推す」という言葉には本来，プロデュー

スする側がこのメンバーはお薦めですよと他の人びとに推挙するというニュア

ンスがあり，アイドル育成リアルゲームとしてはじまった AKB48 において「推

す」とは運営サイドのみならずファンも，このメンバーはソロあるいは少人数

ユニットのアイドルとしてデビューするにふさわしいとして推薦し，支持者を

募る，という意味合いを持つ言葉だったと思われる。多くのファンに推されて

2 ホワイエがかつては併設カフェだったが，入場者が増えて抽選順に並ぶなどの準備のスペー

スが必要となり，現在カフェとショップは秋葉原駅山手線・京浜東北線ホームの下にある 
（http://akb48cafeshops.com/akihabara/access）。

3 山下剛一編 ［2007］ 『48 現象──極限アイドルプロジェクト AKB48 の真実』ワニブックス，

34 頁。
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人気が出たメンバーはデビューとともに卒業し，欠員がでたら補充のオーディ

ションをするというのが，秋元が当初描いていた青写真だった （平山 ［2018］ 

112 〜 13 頁）。

AKB が紅白に初出場して世の中に知られるようになる直前の 2007 年 11 月

に出版された紹介本のなかで，振付家の夏まゆみは，「秋元さんは AKB48 劇

場はショールームだっておっしゃってて，そこで輝いていったコが他の事務所

に呼んでもらって広がっていって……。」「でも，だからといって日々劇場で行

われているショーがただの手段ってわけじゃないと思うんですよね。劇場で最

高のショーを続けて，お客さんをつかんでいって，劇場自体が大きくなってっ 

て……。だから今ステージの上でやってること自体が素晴らしいんだってこと

を，メンバー 1 人 1 人にしっかり伝えておきたい」 （山下編 ［2007］ 52 頁） と語っ

ている。

アイドルグループ AKB48 （専用劇場がある東京秋葉原に因んだ命名） やその

姉妹グループ SKE48 （専用劇場がある名古屋栄に因んだ命名），NMB48 （専用

劇場がある大阪難波に因んだ命名），HKT48 （2016 年 3 月まで専用劇場があっ

た博多に因んだ命名。現在は西鉄ホールなどを使用），NGT48 （専用劇場があ

る新潟に因んだ命名），STU48 （船上専用劇場が巡回する予定の瀬戸内に因ん

だ命名） は，それらからの選抜メンバーによる表題曲 （A 面） のシングル CD を

AKB48 名義でリリースして，22nd シングル『フライングゲット』 （2011 年 8 月，

週間売上最高 1 位，累計売上 162.6 万枚 4
） 以降 54nd シングル『NO WAY MAN』 

（2018 年 11 月，1 位，2019 年 3 月 18 日付週までで累計 122.8 万枚） に至るまで，

32 枚のシングルが全て 100 万枚以上売れるという前代未聞の人気を維持してき

た。

AKB48 は，文脈に応じて，姉妹グループも含む総体と，姉妹グループを除い

た本体の意味を帯びている。また，総体と本体のいずれについても，48 を除い

4 週間最高売上順位，総売上枚数はオリコンによる （以下同様）。
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て単に AKB と呼ばれることが多い。また，AKB48 の 47th シングル『シュート

サイン』 （2017 年 3 月， 1 位， 108.6 万枚） の初回限定版 Type-E のカップリング

曲「誰のことを一番愛してる？」以降，選抜メンバーに乃木坂 46 や欅坂 46 や

けやき坂 46 （ひらがなけやき，2019 年 2 月に日向坂 46 と改名） のメンバーも

参加し，坂道 AKB として発表している。

このように進化・拡大するなかで，定員 250 名程度の小規模な常設劇場を本

拠地とし，運営とファンが協同して一人前のアイドルを育成するという AKB

のあり方は変質して来た。2 期生の大島優子は，「AKB でも 7 期生ぐらいまで

は，自分の夢があってそれを実現させる為に AKB48 に入ってきていた。でも

8 ～ 11 期生とかは，AKB が好きで，AKB になりたくて入ってきている。そこ

が夢になっている。
5
」と述べている。7 期生は 2008 年末のオーディションで合

格しており，10th シングル『大声ダイヤモンド』 （2008 年 10 月， 3 位， 9.7 万枚） 

がはじめて週間売上 3 位以内，累計売上げ約 10 万枚というヒット曲となって，

それ以降右肩上がりに人気が出だしたころを境に，AKB に応募する少女たちの

多くは人気アイドルグループに入ることそのものを目標とするようになった
6
。

受験で東の東大・西の宝塚と呼ばれるのと同じように，難関オーディションに

合格して AKB のアイドルになることを多くの少女たちは目標とするようにな

り，本来はそこで育ち，卒業して晴れて一人前のアイドルになるはずだったの

に，AKB などアイドルグループのメンバーになることがアイドルになること

で，AKB を卒業すればアイドルではなくなるとみなされるようになり，2018

年 10 月 27 日の山本彩卒業コンサートでは山本自身や横山由依もそれに従って

いた。また，同年 12 月 15 日に卒業を発表した指原莉乃も翌日の第 8 回 AKB

紅白対抗歌合戦で「アイドルをやめます」と言った。

5 https://48pedia.org/ 大島優子 （その注 149 によれば，『AKB と×× !』 での発言，放映日未詳）。

6 後述するように，AKB9 期生の横山由依や，AKB11 期生とほぼ同時に NMB1 期生のオーディ

ションに合格した山本彩は例外的に AKB7 期生までと同様の発想を持っており，おそらく

そのためもあって，初期メンバーから信頼され，将来を託されたと思われる。
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しかし，前田敦子が卒業した翌 2013 年の選抜総選挙では過去に 4 年以上

AKB48 グループに在籍していた者も被選挙権があり立候補できるとされてい

たように，卒業してもアイドルをやめるわけではなかった。なかでも，大島優

子は AKB を卒業した直後の 6 月 20 日にはじめたインスタグラムで自身のアカ

ウント https://www.instagram.com/yuk00shima/ の説明文を未だに「アイドルの

大島優子さん （AKB48） のインスタグラム （Instagram） アカウントです。」「大島

優子／ （AKB48） ／アイドル」とし，大島とのこじゆうカップルで人気の高い

小嶋陽菜も 2013 年 8 月 28 日にインスタグラムをはじめて大島同様いまだに自

身のアカウント https://www.instagram.com/nyanchan22/ の説明文を「アイドル

の小嶋陽菜さん （AKB48） のインスタグラム （Instagram） アカウントです。」と

しており，29 歳の誕生日 2017 年 4 月 19 日に AKB を卒業し，その半年後には

じめたウェッブサイト『Harunakojima is』の Categoly のなかに「IDOL」を設け，

そこで卒業 1 年後，写真とともに「今日，30 歳の誕生日を迎えました」と書い

ており，こじゆうは AKB を卒業しても 30 歳になってもアイドルであるという

自己認識を持ち続けている
7
。このようなアイドル観は聖徳太子 16 歳像が 33 歳

の姿とされるなど思春期の像が年齢を超越した垂迹像とされたような，日本の

伝統的アイドル観を継承している
8
。

有名になった AKB に入るという夢がかなった 8 期生以降にも，メンバーが

互いに切磋琢磨して高め合うための競争原理が必要であり，シングル曲のセン

ターや選抜メンバーを決定するために 2009 年以降実施されてきた総選挙がそ

の役割を主に果たすようになった。デビューへの入口で行われる視聴者参加型

オーディションと比べて，AKB に入れるかどうかはプロが選別し，総選挙にお

7 https://instagrammernews.com/user/1395828484， 2018 年 10 月 28 日閲覧， 
https://instagrammernews.com/detail/1896325230944985291，2018 年 10 月 23 日閲覧， 
https://instagrammernews.com/user/527514115，2018 年 12 月 30 日閲覧， 
http://harunakojima.net/idol/958/，2018 年 12 月 16 日閲覧。

8 平山朝治 ［2016a］ 「ポストモダン社会経済における， アイドルの芸術性と宗教性」『筑波大学

経済学論集』第 68 号，http://doi.org/10.15068/00137027，序論 （2）。
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7
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8
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7 https://instagrammernews.com/user/1395828484， 2018 年 10 月 28 日閲覧， 
https://instagrammernews.com/detail/1896325230944985291，2018 年 10 月 23 日閲覧， 
https://instagrammernews.com/user/527514115，2018 年 12 月 30 日閲覧， 
http://harunakojima.net/idol/958/，2018 年 12 月 16 日閲覧。

8 平山朝治 ［2016a］ 「ポストモダン社会経済における， アイドルの芸術性と宗教性」『筑波大学

経済学論集』第 68 号，http://doi.org/10.15068/00137027，序論 （2）。
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ける競争の範囲は AKB にすでに合格しているメンバーに限られ，投票権者も
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9
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なお，この論文のタイトル「AKB レインボー経済」の“レインボー”は，大

島優子が高校卒業のとき学年主任の先生から贈られた座右の銘「十人十色　己

9 宝塚には 1980 年代にスターシステムと呼ばれる男役・娘役のトップスターを決める方式

が確立したが，「ファンの気持ちを無視した人事を行うことが多く，人気よりも劇団側の意

向が優先されます。」 （「宝塚歌劇団スターシステムとは」『面白いコラムサイト　おもコラ』

2013 年 07 月 29 日，https://fineq.net/?p=190 ） 
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を信じ精進せよ」と，山本彩のファーストアルバム『Rainbow』に因んだもの

であり，セクシュアリティーと経済のかかわりについて AKB の特色を象徴的

に表すのに適していると著者は考えている。

（１）草創期 （2005 〜 2007 年） 

【ⅰ】AKB ワールドの発端『会いたかった』とその前史

2006 年 4 月 15 日にはじまったチーム A の 2nd 公演『会いたかった』で，「グ

ループものは均等な扱いでは売れない。まずこの中でスターを作ろう」と決断

した秋元によって，前田敦子と高橋みなみが明確にセンターとして位置づけら

れ，数名の中心メンバーとバックダンサー的なメンバーとの間の差別化もなさ

れたときから，某掲示板で「推され」「干され」が使われはじめた （山下編 ［2007］

38 頁）。運営による「推され」とファンによる「推し」が相互に他を増幅する

ような好循環によって，人気メンバーが明確になり，グループ全体の知名度を

引き上げてゆくことが期待されたのであろう。

この公演の楽曲からシングルカットされた『会いたかった』 （秋元康作詞
10
，

2006 年 10 月， 12 位， 5.5 万枚） で AKB はメジャーデビューしており，スター

性のある中心メンバーを育てて小規模劇場・インディーズレーベルの枠を超え

てメジャーな世界で注目を集めるための第一歩が踏み出された。この曲には 1

期生に加えて 2 期生も参加し，人数が多いため選抜メンバー制度が導入され，

ミュージックビデオ （以下， MV と略称する） では，インディーズデビューシン

グル『桜の花びらたち』 （2006 年 2 月， 10 位， 4.6 万枚） でセンターだった髙橋

みなみ，インディーズ 2nd シングル『スカートひらり』 （2006 年 6 月， 13 位， 2.1

万枚） で髙橋と W センターになった前田敦子
11
に加えて，2 期生のなかでは大

10 以下でとりあげる AKB の楽曲は，とくに断らない限りすべて秋元康作詞である。

11 AKB シングルのセンター氏名は，3taku「AKB48 全シングル CD の歴代センター一覧とセン

ターを務めた回数のまとめ」 （https://matome.naver.jp/odai/2141102387369773701 ，2018 年 7
月 29 日閲覧） による。
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島優子が重用されている。

冒頭で，下校途中 CD を聴きながら「君に借りた CD，今日返しに行くね。

まだ学校にいる？」と前田が言って，自転車を全力でこいで学校に戻る。歌詞

の最初は「会いたかった会いたかった／会いたかった Yes! ／君に」で，好きな

人を「君」と呼ぶ。放課後，前田が「君」に借りていた CD を返すために自転

車で学校に戻るシーンと，髙橋の好きな先輩が引っ越す電車が出て行くことを

知らせるメールを見た髙橋と大島が駅に駈けて行くが，着いたときには電車が

出て行くところだったというシーンとが，交錯して展開する。好きな人に積極

的に振る舞う女の子たちがそれぞれ別の相手を念頭に，単数 2 人称「君」を使っ

ている。

流行歌において歌い手が異性の使う人称代名詞で歌う例は少なくない。その

系譜の中で AKB48 の『会いたかった』の特徴を明らかにすることができれば，

図 1　初期 AKB の 3 トップ前田敦子・高橋みなみ・大島優子の揃い踏み

上：「君」が引っ越す電車が出た後の駅のホームでの，高橋みなみ・大島優子

下：自転車で学校に引き返し，「君」に借りた CD を返そうとする前田敦子

出所：『会いたかった』MV
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何が AKB48 の新しさなのかを示すことができるだろう。

美空ひばりは 1949 年の映画『悲しき口笛』でシルクハットに燕尾服の男装

が話題となり，同じタイトルの主題歌 （藤浦洸作詞， 同年 9 月） に「君に捧げた 

薔薇の花」とあるのは，当時 12 歳と思春期前の中性的な子供であったから可

能だったと思われ，『波止場だよ，お父つぁん』 （西沢爽作詞， 1956 年 11 月） の

ジャケット写真は男装のマドロス姿だが，歌詞には「せめてあたいが男なら／

親子二代のマドロスなのに」とある。美空のディスコグラフィを網羅的にチェッ

クしてはいないが，思春期以降，男性が使う人称代名詞の使用は敬遠されるよ

うになったようだ。男性的な一人称で歌っているのではないかという印象を与

える『柔』 （関沢新一作詞， 1964 年 11 月） の歌詞には人称代名詞は一切出てこ

ない。

私の知る限り，思春期以降の流行歌手が異性の立場に立って異性語で歌った

初例は，森進一のデビュー曲『女のためいき』 （吉川静夫作詞， 1966 年 6 月） で

あり，「死んでもお前を離しはしない／そんな男の約束を／嘘と知らずに信じ

てた」「ほれているから憎いのよ」などと，男性語の人称代名詞「お前」が引

用されるが女性語の人称代名詞は登場しない。しかし，「憎いのよ」は明らか

に女性語である。

男が女心を唄う『女のためいき』に続いてその年のうちに，「行ってくるぜ」

「俺」と男性語・男性語人称代名詞を使う都はるみの『はるみのマドロスさん』 

（石本美由起作詞， 1966 年 11 月， 当初 B 面， 後に A 面） や「俺」を使う水前寺

清子の『いっぽんどっこの唄』 （星野哲郎作詞， 1966 年 11 月） がリリースされ

ており，『女のためいき』が女性歌手の曲を作詞する人びとにも大きな刺激を

与えたことがうかがわれる。また，宮史郎とピンからトリオ『女のみち』 （宮

史郎作詞， 1972 年 5 月， 1 位， 325 万枚） は女の立場で「私」「あなた」を使い，

「きっとつかむわ　幸せを」がホステスにうけ，『8 時だよ全員集合！』で加藤

茶のお巡りさんが歌いながら自転車に乗って登場するところが小学生中心にマ
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ネされ，多くの親たちも気に入ってシングルレコードを買い，爆発的にヒット

した
12
。

以上で登場するのは，日本の伝統的大衆文化とのつながりが強い，のちに演

歌と総称されるジャンルの曲であり，日本では伝統的におくにのかぶき踊りや

歌舞伎の女形など，女が男，男が女を演じ，踊って歌うことがしばしばあり，

宝塚や松竹のような女性だけの歌劇も男役スターで知られてきたが，70 年代に

なると演歌，歌舞伎や少女 （女性） 歌劇以外のジャンルにもそれが波及していっ

た。

男が女の立場，女が男の立場で唄って流行するという現象を直接の背景とし

て，男が女装，女が男装をして芸を競うバラエティー『さかさまショー』 （1970

年 11 月〜 1971 年 4 月） が桂三枝 （現・桂文枝） の司会で放送され，そのエンディ

ングで十二単衣を着て『酔いどれかぐや姫』 （阿久悠作詞， 1970 年 10 月， 79 位，

1.3 万枚） を唄ってデビューしたのがフォークグループ・かぐや姫 （当時の正式

グループ名は「南高節とかぐや姫」で，第 1 期かぐや姫と呼ばれる） であり，

彼らがフォークにおいて男女さかさまの世界を切り拓いていった。

かぐや姫は最初の大ヒット曲『神田川』 （喜多條忠作詞， 南こうせつ作曲，

1973 年 9 月， 1 位， 86.5 万枚） で女性の立場から一人称を「わたし」，男を「貴方」

とし，同『赤ちょうちん』 （同， 1974 年 10 月， 4 位， 30.6 万枚） では女性の立場

12 「SMAP に大勝 歴代シングル 2 位『女のみち』はなぜ売れた？」『日刊ゲンダイ DIGITAL』
2016 年 9 月 29 日，https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/geino/190672/1。「『女のみち』

はトリオ結成 10 周年を記念して 72 年，宮さんの作詞で宣伝用に 300 枚自主制作したレコー

ドだった。『関係者に配った 1 枚が偶然，関西の有線放送で流れ火が付いた。奇跡の 1 枚

だった』 （高山氏）。／宮さんは生前，『当時のぴんからトリオの気持ちを女性に置き換えて

歌詞を書いた』と周囲に語っていた。♪きっとつかむわ　幸せを－と 3 番の歌詞に書いた

通り，420 万枚のビッグヒットをつかんだのだ。／ぴんからが口火を切ると，雨後の竹の子

のようにボーイズ＆コミックバンドから進化したグループ演歌が大ブームに。72 年 12 月に

は平和勝次とダークホースのデビュー曲『宗右衛門町ブルース』が 200 万枚売れた。翌年，

殿さまキングスの『なみだの操』は累計 250 万枚の大ヒットに。」 （「宮史郎さん追悼秘話…

300 枚から始まった『女のみち』」『zakzak by 夕刊フジ』，2012 年 11 月 22 日，http://www.
zakzak.co.jp/entertainment/ent-news/news/20121122/enn1211221540010-n1.htm）。
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で男を「あなた」と呼んだ。また，第 2 期かぐや姫 4th アルバム『3 階建の詩』 

（1974年 3月， 1位， 36.1万枚） 所収の「22歳の別れ」 （作詞・作曲 伊勢正三） では，

女の立場で嫁入りする自分を「私」，別れる男を「あなた」とし，同じ別れを

「なごり雪」 （作詞・作曲 伊勢正三） では，残される男を「僕」，旅立つ女を「君」

として描いた。前者はシングルとして，風 （伊勢正三と大久保一久のフォーク

デュオ） の『22 才の別れ』 （1975 年 2 月， 1 位， 70.8 万枚），後者は女性フォーク

歌手イルカの『なごり雪』 （1975 年 11 月， 4 位， 54.7 万枚） としてリリースされ，

いずれも大ヒットしており，イルカの歌唱は女が男の立場に擬するのではなく

女が女の立場で一人称「僕」と二人称「君」を使っているように，ヒット当時

から私には聞こえる。

女性が男性語の人称代名詞を唄うと，このように自らを男性に擬しているの

とは異なって女性として「僕」を使っているような印象を与える先例としては，

青山学院高等部の女子三人組バンド・もとまろが唄う『サルビアの花』 （相沢靖

子作詞， 1972 年 4 月， 11 位， 22.3 万枚） がある。もとまろの「まろ」は麻呂と

いうお公家さんにしばしばみられる男性固有名末尾で一人称男性語でもあるか

ら，もと （前世？） は麻呂 （男） という意味のグループ名だろうか？　いずれに

せよ，平安朝の十二単を身にまとったかぐや姫をフォークの男性 3 人組が女装

して歌うことをヒントに，もとまろというグループ名が生まれたのであろう。

この影響関係は，両者のジャケット写真がよく似ていることにあらわれている。

『サルビアの花』の歌詞のなかで「ボク」が 3 回，「あなた」が 1 回，「君」が 1 回，

「キミ」が 4 回使われているが，二人称代名詞はいずれも，自分を捨てて結婚

する女性を指している。オリジナルは作曲者早川義夫自身のアルバム『かっこ

いいことはなんてかっこ悪いんだろう』 （1969 年，2002 年復刻 CD） に収録され

ており，自分以外の男と結婚する女に恨みを抱いて結婚式にまで執拗につきま

とうような生々しいストーカー男の歌となっているが，もろまろの歌唱におい

ては高校生の清々しい女声のため病的な生々しさがなくなり，聴きやすくなっ
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てヒットしたのではなかろうか。般若が象徴するような女の嫉妬や執念が男性

語の使用によって脱け落ちるような印象を与えるのではなかろうか？

女子高生 3 人組が「ボク」「キミ （君）」を使って爽やかに歌うというもとま

ろの戦略は，MV で女子高を舞台とし，「僕」「君」を使ってグループで歌って

踊る AKB のひとつの源流であると言うことができるだろう。

フォークにおいて盛んになった男女さかさまの歌がアイドルの楽曲に採り入

れられるきっかけとなったのは，田原俊彦・近藤真彦・三原順子・杉田かおる

といった 80 年代アイドルを輩出したテレビドラマ『3 年 B 組金八先生 （第 1 シ

リーズ） 』 （1979 年 10 月〜 1980 年 3 月） の主題歌で金八先生を演じた武田鉄矢

が作詞作曲して歌った海援隊の『贈る言葉』 （1979 年 11 月，1 位，94.5 万枚） 

ではなかろうか。この曲では，男が「私」「ヤツ」，女が「あなた」である。な

ぜこうなったのかは，武田のライブにおける次のような MC に示されている。

フォークソングというのは，あった出来事を歌にしていくんです。この歌

もそう。大学の時，半年ほど付き合ってた彼女にフラレて。手をつないで歩

図 2　男かぐや姫と女もとまろ

出所　 左：南髙節とかぐや姫『酔いどれかぐや姫』ジャケット 
右：もとまろ『サルビアの花』ジャケット
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くだけでドキドキするような恋だったんですけど，求めすぎたんでしょうな。

“女々しか！”と手を振り払われて。／取りすがろうとした僕に向って彼女

が最後につぶやいた言葉が……“大きな声出すよ”というひと言でした。ど

んなにつらい思い出も，時が過ぎると美しいものに変わっていくもんです。

ではお聴きください，『贈る言葉』──
13

“女々しか！”と女に言われてフラれたことから，女性語一人称「私」・二人

称「あなた」を使っているのだろう。田原・近藤と野村義男のたのきんトリオ

を嚆矢として，ジャニーズはほぼ独占的にメジャーな男性アイドルを供給しつ

づけてきたが，ジャニーズの男性アイドルが女性語のオリジナルシングル曲を

歌ったことはないのではなかろうか。女装も SMAP が最初のようだ
14
。

アイドルが自身のオリジナルシングルで異性語の歌詞を最初に歌ったのは，

田原・近藤と同じく 1980 年にデビューし，シングルチャート順位で三原や杉

田を圧倒して田原・近藤と互角のトップアイドルとなった松田聖子の『天使の

ウィンク』 （尾崎亜美作詞作曲， 1985 年 1 月， 1 位， 41.4 万枚） であろう。この曲

の歌詞の人称代名詞はかなり複雑で，一見支離滅裂な印象を与える。女の子の

心の中に住む天使が一人称「僕」を使って女の子自身に「君」と呼びかけ，女

の子は一人称 “I” を使って天使には「あなた」，彼には “you” を使っている。

『天使のウィンク』は，彼の自分に対する気持ちがわからないために苦しむ

女の子に天使が，“I love you” と告白して笑うことができたら願いを叶えてあ

げると約束し，その通り照れながら“I love you” と言うと涙が止まらなくなっ

たが，天使の「僕には見える／涙の影で揺れてる笑顔／とてもきれいさ／／だ

いじな約
プロミス

束／涙をふいて／笑ってごらん／それが僕との約束だから」で歌詞は

13 「海援隊ライブ　武田鉄矢の軽妙なトークで客席に笑みが溢れる」『NEWS ポストセブン』

2014.11.19 11:00， https://www.news-postseven.com/archives/20141119_287353.html。
14 「女装に生着替え！ SMAP が『バラエティで輝くアイドル』となった“原点”を探る」『日

刊大衆 WEB』2016.10.01 08:00， https://taishu.jp/articles/-/51223?page=1。
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終わり，女の子はその通りにするというその後の展開を暗示しており，1984 年

のメキシコロケで松田が倒れた際，共演の神田正輝が献身的に看病したあと，

この曲を年内にレコーディングし，松田は発売翌々日の 1985 年 2 月 1 日に神

田との恋人宣言をして 6 月 24 日には挙式・披露宴に至ったというように，こ

の曲は聖輝カップルを見守った天使の歌という強烈なリアリティを持ってい

た。

『天使のウィンク』では，女の子の心の中で自分が積極的な天使と臆病な自

分とに分裂し，天使が臆病な自分に君と呼びかけるが，『会いたかった』では，

そのような分裂がなくなって，自分を「僕」，好きな人を「君」と歌っている

とみることができる。しかし，CD を返す際の前田の仕草や表情は『天使のウィ

ンク』の約束通りにしようとしているような風情でもある。

『天使のウィンク』と『会いたかった』の間をつなぐようなアイドルのシン

グル曲はあるだろうか？小泉今日子の 14th『常夏娘』 （1985 年 4 月， 1 位， 26.7

万枚） は男の子の立場から女の子を「君」と呼んでいるし，おニャン子クラブ

や『会いたかった』より以前のモーニング娘。のシングルにも，女の子が女の

子として一人称「僕」，二人称「君」を使うものはみあたらないようである。

女性アイドルの多くは男性から見た可愛らしさで売るので，一人称「僕」から

みた二人称「君」で男の子を表すことは女性アイドルとしての自己否定とみら

れかねず，あえてタブーに挑戦した『会いたかった』が，AKB ワールドを切り

拓くことになったと思われる。

AKB が男性語人称代名詞を使って女性側の積極性を表現しはじめ，それが

他の女性アイドルにも普及し，今や女性アイドルの楽曲の歌詞の大部分が「僕」

「君」を使用しているが，そうなった背景には，異性間の恋愛や性行動におい

て若い男性の側が消極化してくるという風潮があったと思われる。松本隆が松

田に書いた代表曲『赤いスイートピー』 （1982 年 1 月， 1 位， 50.0 万枚） に「何

故　知り合った日から半年過ぎても／あなたって　手も握らない」とあるよう
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に，身体的接触に積極的でない男性との恋を松田はしばしば歌い，松本から松

田のシングル作詞を引き継いだ尾崎の『天使のウィンク』はそれをふまえてい

たと思われるが，『会いたかった』が発売された 2006 年 10 月に，深澤真紀が

「恋愛やセックスに『縁がない』わけではないのに『積極的』ではない，『肉』

欲に淡々とした『草食男子』
15
」について論じ，それ以降，草食男子や草食系男

子ということばが流行した。

女性が受身を装いつつ蠱惑して男性側の積極的な行動を引き出そうとするの

を，たとえタイプの女性であってもうざいと感じる草食系の男性にとって，自

分のタイプの女性アイドルが「僕」を自称して男性ファンに「君」と呼びかけ

ることは，新鮮で心地よいことだったと思われる。このようにして AKB は『会

いたかった』とともに時代の潮流にシンクロしはじめた。10th シングル『大声

ダイヤモンド』では，SKE48 オープニングメンバーオーディションに合格して

すぐ前田敦子とのダブルセンターに起用された当時 11 歳の松井珠理奈が MV

の冒頭で男坂を駆け上って行くが，この曲で AKB はシングル週間売上がはじ

めてベスト 3 入りして売上枚数も約 10 万枚に達し，それ以降シングル売上を

ほぼ右肩上がりに伸ばしてミリオンセラーを連発するようになった。

ところで，『会いたかった』MV では男の子が登場しないので女子校が舞台だ

という印象を与え，女子校だとすれば「僕」だけでなく「君」も女の子という

ことになる。このことは，MV 製作に携わった男性は誰も自覚してはいなかっ

たと思われ，髙橋や前田が好きな「君」は男の子なので登場しないという台本

ができたと思われるが，女子校なので「君」も女の子だと見るのが自然だろう。

僕―君が女―男か女―女か曖昧で，どちらでもあり得るというのが，AKB ワー

ルドの基調であり，その性的指向はバイセクシュアルだと言うこともできる。

『桜の花びらたち 2008』 以降の MV ではしばしば女子高名が明示されるように

15 深澤真紀 ［2006］ 「U35 男子マーケティング図鑑　第 5 回　草食男子」『日経ビジネス ONLINE』
2006 年 10 月 13日，https://business.nikkeibp.co.jp/article/skillup/20061005/111136/。
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なる。
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16 週刊プレイボーイ編集部編 ［2011］ 『AKB48 ヒストリー──研究生公式教本』集英社，91 頁。
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けど，ユニットはそうだったとしても全体曲では上手の端の方で踊っているこ

ともままあった。／ただ記憶力は抜群によかったんだよね。誰の顔と名前もほ

とんど覚えていた。だから客には愛されるんだけど，やっぱり何もできない。

2 回言っても，3 回言ってもできないし，やっとできたと思って『よかったね』

と言ってあげても，どうやら何がどうよかったのかを理解していないようなリ

アクションをする。もう目が離せないというか，手が離せないというか……最

初から見ているような連中は，どこか前田を溺愛している部分があると思う。
17
」

前田がサラリーマンについてゆくという MV は，AKB メンバーに実際に起

こりえることであり，前田はとりわけアイドル育成のためあれこれとアドバイ

スする古参ファンに溺愛されていたのでそうなる可能性が最も高いメンバー

だったから，反面教師役をフィクションですることになったのだろう。AKB の

恋愛禁止ルールは本来，大人のファンに対して中高生メンバーへの節度ある態

度を求めるものだっただろう。それがなければ，ファンとの直接的接触を特色

とする AKB 劇場は風俗営業の一種とみられかねなかっただろうし，そうすれ

ばメンバーは 18 歳以上に限定され，中高生を中心とする合格者をアイドルに

育てるという趣旨に悖ることになっただろう。

『軽蔑していた愛情』MV で描かれるいじめは，学校でしばしば起こり社会問

題化していた。MV の冒頭の画面に現れる詞は「君は鳥じゃない。／大地に足

をつけて歩いて欲しい。つらいことがあっても，その先には未来がある。／時

はいつだって，記憶の消しゴムだから。」であり，いじめが自殺を引き起こす

という，しばしば起こる事件をとりあげて，つらいことがあっても生きて未来

に向かうべきだというメッセージを秋元はこの曲に託した。AKB のブレイクは

夢に向かって頑張る少女たちの前向きな姿勢を表に出すことによって成し遂げ

られるが，援助交際，いじめや自殺といった，若い世代にしばしばみられるネ

ガティブな出来事を避けるための処方として，秋元は未来へと向かう前向きな

17 BUBUKA 編集部編 ［2013］ 『AKB48 裏ヒストリー──ファン公式教本』白夜書房，20 〜 21 頁。
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姿勢を打ち出したと評せるだろう。

MV のはじめのあたりで，都心の学校の屋上で，靴をそろえて脱ぎ，両手を

鳥のように広げている少女の後ろ姿が映っている間に「あんたの事好きな人間

がこの世にいると思ってんの？◀」という携帯メールの画面が挿入されており，

いじめのメールで追い詰められた少女が鳥になろうとした，飛び降り自殺をし

たという大筋が予示されている。ファンの間では，秋元才加らによって前田を

いじめるような落書きが黒板にされ，小野恵令奈のいじめ携帯メールは誰に向

けられたものか不明，大島優子は親友だった宮澤佐江が遠ざかっていったため

に自殺したというような解釈が広まっているようだが，私が MV を見たところ

では，秋元が大島をいじめるような黒板落書きをし，小野から大島宛に「学校

来るな／あんたが来るだけで学校がけがれる！！／空気もけがれる！！／同じ

空気吸わせるな◀」という携帯メールが来たときなぐさめてくれていた宮澤佐

江 （図 3 中右） も「お前マジきもい／ウザい／ 1 回死んでくれない？◀」「みん

なあんたの事嫌いだから◀」というメールの直後に遠ざかってしまい （図 3 下左。

つまり，誰かが宮澤に大島から遠ざかるよう画策したあとで「みんなあんたの

事嫌いだから◀」というメールを送信したらしい），大島が飛び降り自殺しよう

とするというのが粗筋であり，黒板の落書きの件を聞いた前田が人を掻き分け

て現場に行ったが，ショックを受けた大島を背後から見ながら何もできなかっ

たことは，その場面 （図 3 上右） がちょうど「指を差すのは／何もしなかった

／この自分
0 0

」
 

という歌詞の傍点部自分
0 0

とシンクロしていることからわかる。

MV の最後で画面に映る詞「どんなにつらいことも時が過ぎれば忘れられる。

／ 1 人で悩んでいないで誰かに打ち明けて。／それは勇気のいることかもしれ

ないけれど，君はそんなに弱くない。」は，大島が演ずるようないじめられる

立場の人だけでなく，自分までいじめられるようになってしまうことを恐れて

いじめを傍観している前田の演ずるような立場の人に，勇気を出して誰かに自

分の考えを打ち明け，できれば何人かでいっしょにいじめに立ち向かおう，と



20 平　山　朝　治

呼びかけているのだろう。

前田と大島をめぐってファンの間に広がっている誤解は，いじめられる悲劇

のヒロイン役を大島が一人占めしているはずがないとか，前田がいじめを傍観

するような汚れ役をするはずがないといった先入見がファンの間に形成されて

いたことを示唆している。実際，『会いたかった』では，MV の役の重さは前

田＞髙橋＞大島という順であるのに対して，本作では大島＞前田＞髙橋となっ

ており，前田を脅かすライバルは髙橋ではなく大島で，むしろ大島優位だと

いう秋元ら運営首脳の判断が背後にあったものと思われるが，ファンの間で

図 3　悲劇のヒロイン大島優子と傍観者前田敦子

上左：黒板の落書きを見る大島　上右：その場にかけつけたが何もできない前田

中左：黒板を背にする大島　中右：大島をなぐさめる宮澤

下左：大島と別れる宮澤　下右：屋上から飛び降りようとする大島

出所：『軽蔑していた愛情』MV
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はそのことは受け入れがたいものだったのだろう。ファンのこのような解釈

は，この MV を収録した『逃がした魚たち〜シングル・ビデオコレクション』 

（DFBL7134-6） が発売された 2010 年 7 月以降に公開されたウェッブ記事にみら

れ，2010 年 6 月の第 2 回 AKB48 選抜総選挙開票で大島が前年 1 位の前田を抑

えて 1 位 （センター） を獲得した直後であることから，前田が絶対エースと呼

ばれてきたような前田神話が，第 2 回総選挙で大島に票を投じて 1 位にした人

たちも含めて強固に維持されていたことがわかる。

初期メンバーによる座談会で，あるメンバーが，楽曲の表現方法がアイドル

として表現するのから曲に沿って物語の主人公になって演じるという表現方法

に，多分優子がいたから変わったと言い，大島は『会いたかった』のころは髙

橋みなみと間違われる （顔立ちや雰囲気はかなり違うが，身長やエクボが似て

いる） ことがあって目立っておらず，目立ちはじめたのは『軽蔑……』の演技

と，AKB 初のソロ「泣きながら微笑んで」だと述べている
18
。2006 年 12 月 17

日にはじまったチーム K 3rd Stage『脳内パラダイス』公演のなかで大島がソロ

で歌った「泣きながら微笑んで」は AKB メンバーにとってはじめて劇場で歌っ

たソロ曲で，おそらく歌手としての素質を見込まれて大島が起用されたのだろ

う
19
。それを歌っているときに寝ている人がいたのがショックで秋元に相談した

ところ，君は女優志望なんだから女優として歌手を演じるつもりで歌うようア

ドバイスされたという経緯があるせいか，大島は歌手としてやっていく気がな

いため初期の上位メンバーのなかでは例外的にソロの CD を出していないが，

元・現メンバーのなかで声質や高音の伸びは 1 番だと私は感じ，歌手大島優子

には無限の可能性があると今でも思っている。

18 ne akbda ［2014］ 『AKB48 大島優子「私が目立ち始めたのは軽蔑 PV で・・・」』 https://www.
youtube.com/watch?v=cF5LHez_jPQ ，2014/03/28 に公開 （オリジナルの番組は不明）。

19 1 期生のチーム A の星野みちるが秋元作詞「ガンバレ！」に曲をつけて生歌を劇場で披露

したのは 2007 年 1 月 7 日のドラマ『戸賀崎殺人事件～ tgsk イラネ～』ファンクラブ限定試

写会であり，『脳内パラダイス』公演初日よりあとだ。
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大島は『軽蔑……』のあとに「泣きながら微笑んで」のソロをいただいたと語っ

ているが時間的には逆のはずなので，『軽蔑……』MV のあと，宮澤との別れの

場面を思い浮かべながら，飛び降りるのとは別のストーリーを込めて歌うよう

になったのではなかろうか？

この座談会が示唆していることは，大島がシングルに参加し始めた『会いた

かった』以降，単なるアイドル路線を脱皮したストーリー性の強い MV が製作

されるようになり，『軽蔑していた愛情』の演技と「泣きながら微笑んで」の

ソロ歌唱で大島の知名度が上がりだしたということである。おそらく，子役以

来の大島の実力は芸能界ではかなり高く評価されており，大島を起用すること

で『会いたかった』をメジャーレーベルから発売することも可能になり，大島

を軸として AKB の業界での評価も社会的な認知も高まっていったものと思わ

れる。2 期生大島の加入がなければ，AKB は少数のマニアックなファンに依拠

するアキバ系の地下アイドルから脱皮することはできなかっただろう。

このことは，2007 年秋ころの AKB メンバーのキャラ分布図における大島と

前田の特異な位置にもあらわれている。

キャラとは，個々人が状況に応じて周囲から期待される自分の役割を演じる

ことで，コミュニケーションを円滑化させるようなものだとされる
20
が，ここ

では，〈S ←→ M〉と〈しっかり←→天然〉という，個々人がかなり一貫して

示す性格的な特性をもとにしており，個々人が演じうるキャラはおのずから自

分の座標近辺のものに限られるということを意味しているものと思われる。

右上の「姫ゾーン」が従来の女性アイドルの典型的位置と思われ，可愛いけ

れどボケたところがあって，泣いても涙があまり出ないためうそ泣きと言われ

る
21
など，何かすれば突っ込まれて話題をふりまき，郷ひろみの大ファンだと

20 アイドルにおけるキャラについては，西兼志 ［2017］ 『アイドル／メディア論講義』東京大

学出版会，「7　〈キャラ〉と〈アイドル〉／拡張されたリアリティー」を参照。

21 平山朝治 ［2016a］ 57 頁注 42。
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21 平山朝治 ［2016a］ 57 頁注 42。
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公言して公然とつきあうようになったが，別離会見の舌の根が乾かぬ内に神田
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これに対して，前田は原点近くに位置しており，「このへんは未だになぞが

多い」とされている前田・松原夏海・奥真奈美のうち松原・奥は前田よりも天

然度が高いとされていることから，前田は両軸いずれについてもどこに位置す

るのかよくわからないのであろう。かといって，変幻自在に種々のキャラを演

じることができる万能選手とも正反対のようだ。「あっちゃんのキャラがわか

らない？そりゃそうでしょ。私もいまだにわかりません。」という峰岸みなみ

の言葉とともに前田は「なぞの女」とされている （山下編 ［2007］ 84 〜 85 頁）。
  

 

【ⅲ】同性間触れ愛の公表

『軽蔑していた愛情』の MV は，思わぬ副産物を生み出した。

『軽蔑……』では，いじめられた大島を抱いてなぐさめていた宮澤が大島を

裏切って去って行った理由は明確には描かれていないが，2 人は同性愛だと小

野が言ったため宮澤は大島から離れたとすれば，「お前マジきもい……」とい

う小野から大島への携帯メールの表現ともつながる。宮澤が大島を抱いて慰め

る場面 （図 3 中右） は逆光のため誰が映っているのか判然としないが最後にス

トロボが焚かれた静止画像になって誰なのかはっきり解り，それが同性愛のス

クープ写真として拡散されたことを暗示しているのだろう。

シングルが発売されて間もない，2007 年 2 月 19 日から 3 月 28 日までの間に

撮影された写真のなかに，峯岸みなみが大島優子と小野恵令奈の情交を演出・

撮影した作品がある （図 5）。小野のメールで大島が飛び降り自殺しようとする

という『軽蔑……』MV とは対照的に，発情した大島が小野の上に覆い被さる

という図 5 の写真は，『軽蔑……』での同性愛疑惑スクープ写真をふまえて企

画・撮影されたのだろう。

図 5 の写真を掲載した山下編 ［2007］ には，図 5 と同じ時期に撮影された，

前田敦子と篠田麻里子の関係を示す写真も載っている （図 6）。

図 6 左の説明によれば「前田さんは麻里子様の上にずっと乗ってました。こ
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図 6　篠田麻里子にまとわりつく前田敦子

出所：山下編 ［2007］左は 18 頁，右はカバー

図 5　峰岸みなみ撮影・演出『禁じられまくりの 2 人』

セリフは，大島優子「えれぴょん ［小野恵令奈の愛称］かわいいよ／えれぴょん／ハァ

ハァ」，小野恵令奈「コリス ［大島優子の愛称のひとつ］，信じてたのに……」

出所：山下編 ［2007］17 頁
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の人はすぐ人の上に乗ります。」 （山下編 ［2007］ 18頁） 　図 6右は山下編 ［2007］ 

のカバーにある写真だが，同じ写真が背景をカットして「第 2 章　メンバー編」

の篠田麻里子のところにも載っており （同，74 頁），そこで，篠田は次のよう

にインタビューに答えている。

──でも最近，前田さんと一緒にいることが多いですね。

「そうですね」

──やっぱり前田さんのほうから？

「そ〜〜，かな？　でもあっちゃん （前田の愛称） はちょっと違うかな。私，

悩み事とか絶対人に言わないタイプなんですけど，あっちゃんにはけっこう

言ってるかもしれない。なんか似てるんですよ。昔の自分みたいですね。年

齢の割にクールなところとか。」

──明らかに個人主義的な人で，集団行動が苦手そうなんですけど。

「ほんっと苦手でものすごいイヤなはずなんですけど。置かれた状況に慣れ

ちゃうタイプでもあるので，何とかなってるんだと思います （笑）」

──でも，集団の中で目立つのって，そういう 1 人ポツンっていうタイプの

コなのかも。前田さんといい。

「そうなんですかね？　こういう人がアイドルでいていいんですかね？」

（同，75 頁） 

篠田は前田より 6 学年上，大島より 3 学年上で，第 1 期オーディションに遅

刻して落選した 22
が，劇場併設カフェのスタッフになって 2005 年 12 月 8 日の

AKB48 劇場杮落しとともにカフェっ娘として勤務をはじめ，翌年 1 月のお気

に入りメンバー人気投票でメンバーを抑えて 1 位になったことを秋元が聞きつ

22 篠田麻里子・前田敦子 ［2006］ 「インタビュー：AKB48『天然が多いんです』」『livedoor’s 
NEWS』2006 年 10 月 25 日 1 時 10 分，http://news.livedoor.com/article/detail/2622381/ 。
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けてメンバーに抜擢してチーム A に入り，3 月には 20 歳になったように，中

高生の多いメンバーのなかで 1 人だけ大人の女性の魅力をふりまいて目立ち，

167cm と長身のモデル体型でおしゃれなため AKB のファションリーダーとし

ても君臨した。2006 年 1 月の人気投票では篠田は前田や髙橋を上回る票を得て

1 位だったし （大島の第 2 回オーディション合格は翌 2 月），のちの第 1 回と第

2 回の総選挙では前田・大島に次ぐ 3 位をキープしており，前田や大島とこれ

ほど年齢差がなければふたりを脅かしたはずの存在だった。

このように，篠田はチーム A に新たに入った際，前田と髙橋のトップ争いに

食い込むことになったと思われ，前田は篠田と組むことで，後に AKB グルー

プ総監督となるように集団をまとめる能力に長じた髙橋のペースに巻き込まれ

ず，独自性を保てると思ったのかもしれない。いずれにせよ，前田は篠田と親

しくなることでチーム A 内での独自の地位を固めることができたと思われる。

キャラとの関連でいえば，個人主義的な人とは，周りの状況に合わせて自分

に適したキャラを演じることができないため，集団のなかで浮いてしまいがち

な人であろう。大島は女王として周囲に強い影響を与えるのに対して，前田や

篠田は個人主義者としてまわりから隔絶して孤立しているが，似たもの同士の

ふたりが連合することでチーム A 内で中心的地位を確保したのではなかろう

か。

前田や高橋は AKB48 の最古参である 1 期生，篠田は 1.5 期生であるのに対

して，大島は 2 期生と後輩であるが，大島は前田や髙橋の 3 学年上で子役やア

イドルユニット Doll’s Vox23
のメンバーとして知る人ぞ知る存在であったため，

先輩後輩の序列を重んじる芸能界においてどちらが先輩であるかはっきりしな

かった。さらに，前田や髙橋ら 1 期生は 1 軍，大島ら 2 期生は 2 軍と当初は呼

23 高見沢俊彦がサウンドプロデュースしてシングル『夢見るオモチャ箱～恋する dancing 
Doll』 （2005 年 8 月） をレコード会社最大手のユニバーサルミュージックから出したが，リ

リースはこの一曲のみに終わった。
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ばれていたが，1 期生はチーム A，大島ら 2 期生はチーム K に分かれてそれぞ

れが AKB 劇場において公演して張り合うようになり，前田がチーム A，大島

がチーム K を代表するエースとして，二人のライバル関係もヒートアップして

いった。

（２） 大島優子・前田敦子・髙橋みなみ時代  
（総選挙興隆期 2008 〜 2012 年） 

【ⅰ】カミングアウトして干された大島優子

前田と大島の対抗関係が高まれば，AKB48 もファンも A と K の 2 つのチー

ムに分裂してしまいかねなかったと思われ，その対策として，2007 年 7 月か

ら 2008 年 4 月にかけて，A と K の 2 チームを解消してひまわり組を結成し，

そのなかでポジションごとにメイン （1st） とサブ （2nd） の 2 人のメンバーを用

意し，メインが他の仕事で劇場公演に出場できないときにはサブが出場すると

いうやり方がとられた。当時のことを前田は「私も （大島） 優子と絡むことが

増えて，影響されたんですよ。あのコは明るいから，見ているうちに『自分を

こんなふうに出していいんだ』『こうやれば楽しくなれるんだ』って」と述べ，

大島は「チーム A の技術やマイペースさには本当に影響を受けました。『こん

な自由でいいんだ！』って。それまでの K って，私をはじめ〝マジメで真剣！〟っ

てところがあったから，A に殻を破ってもらって，自分の本来持っていた明る

さを出せた気がします」と述べている （プレイボーイ編集部編 ［2011］ 49，50

頁）。前田にとってチーム K のなかで大島が傑出した存在であったことや，前

田と篠田という仲の良い個人主義者がツートップであることなどチーム A にみ

られる自由さに大島は強い印象を受けたらしいことを，ここから読みとること

ができ，前田と大島の認識を合わせれば，AKB ひまわり組は大島を中心として

回りはじめていたことになる。

大島にとって （旧） チーム A のなかで一番気になる存在は前田ではなく小嶋
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陽菜であり，大島と小嶋の関係が AKB の行方を大きく規定してゆくことにな

る。2 人は 2007 年 8 月に公開された映画『伝染歌』でトライアスロン部の部長

あんずとマネージャーのキリコとして共演したのがきっかけでよく話すように

なり，「『ロマンス，イラネ』 ［7th シングル，2008 年 1 月，6 位，2.3 万枚――

引用文中の ［　］ 内は平山による補足ないし注記，以下同様］ のときは完全に仲

良し
24
」になっており，2008 年 2 月，小嶋は「こりん」（大島の愛称のひとつ）

と書いたハート型の手作りバレンタイン・チョコレートケーキ（43 頁の図 9 第

1 段右）をプレゼントした
25
。

『伝染歌』は秋元企画・原作で，『軽蔑していた愛情』の延長上にある。前田

は自殺ビジネスの男とつきあいながら担任教師とも関係を持ち，映画開始直

後に主題歌『僕の花』を口ずさんでから自殺するトライアスロン部の女子高生

香奈という汚れ端役 （エンドロールのはじめでは松田龍平，大島優子，秋元才

加，小嶋陽菜，前田敦子の順番） で登場し，自殺の原因はトライアスロン部で

のいじめやしごきのためではないかと疑われたが，『僕の花』を聴いた人が次々

と自殺し，香奈の自殺で絶望した担任教師と，あんず （大島） を好きになって

「チューしていい？」と告白した （図 9 第 1 段左） が「むかつく」と断られたキ

リコ （小嶋） が一緒に焼身自殺をし，あんず （大島） は「チューさせてあげれば

よかった」と後悔する。

大島は『軽蔑された愛情』MV では同性愛疑惑のために唯一の友達を失って

自殺しようとする役を演じ，そのすぐあとの『伝染歌』では同性の親友からキ

スをせがまれて拒んだため親友を自殺に追い込んだことを後悔する役を演じ，

『伝染歌』共演をきっかけに親しくなった小嶋からバレンタインに本命を意味

すると思われる手作りケーキをもらったのであり，多感な大島は，性的少数者

24 小嶋陽菜 ［2013］ 『小嶋陽菜公式フォトブック　こじはる』講談社 MOOK，100 頁 （引用は大

島の発言で，小嶋も「うん，そんな気がする」と応じている）。

25 amiyui37 ［2012］ 『こじゆうの歴史 -Short ver-』 （動画まとめ） 2012/07/11 に公開，https://www.
youtube.com/watch?v=T99tgsbZ7qU&t=169s，49 秒～。
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が直面している問題を我が身に引き受け，解決策を小嶋との関係を通じて求め

始めたのではなかろうか？小嶋が本命ケーキをプレゼントした際には，まさか

動画でファンにまで周知されるとは思っていなかっただろうが，それ以降，2

人の関係をおおっぴらにするのが大島の戦略になっていったのは，それが突破

口になるという直観が彼女にはあったからだろう。

『僕の花』を作詞作曲したシンガーソングライター五井道子は飛び降り自殺

をしたと思われていたが，あんずが現場に行くと，あんずが幼い頃両親の無理

心中に巻き込まれた際，あんずに「塔の方に逃げておいで」と叫んで，刃物を持っ

て殺そうとしていた父親に向かって飛び降りてあんずを救ったということをあ

んずは思い出し，あんずが『僕の花』を唄うと自殺念慮にとりつかれていた人々

が我を取り戻すという結末になっている。

映画主題歌『僕の花』は劇中では松本伊代が唄い，シングルとしては五井道

子 （AKB1 期生星野みちる） 名義で発売された （2007 年 8 月，59 位，0.3 万枚） が，

映画のクライマックスではあんずが唄う。映画のヒロイン役と同時に主題歌を

シングルリリースするという薬師丸ひろ子らアイドル女優兼歌手の先例からす

れば大島がソロでシングルを出すはずのところだ。『伝染歌』というタイトルや，

あんずが唄って人々が救われるという筋からして，もともとこの映画は大島の

女優兼歌手デビューのために秋元が企画したものだったのではなかろうか？

大島と小嶋が親密になったため前田は大島に「片思い」というような関係を，

図 5 や図 6 のような同性間の触れ愛表現として MV の脚本に採り入れたのが，

『桜の花びらたち 2008』 （2008 年 2 月， 10 位， 2.5 万枚） である。女子高の卒業式

の日に前田と大島が美術室でふたりだけの会話をした際，大島への内に秘めた

思いを打ち明けそうになった前田を大島は巧みにはぐらかして切り抜ける （図

7 上左，向かって右側が大島）。このことは，ひまわり組において前田にとって

元チーム K のなかで大島が抜きん出ていたことや，大島にとって前田はそれほ

ど重要な意味を持たなかったことに対応していると言えるだろう。
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美術の男性教師に思いを寄せていた河西智美が手紙を渡そうとするが，彼が

女性教師と親しげにしている場面を見てショックを受けたとき，ちょうど河西

の肩をつついた大島に抱きついていまい，大島は驚いたが優しく河西の髪をな

でてやる （同上右）。その後，皆がいる美術室で大島は河西とのやりとりに刺激

されたのか，ヴィーナス像の唇にキスをし （同下左），それを見ていた前田は誰

もいなくなったところで大島の唇が触れたところにキスをする （同下右）。

『桜の花びらたち 2008』の後も，運営によって前田と大島が対等ないし大島

優位で扱われるようになるのが最も自然な展開だったと思われる。しかし，次

作シングル 9th『Baby! Baby! Baby!』 （2008 年 6 月，ドコモの i モード配信限定） 

では，センター前田敦子，ジャケット写真には左から身長順に篠田麻里子・小

嶋陽菜・前田敦子・渡辺麻友・大島麻衣の 5 人が並び，一番手前は小嶋だった。

このシングルは AKB 商法に対する批判が高まったため CD を発売できず，大

島は同年 6 月 30 日に放映された 2 時間ドラマ『弁護士 一之瀬凛子』に，弁護

士事務所の事務員という出番の多い役で出演している。もともと AKB は夢を

図 7　大島優子と前田敦子の間接キス

出所：『桜の花びらたち 2008』初回限定版 A 所収「桜の花びらたち 2008」ビデ

オクリップ ［Full Ver.］
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実現するための手段と位置づけられていたので，女優志望の大島がテレビドラ

マで重要な役を得られることになってそちらを優先するのは当時としては当然

のことだったし，大島の事務所は CD を出せない AKB に居続けたらかえって

イメージダウンになると恐れて辞めさせることも検討していたかもしれない。

『Baby! Baby! Baby!』の次は大島がクローズアップされてしかるべきにもか

かわらず，ひまわり組がなくなってチーム A と K が復活したあと，キングレコー

ドからの第 1弾となった 10thシングル『大声ダイヤモンド』 （2008年 10月 22日） 

では先述のように無名の小学生新人松井珠理奈が前田とのダブルセンターに起

用されて脚光を浴び，またそこからシングル曲の売上も伸び始め
26
，続く 11th

シングル『10 年桜』 （2009 年 3 月，3 位，12.5 万枚） でもセンターは前田・松井 （前

田単独説も） が務め，MV で大島優子は卒業 10 年後ひとりだけおなかが大きな

妊婦姿で登場した。妊婦を演じることは演技力の高さや幅広さを評価した抜擢

と言えないこともないが，アイドルとしてはイメージダウンになりかねないも

ので，ペナルティーと受け取ることも可能だっただろう （現実には MV と逆に

10 年後の 2018 年前田が妊娠結婚した）。大島は楽曲パフォーマンスのセンター

でなくストーリー性の濃厚な MV のヒロイン役として『軽蔑していた愛情』や

『桜のはなびらたち 2008』で重用されていたので，『10 年桜』妊婦役で冷遇さ

れたことは否定できないだろう。

このように大島が干された背景には，最年少の小学生ということもあって孤

立しがちだった松井を最年長の篠田麻里子が可愛がったということがある。松

井が前田とダブルセンターという重い役割をこなすことができたのも，篠田・

前田の妹分と認知されたからだと思われる。篠田・前田の仲良し 2 人組に将来

26 この背景にはリーマンショックがあり （平山 ［2018］ （6） 【ⅳ】），また，火曜 0 時 59 分から

関東ローカルで放送されていた『AKB0 じ 59 ふん !』が，SKE 結成にともない放送時間を

繰り上げて木曜 0 時 29 分から関東・東海で『AKBINGO!』として 2008 年 10 月 2 日 （中京

テレビでは 8 日） から放送されるようになったことが知名度上昇の直接のきっかけであり，

松井個人の貢献は限定的だったと思われる。
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を期待される松井も加わったことで，この 3 人を AKB の中核にしようと運営

は目論んだのであろう。

しかし，これだけでは，以後の大島に対する冷遇をうまく説明できない。セ

ンターや MV のヒロインなど，中核的役割を人気があるか将来人気が出ると見

込まれるメンバーが務めることは，AKB が存続発展するための必須条件であり，

大島が冷遇されるようになったのは，大島が目立っては AKB の存続発展にとっ

てマイナスになる，あるいはリスクになると判断されるようなことが，このこ

ろ持ち上がったことを意味しているはずである。

このころから干されたのは大島だけではない。小嶋陽菜は『夕陽を見てい

るか』『ロマンス，イラネ』で前田と W センターを務め，9th『BABY! BABY! 

BABY!』 ではジャケット写真で一番手前に映って目立っていた。この時期の小

嶋は，おそらく親しくなってきた大島の影響をもろに受けて魅力を増していっ

たのだろう。前田と髙橋に代わって AKB の中心となりかねない勢いが 2007 年

後半〜 2008 年なかばの大島と小嶋にはあった。しかし，小嶋は，10th『大声

ダイヤモンド』以降 33rd『ハートエレキ』 （2013 年 10 月， 1 位， 129.4 万枚） ま

でセンターになっていない。『大声ダイヤモンド』のころから大島と小嶋は共

に干されたのだ。

実は，『大声ダイヤモンド』が発売された 2008 年 10 月に放送された「カミ

ングアウト」をテーマとするラジオ番組で大島は「結構，言ってるかもしれな

いけど，じゃあ，みんなに本気で受け止めてもらおう。本当に…………女性好き」

と告白し，B「それは恋愛対象でも好きになれるってこと？」，A「ギリギリ？」，

大島「そ……こは （笑， 笑， 笑）」，A「そこはカミングアウトできない？ （笑）」，

B「でも微妙なラインでしょ？」，大島「そう。微妙なラインなんだよねー」と

いうやりとりのあと，大島は「男目線で女子をふと可愛いと思ってしまうとい

う話」をした 27
。女性を恋愛対象として好きになるということを明確には否定で

27 カメリア ［2010］ 「新参の新参による新参のための，こじゆうメモ」『百☆合』2010-06-18 



34 平　山　朝　治

きず，男目線で女の子を可愛いと思うということは，女の子に性的魅力を感じ

るということであり，大島はレズをカミングアウトしたと多くの人に受け取ら

れただろう。

多数のメンバーをかかえる AKB にとって，レズをカミングアウトしたメン

バーやカップルがいること自体は，百合好きのファンを惹き付けるために悪い

ことではないはずだが，当時はメンバーを異性として見る男性がファンの圧倒

的多数を占めていた以上，大島や小嶋のようにトップクラスの人気を誇るメン

バーが同性カップルだと公言し，それが広く知れ渡ることは，大島や小嶋の人

気だけでなく AKB 全体の人気にとっても大きな打撃になると懸念されただろ

うから，運営は前田＋松井＞大島＋小嶋といった扱いをすることになったので

はなかろうか。

大島のカミングアウトはそのころからのファンを超えて広く知られることは

なかったようだ。『10 年桜』の妊婦役はアイドルとしてはペナルティーだが，

男性を愛して子供を産むストレート女性というイメージを大島にお仕着せする

にはもってこいの設定だろう。大島と前田の 2 枚看板だが大島優位で，前田は

髙橋や小嶋や篠田とそれほど差がないという，おそらく従来の実人気に忠実な

体制から，前田を絶対エース，松井をその後継とする新体制へと『大声ダイヤ

モンド』ヒットとともに変わり，大島と小嶋は干されるようになった。

『大声ダイヤモンド』のころから大島，小嶋や 2 人のファンたちの運営に対

する不信や不満が高まったと思われるが，そのころから翌年の第 1 回選抜総選

挙に至る時期の大島は精神的なストレスが多く，11 月には急性虫垂炎になって

手術をし，喉も痛めて，しばしば AKB をやめることを考えたが，喉の手術に

06:09:41，https://blog.goo.ne.jp/ruyblas/e/b245e9c24f654ebc4dab204407c4bdb5，番組名，放送

日不詳。10 月 11 日はアメリカのカミングアウトデーなので，この日かその前後が放送日で，

『大声ダイヤモンド』発売の 10 日ほど前であり，この大島発言が MV や楽曲振り付けの内

容に影響を与えたのかもしれない。
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踏み切った
28
。この時期に大島が AKB をやめなかったのは，アイドルになりた
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【ⅱ】第 1 回総選挙と『言い訳 Maybe』
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がはじめられたとされている （BUBKA 編集部編 ［2013］ 115 頁）。しかし，大島

は 2009 年 4 月 13 日に喉の手術をし，同月 25 日・26 日に NHK ホールで開催

された AKB コンサートは大島が出場できるかどうかわからないため『「神公演

予定」* 諸般の事情により，神公演にならない場合もありますので，ご了承く

ださい。』と銘打って行われ，大島はようやく MC のみだが手術後はじめて公
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時に過酷な選挙戦の火蓋が切って落とされたのであり，運営は大島をいたぶっ

ていると，大島ファンに限らず AKB ファンの多くは思ったにちがいない。

候補者は AKB と SKE の全メンバー （研究生を含む） の合計 98 名で，投票権

は 12th シングル『涙サプライズ！』 （2009 年 6 月， 2 位， 16.9 万枚） 通常版購入

者，オフィシャルファンクラブ会員，公式携帯サイト会員，「AKB48 Live!! ON 

DEMAND」月額見放題会員であり，総選挙後に製作される 13th シングルで 1
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ディアでの新曲プロモーションに優先的に参加するメディア選抜，22 〜 31 位
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28 https://48pedia.org/ 大島優子，2018 年 9 月 11 日閲覧。
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た。2009 年 6 月 23 日から 7 月 7 日まで投票が実施され，7 月 8 日に開票イベ

ントが行われた。

この総選挙は全候補者に形式上公平な機会を提供するという，選挙において

はあるべき前提を満たすものではなく，手術後回復途上ということで大島は大

きなハンディを背負わされただけでなく，選挙管理委員会が前田に露骨に肩入

れするようなものだった。投票権と抱き合わせで販売されたシングル『涙サプ

ライズ！』で前田をセンターにし，メンバーの似顔絵を村上隆が描き下ろすと

いう企画で前評判が高かったシングルのジャケットも，前 2 作で W センター

を務めた前田と松井を中央に据え，前田の上に篠田，松井の上に大島が位置す

るというメンバー配置になっており （表 1），年長の篠田・大島を前田・松井の

メンター扱いしている。前田＋松井の宣伝が投票用紙に載っているようなもの

である。

さらに，歌詞・曲も MV も前田の誕生日を祝うという内容になっており，総

選挙開票翌々日の 7 月 10 日が前田の誕生日であるから，総選挙が前田の勝利

に終わり，誕生日と一緒に祝うという未来を暗示していることになるので，前

田のファンはもしもこれで大島に負ければ面目丸潰れであるから必死に 1 位獲

得をめざさざるをえない立場に追い込まれたことになる。歌詞や MV は前田

の勝利を自己実現的に予言しようと意図したものとみるほかなかろう。このよ

うに病み上がりの大島は前田の広告がついた投票券つき CD のため 2 重のハン

表 1　『涙サプライズ！』ジャケットイラストのメンバー配置

板野友美 篠田麻里子 大島優子 柏木由紀

小嶋陽菜 前田敦子 松井珠理奈 宮澤佐江

渡辺麻友 高橋みなみ 小野恵令奈 宮崎美穂

出 所：https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1265096917，
2018 年 7 月 30 日閲覧。
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ディを負わされたと言えるのではなかろうか。また，大島の立場からすれば，

自分が 1 位になれば前田の誕生祝いに水を差すことになるので，開票が近付く

につれて逃げ出したくなるような気持だったのではなかろうか？

開票結果は，

1 位　前田敦子 4,630 票

2 位　大島優子 3,345 票

3 位　篠田麻里子 2,852 票

4 位　渡辺麻友 2,625 票

5 位　髙橋みなみ 2,614 票

6 位　小嶋陽菜 2,543 票

7 位　板野友美 2,281 票

8 位　佐藤亜美菜 2,117 票

9 位　柏木由紀 1,920 票

10 位　河西智美 1.890 票

　　　（以下，一部のみ） 

16 位　峯岸みなみ 1,414 票

19 位　松井珠理奈 1,371 票

27 位　指原莉乃 1,170 票

29 位　松井玲奈 1,073 票

となり，2 重のハンディにもかかわらず大島は善戦している。少し事情を知る

人なら誰が見ても不公正な総選挙に対する批判として，アンチ前田と大島への

同情が盛り上がった結果の善戦であったと思われるが，予備知識のない新参

ファンがどんどん増えるなかでは，運営の前田への依怙贔屓の効力に及ばな

かった。開票の模様は以下の記事にまとめられている。
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第 1 回 AKB48 選抜総選挙。第 2 位の発表直前のことだ。初の栄冠は前田敦

子 （当時 17） か大島優子 （当時 20） に絞られていた。観客約 1400 人が，固唾 

（かたず） をのんで聞き入る瞬間だった。

「まえだ！　まえだ！」

突然，客席から湧き起こった前田コール。1 位の大本命前田が，先に 2 位

で呼ばれるという“アンチコール”だった。司会の戸賀崎智信 AKB48 劇場

支配人も思わず一瞬，間を置いた。

結果は大島が 2 位。観客の「あ〜っ」というため息が漏れる。体調不良で

欠席と発表されていたが，スタッフの手を借りてフラフラの足取りでステー

ジに出てきた大島が，泣きながらスピーチすると，大きな拍手と歓声が起こ

る。会場全体がボロボロの大島に感情移入した空気の中で，1 位前田が発表

された。

それは残酷な瞬間でもあった。うれしいはずの頂点なのに，壇上に上がっ

た前田はうずくまるようにむせび泣く。

「私がこの位置をいただいてもいいのかなと，今はそういうことしか考え

られないんですけど，私は AKB48 に自分の人生をささげるというのを決め

ているので，これから皆さんに恩返しができるように，みんなで力を合わせ

て頑張っていきたいと思います」

大島へのそれに比べて，明らかに歓声と拍手も小さかった。29

29 瀬津真也 ［2018］ 「前田敦子のあの名言は，残酷なコールから生まれた」『日刊スポーツ 
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前田自身大島の人気も実力もよく認識しており，公正な選挙ならば大島が

勝っていた可能性が少なくないと思っていたらしいことが，前田のスピーチか

らも読みとれる。

他方，このときの大島のスピーチは，次のようなものだった

ご心配をおかけしました。第 2 位に選ばれてとてもうれしいです。今まで

自分がやってきたことが見ていただけてもらえたのかなって思うと本当にう

れしいです。私はそれでも上を目指すことをやめません。「己を信じ，精進

せよ」という気持ちを常に持って前に進みたいと思いますので，みなさん，

私の背中をこれからも押してください。よろしくお願いします。
30

このなかで引用されている言葉は，AKB に入って隣を比べる葛藤をかかえて

いた大島に高校卒業のとき学年主任の先生が贈った「十人十色　己を信じ精進

せよ」という言葉であり，そのおかげで周りを気にせず自分を信じることで周

りを受け入れることもできるようになったと大島は語っている
31
。「上を目指す」

とは文脈から 1 位をめざすということだが，「十人十色」と結びつければ自分

の個性を伸ばすという意味にもなり，以下でみるように第 2 回総選挙での大島

は，総選挙順位を犠牲にしても自分の色を伸ばそうとするに至ったようだ。

運営の総選挙への露骨な介入に対する批判がアンチ前田や大島への同情とい

う形をとったことに対応して，総選挙で決まった選抜メンバーによる 13th シ

ングル『言い訳 Maybe』 （2009 年 8 月， 2 位， 14.6 万枚） も構想されたと思われ

nikkansports.com』2018 年 4 月 23 日 14 時 48 分，https://www.nikkansports.com/entertainment/
akb48/news/201804230000471.html 。

30 https://matome.naver.jp/odai/2130620180724947601 ，2018 年 7 月 30 日閲覧。

31 2017 年 3 月 6 日放映『成功の遺伝子 4』 （「大島優子『隣を比べる』葛藤抱えた AKB 時代…

支えた先生の言葉」『MusicVoice』17 年 03 月 08 日 06 時 04 分，https://www.musicvoice.jp/
news/20170308059604/）。
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る。2 学期が始まったシチュエーションで片思いの「僕」の「君」への気持が

描かれた歌詞だが，『桜の花びらたち 2008』MV をふまえれば，前田の大島へ

の片思いというストーリーの延長上にあるとも受け取れる。

『言い訳 Maybe』の MV は総選挙を巡る前田と大島，というより前田ファン

と大島ファンの関係をストレートに表現するようなものになった。女子校の野

球部が舞台となり，前田は 9 回裏満塁一打逆転のときにホームラン級の当たり

をファウルと判定されたあとで凡退してチームの負けを決めたエース
32
を演じ，

大島が「肝心の時に打てないなんてエースじゃねえよ」と非難してチームが崩

壊しそうになったときに，教師の提案で自転車競争によって決着をつけること

になる。

大島が前田を追い越そうというときに，後ろで髙橋みなみが転倒し，その音

を聞いて止まった前田がまず引き返し，振り返ってそれを見た大島も引き返し，

2 人の様子を見て髙橋は痛さを忘れて微笑む。ゴールの直前でみな一列に自転

車を並べて止まっているところに，あとからやってきた秋元才加がゴールイン

してしまう。総選挙で 1 位となった前田は実質が伴っておらず，総選挙の順位

もちゃらにしてしまおうというような寓意がこの MV には込められていること

になる。この曲やこのころが AKB のなかで一番好きだというファンは少なく

ない
33
。

運営が仕掛けた不公正選挙を乗り越えて，前田と大島はお互いを認め合い，

AKB のレベルアップを果たしたということが，総選挙における 2 人のスピーチ

などにあらわれており，心あるファンは『言い訳 Maybe』をその記念碑的作品

として受け止めたのであろう。

32 野球でエースというとたいていチーム第 1 の先発投手だが，ここではホームランバッター

がエースとされている。

33 『【MV full】 言い訳 Maybe / AKB48 ［公式］』 （https://www.youtube.com/watch?v=qJ-Drv9tVjI ，
2018 年 7 月 30 日閲覧） コメント。
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2018 年 7 月 30 日閲覧） コメント。
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【ⅲ】大島優子と小嶋陽菜 （こじゆう） の結婚
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メンバー間のフィクションをさらに進展させれば，前田敦子と大島優子という

トップを争う 2 人が相思相愛になるということが考えられる。大島の同性嗜好

カミングアウトを営業上の話題作りなどとして穏便に収束させるには，小嶋で

はなく前田を大島の相方にするような話題満点のフィクションがよいという判

断が運営にはあったかもしれない。しかし，大島の本命はあくまで小嶋だった。

2010 年 1 月 21 日に放映された『ダウンタウン DX』のなかで，2 〜 3 ヶ月前，

山手線の車内で大島が小嶋の体にしつこく触るのを目撃した視聴者 （図 9 第 2

段左） から「あっち ［レズ］ なんですか？」と聞かれた大島は，「いやー訳があ

りまして，AKB に入る前までは全然アイドルとかにあんまり興味がなくってで

すね，それで，AKB 入ってからアイドルってこんなに可愛いんだって思ったん

ですよ。で，あー，すごい可愛いなってなってって，後に，手が伸びてきちゃっ

たんですよ」と答えている
34
。もともとストレートのはずだったのに，AKB に

34 カメリア ［2010］， ピグの部屋 ［2010］ 『大島優子出演「ダウンタウン DX （1/21 放送）」』2010-
01-25，22:30:00，https://ameblo.jp/akb48-holic/entry-10442745980.html。両者で，省略された

図 8　自転車競争をやめて髙橋みなみを助ける前田敦子と大島優子

左：自転車を乗り捨てて転倒した髙橋みなみのところに駆け寄る前田敦子と，振り返っ

てＵターンしようとする大島優子

右：2 人が近づいてくるのを見て微笑む高橋みなみ

出所：『言い訳 Maybe』MV
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入って可愛い女性アイドルに惹かれるようになったのだから，レズではなくバ

イだと言いたいのだろう。

大島は，フィクションとはいえ運営が前田と大島のラブストーリーを今後さ

らに進展させることを，危惧したようであり，前田と大島の調整役である高橋

みなみを巻き込んで，AKB メンバー自作自演の大島＆小嶋ラブストーリーが開

始された。

まず，2010 年 2 月から写真週刊誌『FRIDAY』に連載されることになった，

AKB メンバーがメンバーを撮影するシリーズ「友撮」第 1 回で，大島が小嶋の

唇を奪う瞬間を高橋が撮影して「禁断の愛の行方に注目でス」などと解説した 

（図 9 第 2 段右）。この写真は「メイク中のにゃんにゃん ［小嶋の愛称のひとつ］ 

を撮ろうと思ったら，そこへ優子がすーっと入ってきて Chu♥　ちょっと待て

い！と （笑）」「撮った時は『うわ〜，これホントに載せていいんかなぁ？』っ

てビックリしたけど，まあ確かに，楽屋ではよく見る風景ですから （笑），リア

ルリアル。」と髙橋はのちに振り返っている
35
。

2010 年 2 月 24 日に放映された『AKBINGO!』の「ショージキ将棋」で，小

嶋と対決した渡辺麻友が「ここだけの話，大島優子が苦手だ」という一手を指

すと大島は目を丸くし （図 9 第 3 段左），小嶋が「いいえ」と言うとウソ発見器

が大きく振れて渡辺が一本とり，小嶋は「違う，本当に苦手じゃない」と言っ

たが，大島はショックを受けて「小嶋さん……」と寂しげに呟き （図 9 第 3 段

中央），峯岸みなみは「優子がまずがんがん一方的に陽菜のことを大好きなん

ですよ。で，いっつも抱きついたり触ったりチューしたりしてるんですけど，

ある日突然小嶋さんはその行為に抵抗しなくなったんですよ。もう，無表情で

受け入れるようになったんですよ。それはもう逆に無駄な抵抗をやめたんだ

部分に若干の違いがあり，「あっちなんですか？」は後者にはない。タイミング的に，この

視聴者目撃とそれに対する大島の告白＝説明が図 9 第 2 段右の「友撮」こじゆう初スクープ

写真のきっかけの一つだろう。

35 AKB48 撮影 ［2011］ 『AKB48 友撮 THE RED ALBUM』講談社， 89， 88 頁。
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35 AKB48 撮影 ［2011］ 『AKB48 友撮 THE RED ALBUM』講談社， 89， 88 頁。
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図 9　大島優子と小嶋陽菜の愛と結婚

第 1 段左：キリコ（小嶋）「チューしていい？」

第 1 段右：小嶋から大島へ，2008 年バレンタイン・手作りチョコレートケーキ

第 2 段左：「視聴者は見た！」「山手線の車内でメンバーの体を触る AKB48 大島優子を見

た！」

第 2 段右：「今週の SCOOP!　小嶋と大島の熱烈キス現場を目撃撮！」 （右上は「オトメ同
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なって，あの時から感情を殺したんですよ，小嶋さんは」と解説し，小嶋は手

を横に振って「違うよお」と言ったが，大島は涙目になって上を向いた （図 9

第3段右）。この間の大島がめっちゃ可愛いかったと評判になったので，大島ファ

ンのかなりは大島の小嶋への思いのピュアさに感じ入り，新たなファンもでき

たと思われる。峯岸の言うように大島が一方的に大好きなわけではなく，小嶋

は 2008 年にバレンタイン手作りケーキをプレゼントしていた。しかし，ケー

キを公開し，人前を憚らずキスなどをしてくる大島に小嶋はついてゆけず，嫌

われてしまったのだと大島はウソ発見器の動きを見て思ったのだろう。とはい

え，渡辺の一本や峯岸の解説を必死で否定した小嶋は，大島との関係を衆目に

晒す覚悟ができたようだ。

そしてついに，第 2 回総選挙投票開始を 12 日後に控え，選挙運動も闌のころ，

大島は 2010 年 5 月 13 日のブログで結婚を報告して相手が女性であることを示

す後ろ姿の写真も掲載した。手を繋いで祭壇に向かう 2 人のうち，背の低いほ

うが身長 152cm の大島で，小嶋は身長 164cm だから，図 9 のキス写真やショー

士の禁じられた遊び！？」「メイク中のこじはるがゆうこに唇を奪われた瞬間を激写シマ

シタ☆　最近， ゆうこがこじはるを狙っているんでスよ。禁断の愛の行方に注目でス」 ）
第 3 段：ウソ発見器で本音を聞け！／ショージキ将棋 （左：ここを超えたら一本／ここ

だけの話／大島優子が苦手だ，中央：小嶋さん…／一本・大島優子が苦手だ） 
第 4 段左： 「結婚，ケッコウです」「パカパパーン♪♪／パカパパーン♪♪／パカパパー

ン♪♪パカパパーン♪♪パカパパーン／♪♪パカパパーン♪♪パカパパーン♪♪／／／

ふふ〜んふん〜ふふん……・／／↑歌詞分からずょ (○ ﾉ 3`○)／／どうして／この歌を／

口ずさんだかって ［(･∀･)］？？？／結婚したから ［絵文字省略］／えっ？／／／誰

とかって？／♥♥♥♥	／／分かった （Ｐ♥ q･▽･) ？」
第 4 段右：「こじゆう～私たち結婚しました～小嶋陽菜×大島優子」

出所：第 1 段左＝映画 『伝染歌』 2007 年， 第 1 段右＝注 25 と同じ， 第 2 段左＝ 『ダウンタ

ウン DX』 2010 年 1 月 21 日放映 （ピグの部屋 ［2010］） 『大島優子出演 「ダウンタウン DX 
（1/21 放送）」』2010-01-25， 22:30:00， https://ameblo.jp/akb48-holic/entry-10442745980.html）。
第 2 段右＝髙橋みなみ撮影「友達だから撮れたメンバーのリアルな素顔 AKB48 『友撮』 第
1 回」 『FRIDAY』 2010 年 2 月 19 日号， 67 頁。第 3 段＝ 『AKBINGO!』 2010 年 2 月 24 日放映。

第 4 段左＝大島優子オフィシャルブログ 『ゆうらりゆうこ』 2010 年 5 月 13 日 16:41:52，  
（https://matome.naver.jp/odai/2143148827504069301/2143150922821514703）， 第 4 段右＝週刊

プレイボーイ増刊 『AKB48×週刊プレイボーイ 2012』 （集英社） 付録特大ポスター （https://
www.excite.co.jp/News/entertainment_g/20121112/Shueishapn_20121112_15321.html ） 
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ジキ将棋を知っているファンにはすぐに相手は小嶋だと断定できるようになっ

ている （図 9 第 4 段左）。

LGBT の人権擁護に政府や国会が本格的に取り組みはじめたのは，平成 22 

（2010） 年 8 月 28 日の閣議決定『自殺総合対策大綱』が自殺の恐れの高い層と

して性的マイノリティに言及して以降であり
36
，平成 22 （2010） 年 2 月以降のこ

じゆう公開キス，ショージキ将棋や結婚が起爆剤のひとつになったと言えるの

ではなかろうか。

前年の総選挙では前田の誕生日祝いと重ねられて惜敗したので，今年はそれ

に負けないお祝い事で盛り上げてやろうという大島の思いつきが結婚宣言をす

るきっかけにはあったかもしれないが，結婚へのご祝儀としてファンの多くが

総選挙への出費を上乗せして票が増える効果と，結婚を嫌ったファンが離れて

票が減る効果のいずれが大きいかは不確かなことで，常識的にはアイドルが結

婚すれば離れるファンが圧倒的に多く，票も大幅に減ると予想され，相手が同

性となれば拒否反応は異性相手よりも多いだろうと予想されただろうから，そ

ういう犠牲を払っても小嶋との関係をファンに披露して認めて貰いたいという

のが彼女の正直な気持ちで，総選挙の時期に結婚することは総選挙の結果より

も小嶋への愛を大切に思っている証しになると考えていたのではなかろうか。

小嶋も第 1 回総選挙では 6 位だったので，2 人とも順位が大幅に下がることを

覚悟のうえで結婚の公表に踏み切ったと思われる。2 人ともアイドルとしての

地位を捨てる，アイドルとしては心中する覚悟だったのではなかろうか？

大島を支えた先生の言葉「十人十色　己を信じ精進せよ」は人それぞれの個

性を尊重して，順位や大勢にとらわれずに己を信じて精進せよということであ

り，自分の色に忠実に小嶋との関係を育くみ，第 2 回総選挙における順位の下

落を覚悟の上で結婚宣言をする際の拠り所になったものと思われる。

36 中西絵里 ［2017］ 「LGBT の現状と課題──性的指向又は性自認に関する差別とその解消へ

の動き」『立法と調査』No.394，http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/
backnumber/2017pdf/20171109003.pdf ），7 頁図表 3。
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【ⅳ】第 2 回総選挙とこじゆう薬師寺の誓い

『言い訳 Maybe』に続くシングル，14th『RIVER』 （2009 年 10 月，1 位，26.1

万枚），15th『桜の栞』 （2010 年 2 月，1 位，40.5 万枚），16th『ポニーテールとシュ

シュ』 （2010 年 5 月， 1 位， 74 万枚） のセンターはいずれも，高橋みなみと前田

敦子であり （前田単独センター説もある），MV をみても前田が突出して目立つ

という印象はあまりない。総選挙後の 2009 年 8 月には A，K，B の 3 チームに

それぞれキャプテンが置かれ，髙橋は前田も属しているチーム A のキャプテン

になっており，のちに総監督となるように，AKB 全体の総まとめ役も期待され

て前田との W センター体制がとられたのだろう。『言い訳 Maybe』で転倒して

前田と大島の関係修復を果たすという髙橋の役割はこういう形で具体化された

のであり，第 2 回総選挙は開票も 2010 年 6 月 9 日と前年より約 1 ヶ月早くなっ

て前田の誕生日と切り離された。前田と大島がより公正な形で第 2 回選抜総選

挙を迎えることができるよう行き届いた配慮がなされていると言えるだろう。

シングル CD の売り上げが『RIVER』以降週間最高 1 位をキープするように

なって総売上枚数も右肩上がりというなかで総選挙に対する世間の注目が集

まったことも，選挙の公平性を確保するよう促す圧力となっただろう。候補資

格・投票有資格は昨年とほぼ同様だが，投票権封入シングルの売上が大きく伸

び 37
，総投票数も大幅に増えた。2010 年 6 月 9 日に行われた開票の結果は，

1 位　大島優子　 31,448 票

2 位　前田敦子　 30,851 票

3 位　篠田麻里子 23,139 票

4 位　板野友美　 20,513 票

5 位　渡辺麻友　 20,088 票

37 第 1 回『涙サプライズ！』通常版は 88,909 枚，第 2 回『ポニーテールとシュシュ』通常版

は 476,093 枚と推計されており （http://muranokuma.cocolog-nifty.com/blog/2017/10/akb48-cd-
b8cf.html 2018 年 7 月 30 日閲覧），5 倍以上伸びている。
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【ⅳ】第 2 回総選挙とこじゆう薬師寺の誓い
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6 位　髙橋みなみ 17,787 票

7 位　小嶋陽菜　 16,231 票

8 位　柏木由紀　 15,466 票

9 位　宮澤佐江　 12,560 票

10 位　松井珠理奈 12,168 票

　　　（以下，一部のみ） 

11 位　松井玲奈　 12,082 票

14 位　峯岸みなみ  9,692 票

19 位　指原莉乃　 6,704 票

28 位　島崎遥香　 3,076 票

であった。速報と中間発表では前田 1 位，大島 2 位だったので，大島にとって

大逆転勝ちということになる。私見では，第 1 回のときはフェアな競争なら大

島が前田にかなりの差をつけて 1 位となっていたのではないかと思われるが，

1 位になった際の前田のスピーチがアンチの心も動かすなど前田の好感度が増

し，他方で大島が小嶋と結婚したことにショックを受けたガチ恋系の大島ファ

ンは投票しなかったか推し変しただろうから大島の基礎票が減ったため，僅差

の勝負となったのではなかろうか。

ちなみに第 1 回と第 2 回とを比べて神 7 と呼ばれる上位 7 人のなかでは前田

と大島が入れ替わったのを除けば板野が 7 位から 4 位にあがった以外に順位変

動がないのは，こじゆう結婚公表にショックを受けた大島ファンの票が板野に

かなり流れたためではなかろうか。大島から板野にかなりの人が投票を切り替

えたと考えられる理由は，当時のチーム K のメンバーのなかで第 1 回・第 2 回

総選挙順位はいずれも大島が 1 位，板野が 2 位だからである （板野は 2010 年 3

月 12 日に A から K に移ってきた）。

それに対して，結婚宣言を知った上で大島に投票したファンの多くは，ショー
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ジキ将棋以降小嶋を思う大島の可愛さに感動して大島への見方を変えたり新

たにファンになった人たちだと思われ，5 月 26 日の初日速報では 1 位＝前田

6846 票，2 位＝大島 6317 票 （前田の 92.27％），6 月 2 日の中間発表では 1 位＝

前田 20966 票，2 位＝大島 19465 票 （前田の 92.84％） と，大島は速報も中間発

表も 1 位とそれほど差がない 2 位だったので，こじゆう大島ファンは結婚祝い

として 1 位をプレゼントしようと奮発し，大逆転劇となったのではなかろうか。

大島は立候補のマニフェストとして「1 位になったら坊主にします」という

色紙を用意したが，事務所の反対でその公約は取りやめになった
38
。坊主になる

ことは普通，何らかの反省や謝罪を意味するものなので，「1 位になれなければ

坊主にする」と公約するはず
39
で，ファンは推しメンを坊主にさせてはいけな

いという風に，より多くの投票を動機付けられる。坊主頭を見たいから大島に

投票する人はファンというより興味本位の人か，あるいはアンチ大島であろう。

その公約を手書きした色紙を持った大島のお蔵入り写真が総選挙開票前々

日，「秘密にされてきた“幻のマニュフェスト”」として『日刊スポーツ』のサ

イトに載った
40
。小嶋との結婚を承知のうえで大島への投票を締め切り直前に

決めたり増やしたりした人は，坊主公約を掲げようとした大島は小嶋との結婚

をファンに認めてもらいたがっているのだと察知してご祝儀を奮発したのだろ

う。

38 「大島優子の『坊主宣言』？　『本気なのか』その真相は…」『J-CAST ニュース』2010/6/10 
20:38，https://www.j-cast.com/2010/06/10068541.html?p=all。

39 指原莉乃は 2014 年の第 6 回総選挙で 1 位になれなければ滝行をするという公約を掲げて 2
位だったので実際に 11 月 8 日から放映されたソフトバンクのＣＭで滝行をした （「指原莉

乃が公約どおり“滝行”を達成，ソフトバンク新 CM で～滝に打たれながら『絶対 1 位に

なりたい』って思った」『ケータイ watch』2014/11/5 12:44，https://k-tai.watch.impress.co.jp/
docs/news/674540.html ）。坊主になるのと滝行をするのは意味的に近いので，大島の幻の公

約が指原の滝行公約のヒントになっているのかもしれないが，「1 位になれなければ」坊主

になったり滝行したりするのが常識的な発想であろう。

40 「総選挙マニフェスト　ラストは大島優子。秘密を明かします！」『nikkansports.com』2010 年

6 月 07 日，http://www5.nikkansports.com/entertainment/akb48/column/archives/20100607_1772.
html。
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なぜなら，坊主にするということは，女の命ともされる髪を捨て，ストレー

ト女性としての幸せを捨てることを寓意しており，2009 年 10 月にある番組 （22

日放映『AKBINGO!』か？） で小嶋は「優子はおじさんって呼ばれてて，メンバー

に」「スタッフに移動で『みんなくっついて』って言われるとあたしの太もも

とかにすっごいくっついてくるんですよ。体が目当てだったのかなって」と暴

露され，「好きなんですよ」「腿っていうか，女の子の体が」 （カメリア ［2010］） 

と応えていた。小嶋 （の体） 好きで男っぽい性格の大島がメンバーの間でおじ

さんと呼ばれていることはファンの間でよく知られており，幻とはいえ坊主公

約を公表して 1 位になったらファンも大島をおじさん，つまり小嶋の伴侶とみ

とめたことになるからだ。

のちに AKB48 チーム 4 の岡田奈々は 2017 年 2 月 10 日に放送された『リッ

図 10　大島優子，幻の総選挙マニフェスト

出所：注 40 と同じ 
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スン？ 2-3』で，百合漫画『あの娘にキスと白百合を』
41
の相思相愛カップル瀬

尾瑞希と二階堂萌について，瑞希が髪を切ってから女の子たちにちやほやされ

王子様と言われるようになったが，髪を切った理由は萌ちゃんが好きすぎて自

分が髪を切ることでより萌ちゃんがより可愛く見える，瑞希と萌がカップルっ

ぽく見えるからだと解説し，岡田自身が髪を切った本当の理由は別にある
42
が，

村山彩
ゆ い り

希ちゃんが好きだから，彩希ちゃんがより可愛く見えるように，2 人が

並んだときに夫婦だねって言われるように，ということにしておきましょうと

語ったが，大島が坊主にしようと思ったのも小嶋がより可愛く見えるように，

2 人が夫婦らしく見えるようにという意図に発すると思われ，大島の幻の坊主

公約が同性恋人のいる瑞希や岡田が断髪するという着想のもとになったのでは

あるまいか？　小嶋の AKB 卒業目前の 2017 年 2 月 13 日 （バレンタイン前日），

『小嶋陽菜「好感度爆上げ」公演』を訪れた大島は，小嶋とのツーショットに「と

にかく／要するに／小嶋陽菜が／私の世界で一番かわいい／いや／この世の中

のアイドルで／一番最強にかわいい／／癒された〜」というコメントをつけて

自身のインスタグラム @yuk00shima に載せており
43
，28 歳で卒業直前の小嶋は

峠を過ぎてアイドルをやめる直前とみられがちだったが，そうではなく最強に

かわいいアイドルとする点にも，年齢を超越したかわいらしさという大島のア

イドル観がよくあらわれている。大島自身「息の長いアイドルになると確信し

ました」と幻の選挙公約記事で評価されていた （図 10）。

41 缶乃 ［2014-］ 「あの娘にキスと白百合を」『月刊コミックアライブ』連載中 （コミックスは

KADOKAWA より，既刊 9 巻）。

42 柏木由紀に慕われ，「さえゆき」カップルとして知られた AKB 随一のイケメン宮澤佐江が

2016 年 4 月 1 日に卒業した直後の 4 月 14 日に 755 トークアプリでファンから「ショートカッ

トのなぁちゃんも見てみたい」と言われて「いつか／ショートカットに／するつもりです」

と返し，数日後には実行した （「岡田奈々 （AKB） の髪型まとめ！ロングからショートにした

理由も！」『ホットワードブログ』2018 年 3 月 14 日，https://hotword-coolword.com/tv/idol/
okadanana-kamigatamatome/） ので，ポスト宮澤佐江を求めるファンの要望が直接のきっかけ

のようであり，村山とのことはあとで思った理由のようだ。

43 Yuk00shima ［2017］ 『小嶋陽菜爆上げ公演』https://www.instagram.com/p/BQc6cVYjMt3/?taken-
by=yuk00shima，2017 年 2 月 13 日。
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インスタグラム・アカウント名 yuk00shima が yuko と姓 oshima の間のスペー

スなしで繋がっているのは，小嶋が「おしま」とも読め，ヘボン式では大島も

小嶋も Oshima になるので優子大島でも優子小嶋でもあるということをあらわ

し，あるいは，k00shima で「こーしま」と読めることから，優・子＝小
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「お前は期待値が高いから，それ以上のものは生まれてこない」と言われて

きました。じゃあ，どこを伸ばせば私は MVP を取れるのかずっと考えてき

ました。いつも 2 位の大島優子としてやってきて，今年はきっと下がるだろ

うと思っていました。こんな光栄なことはありません。去年は「（私の） 背中

を押してください」と言いました。でも今年は 1 位という順位をいただいて，

背中を押してくださいとは言いません。（私に） ついてきてください。AKB48

が日本一のトップアイドルグループとしてずっと輝いていけるように努めま

すので，よろしくお願いします。
44

小嶋との結婚宣言は 2 人の馴れ初めの場である『伝染歌』を原作・企画した

秋元の期待値をはるかに超え，事実は映画よりも奇なりだったことは間違いな

いだろうが，大島が「今年はきっと下がるだろうと思っていました」と言った

ことは，それが総選挙での順位下落を覚悟した真剣なものであったことを証し

ているように，私には思われる。大島にとって自分の総選挙 1位と小嶋の 7位は，

自分と小嶋の関係をファンが認めてくれたという意味を持ち，7 位の小嶋と並

んで檜舞台に立つことが結婚披露宴でもあったのではなかろうか？

このように，5 月 13 日のこじゆうの結婚公表は，開票前々日の幻の坊主公約

公表との合わせ技で大島 1 位，小嶋 7 位という最終結果をもたらし，2 人の結

婚を AKB ファンの多くが受け入れ，祝ったということになるだろう。

総選挙選抜メンバーによる 17th シングル『ヘビーローテーション』 （2010 年

8 月， 1 位， 88.2 万枚） の MV 監督に起用された蜷川実花は，女の子たちが同じ

お菓子を食べ合ううちにキスし合うようになり，1 位大島と 2 位前田の接吻に

至るという映像に仕上げた （図 11 左）。

これは，『桜の花びらたち』以来，運営が構想していた AKB トップ 2 人のラ

44 「AKB48 第 2 回選抜総選挙，トップ 40 メンバーのコメント紹介」『音楽ナタリー』2010 年

6 月 16 日 19:43，https://natalie.mu/music/news/33397。
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ブストーリーのクライマックスと言えるが，大島はよほど前田との接吻を気に

していたらしく
45
，MV が公開されたのとほぼ同時に，峯岸みなみとの接吻写真

を自身のブログで公開して前田とする程度のことは峯岸ともすることを示し
46
，

9 月 5 日の握手会で大島推しのファンに ｢正直さ，みぃちゃん ［峯岸］ と小嶋さ

45 『ヘビーローテーション』MV で接吻しているのは，前田敦子と板野友美 （直後に前田と板

野は髙橋みなみの頬にキスする），大島優子と前田敦子の 2 組 2 回だが，大島と板野は気持

ち悪いと発言したことがよく知られているそうだ （「AKB48 ヘビーローテーションの PV で

キスしてますよね ??」に対するベストアンサー，2012/9/405:19:21，https://detail.chiebukuro.
yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1493494654）。大島は小嶋との接吻写真を公開したのだから，

同性との接吻そのものに抵抗感があるのではないが，前田とさせられるのは嫌だったこと

になる。大島と前田のライバル関係を緩和・調整するのが髙橋の役目なので，もともとは

前田と大島が 1 回目の接吻をしてから髙橋の頬にキスし，2 回目もするというストーリー

だったのではないか？　大島が 2 回もするのは絶対嫌だと言い張り，前田と 3 位の篠田は

以前から親密で改めて接吻を公開しても新鮮さがないので，大島と同じチーム K の 2 番手

で総選挙 4 位の板野が大島の代役として 1 度目の接吻をすることになったが，板野も前田

とのキスを嫌がったのではないか？

46 「AKB48 大島優子が，峯岸みなみとのキスをブログにアップ！熱愛騒動後だけど気にしな

い？」『シネマトゥデイ』2010 年 7 月 30 日 21 時 08 分，https://www.cinematoday.jp/news/
N0025930。

図 11　『ヘビーローテーション』MV vs.「友撮」こじゆう 
左上左：クッキーを前田に食べさせる大島

左上右：1 つのクッキーを両側から食べる

左下：接吻する大島と前田

右：「いまや AKB イチ安定なカップルですよね〜。私と優子はにゃんにゃんを取り合う

永遠のライバルでもあります。 （カメラの絵文字） 髙橋みなみ」

出所：左は『ヘビーローテーション』MV，右は小嶋 ［2013］84 頁
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んどっちが好きなの？ ｣ と質問されて，｢ 断固として小嶋さんですね！そこは

譲れないです！」と答えた
47
。

また，「友撮」で『ヘビーローテーション』MV の舞台裏を大島がカメラマン

となって写した際，小嶋の写真に「AKB48 のなかで私的に理想のバディを持つ

のがにゃんにゃん。もうサイコーですね！肉付きもいいし，文句ナシ♥」「朝，

目が覚めたときこんな娘がいたら即死でしょ
48
」とコメントしており，それが

発売された 3 日後の 2010 年 8 月 9 日には自身のブログタイトルを「小嶋優子」

とした （ピグの部屋 ［2011］） ように，前田とのキスに小嶋が傷つかないよう気

を配っており，小嶋が 9 月 1 日に『ヘビーローテーション』MV について「優

子が可愛いから大好きです」とコメントし （同），大島は胸を撫で下ろした？

2 人はこじ
0 0

まはるな （小嶋陽菜） とおおしまゆう
0 0

こ （大島優子） をつなげた 

「こじゆう
0 0 0 0

」の愛称でファンに親しまれてきた
49
。結婚・総選挙後の 2010 年 7 月

に大島がウエンツ瑛士との交際をスクープされた直後，大島とウェンツは即座

に熱愛を否定して単なる友人だとコメントし，小嶋は「私だと思いました。私

けっこう ［大島から好きと］ 言われるので，私なんじゃないかなあと思ってい

ました。本当は私なのにって。私が可愛そう」「大島の恋人は私です」とコメ

ントした
50
。また，ウエンツは大島との熱愛報道のおかげでゲイ疑惑を払拭した

とも報道された
51
。ウエンツとの熱愛報道はこじゆうの結婚については一切無

47 風船泣き虫 ［2011］ 「こじゆう年表 （中国人のサイトの紹介）」 （2011-08-04 16:04:52， https://
ameblo.jp/peacebelovingpeople/entry-10975314314.html）。

48 大島優子撮影「友達だから撮れたメンバーのリアルな素顔 AKB48『友撮』 第 26 回」『FRIDAY』 
2010 年 8 月 20・27 日合併号，65 頁。

49 「AKB 最年長コンビ『こじゆう』に萌える！」『NAVER まとめ』更新日 : 2014 年 11 月 27 日，

https://matome.naver.jp/odai/2139290142973633001，「大島優子が結婚？ Twitter が盛大な祝福

モードになってる…」『NAVER まとめ』更新日 : 2015 年 05 月 14 日，https://matome.naver.
jp/odai/2143148827504069301。

50 amiyui37 ［2012］ 2 分 43 秒～。ほぼ同じ内容が，風船泣き虫 ［2011］ にもある。

51 「“ゲイ疑惑”払拭？ウエンツが芸能界禁断の AKB 大島と熱愛」『zakzak by 夕刊フジ』

2010.07.21，http://www.zakzak.co.jp/entertainment/ent-news/news/20100721/enn1007211141001-n2.
htm。
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視して行われていたので，大島とウエンツの交友をお膳立てして熱愛としてス

クープさせることで，ウエンツのゲイ疑惑とこじゆう結婚とを掻き消してしま

おうという一石二鳥の思惑がこのフェイクニュースの背後にあったのではない

かと思われる。

しかし，ファンの間では，2010 年 9 月の握手会で大島推しのファンがこじゆ

う 2 人に会って確かめた結果が周知された。

優子推しの方 ［ウエンツ瑛士役？］｢こじはる～，優子ちょうだい！ ｣

にゃん ［小嶋の愛称のひとつ］｢優子は陽菜のだからダメ～！ ｣

優子推し ｢さっき，こじはるに優子ちょうだいって言ったら ･･･｣

優子 ｢何て，何て言ってた？ ｣ （めっちゃ喰いつく） 

優子推し ｢陽菜のだからダメ～って言われたよ！ ｣

優子 （デレデレで満面の笑み） 

（風船泣き虫 ［2011］） 

2010 年 9 月 26 日に平城遷都 1300 年に因んで行われた奈良薬師寺奉納公演

2010『夢の花びらたち』で「すぐに燃え尽きる恋より／ずっと愛しい君でいて」

という印象的な歌詞のある『10 年桜』を「もっと君を守れるように／／ 10 年

後にまた会おう」と歌い終わって大島と小嶋が指切りした （図 12 左） あとで，

前田が薬師寺東塔解体修理でこれからあと 10 年間ライブがないので，10 年後

にまた私たちがライブをできればという意味を込めて『10 年桜』を歌わせてい

ただきました，と言ったのを受けて，小嶋が「私たちは 10 年後に来ようと言っ

ているけど，ここは 1300 年の歴史があるってさぁ，比較にもならないくらい

すごいねぇ，ゆうちゃん」と大島に話しかけ，大島が「 ［おそらく次のせりふ

を意識して照れ笑いしながら］ ああ〜そうだね，そうだね，じゃあ，1300 年も
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会おうね」と言うと，小嶋も「会おうね」と返し，大島が「ち〜〜〜」と照れ

て顔を背けると小嶋は「ね」と念押ししたので大島も「ね」と返し （図 12 右） 

つつ，「冗談で，あの〜冗談はさておきましてね，あの〜，すごいですよね，これ，

だって考えてみたら，薬師如来と弥勒ぼ，如来さんに挟まれて歌っているわけ

ですから，なんかこうなんか守られているというか，見守られているというか，

そんな気分で，ほんとになんかこう，しみじみとすごいな〜ってね，すっごく

私は感じております」と語った。大島は大照れして「冗談」と言ったが，ガチ

な神聖さを垣間見させるようなやりとりではなかろうか。2 人の結婚を祝福す

るために設けられた薬師寺での『10 年桜』の指切りと 1300 年後の誓いの MC

だったのだろう。

髙橋みなみは小嶋 ［2013］ に図 9 第 2 段右の写真を採録するにあたって，「友

撮は〝こじゆう〟の愛の記録でもあるのです。この優子の Chu はスキャンダラ

スな 2 人の初スクープですね☆ （カメラの絵文字） 髙橋みなみ」 （85 頁） とコメ

ントしている。前田や峯岸とキスしてもウエンツ瑛士との交際報道があっても，

大島が愛しているのは小嶋だということは，髙橋には疑いようのないことだっ

たようだ。薬師寺『10 年桜』指切りとその後の MC も，髙橋が前田と語って仏

前結婚式として企画したのではなかろうか？

図 12　こじゆう薬師寺の誓い

出所：『AKB48 DVD MAGAZINE VOL.06　AKB48 薬師寺奉納公演 2010「夢の花びらたち」』
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だって考えてみたら，薬師如来と弥勒ぼ，如来さんに挟まれて歌っているわけ

ですから，なんかこうなんか守られているというか，見守られているというか，
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るために設けられた薬師寺での『10 年桜』の指切りと 1300 年後の誓いの MC

だったのだろう。
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図 12　こじゆう薬師寺の誓い

出所：『AKB48 DVD MAGAZINE VOL.06　AKB48 薬師寺奉納公演 2010「夢の花びらたち」』
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髙橋は大島と小嶋が同じ飲み物を 2 本のストローで分け合って飲む場面の友

撮 （図 11 右） について，「いまや AKB イチ安定なカップルですよね〜。私と優
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イキングでコメントしたのは，そういう背景のもとで大島と小嶋の誓いの儀式

を公演のクライマックスにセッティングしたからなのだろうか？

2012 年夏には，AKB の 2nd オリジナルアルバム『1830 ｍ』 （2012 年 8 月， 1

位，104.3 万枚） の DISC2 にこじゆうのデュエット曲「スキャンダラスに行こう」

が収録され，秋には，ファンの間でしかあまり知られていなかった大島と小嶋

との結婚が豪華ポスターやグラビアつきで男性週刊誌の増刊に公表された （図

9 下右） 52
。女性誌ではなく若者向け男性誌の増刊に載ったということも，こじ

ゆうカップルが若い男性に人気だったことの証拠のひとつになるだろう。

大島は自身のブログで「『小嶋さんが結婚したら結婚式呼んでね (=´∀｀)

人 (´∀｀=) 』とコメント。ラストは『その前に，こじゆうは次，新婚旅行で

すね～　たのしみたのしみ』とピーアールし，ブログを締めくくっている。
53
」

つまり，大島と小嶋の結婚は，お互いに異性と将来結婚する可能性を認め合っ

た上でのものであり，同性との結婚と異性との結婚は両立可能とみているよう

だ。『日本国憲法』第 24 条は同性婚を排除していないとする説はかなり有力で

52 週刊プレイボーイ増刊『AKB48 ×週刊プレイボーイ 2012』集英社。図 9 第 4 段右は左の 2
年以上あとに撮影されたが，場所は同じチャペルだった （同，50 頁）。

53 「大島優子，ブログでウエディングドレス姿公開！小嶋陽菜と“結婚”2 ショット！」『シネ

マトゥデイ』2012 年 10 月 5 日 17 時 18 分，https://www.cinematoday.jp/news/N0046615。
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あるがまだ判例はなく，民法第 732 条が禁じる重婚は法律婚に限られ，事実婚 

（内縁） の重複を禁じるものではないとされているが，もし同性婚が法律婚とし

て認められるのならば，同性とも異性とも法律婚をしたいというような希望が，

大島や小嶋のようなケースでは出てくることになるだろう。法律論としては事

実婚であればそのような同性婚と異性婚の重複はありうるにしても，今の日本

の常識からすれば大島の発想はラディカル極まりないということになろうか
54
。

ストレート，レズ，ゲイはいずれも排他的なカップルを理想としがちなのに対

して，バイはそれでは落ち着けないということを，大島は見通しているようだ。

2013 年のこじゆうの対談を読むと，図 9 第 4 段左について大島は「教会を

バックにふたりの後ろ姿の写真を撮ってブログに載せたことあったでしょ。そ

したら，『結婚したみたいだね』って言われて，ファンの方から婚姻届が送ら

れてきたりした。」 （小嶋 ［2013］ 100 頁） と 3 年後に述べており，自分が「結婚

した」とブログに書いていたことを忘れたはずはないのに，こじゆうの結婚を

言い出したのはファンだと責任転嫁しているようだ。今日の日本では同性婚に

対する寛容は広がりはじめているが，表面的には西洋文化の影響で単婚主義的

なカップルカルチャーの発想が支配的なので，同性と結婚したので重ねて異性

とは結婚しないと思われるのを嫌っているのかもしれない。同じ対談で 2 人は，

大島　 あと，友だちが結婚しはじめたりするので，理想の結婚相手の話と

かもするね。

小嶋　そうそう。私たちの理想のタイプは一緒だもんね。

大島　やさしくて……。

小嶋　気だるさと，大人の色気があって……。

大島　余裕がある人！

54 平山朝治 ［2009］ 『平山朝治著作集　第 4 巻　「家」と個人主義──その伝統と今日』中央経

済社，320 〜 22 頁。
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小嶋　気だるさと，大人の色気があって……。

大島　余裕がある人！

54 平山朝治 ［2009］ 『平山朝治著作集　第 4 巻　「家」と個人主義──その伝統と今日』中央経

済社，320 〜 22 頁。
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小嶋　ピッタリ （笑）。

（小嶋 ［2013］ 101 頁） 

と述べている。

相手が理想の男性と出会ってこの人と結婚しますと紹介すれば，自分にも理

想のはずなので，2 人で夫を共有したいと言わんばかりだ。チェリストのジャ

クリーヌ・デュ・プレは姉を異様に慕い，姉と一緒に暮らして男は連れ込めば

よいなどと若い頃に言っていたが，多発性脳脊髄硬化症に苦しむようになると

姉の家に同居し，姉の夫に伽の相手をしてもらって精神的に落ち着いた
55
。小嶋

は「おしま」とも読め，ヘボン式ではおおしまもおしまも Oshima になるので，

ジャクリーヌに近い意識があるのかもしれない。
 

【ⅴ】山本彩・横山由依の登場と前田敦子の山本彩推し

『ヘビーローテーション』の次の 18th シングル『Beginner』 （2010 年 10 月， 1 位，

104.0 万枚） は，大島優子 （総選挙 1 位），前田敦子 （2 位），篠田麻里子 （3 位），

板野友美 （4 位），高橋みなみ （6 位），渡辺麻友 （5 位） ＆松井珠理奈 （10 位） の

7 人 6 組のうちから，曲のはじめに髙橋が背中に回した指でサインを出した 1

人または 2 人がセンターを務めるという，いままでにない工夫がされており
56
，

将来のエースとして期待されている渡辺と松井だけがWセンターとされている。

なぜ 7 人のうち 2 人だけを W センターにしたのかについては，サイコロを

振って公平に決めるためという説明も可能と思われる。チャンスが平等な偶然

によってセンターを決めるという発想を全面展開したものが，同年 9 月にはじ

55 アナンド・カッター監督，フランク・コットレル・ボイス脚本『ほんとうのジャクリーヌ・デュ・

プレ （Hilary and Jackie） 』イギリス映画，1998 年ヴェネチア，1999 年イギリス，2000 年日

本で公開。

56 「AKB48 センター 7 人ローテ初の変則型」『日刊スポーツ nikkansports.com』 ［2010 年 9
月 26 日 8 時 45 分　紙面から］ ソーシャルブックマーク，https://www.nikkansports.com/
entertainment/news/p-et-tp0-20100926-683203.html 。
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めて行われたじゃんけん大会である。センターなどを総選挙で選ぶことに伴っ

て生じた種々な問題を解決するための補完的な方式として，偶然によってセン

ターなどを選ぶという『Beginner』やじゃんけん大会が工夫されたことになる。

『Beginner』で髙橋に 7 人 6 パターンのうちから 1 パターンを指示する役割が

委ねられたことは，脚本にどのパターンで行くか予め指示があったのかもしれ

ないが，メンバーのなかで最も公平で依怙贔屓しないという評価を髙橋は受け

ていたことを示している。

それにしても，7 位の小嶋陽菜，8 位の柏木由紀と 9 位の宮澤佐江を差し置

い 10 位の松井珠理奈が 5 位の渡辺麻友と W センターを組むというのは，運営

のゴリ推しである。総選挙の実績からして常識的には，次代のエース候補とし

て渡辺のみを『Beginner』のセンターとするところで，どうしても W センター

にしたいのならば第 1 回・第 2 回の総選挙で 3 期生チーム B からベストテン入

りしている渡辺 （第 1 回 4 位， 第 2 回 5 位） と柏木 （第 1 回 10 位， 第 2 回 8 位） 

の 2 人にすべきだったろう。

松井は第 1 回 19 位，第 2 回 10 位と，いずれも柏木より順位が下だった。次

代のエース候補渡辺と並ぶ存在として柏木を認めるか，それとも渡辺の次を松

井とみなすか，という問題に対して運営は松井に肩入れした。前田と同じ 1991

年7月生まれの柏木がエースの若返りを妨げることを運営は嫌ったのであろう。

前田＋松井＞大島＋小嶋で大島と小嶋が干されたことと併せて，AKB におけ

るセンター・エース問題は，『大声ダイヤモンド』で弱冠 11 歳にして前田と W

センターを張った松井を震源地としてきたことが確認できる。

AKB 劇場杮落としのとき前田や髙橋は 14 歳であるから，できれば 2011 年 3

月に 14 歳となる松井に直接エースを継承させたい，渡辺を介するにしても松

井が 16 〜 18 歳になる 2013 〜 2015 年ころには実現させて一気に若返りを図り

たいというのが，運営の当初の目論見だっただろう。1st シングル『ぐるぐる

カーテン』 （2012 年 2 月， 4 位， 21.4 万枚） でデビューした，AKB 公式ライバル
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を謳う乃木坂 46 がほぼ右肩上がりに CD の売上を伸ばし，その初期のセンター

を 5th『君の名は希望』 （2013 年 3 月， 4 位， 32.0 万枚） まで独占していた生駒里

奈は松井の一学年上だったので，松井をエースとする AKB と生駒をエースと

する乃木坂の競い合いを運営は期待していたと思われる。

2011 年の第 3 回選抜総選挙実施は，震災で中止された『たかみなについて行

きます』というタイトルの横浜アリーナコンサートで発表される予定だった。

このコンサートのタイトルから，大島と前田のトップ争いが平穏のうちに展

開されるために髙橋が AKB のメンバーやファンをまとめる重責を担うように

なってきていたことがわかる。

候補者には，AKB48 （辞退者 3 名をのぞく全員），SKE48 全員のほか，同年

元日に劇場杮落としをしたがまだデビューシングルを発売していない NMB48

全員も加わり，初回限定版と通常版に投票権がつけられたシングル『Everyday，

カチューシャ』 （2011 年 5 月， 1 位， 160.8 万枚） の選抜として NMB からは渡辺

美優紀 （愛称みるきー） と山本彩 （愛称さや姉） の 2 人が選ばれた。

山本は小学 2 年生のときに大阪の音楽スクールに入って週 2 回歌とダンスの

レッスンを受けてシンガーソングライターを志望するようになり
57
，スーパー女

子中学生バントと呼ばれた MAD CATZ のギター・ボーカル担当としてシング

ル『Girls be Ambitious!』 （2008 年 3 月） でメジャーデビューした
58
が，同バンド

が解散したあと NMB のオーディションを受けた。

その際，「NMB48 に入れば，いずれは先輩たちが女優としてドラマに出てい

るみたいに，『自分も曲を出せるかな，またバンドできるかな』と」 （同，97 頁） 

期待していたように，大島や前田が映画やドラマに出演して女優への道を歩ん

でいることが，歌手志望の山本が AKB のオーディションを受けるきっかけと

57 山本彩 ［2017］ 『全ての理由』幻冬舎，51 頁。

58 坂本太郎 ［2012］ 「『巨乳ちゃんを探せ！』第 20 回～ NMB48・山本彩」『リアルライブ芸能

ニュース』2012 年 09 月 05 日 15 時 30 分，https://npn.co.jp/article/detail/83994171/。
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なっていた。

山本の 1 学年上で，幼少時から音楽教室でエレクトーンやドラムを習って歌

手を目指し，高校ではバンドのボーカルをしていた，京都府出身の横山由依は，

「AKB48 の研究生 （9 期生） オーディションに応募しようと思ったのは『夢を叶

えるための一つの通過点というコンセプトにひかれるものがあった』から
59
」と

している。

関西出身の山本と横山は，幼少期から楽器を習って音楽に親しみ，歌手に

なる将来の夢を抱いて AKB に入り，2010 年 10 月に山本は NMB 結成時のメ

ンバーとしてのお披露目をし，横山は AKB9 期研究生からチーム K に昇格し，

2011 年 1 月に山本は NMB 劇場杮落とし公演でデビューと同時に NMB キャプ

テンに就任し，横山は大島優子・北原里英・指原莉乃とともに新ユニット『Not 

yet』を結成，2 人とも『Everyday，カチューシャ』ではじめて AKB48 シング

ル表題曲の選抜メンバーに選ばれるというように，相並んで AKB のなかで頭

角を顕し，やがて 2015 年には AKB をしょって立つに至る。

投票権つきシングル『Everyday，カチューシャ』のセンターを前田が引き受け，

それまでのさまざまな MV の名場面を走馬灯のように回想するかのようなシー

ンが続くという MV を作ることになった際に，どの程度前田の意思が反映され

ていたかは判らないが，この MV を見ると，総選挙のあとで前田が AKB を卒

業することを織り込んで製作したものだという強烈な印象を受ける
60
。

2011 年 6 月 9 日に行われた第 3 回選抜総選挙開票結果は，

1 位　前田敦子　 139,892 票

59 「AKB48 新ユニット結成で注目の横山由依は『牛丼が好き』」『ORICON NEWS』2011-01-27 
10:00，https://www.oricon.co.jp/news/84232/full/。

60 このような印象を受けたあとで，この曲の MV は誰か初期主要メンバーの卒業へのはなな

むけだとする説がシングル発売前からある （ペッパー 6 号 ［2011］ 「AKB 新曲『Everyday，
カチューシャ』PV 分析」『ハクション哲学』 Sat, April 30, 2011 22:34:38，https://ameblo.jp/
die-go51/entry-10875468330.html ） ことを知った。
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2 位　大島優子　 122,843 票

3 位　柏木由紀　 74,252 票

4 位　篠田麻里子　 60,539 票

5 位　渡辺麻友　 59,118 票

6 位　小嶋陽菜　 52,920 票

7 位　髙橋みなみ　 52,790 票

8 位　板野友美　 50,403 票

9 位　指原莉乃　 45,227 票

10 位　松井玲奈　 36,929 票

　　　（以下一部のみ） 

14 位　松井珠理奈 27,804 票

15 位　峯岸みなみ 26,070 票

19 位　横山由依　 16,455 票

28 位　山本彩　　 8,697 票

36 位　須田亜香里　 5,343 票

となった。

2 位の大島と 1 位の前田のスピーチは，のちのちまで語り継がれる名言を含

んでいた。

大島：1 人何枚も買って，本当に選挙と言えるのか。選挙は 1 人 1 票じゃな

いか。いろんなことを AKB の周りは言います。ですが，私たちにとって票数

は，みなさんの愛です。わたしたちは愛されて，こんなに大きい武道館でイ

ベントをやることができています。たくさんの愛をありがとうございました。

前田：私のことが嫌いな方もいると思います。でも，ひとつだけお願いがあ
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ります。私のことは嫌いでも，AKB48 のことは嫌いにならないでください。 

（大島優子へ） ずっとみんなを引っ張ってくれたのは私ではなく優子です。優

子には今も勝てたと思ったことはありません。私たちのいい見本なので，こ

れからも支えてくれたら嬉しいです
61
。

大島のいう票数は，グループ全体の票数と，個々のメンバーの票数のいずれ

ともとれるが，「私たち」と言っているので前者の意味が表に出ている。投票

権つき CD を何枚も買って何票も投票することが愛の大きさをあらわすという

ことは，無条件には成り立たない。どのメンバーについても，ファンの年収や

保有資産の分布が同じであれば，票数はどれだけ強くファンがメンバーを愛し

ているかの指標になるが，あるメンバーが他のメンバーより，年収や資産が多

いファンの比率が高ければ，ファンの愛の大きさが同じでも，金持ちファンの

比率が高いメンバーの票数は低いメンバーの票数を大きく上回るだろう。この

ような問題がまださほど顕在化していなかったから，大島のスピーチはリアリ

ティを持っていたと思われる。

しかし，大島自身が密かに込めていたことは，これらの表面的意味とは全く

別ではなかったかとも思われる。第 2 回総選挙は小嶋との結婚をファンが認め

てくれたという意味を持っており，第 3 回で小嶋が 6 位に上がったことは嬉し

いし，自分が 2 位に下がったのも，昨年の 1 位がこじゆう結婚祝福の意味もこ

められた特別なものだったことを裏付けているように大島は受け取ったのでは

なかろうか。いずれにせよ，結婚宣言後 2 人とも総選挙で高い順位を得ている

ことは，2 人の関係へのファンの支持を証しており，「私たちにとって票数は，

みなさんの愛です」の「私たち」は AKB メンバー全体である以上にこじゆうカッ

プルのことで，投票という形でご祝儀をはずんでくれたことを「みなさんの愛

61 「AKB48 第 3 回総選挙特集『前田敦子が涙の首位返り咲き！ 選挙結果＆開票時のドラマを

振り返る』」『ORICON NEWS』https://www.oricon.co.jp/special/532/2/。
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です」と言っているのだろう。

また，板野の順位が 7 位→ 4 位→ 8 位と変動したことは，前年の板野の順位

上昇が固定的ファン以外の票によっていたことを示している。柏木由紀が第 2

回 8 位から第 3 回 3 位に上がったのを除いて板野以外の 7 位以内の順位は 3 回

を通じて前年比± 1 以上変動していない。このことは，第 2 回の際大島票のか

なりが小嶋との結婚を嫌ってチーム K 2 番手の板野に一時的に流れたという仮

説の支持材料になる。

20th『桜の木になろう』 （2011 年 2 月， 1 位， 108.2 万枚），21th『Everyday，

カチューシャ』と続けて前田が単独センターになったように運営の依怙贔屓が

復活したおかげで第 3 回で前田は 1 位に返り咲いたが，公平な選挙なら 1 〜 3

回とも大島が一位だったはずだというような批判を前田自身も認めて「優子に

は今も勝てたと思ったことはありません」と語ったのだろう。年上でキャリア

も上の大島を常に立てて謙虚な立場を表明するという従来の基調はこのスピー

チでも守られているが，AKB まで嫌いになってほしくないと述べているのはそ

ういう文脈では理解しがたい。大島のことが好きで一位を奪回した前田を嫌う

人は，大島が AKB にいる限り AKB まで嫌いになることはないからだ。

1 〜 3 回総選挙が公平な人気投票でいずれも大島の圧勝だったならば AKB

の人気はそれほど盛り上がらず，伯仲だったからこそ大ブレイクしたという点

からすれば，トップ 2 人が五分五分になるようハンディをつけたのだと正当化

することもできる （比較的公平だった第 2 回で大島は小嶋との結婚宣言という

ハンディを自ら背負った）。しかし，絶対エース神話を付与された前田の 2 勝 1

敗なので，将棋にたとえれば角落ちにすべきところなのに前田有利の飛車落ち

だったのだと批判することもできるだろう。

とにかく，大島と前田のハンディつきの 1 位争いのもとでアンチ前田の多く

は大島，アンチ大島の多くは前田を支持し，分裂を回避して統合する役割を髙

橋が果たすことで，AKB 全体の人気は 2 人の 1 位争いとともに大ブレイクして
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いったのであるから，その大前提が崩れることを今回の前田のスピーチは先取

していることになる。3 人のうちの 1 人がいなくなると想定しているようだが，

言い出した前田自身が卒業を考え始めていたのだろう。運営の依怙贔屓を伴う

不公正な総選挙でこれ以上 1 位を重ねるのも，2 位に甘んじるのもつらいだけ

なので第 3 回総選挙を最後に AKB を辞めるという前田の意思が『Everyday，

カチューシャ』の MV に反映し，1 位スピーチでも「私たちのいい見本……」

と述べて AKB を大島に託したのであろう。

自分がいなくなっても AKB の人気が落ちないためには，後継となりうる若

手を伸ばさなければならない。しかし，2009 年以降の松井は期待に答えるに

は毎年順位をかなり上げなければならないにもかかわらず，19 位→ 10 位→ 14

位と 2010 年から 11 年にかけて 4 つも順位を下げ，その際抜かれたのは 4 学年

上の指原莉乃 （27 位→ 19 位→ 9 位），5 学年上で同じ SKE の松井玲奈 （29 位

→ 11 位→ 10 位），5 学年上の高城亜樹 （23 位→ 13 位→ 12 位），5 学年上の北

原里英 （13位→16位→13位） であり，松井珠理奈は4〜5学年上の有力メンバー

に競り負け，エースの若返りをめざす運営の期待に答えられなかった。

将来有望な若手として前田は山本彩に着目したようである。大島や髙橋をは

じめとする初期メンバーとファンに山本を強く推し，山本の人気がエースたる

にふさわしいレベルにまで上昇するためのきっかけを作ることが自分の責務だ

と，前田は思ったのだろう。

本格派としての歌やダンスの実力はアイドルとしての大ブレイクを保証する

ものではなく，それ以外の強烈な売りを山本に付与することが，そのためには

一番賢い方策であったと思われ，以下のように，前田は躊躇せずに山本を売り

込んだ。2011 年 11 月 4 日に放送された『AKB48 のオールナイトニッポン』で

前田 （愛称はあっちゃん），髙橋 （たかみな） と峰岸 （みぃちゃん） が集まった

際，ファンから楽屋で後輩とどんな感じで触れ合っているのかと質問があり，

それを巡って以下のようなやりとりがあった。
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あっちゃん「あたし山本ちゃんが好き」

みぃちゃん「誰，山本ちゃんて」

たかみな　「さや姉？」

あっちゃん「うん」

みぃちゃん「ああ！」

たかみな　「最近ねぇこの人 （あっちゃん），だって言っていい？

　　　　　　この人最近さや姉にセクハラしてるからね，ほんとに！」

みぃちゃん「あ～いっつもおっぱい触ってるね」

あっちゃん「いいでしょ～ (^^)」

たかみな　「いいでしょ～じゃないわ！」

みぃちゃん「可愛いよね，さや姉」

あっちゃん「おっぱい好きよ。おっぱい。おっぱいちゃんて呼んでるの」

たかみな　「そうそう！　あはははははは！　言うなよ！」

あっちゃん「だって今たかみなが言ったんでしょ，触ってるって」

たかみな　「そこまで言わんかったわ！　言おうかと思ったけど！」

あっちゃん「でもすごい動じないんだよ」

たかみな　「まあ確かに」

みぃちゃん「堂々としてる。別に，そうですが （何か） ？　みたいな感じする」

たかみな　「 そうそう，おっぱいちゃんですが （何か） ？　って感じだった

けどね」

あっちゃん「顔色ひとつ変えないの。そこがまたそそられると」

みぃちゃん「うん，可愛い」

たかみな　「あ～もうダメだ今日」

あっちゃん「いいでしょ～ (^^)」62

62 音声は，710Atsuko48 ［2011］ 「AKB48 の ANN にて 出演メンバー前田敦子峯岸みなみ高橋

み な み 」2011/11/05 に 公 開，https://www.youtube.com/watch?v=lAOFLR1_Yu4，Francoiss 
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また，2011 年 11 月 23 日に公開生放送された『BayFM meet AKB48』で，前

田は自分をリアル推しメンと明かした峯岸の目の前でリアル推しメンは誰かと

聞かれて，さや姉と告白したところで，

観客「何て呼んでるの？」 （「おっぱいちゃん」と知った上で前田に言わせ

ようとしたらしい） 

司会：「何て呼んでるんですか？」

あっちゃん「あ，聴いちゃいますか？　いいですか，この時間帯に言って？」

観客多数「おぉ！」

あっちゃん「わたしはおっぱいちゃんて呼んでま （す　照れ笑い）。」

（中略） 

みぃちゃん「でもあっちゃんがそこまで後輩をすごい可愛いって，この子

推してるみたいに言うの，めずらしいですよね。」

あっちゃん「あ，でもそんなことないよ。可愛いって子はたくさんいるけど，

そうだね。ちゃんとこうやって公言したのは，はじめて。」

みぃちゃん「ねえ。」

司会「公言！そこまで自分のなかで自信を持って公言するのは，その，おっ

ぱいちゃん以外にどこなんでしょうね？」

あっちゃん「いきなりわたしがおっぱいをさわったときにですね〜，」

みぃちゃん「ちょっと待って，ちょっと待って！あっちゃんそういうこと

をする人？」

あっちゃん「そういうことをする人で （す　照れ笑い）」

観客多数：歓声と拍手

Valery ［2014］ 「前田敦子×高橋みなみ×峯岸みなみ 『山本彩をおっぱいちゃんと呼ぶ！』」

2014/06/13 に公開，https://www.youtube.com/watch?v=mADBm3DqeGA。テキストは，さや

姉推し ［2013］ 「さや姉にまつわるエピソード・先輩編 1」http://sayaneefan.blog.fc2.com/blog-
entry-16.html。
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あっちゃん「その時にですね〜，こう〜，こう，受け入れてくれたんです

よ （笑）」

みぃちゃん「 （色っぽい声で） なんのはなしよ？」

あっちゃん「なんか，全然抵抗もなく，なんかすごい笑顔で応えてくれた

んですよ。だから，可愛い！と思って」

（中略） 

あっちゃん「なんか，やさしさが伝わってきました。……それだけじゃな

いんですけど，それが一番大きかったかな。」

司会「じゃあ，さっきみぃちゃんが散々，帰るべきところ，まで言ってく

れたんですけど，それでも，おっぱいちゃんですか？」

あっちゃん「今はそうですね。いや，みぃちゃんも好きですよ。でもいい

んです。みぃちゃんはこうやっていろんな （男？） のところに行ってるので，

たまに戻ってきてくれればいいんです （笑）」

みぃちゃん「わたしもおっぱい大きくしますわ！」
63

と，観客も大爆笑のトークが展開された
64
。同じグループのなかの推しメンを

「ちゃんとこうやって公言したのは，はじめて。」と言いきるところに，前田の，

単なる告白を超えた，AKB の将来にかかわる決断が秘められている。

新生 NMB は当初，渡辺美優紀と山本彩の 2 枚看板のうち，デビューシン

グル『絶滅黒髪少女』 （2011 年 7 月， 1 位， 26.8 万枚） のセンターは渡辺，2nd 

『オーマイガー !』 （2011 年 10 月， 1 位， 32.6 万枚） では山田奈々と山本の W セ

63 LOGI TV ［2017］ 「山本彩を可愛がる前田敦子」2017/03/04 に公開，https://www.youtube.com/
watch?v=2uKRLKL6oK8&t=1s。

64 前田におっぱいを触られても「全然抵抗もなく，なんかすごい笑顔で応えてくれた」背

景として参考になるのは，小学校に入る前，父親に顔を舐められて，慣れたけど嫌だっ

たと語っていることだ （「NMB･ 山本彩， 父との苦い思い出告白『顔を舐められてい

た』『気持ち悪くて』」『マイナビニュース』2015/03/31 10:28:27，https://news.mynavi.jp/
article/20150331-a085/）。それと比べれば同性におっぱいを触られることは愛情表現として

簡単に受け入れ可能なのではなかろうか。
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ンターというように，運営はアイドル性抜群の渡辺を一推しとし，山本を山田

奈々と同率 2 位 （五十音順で山田が先か？） に位置づけていたようであり，あっ

ちゃんのおっぱいちゃん推しは，それに対抗して男性だけでなく女性にも魅力

的なおっぱいを起爆剤にしようとしたのだろう。その甲斐あってか，3rd『純

情Ｕ− 19』 （2012 年 2 月， 1 位， 37.7 万枚） では山本が単独センターとなり，以

降 9th『高嶺の林檎』 （2014 年 3 月， 1 位， 45.2 万枚） まで，山本がセンター，渡

辺は 4th『ナギイチ』 （2012 年 5 月， 1 位， 45.2 万枚） と 6th『北方謙二』 （2012 年

11 月， 1 位， 41.0 万枚） の 2 曲で山本と W センターを務めるのみとなり，山本

はセンターを務めるエースとキャプテンを兼ねるという，NMB トップの地位

を確立した。

それに対して，先に結成されていた SKE では運営のゴリ推しする松井珠理

奈よりも松井玲奈が優位に立った。このようにして，渡辺麻友や柏木と並ぶま

で指原や松井玲奈が総選挙順位を上げてこない限り，山本が前田・大島→渡辺・

柏木の次のエース候補となることはほぼ確実という見通しが，2012 年春にはつ

いたと思われる。

こうなれば，前田は安心して卒業できる。早く卒業し，自分に続いて年上の

大島も卒業して渡辺か柏木に早くエースを明け渡すことで，2013 〜 14 年の渡

辺・柏木時代のあと，2015 年には山本がエースになるという将来構想をもとに，

前田は卒業の準備を進めたと思われる。

25th シングル『GIVE ME FIVE!』 （2012 年 2 月，1 位，143.7 万枚） は，メンバー

が楽器を持って歌うバンド曲で，山本は「私は選抜で選んでいただいたんです

が，担当パートは『コーラス』で，楽器を持たせてもらえませんでした。たか

みなさん （髙橋みなみ） や前田さん （前田敦子） が，ギターを演奏している姿を

後ろでコーラスしながら見ていて，複雑な気持ちになったことはよく覚えてい

ます。／でも，『自分は今，その場所に立たせてもらえるほどの人間ではないな』

ということは分かっていたので，『いつか自分もやってやるぞ！』と思ってい
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ました。」 （山本 ［2017］ 126 頁） と述べている。

『GIVE ME FIVE!』の 1 週間前に発売された NMB の『純情Ｕ− 19』劇場版カッ

プリング曲として，山本は NMB メンバーのなかではじめてソロ曲「ジャング

ルジム」をもらい，同年 4 〜 5 月開催のコンサートではギターの弾き語りをし

ており，バンドや弾き語りで楽器を演奏するという，アイドルには従来ほとん

どなかったスタイルがこのころ始まった （同， 125 〜 126 頁）。これらは，前田

や秋元がバンド少女出身・シンガーソングライター志望の山本彩時代到来をめ

ざして第一歩を踏みだしたことを意味しているだろう。

2012 年 3 月 25 日のさいたまスーパーアリーナにおける AKB48 コンサート

で前田は卒業を発表し，27 日には自身のブログで「いろいろなチャンスをいた

だいた私がまず一歩踏み出さないと皆が後に続けないと思いました。
65
」と卒業

理由を明かし，4 月 4 日には次回総選挙参加辞退を公にした。自分が総選挙に

出ないことで大島にも自分と同じ 2 回 1 位の栄誉を得た上で卒業することを暗

に薦めているようにも読める。前田の卒業理由は，AKB でチャンスを得てそこ

からはばたいて行くのがメンバーの本来の姿なので，いつまでも AKB にとど

まっていては，自分も後輩もチャンスの目を潰すことになるということを意味

している。

AKB は本来メンバーがアイドルとして羽ばたくための準備の場にすぎなかっ

たが，アイドルグループとして AKB48 名義でシングルを発売し，ブレイクし

て世の中に定着するにつれ，その人気を維持し，高めるために個々のメンバー

が頑張るような目的へと変質し，前田自身，第 1 回総選挙で 1 位を獲得したと

きのスピーチで「私は AKB48 に自分の人生をささげるというのを決めている」

と述べていたときには，そのような傾向に巻き込まれていたが，本来マイペー

65 「前田敦子，ブログで卒業報告……秋元氏に『14 歳の頃からすべてお見通しでしたよね』」

『livedoor’s NEWS』2012 年 3 月 27 日 11 時 56 分，http://news.livedoor.com/lite/article_detail_
amp/6407010/。
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スな個人主義者であり，自分の後継と目をつけた山本彩がシンガーソングライ

ターになるという明確な将来の目標を持っていることもあったので，AKB の当

初の構想に立ち戻るような卒業理由を掲げたのであろう。

【ⅵ】個人の投票が順位を変えた第 4 回総選挙

第 4 回選抜総選挙の候補者は，前田をのぞく AKB，SKE，NMB，さらに新

たに HKT の，研究生を除く全員，投票資格は 26th シングル『真夏の Sounds 

good!』 （2012 年 5 月， 1 位， 182.2 万枚） 通常版・初回限定版購入者など従来と

同様になり，前田と大島のトップ争いがないことで大島の 1 位は大方の人が予

想していた通りとなったが，2 位以下について問題がでてきた。開票結果 （括

弧内は速報順位，速報票数，速報票数／総得票数× 100） は，

1 位　大島優子　 108,837 票 （ 1 　15,093　6.1％） 

2 位　渡辺麻友　 72,574 票 （ 3 　11,329　7.4％） 

3 位　柏木由紀　 71,076 票 （ 2 　12,654　17.8％） 

4 位　指原莉乃　 67,339 票 （ 4 　  9,337　13.9％） 

5 位　篠田麻里子　 67,017 票 （ 6 　  8,619　12.9％） 

6 位　髙橋みなみ　 65,480 票 （ 5 　  8,955　13.7％） 

7 位　小嶋陽菜　 54,483 票 （11　  5,334　  9.8％） 

8 位　板野友美　 50,483 票 （ 9 　  6,595　13.0％） 

9 位　松井珠理奈　 45,747 票 （ 8 　  7,795　17.0％） 

10 位　松井玲奈　 42,030 票 （ 7 　  8,460　20.1％） 

　　　（以下は一部のみ） 

14 位　峯岸みなみ 26,038 票 （15　  3,396　13.0％） 

15 位　横山由依　 25,541 票 （12　  4,301　16.8％） 

18 位　山本彩　　 23,020 票 （18　  3,218　17.0％） 
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19 位　渡辺美優紀   19,159 票 （19　  2,976　15.5％） 

23 位　島崎遥香　 14,633 票 （22　  2,340　16.0％） 

29 位　須田亜香里　 11,323 票 （26　  2,149　18.9％） 

47 位　宮脇咲良　　 6,635 票 （速報圏外） 

であり，2 位の渡辺麻友と 3 位の柏木の差が少ないため，1 人の投票分で逆転

が生じてしまったようだ。美容整形高須クリニックの医師髙須幹弥は「因みに

私は渡辺麻友さんに投票しました。／何票投票したのかは，恥ずかしいのでこ

こには書けませんが，3 位の柏木さんとの差が僅か 1498 票だったので，速報の

3 位から 2 位に上がったのは，私の票がかなり貢献したと思います」とオフィ

シャルブログに書いた
66
が，2500 票だと呟いた

67
そうだ。髙須は「最近私が推

しているわるきーが 19 位だった」 （注 66 と同じ，わるきー＝みるきー＝渡辺美

優紀） とも述べているが，仮に麻友にではなく美優紀にこの 2500 票を投じても

18 位の山本に逆転することはできなかったことになり，一推しのわるきーでは

なく世間も注目するまゆゆに 2500 票注ぎ込んで 2 位にしたことに満足してい

るようだ。同オフィシャルブログで髙須は速報との順位の違いをかなり重視し

ているので，順位が逆転すれば話題になりそうなところを狙って，速報の票差

を逆転しうるくらい投票することにしたのではないかと思われる。推しメンか
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66 高須幹弥 ［2012］ 「AKB48のまゆゆ （渡辺麻友さん） は何故眉毛を全剃りして下に眉を描いたの

か？」 『MIKIYA TAKATSU OFFICIAL BLOG』 2012-06-07 10:23:00， https://ameblo.jp/drmikiya/ 
entry-11271139566.html。

67 「高須院長の推しメンはまゆゆですか？」に対するベストアンサー，2013/4/119:37:41 （編集

あり） https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14104881504，2018 年 8 月 20 日

閲覧。
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ファンから推しメンへの愛とはかけ離れている。

他方，速報で 64 位圏外だった松井咲子を推していた 22 歳の会社員が貯金 53

万円を叩いて 2700 票を投じたおかげで 6058 票を獲得し，53 位に入ってフュー

チャーガールズに選ばれ，握手会でそのことを告げたら「破産しないでね」と

言われたという新聞記事が話題を呼び，松井本人は握手会でそんなことを言っ

ていないとブログで反論するといった騒動も持ち上がった
68
。

「なお今回の総選挙は，選抜上位 16 位までの投票数は 2011 年と比べて約 5

万票減ったが，総得票数は 2011 年の 116 万 6145 票から 138 万 4122 票へと 22

万票弱増加した。それだけ下位メンバーに票が流れたことを意味している。前

田敦子 vs. 大島優子のトップ争いという見どころを失った今年，選抜メンバー

を 40 位から 64 位まで拡大して『ロングテール』部分に注目させ，目論見どお

り票を動かした秋元康はやはり策士と言うべきだろうか。
69
」という評価がある

が，総得票数を増やし，興行収益を最大化するという短期的な視野が優勢にな

り，AKB を将来どのような方向に伸ばしていくか，そのためには総選挙はど

うあるべきかという中長期的視野が希薄になってきているように思われる。松

井珠理奈のゴリ推しは，エースの若返りをめざすという運営の目論見のため大

島，小嶋や柏木が干されるという副作用もあったものの長期的視野を伴ってい

たが，短期的に興行収益を最大化しようという傾向は，メンバーの実人気と得

票数の乖離を拡大し，中長期的に総選挙は一部のファンだけが夢中になる金権

票集めゲームになってしまうだろうと予測できたはずで， （3） （4） でみるように

68 これに従えば，投票権 1 枚 200 円弱ということになり，相場より安すぎ，2700 票投票す

る作業時間はサラリーマンにはありえないとも指摘されており （https://detail.chiebukuro.
yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1089019645? ），530 万円が正しいとも思われるが，髙須医師

でも 400 万円 2500 票であり，22 歳で 500 万円以上はまずありえない額だろう （それだけ払

えるなら投票もアルバイトを雇えるだろうが）。「破産しないでね」を松井は言っていない

ことからして，2700 票も嘘で実際は 270 票だったのかもしれない。

69 小林直樹 ［2012］「AKB 総選挙，選抜メンバー 16 人中 15 人を的中させた『ビッグデータ予測』 
（日経デジタルマーケティング 7 月号の記事を基に再構成）」 2012/6/8 14:06，https://www.
nikkei.com/article/DGXNASFK0800D_Y2A600C1000000/?df=2。
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実際そうなった。

【ⅶ】じゃんけん大会と島崎遥香の急上昇

第 4 回総選挙選抜メンバーによる 27th シングル『ギンガムチェック』 （2012

年 8 月， 1 位， 131.6 万枚） では規定通り大島がセンターを務めたが，その次の

28th シングル『UZA』 （2012 年 10 月） では，大島と松井珠理奈の W センターと

なり，松井によるエース若返りという運営の方針に変化のないことが示された。

ところが，第 4 回総選挙に続いて同年秋に行われた第 3 回じゃんけん大会を

きっかけに，予期せぬ異変が起こった。

じゃんけん大会では，2010 年は内田眞由美 （同年総選挙圏外），2011 年は篠

田麻里子 （同年総選挙 4 位），2012 年は島崎遥香 （同年総選挙 23 位），2013 年

は松井珠理奈 （同年総選挙 6 位） が優勝してシングル曲のセンターになった
70
。

じゃんけん大会選抜センターとその直前直後のシングル売上を表にまとめると

以下のようになる。

70 じゃんけん大会優勝者がシングルのセンターとなるのは 2013 年第 4 回までで，2014 年第 5
回と 2015 年第 6 回の優勝者はシングルをリリースしてソロデビュー，2016 年第 7 回は 1 位

〜 7 位がシングル表題曲，8 〜 14 位がカップリング曲を歌うというように，7 人組ユニッ

トのメーバーを決め，2017 年からは「グループユニットじゃんけん大会」となって，メン

バーが 1 人 （ソロ） を含むユニットを組んでユニットごとにじゃんけんをし，上位ユニット

が CD デビューするようになった。

表 2　じゃんけん大会選抜およびその直前直後のシングル売上

年 （優勝者・同年総選挙順位） 直前のシングル
じゃんけん大会

選抜シングル
直後のシングル

2010 年 （内田眞由美・圏外） 104.0 万枚   69.4 万枚 108.2 万枚

2011 年 （篠田麻里子・4 位） 145.7 万枚 130.5 万枚 143.7 万枚

2012 年 （島崎遥香・23 位） 126.3 万枚 120.7 万枚 113.3 万枚

2013 年 （松井珠理奈・6 位） 129.4 万枚 108.6 万枚 115.3 万枚

著者作成
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この表から次のことが読みとれる。最初のじゃんけん大会で内田眞由美が優

勝してセンターを務めた『チャンスの順番』 （2010 年 12 月，1 位，69.4 万枚） は，

その前後のシングルがミリオンを超えているのに対して売上が大きく落ち込ん

でいる。それは，同年総選挙で 40 位圏内に入っていなかったような，内田の

知名度や人気の低さのためである。このことを一般化すれば，直前と直後のシ

ングルの売上との比較によって，じゃんけん大会で優勝してセンターを務めた

メンバーの人気の現状や勢いがかなり如実に現れることになると思われる。

他の 3 人は直前直後のシングルと比べて自身がセンターのシングルの売上は

低いが，島崎だけ直後のシングルよりも売上が高い。さらに，島崎だけ直前の

シングルからの売上減少が 10 万枚以下にとどまっている。これらのことから，

総選挙順位が 2010 年 28 位，2011 年圏外，2012 年 23 位と伸び悩んでいた島崎

が，2012 年秋のじゃんけん大会優勝ではじめてセンターを務めたことがきっか

けとなってブレイクしたと推測できる。島崎の初センターシングル 29th『永遠

プレッシャー』 （2012 年 12 月， 1 位， 120.7 万枚） とほぼ同時に出版された『前

田敦子はキリストを超えた』という目立つタイトルだが学術色が濃い書物が，

AKB について論じるなかで前田の後継エース候補として島崎を絶賛して神推し

しており
71
，絶好のタイミングで強力な援護射撃を得て島崎への世間の着目が高

まった。

（３） 高橋みなみ・指原莉乃・渡辺麻友時代 
（総選挙全盛期 2013 〜 2014 年） 

【ⅰ】指原莉乃の博多左遷と第 5 回総選挙

第 4 回総選挙で 2 〜 4 位を占めた渡辺麻友，柏木由紀と指原莉乃のうちの誰

が抜け出して大島と対抗するかに，第 5 回総選挙を巡る世間の関心は集中し，

71 濱野智史 ［2012］ 『前田敦子はキリストを超えた──〈宗教〉としての AKB48』ちくま新書，

151 〜 159 頁。
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1 〜 4 位は混戦が予想された。今回から立候補制になり，かつて AKB グループ

のメンバーだった者も条件を満たせば立候補できることになった。前田敦子の

立候補が期待されていたようだが，前田は世代交代のため卒業・辞退していた

ので薦められても立候補するわけにはいかなかっただろう。前田の自重によっ

て，次回以降，既卒や卒業を発表しているメンバーは立候補資格がなくなった。

第 3 回で，渡辺麻友を自分の票で 3 位から 2 位に押し上げた髙須医師がブロ

グで，「選挙速報で，1 位大島，2 位渡辺だったら，私は高須砲をぶちこんでで

も渡辺を 1 位にする覚悟がある （現在は削除）」と宣言したのに対して，小林よ

しのりが「熱心なファンの思いを削 （そ） ぐようなことを，金持ちがやっては

ダメだ」「わしは『CD を身内に配れる数まで』という制限をブログで公表した」

と批判したため，髙須は前言を撤回した
72
。

30thシングル『So long!』 （2013年 2月， 1位，113.3万枚） で渡辺麻友をセンター

にし，第 5 回投票券つきの 31th シングル『さよならクロール』 （2013 年 5 月，1 位，

195.6 万枚） では板野友美 （同年 2 月に年内卒業を表明），大島優子，島崎遥香，

渡辺麻友の 4 人をセンターとしていたことから，運営は渡辺麻友を第 5 回総選

挙で 1 位にすることをめざし，その次のエースとして松井に変えて島崎を位置

づけたことは明らかだろう。ところが，開票結果 （速報順位，速報投票数，速

報投票数／総投票数× 100，生年月日） は，

1 位　指原莉乃　 150,570 票 （ 1 　28,516　18.9　1992.11.21） 

2 位　大島優子　 136,503 票 （ 3 　14,000　10.3　1988.10.18） 

3 位　渡辺麻友　 101,210 票 （ 2 　14,885　14.7　1994.3.26） 

4 位　柏木由紀　 96,905 票 （ 5 　12,887　13.2　1991.7.15） 

5 位　篠田麻里子　 92,599 票 （15　  7,126　  7.7　1986.3.11） 

72 「アノ人の“力”でまゆゆ1位？　波乱必死のAKB選抜総選挙」 『週刊朝日』  2013年4月26日号，

https://dot.asahi.com/wa/2013041800008.html?page=1。
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6 位　松井珠理奈　 77,170 票 （ 4 　13,656　17.7　1997.3.8） 

7 位　松井玲奈　 73,173 票 （ 6 　12,177　16.6　1991.7.27） 

8 位　髙橋みなみ　 68,681 票 （15　  6,598　  9.6　1991.4.8） 

9 位　小嶋陽菜　 67,424 票 （20　  6,502　  9.6　1988.4.19） 

10 位　宮澤佐江　 65,867 票 （12　  8,567　13.0　1990.8.13） 

11 位　板野友美　 63,547 票 （14　  7,407　11.7　1991.7.3） 

12 位　島崎遥香　 57,275 票 （ 7 　11,832　20.7　1994.3.30） 

13 位　横山由依　 53,903 票 （15　10,616　19.7　1992.12.8） 

14 位　山本彩　　 51,793 票 （13　  8,097　15.6　1993.7.14） 

15 位　渡辺美優紀 44,166 票 （10　  9,163　20.7　1993.9.19） 

16 位　須田亜香里　 43,252 票 （11　  8,753　20.2　1991.10.31） 

　　　（以下一部のみ） 

18 位　峯岸みなみ　 38,985 票 （26　  4,875　12.5　1992.11.15） 

26 位　宮脇咲良　　 25,760 票 （61　  2,481　  9.6　1998.3.19） 

と，髙須が渡辺麻友を 1 位にするためには約 15,000 票，全得票数の 1 割程度も

注ぎ込む必要があったことになり，投票券 1 枚 800 円としても 1200 万円にな

る。エース級メンバーの順位を左右する太ヲタ （アイドルの太客） になるには

毎年この程度の出費を覚悟しなければならないとすると，高収入の医師であっ

てもかなりの負担であり，何らかの見返りが期待できなければあえてそのよう

なことはしないのではなかろうか。ということは，メンバーの側はそういう太

ヲタの下心を警戒しなければならないという面倒を総選挙はもたらすことにな

る。

この問題は，CD 選抜にランクインする上位メンバーに限られず，昨年の松

井咲子の例から下位メンバーでも 500万円程度で 64 位以内のフューチャーガー

ルズにねじ込めることが知れ渡ったので，あらゆるメンバーについて，太ヲタ
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　　　（以下一部のみ） 
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と，髙須が渡辺麻友を 1 位にするためには約 15,000 票，全得票数の 1 割程度も

注ぎ込む必要があったことになり，投票券 1 枚 800 円としても 1200 万円にな

る。エース級メンバーの順位を左右する太ヲタ （アイドルの太客） になるには

毎年この程度の出費を覚悟しなければならないとすると，高収入の医師であっ

てもかなりの負担であり，何らかの見返りが期待できなければあえてそのよう

なことはしないのではなかろうか。ということは，メンバーの側はそういう太

ヲタの下心を警戒しなければならないという面倒を総選挙はもたらすことにな

る。

この問題は，CD 選抜にランクインする上位メンバーに限られず，昨年の松

井咲子の例から下位メンバーでも 500万円程度で 64位以内のフューチャーガー

ルズにねじ込めることが知れ渡ったので，あらゆるメンバーについて，太ヲタ
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の下心という問題が顕在化してきたと思われる。

一般のファンは，太ヲタが個人の資金力にものを言わせてメンバーに接近す

ることを阻止するためにも，資金を持ち寄って結束して選挙対策に取り組むよ

う強く動機付けられることになったと思われる。このようにして，メンバーや

メンバーのヲタ同士の順位を巡る競争だけでなく，同じメンバーを推すファン

内においても個人ないし少人数で投票して順位を左右しようとする太ヲタと組

織を作って選挙対策・集票する一般ヲタとの間の対立や競争もみられるように

なったはずだ。

また，速報は開票開始翌日に初日速報として発表され，速報順位を高くすべ

く 1 日で多数の投票をする手間暇はたいへんなものなので，のちには自動投票

機が開発された
73
が，この年は手作業で行われていたはずであり，速報順位は

各メンバーのファンの選挙対策組織か太ヲタ （後述する柱王はのぞく） の投票

のためのアルバイト組織がいかに整っているかの指標にもなると思われる。選

対組織が整えば，髙須のような太ヲタに，多数のファンが自分で可能な資金を

持ち寄って，効率的に票を集めることで対抗できることになる。逆に言えば，

太ヲタの影響力はファンが少ないほど発揮されやすい。そのため，中下位メン

バーが狙われやすくなり，AKB 各グループの本拠地のなかでも最も人口の少な

い都市・新潟で 2015 年 8 月に誕生した NGT48 を 2017 年総選挙以降柱王と呼

ばれる太ヲタの票が支配し，2018 年 12 月 8 日には山口真帆暴行事件が起こる

に至った。

第 5 回総選挙で 1 位になった指原はへたれキャラで人気が急上昇してきたが，

2012 年の第 4 回総選挙で 4 位になった直後に 2008 〜 9 年ころの男性関係を暴

73 自動投票機は 2017 年 5 月に NMB 須藤凜々花選挙対策室で開発されてはじめて使用され 
（「自動投票機でスピードアップ！／りりメーター爆上げしていきますよ！！」『須藤凜々

花選挙対策室ツィッター』10:06 - 2017 年 5 月 30 日，https://twitter.com/ririka_ouensite/
status/869600830684405760 ），その年の開票スピーチで須藤の結婚宣言というオチがついた。
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露され
74
，『AKB48 のオールナイトニッポン』で指原は「中身に関しては事実

じゃないこともたくさんありましたが，その人とお友達だったことは本当です」

と弁明して元カレとは認めず，秋元もそれを追認しながら「どういう形であれ，

応援してくださる皆さんに誤解される行動をとったのは間違いない」として「君

は明日から，HKT の指原莉乃です」と告げ，博多への左遷というリスナーか

らのコメントに「指原への応援の意味を込めたもので左遷ではない」と説明し

た
75
。

かつて，総選挙初 1 位になったばかりの大島優子とウエンツ瑛士の交際報道

があった際，双方ともお友達として恋愛関係を否定し，そのときは大島に対し

て何のお咎めもなかった。それについては大島を弁護することができる。第 2

回総選挙直後，大島は秋元から恋愛しろと言われていると公言していた
76
ので，

秋元によって恋愛禁止から外されていたというのが実情で，秋元発言の意味は

結婚宣言して総選挙 1 位を勝ち取った大島の小嶋との恋愛を公認するというこ

とだろう
77
。秋元原作・企画の映画『伝染歌』が大島と小嶋の馴れ初めなので，

秋元は媒酌人として公認し，大島はそのことを遠回しに披露したのではなかろ

うか。

そういった大島の特殊事情は一般には無視され，総選挙で 1 位だった大島が

お咎めなしだったのと比べて，事実かどうかはっきりしない 3 〜 4 年も前のこ

74 「AKB48 指原莉乃は超肉食系でした」『週刊文春』2012 年 6 月 21 日号。

75 「さしこ HKT 電撃移籍にメンバー呆然 大島優子『まじ?』」『ORICON NEWS』 2012-06-16 
06:00，https://www.oricon.co.jp/news/2013073/full/。

76 『ズームイン !!SUPER』2010 年 6 月 23 日，http://48pedia.org/ 大島優子，2018 年 8 月 27 日閲覧。

77 アイドルと運営側との契約における恋愛禁止の法的効力については，2015 年 9 月 18 日と

2016 年 1 月 18 日の東京地裁判決があり，恋愛禁止契約から得られる運営側の利益と私生活

上の自由から得られるアイドルの利益の衡量によってケースバイケースで判断されるべき

だとされている （北澤尚登 ［2016］ 「『恋愛禁止違反で損害賠償』!? ～最近の二判決から考え

る～」『骨董通り法律事務所 for the Arts  コラム』2016 年 7 月 26 日，https://www.kottolaw.
com/column/001245.html）。山口百恵・三浦友和，松田聖子・郷ひろみや大島優子・小嶋陽

菜など芸能人同士の恋愛によって人気が損なわれない場合は運営側の利益にもなっている

ので，秋元が公認するまでもなく恋愛禁止は無効ということになろう。
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とを掘り出した暴露記事への対応として HKT に「左遷」された指原は公平に

扱われておらず，運営は大島に甘く指原に酷いという印象が広まってかなりの

人は指原に同情してアンチ大島になり，第 5 回総選挙で指原が大島を破るに至

る流れができた。

【ⅱ】中高年男性ファンとサシハラスメント

指原の弁明を信じていいのかどうか，指原と同年代以下のファンの多くは迷

い，指原を擬似恋愛の対象や理想の結婚相手とみなす 10 代〜 20 代のガチ恋系

ファンのかなりは指原支持層から脱落していったと思われる。大島のガチ恋系

ファンがこじゆう結婚のため板野に流れたらしいことと似ているが，失った票

を挽回する新規の票の性格が大島と指原とでは全く異なっていた。

昭和のトップアイドル松田聖子を巡るマスコミの扱いがスキャンダル暴露か

ら賞賛に変わったという前例をよく知っており，自身も仕事や男女関係で嘘を

見逃したり見逃されたりした経験のある人が多い中高年男性が，松田の地元で

もある博多の HKT 劇場支配人という管理職に就任した大分出身の指原に共感

して新たな支持層になっていったと思われる。指原が「40，50 代の男性がほと

んどの客層
78
」のディナーショーで『赤いスイートピー』を歌い，卒業後につい

て「キョンキョン （小泉今日子） とか （松田） 聖子ちゃんみたいになれたらいい

なと思っています。偉大な人すぎて，なりたいでなれるものじゃないけれど，

やっぱりすごいなって」と述べた
79
のは，かつて聖子ちゃんやキョンキョンの

ファンだった世代が指原ファンの中心となっているからだ。

指原のファンサイト『SASHICOM』が総選挙直後に行ったアンケートによる

と，回答者の平均年齢は第 6 回 42.5 歳，第 7 回 43.7 歳，第 8 回 44.7 歳となっ

78 「『シンガー指原です』初ディナーショー　聖子や明菜でしっとりと…」『Sponichi Annex』2016 年 11
月21日，https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2016/11/21/kiji/K20161121013763820.html。

79 「指原莉乃『キョンキョン，聖子ちゃんみたいになりたい』 初ディナーショーに感激」

『ORICON NEWS』2016-11-20 21:00，https://www.oricon.co.jp/news/2081678/full/。
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ており，第 6 回 （1 位は渡辺麻友） と比べて第 7 回 （指原 1 位返り咲き） で平均

年齢が 1.2 歳高くなっている
80
。

ファンの年齢層が高いということは，定職からの安定的な収入や長年貯蓄し

た資産があり，親の脛をかじっている中高大学生とは比べものにならない資金

を総選挙に供出できる人が多いということである。「なぜ，指原さんは選挙に

強いのか。『この ［指原のファンクラブである指原会の］ メンバーを見ればわか

るでしょ。40 ～ 60 代が主力。我々には資金力がある』と，指原さんの顔面が

プリントされたシャツを着たマックさん （43） は話す
81
。」

石油危機があった 1973 年生まれの人は 2013 年に 40 歳になったのであり，

指原ファンの主力は石油危機以前に生まれた男性である。1974 年以降，出生率・

出生数の低下趨勢がみられるため，若い世代ほど人口が少ないので，たとえ 1

人 1 票でも 40 ～ 60 代ファンが多いことは強みになる。

アイドルのファン層は，同世代の 10 代半ば〜 20 代を中心とするということ

は，松田聖子，小泉今日子やおニャン子クラブの全盛期である 80 年代では常

識だったが，1980 〜 90 年に 15 〜 30 歳だった （1950 〜 75 年生まれの） 人が

2015 年には 40 〜 65 歳で，指原莉乃ファンの主力になっており，自分が若い頃

のアイドルと指原をダブらせて，かつて自分の推すアイドルのベストテン番組

での順位を上げようと時間やささやかなお小遣いを注ぎ込んで電話や葉書でリ

クエストしまくっていたころの乗りで，中高年になってからは金に糸目をつけ

ず投票する人が少なくないようで，指原を 1 位にするために保険を解約したり

自宅や家電を売ったりする人もいた
82
。

80 総選挙分析ライター ［2016］ 「指原ファンは ”無理”をしたのか?」『AKB48 チーム B のファ

ンより』2016-08-08 17:30:00，https://blog.goo.ne.jp/tedpapa/e/07626276a0f94d722e9672a644a3
dd65。

81 滝沢文那・佐々木洋輔 ［2017］ 「俺らの『さっしー』に有終の美を　指原会の前祝いに潜

入」『朝日新聞 DIGITAL』2017 年 6 月 17 日 12 時 20 分，https://digital.asahi.com/articles/
ASK6K3V56K6KUEHF00C.html?iref=pc_rellink 。

82 佐々木洋輔 ［2018a］「さっしーの 24 万票どこへ？AKB オタたちのどぶ板選挙」『朝日新聞 DIGITAL』
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また，劇場やコンサートでのライブや握手会になかなか参加できない海外の

ファンもガチ恋系ではないことが多く，元カレ疑惑に比較的無頓着と思われ，

指原は海外ファンの票も期待できることになる。このようにして，博多左遷に

よって，指原は他のメンバーとかなり異なるファン層を開拓し，それが総選挙

に極めて有利に働くことになったと思われる。

指原のファンには安定的収入や資産のある社会人が多く，仕事を通じて選挙

対策に熟達した人たちもいるようで，彼らが総選挙対策を練り上げて行ったよ

うである。2013 年の第 5 回総選挙から，指定した特定のメンバーと握手ができ

る個別握手券つきの劇場版に投票権がつくようになり，それに伴って選挙対策

も大きく変わることになったが，新しい仕組みをいちはやく分析し，それに応

2018 年 6 月15日11時 42 分，https://www.asahi.com/articles/ASL6G5HQ6L6GUEHF009.html。

図 13　出生数及び合計特殊出生率の年次推移

出所：内閣府 ［2018］『平成 30 年版　少子化社会対策白書　全体版 （PDF 版）』

6 頁，第 1-1-3 図，http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/
w-2018/30pdfhonpen/pdf/s1-2.pdf，2018 年 8 月 13 日閲覧
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じた対策を講じることができれば，優位を確保できたはずであり，その点でも

指原のファンは先行したようだ。指原のファンサイトには，以下のような文章

が掲載された。

今回の選挙で最大の変更点は劇場盤にも投票券が付いたこと。

これまで AKB の握手会商法を批判する人たちは，「CD 付き握手券」と揶

揄してきました。

それが今度のシステムでは CD に加え，”握手券”も捨てられる可能性が生

まれてしまった。

ここがこの方式の最大の問題点です。

人気上位のメンバー ［の劇場版個別握手会］ は 6 部制で四日間，合計 24 部

制。

ざっくり計算で 12000 票の基礎票が出来たということ。

この基礎票に加え，投票券欲しさに他メンバーの握手券を購入する行動に

出るでしょう。

その握手券を使用するならいいんです。でも，投票券目当ての人たちはそ

うではない。

すると結果的に完売しているのに，何故か過疎っているレーンが生まれて

しまう。

さらに世の中にはもっと馬鹿がいる。廃棄した握手券の写真をネット上に

アップするアホ共。

それをメンバーが見たらどれだけ悲しむか。考えただけで胸が痛くなる。

人気下位メンバーの握手券が，人気上位メンバーファンによる草刈り場に

なってしまう。

劇場盤に投票券を付けるにしても，やり方を考えるべきです。
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握手券のみを封入する劇場盤と投票券のみを封入する劇場盤を選択できる

ようにするとか。

もしくは握手券メンバーに自動投票するように紐付けするとか。

（中略） 

劇場盤に投票券が付くことで及ぼす影響は他にもある。

1 票のオークション相場が劇場盤の 1000 円を切ることが確実。

すると，利益が出にくくなるので転売業者による初回限定版の買い占めが

少なくなると予想。

その代わり選挙には興味がない握手重視の人たちによる投票券の出品が相

次ぐでしょう。

仮に投票券を 800 円で売りさばければ，一回の握手が 200 円という計算。

100 回握手しても 2 万円。

うーん，なんだかなぁ～。

ここからは少々汚いお話。

決してこれから書く汚いやり方を推薦するものではありません。

ただ，僕ら指原陣営がやらなくても，他陣営にやられる怖れがある。

そのためにはこのシステムの穴をしっかり把握し，防御する必要がありま

す。

という前提で読んでください。繰り返しますが，この畜生なやり方を推薦

しているわけではありません。

・直接のライバルになる陣営の劇場盤を買いあさる作戦

直接のライバル票を一票減らし，それが我が陣営の票になれば，それは二

票の価値になる。
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A さんが 100 票のところ− 1 票で 99 票になり，B さんが 90 票のところ +1

票で 91 票になれば差は 10 から 8。

投票券目当てに劇場盤を買うなら直接のライバルメンバー分を買えば効率

的。

・複数アカウントを用意し買いあさる作戦

家族名義で複数アカウントを作り申し込む。

今までこれが NG だったのは，握手の際に本人確認が必要だったから。

しかし，握手券を使用せず投票券だけが目当てなら，そんなの関係なくな

る。

・複数アカウントを用意し空注文する作戦

架空の名義の複数アカウントを山ほど用意して，ライバル陣営の握手券を

早めに空完売させる。

すると架空であることがばれるので，後に強制キャンセルされ再販分に回

される。

再販時に改めて正規アカウントで申し込み購入する作戦。

この三つを組み合わせて一次受付からガンガン突っ込むだけで，かなり効

果的。

これを他陣営にやられるときつい。

なので変な動きはないか，今まで以上に一次での完売状況を注視する必要

がある。

いつも以上に売れていた場合，手放しでは喜べない。他陣営に食われてい

る可能性があるからだ。

もしくは空注文で空完売させられている可能性がある。
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防御法としては莉乃ちゃんの劇場盤を，指ファンで買い占めること。これ

しかない。

一推しである人にできるだけ行き渡るように，一推し率を上げるしかない。

この考え方だと，握手人気のあるメンバーは選挙戦においては不利になる。

一推し以外のファンに投票券が行き渡る率が高くなるからだ。

握手と投票は別。これは今までの選挙で証明されてきた。握手人気メンバー

は票が伸び悩むと予想。
83

このように，ファン年齢層の高さや，海外ファンの多さは，他メンバーの握

手券つき劇場版を購入したり，握手券めあてに劇場版 CD を購入したファンが

オークションなどに売りに出した割安の投票券を買うという戦略をとりやすく

する
84
ので，総選挙の集票において断然有利になるということに，指原の選挙

対策陣営はいちはやく気付き，対策を講じたものと思われる。また指原のファ

ンクラブ・指原会は，会員の平等を尊び，総選挙への出資額の多寡などによる

差別を排除しているので，指原ファンの間では太ヲタと一般ヲタとの間の葛藤

がなく結束が固い
85
点でも，集票組織として優れていたと思われる。

速報 2 位の渡辺麻友の約 2 倍，28,516 票をわずか一日で投票した速報 1 位指

原のファン組織の結束は突出しており，それによって最終的にも 1 位を確保し

たものと推測できる。最終得票数に占める初日速報得票数の割合をみると，指

83 「劇場盤にも投票券」『SASHICOM』2013 年 03 月 28 日 （木） 11:20，http://blog.sa-shi.com/ 
?eid=1304。

84 指原のファンの握手会参加率は低く，実際に握手会に行くと中高年は少ないそうだ （総選挙

分析ライター ［2016］）。
85 指原会の結束の固さについてある会員は「会長などの役職者がいないことをあげる。『指原

会って縦割り組織じゃなくて，みんな平等。浮気 （推しメンが変わること） も自由。熱量の差

や財力の差，参加頻度の差で会員の格差が生まれると，だんだん居心地が悪くなるじゃない

ですか。逆に言えば，居心地が悪くなる要素はすべて排除している』と説明する。」 （佐々木

洋輔 ［2018b］ 「1 票 650 円…『買収』横行・詐欺被害も…AKB 総選挙」『朝日新聞 DIGITAL』
2018 年 6 月 15 日 11 時 42 分，https://digital.asahi.com/articles/ASL6G648DL6GUEHF00L.html 
?iref=pc_extlink）。
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原は 18.9％で，総得票 10 位内では最も高く，次が松井珠理奈の 17.7％であるが，

前年をみると，指原は 13.9％と目立って高いわけではなく，松井は 17.0％と翌

年とほぼ同じであるから，この一年間で指原陣営は速報重視の戦略に切り替え

たことがわかる。混戦のなか，速報で 1 位をとって注目を集め，そのまま逃げ

切るという作戦を立てたのだろう。

海外からの投票という点でも，在日中国人が中心となって集めた 9,108 票が

指原に投票されたと話題になった
86
。

第 5 回総選挙 CD の大量購入 （大人買い） 情報のまとめによると，代引きで

161 万 4400 円 （「推しは小嶋真子です。握手券は小嶋真子 1585 枚 渡辺美優紀 2

枚 朝長美桜 1 枚です。」），191 万 7800 円 （「さくらに捧げる諭吉様 (* ^ー )゚ノ」

という説明と現金写真つきなので宮脇咲良推し），334 万円 （「【希望】横山 ［由

依］，村山 ［彩希］，菅 ［なな子］，薮下 ［柊］」），482 万円 （推し不明），代引き

3150 万 2400 円 （篠崎彩奈推し） がツィッターに投稿されており
87
，1 位を争う上

位メンバーよりも，ランク入りやランクアップをめざす中位下位メンバーへの

大人買いが目立つようである。上位メンバーの場合，個人でかなりの確率で順

位を動かすには髙須医師でも躊躇するような金額が必要になるが，中位下位メ

ンバーの場合には 200 〜 500 万円でできる見込みが高くなり，そのことを握手

会でメンバーに告げて認知を得……と目論むヲタがいるのだろう。しかも，劇

86 「指原莉乃 1 位決めた 1500 万円投票『中国人オタ』の正体 （AKB48 選抜総選挙）」

『YUCASEEmedia』更新日：2013 年 06 月 10 日，http://media.yucasee.jp/posts/index/13498。
この記事は 1 票を CD の単価 1600 円として 1500 万円と見積もっているが，劇場版 CD の投

票券のみをオークションに出品すると 1 票の相場は 800 円前後とすれば，750 万円というこ

とになる。

87 「【衝撃】3000 万円超え！？ AKB 総選挙 CD 大人買いがヤバすぎる www」更新日 : 2014 年

02 月 09 日，https://matome.naver.jp/odai/2136910812666677501。最後のものは，同じ山積み

の CD の箱の写真とともに「代引き 3150 万 2400 円わず (^_^)v 高橋朱里ちゃんに投票する

よ (^_^)v ［「わず」は英語のwasからきたツイッター用語で「〜した」「〜だった」を意味する］」

が 2014/05/20 （火） 16:15:44，匿名で Twitter に投稿され，これについてさまざまな反響があっ

たが，篠崎彩奈推しの投稿は 2013.05.21 12:04 付けである。翌年は髙橋に推し変して同額出

費したのであろうか？
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場版は握手券と投票券が切り離されるため，劇場版 CD を多数買って投票券は

オークションに出して資金を回収し，メンバー指定握手券多数をまとめ出しし

てお目当てのメンバーと長時間話し込むなどということが起こったらしい
88
。

AKB メンバー間の，愛情表現などの意味を持たない接吻など身体接触の公開

は，2010 年夏の『ヘビーローテーション』MV ころにはじまり，2012 年春の

ぷっちょＣＭのころには陳腐になってきた
89
が，指原のそれは「サシハラスメ

ント」と呼ばれるようになって独自の人気を獲得し，指原のファンサイトは次

のように面白おかしく解説している。

多田愛佳さんを筆頭に好みの可愛いメンバーに対して，抱きついたり，べ

たべたしたり，頬をすりすりしたり，さらにはキスをしようとする行為のこ

とを総じてサシハラスメントと呼ぶ。被害者は嫌な表情をしながら顔を背け

我慢するのが定番となっている。多田愛佳さんは嫌がっている割にさっしー

88 2014 年の第 6 回総選挙後，村山彩希の握手券を数百枚まとめ出しするヲタがあらわれてファ

ンの間で問題化し （「村山彩希レーン大量まとめ出し問題」https://mastiff.5ch.net/test/read.
cgi/akb/1409467915/），村山は翌年から総選挙に立候補しなくなった。

89 「AKB48 河西智美と板野友美のキス写真が公開に！『寝顔がカワィィともちんが悪いん

だ ぞ 』」 （『livedoor NEWS』2010 年 11 月 9 日 12 時 16 分，http://news.livedoor.com/article/
image_detail/5127411/?img_id=1503434 ） のように，愛情表現やライバル間の緊張緩和といっ

た意味が希薄な，ちょっとした出来心・いたずら心的なものがあらわれている。お菓子 （ぷっ

ちょ） をメンバー間で次々に口移しリレーするＣＭのリレー編 A では前田敦子 （1 位） →柏

木由紀 （3 位） →板野友美 （8 位） →高橋みなみ （7 位） →島崎遥香 （番外） →大島優子 （2 位），

リレー編 B では大島優子→篠田麻理子 （4 位） →渡辺麻友 （5 位） →指原莉乃 （9 位） →加藤

玲奈 （10 位） →前田敦子の順になっており （「15 日解禁，AKB メンバー達のキスリレー！

UHA 味覚糖『ぷっちょ』最新 CM 動画 2 種とメイキングを公開中」『ORICON NEWS』
2012-03-14 11:26，https://www.oricon.co.jp/news/2008392/full/ ），前田と大島が両端に位置し，
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が他のメンバーにサシハラスメントをしている様子を見て嫉妬しているよう

で，「指原…浮気するなよ！！笑」とコメント。また渡辺麻友さんは「さっ

しーのサシハラスメントは凄まじいです。もはやホラー。」と言うほど。主

な被害者は多田愛佳さん，渡辺麻友さん，藤江れいなさん，島崎遥香さん，

市川美織さんなど。可愛ければ誰でもいいわけではなく，若い子でなければ

ならないらしい。一歳年上の高城 ［亜樹］ さんはもう大人なのでサシハラス

メントをしないと本人が公言している。最近は NMB や HKT の若いメンバー

に触手を伸ばしているらしく，サシハラスメントの危険がある若い新メン

バーに「逃げてー！」とファンから警告が発せられることも多くなっている。

HKT に移籍してからは主に本村 ［碧唯］ さんをターゲットにし，他の HKT

メンバーが「私にもして」と嫉妬しているとかいないとか。村重さんは真似

をして，ムラシゲスメントなるものを開発した。変態行為が悪しき伝統とし

て受け継がれてしまっているようだ。ロリコンアイドルヲタクの彼女 ［指原

はデビュー前からハロプロヲタだったことで有名］ にとって，48 グループと

いう大所帯のアイドルはまさに天国。次のターゲットは誰だ？
90

男性がすればセクハラ・パワハラと指弾されるようなことを指原は公開の場

で堂々と行うというサシハラスメントを開発し，指原ファンは指原に同一化し

て楽しんでいるようであり，サシハラスメントは指原が中高年男性を惹き付け

る武器の 1 つだろう。多田は 2014 年より HKT チーム KⅣ （ケーフォー） キャ

プテンになり，2017 年の多田卒業で本村が 2 代目キャプテンになった。多田や

本村は渡辺麻友や宮脇と比べて総選挙順位は低迷しており，チーム KⅣキャプ

テンに抜擢されたのはサシハラスメントを甘受した見返りではないかと疑われ

ても仕方がないというか，むしろそういう抜擢人事はサシハラスメントを愛好

90 「サシハラスメント」『SASHICOM』，http://www.sa-shi.com/character.html，2018 年 8 月 31
日閲覧。
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する指原ファンへのサービスではないか。

こじゆうが同い年の対等な恋愛関係で結婚に至ったに対して，サシハラスメ

ントは年下への一方的で強引な身体的接触にはじまり，HKT という組織の上

下関係のなかで見返り人事らしきものも行われるなど，本来の意味でのハラス

メントだと言われても仕方なさそうなケースもみられ，こじゆうキス公開には

じまった潮流も地に堕ちた感がある。しかし，サシハラスメントの向こうを張

る，こじゆうの正統的な継承カップルもあらわれた。

【ⅲ】東西を結ぶ横山由依と山本彩（横山本） 

京都府出身でゆいはんの愛称で知られる横山由依は，山本彩がキャプテンを

務める NMV48 チーム N を 2012 年 8 月から翌年 4 月まで兼任して，関西弁が

標準語の人気番組『NMV48 げいにん‼ 2 』などにも出演し，兼任が終わって間

もない 2013 年 5 月 7 日，Google+ において横山と山本との間で次のようなや

りとりがあった。

図 14　サシハラスメント

被害者は左より多田愛佳，渡辺麻友，宮脇咲良，本村碧唯

出所　左より，ちーめろ ［2014］「サシハラスメントたん (-_-)♡」『AKB48G，乃木坂 46 大

好き女子高生ちーめろのブログ♡』2014-09-07 23:05:11，https://ameblo.jp/chimerolovetan/
entry-11921580861.html。同。田辺洋一郎＝漫画 ［2012］「ぱるる＋」『AKB48 ×週刊プレ

イボーイ 2012』73 頁。「指原莉乃 HKT48 メンバーとのキスを激写！ほかのメンバーとも」

『NEWS LOUNGE』2015 年 08 月 02 日 11 時 57 分，http://newslounge.net/archives/176665
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横山由依　5/7 1:29 

さやかちゃん (^з^)-☆だいすき！ 

NMB 兼任する前から徐々に仲良くなって，兼任してから更に距離が近くな

りました！ 

さやかちゃんは考え方がめっちゃ似てる！！ 

兼任終わっても重荷のリュックサック，ちゃんと半分持つからな〜 （u_u） 

山本彩　5/7 8:55 

だいすき？ 

いやいや，私は愛してますよ！ （笑） 91

このやりとりは，同時並行的に台頭してきた伸び盛りの 2 人が順位を争う

2013 年第 5 回総選挙投票開始日 5 月 21 日の 2 週間前のもので，『総選挙公式

ガイドブック 2013』でも横山は「さや姉 （山本彩） とは，『Everyday，カチュー

シャ』で一緒の選抜に入っていて，ジャケットの写真もふたりで一緒に撮った

んです。そのときも普通にしゃべっていたんですけど，仲良くなったのはやっ

91 https://akbp48.com/archive/cross/ 山本彩 _ 横山由依 /2013-05-07。写真は横山の投稿に添えら

れていた。
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ぱり兼任してからですね。めっちゃ気が合うんですよ。／性格もサバサバして

いるし，お互いの考え方が似すぎててヤバいっ！」「さや姉との出会いは，自

分にとってすごく大きかった。これは私が勝手に思っているだけかもしれない

んですけど，さや姉はこれから一生付き合っていく人になるんじゃないかって

気がするんですよね
92
」と語っていた。

横山が使った顔文字「(^з^)-☆」には投げキスする，キスしたい気持ちを伝

える，告白するなどの意味があり
93
，それに続けて「だいすき！」と告白された

山本は「いやいや，私は愛してますよ！」と返したのであり，山本は，AKB メ

ンバー間で『ヘビーローテーション』MV 以降，次第に陳腐化し意味が希薄化

した上位メンバー間のキスと同列にされたくないというニュアンスで，「いやい

や」 と 「(^з^)-☆」 で返すのを避けて，「愛」 という言葉を使ったのだろうか？

横山の「さや姉はこれから一生付き合っていく人になるんじゃないかって気

がするんですよね」という表現は控え目ながらこじゆうカップルを意識してい

るのではなかろうか？　上に引用した Google+ のやりとりは総選挙投票開始 2

週間前で，12 日前のこじゆう結婚と似たタイミングであり，こじゆうは同じ学

年同い年で気が合うことを強調していたが，横山は 1992 年 12 月 8 日生まれ，

山本は 1993 年 7 月 14 日生まれと学年は 1 つ違うが 7 ヶ月違いなので同い年と

言ってよく，「山本彩
さやか

ちゃんとは年も近いし，『Everyday，カチューシャ』で初

選抜入りしたり，私がチーム昇格したときに NMB お披露目だったりして，縁

を感じているんです。」 （『AKB48 ×プレイボーイ 2012』，45 頁） と横山は語っ

ていた。

2013 年 6 月 8 日に行われた第 5 回選抜総選挙開票では横山 13 位，山本 14 位

と相並ぶ順位だった。その時以降，どちらが上に来ても同じように 2 人で総選

92 FRIDAY 編集部編 ［2013］ 『AKB48 総選挙公式ガイドブック 2013』講談社 MOOK，111 頁。

93 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1324370148，https://detail.chiebukuro.
yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1144270586，2018 年 8 月 20 日閲覧。
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挙の記念写真を撮るようになって，並んで肘や肩が触れ合うだけという，キス

以外のストイックな表現で固い絆を表わし，2017 年第 9 回以降山本が総選挙

に出馬しなくなっても，横山は山本用の空きスペースのある写真を撮った （図

16）。これは，2人がAKBシングル表題曲で初選抜入りした『Everyday，カチュー

シャ』でのジャケット写真 （図 15 左） に因んだもののようであり，横山はその

ときのことを「裏のジャケットでね，一緒の写真を撮るっていうのがあったん

ですけども，それ，なんか，近づいてみたいな言われて，ほんとに，なんか，

う〜ん，みたいな，人見知り同士，どうする〜，みたいな感じてやってた……」  

（図 15 右） 「2 人とも初選抜できこちなかったけど思えばこの時から横山本が

始まっていたのですね。歌割りも一緒でジャケットの裏の写真もペア。／仲よ

さそうにぎゅっとして ‼ とカメラマンさんに言われて気まずかったね。
94
」と回

想しているように，公式写真撮影で肩を寄せ合い手を握るという何でもなさ

そうなことが普通のカップルのファーストキスよりも思い出深いようであり，

Google+，図 15 と図 16 の他の写真も最初のときと同様，横山の右側に山本が  

（いなくても） いるようになっている。

山手線車内でのお触り，AKB メンバー間では初の接吻シーン公開や結婚公

表，薬師寺での 1300 年の誓いなど派手なこじゆうに比べて，横山本は抑制的

でストイックな印象を与える。横山は山本の卒業に寄せたメッセージを「〝人

生とは何か。語れる友ができた〟／さやかちゃんと一緒にこの 48 グループにい

られたこと幸せに思います。／横山本フォーエバー ‼　大好き ‼ ／卒業おめで

とう！さやかちゃんがずーっと幸せに過ごせますように。／ AKB48 横山由依」

と結んでいる。図 16 下の記念写真の説明で引用した横山のツイートに「，，」 

「たた」「！！」とあることからも，標準的なカップルよりも堅い 2 人の絆が読

みとれる。

94 光文社エンタテインメント編集部編 ［2018］ 『山本彩　NMB48 卒業記念　公式メモリアル

ブック──さや姉の 2949 日』光文社，90 頁 （自筆メッセージ）。
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図 15　山本彩＆横山由依の『Everyday，カチューシャ』

左：後列の （向かって） 左が山本彩，右が横山由依

右：山本彩との左の写真撮影の思い出を語る横山由依

出所：左　『Everyday，カチューシャ』Type B 初回限定版・通常版の裏ジャケット写真

右　『YUI YOKOYAMA　ソロコンサート〜等身大の希望〜』 （2018.1.17 TOKYO DOME 
CITY HALL, AKB-D2388） 

図 16　総選挙恒例の横山本ツーショット

上：左より，2013 年第 5 回 （横山 13 位，山本 14 位），2014 年第 6 回 （横山 11 位，山本 6 位），

2015 年第 7 回 （横山 10 位，山本 6 位），2016 年第 8 回 （横山 11 位，山本 4 位） 
下左：2017 年第 9 回 （横山 7 位，山本辞退。「毎年さや姉と盾のツーショット撮ってるの

が恒例なのでさや姉の空間を，，✨」） 
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【ⅳ】大島優子の卒業と山本彩推し

2013 年の第 5 回総選挙で，大島は連覇できる可能性は少ないと予想してい

たが，前年 2 位の渡辺麻友に譲るとばかり思っており，前年 4 位で，太宰府に

左遷され，渡辺より 1 学年上というハンディをかかえた指原が 1 位になるとは

思っていなかったようだ
95
。

エースの若返りを運営が期待して干された経験のある大島は，AKB の将来の

ためにはエースの高齢化をさけつつスムーズに継承させる責任が自分にあるこ

とを実感しただろう。というのも，16 位内の選抜メンバーのなかから渡辺麻友

や指原莉乃の次のエースがあらわれると期待されるが，渡辺麻友より 1 学年上

で指原と同じ学年には 13 位の横山由依，渡辺麻友と同じ学年には 12 位の島崎

遥香，14 位の山本彩，15 位の渡辺美優紀がおり，指原と渡辺麻友のいずれか

が彼女たちとの競争で絶対的優位を保つことは難しいとすれば，彼女たちのな

かで 1 番有望そうなエース候補を推して指原・渡辺の次のエース継承への筋道

をつけることが，大島にとっては大きな課題となっただろう。

30th シングル『So long!』 （2013 年 2 月， 1 位， 113.3 万枚） で渡辺麻友をセン

95 「去年は『踏み台にしてほしい』と 1 年間，後輩のため，AKB のためと思ってやってきました。

私は，『踏み台にしてほしい』っていうのはちょっと違う人だったなと （笑），いうのもある

んですけど。次呼ばれる人は，新しい風を吹き込んで，スルッと抜けたんだなと思うとな

んだか納得します。私が『踏み台にしてほしい』という気持ちもしっかりできてたんだな

と，自分に自信もつきました。 （以下略）」と大島はスピーチで述べた （「＜速報＞ AKB48
選抜総選挙 1 ～ 16 位『選抜メンバー』コメント全文」『モデルプレス』2013.06.08 21:00，
https://mdpr.jp/news/detail/1250679）。

下中と下右：2018 年第 10 回 （横山 6 位，山本辞退。「今年もさや姉と撮れないかなーと思っ

て 1 人用の撮ったけど，，／奇跡的に会えましたた！！」） 
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sayaneefan.blog.fc2.com/blog-entry-48.html），「横山由依と山本彩の総選挙の絆」『NMB48
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（https://twitter.com/Yui_yoko1208，7:17 - 2016 年 6 月 18 日） 
下左　同 （https://twitter.com/Yui_yoko1208，6:37 - 2017 年 6 月 17 日） 
下中と下右　同 （https://twitter.com/Yui_yoko1208，7:08 - 2018 年 6 月 16 日） 
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【ⅳ】大島優子の卒業と山本彩推し

2013 年の第 5 回総選挙で，大島は連覇できる可能性は少ないと予想してい

たが，前年 2 位の渡辺麻友に譲るとばかり思っており，前年 4 位で，太宰府に

左遷され，渡辺より 1 学年上というハンディをかかえた指原が 1 位になるとは

思っていなかったようだ
95
。

エースの若返りを運営が期待して干された経験のある大島は，AKB の将来の

ためにはエースの高齢化をさけつつスムーズに継承させる責任が自分にあるこ

とを実感しただろう。というのも，16 位内の選抜メンバーのなかから渡辺麻友

や指原莉乃の次のエースがあらわれると期待されるが，渡辺麻友より 1 学年上

で指原と同じ学年には 13 位の横山由依，渡辺麻友と同じ学年には 12 位の島崎

遥香，14 位の山本彩，15 位の渡辺美優紀がおり，指原と渡辺麻友のいずれか

が彼女たちとの競争で絶対的優位を保つことは難しいとすれば，彼女たちのな

かで 1 番有望そうなエース候補を推して指原・渡辺の次のエース継承への筋道

をつけることが，大島にとっては大きな課題となっただろう。

30th シングル『So long!』 （2013 年 2 月， 1 位， 113.3 万枚） で渡辺麻友をセン

95 「去年は『踏み台にしてほしい』と 1 年間，後輩のため，AKB のためと思ってやってきました。

私は，『踏み台にしてほしい』っていうのはちょっと違う人だったなと （笑），いうのもある

んですけど。次呼ばれる人は，新しい風を吹き込んで，スルッと抜けたんだなと思うとな

んだか納得します。私が『踏み台にしてほしい』という気持ちもしっかりできてたんだな

と，自分に自信もつきました。 （以下略）」と大島はスピーチで述べた （「＜速報＞ AKB48
選抜総選挙 1 ～ 16 位『選抜メンバー』コメント全文」『モデルプレス』2013.06.08 21:00，
https://mdpr.jp/news/detail/1250679）。

下中と下右：2018 年第 10 回 （横山 6 位，山本辞退。「今年もさや姉と撮れないかなーと思っ

て 1 人用の撮ったけど，，／奇跡的に会えましたた！！」） 
出所：上左より，「さや姉とゆいはん 2」『山本彩ファンブログ』 （2013/07/09 20:37，http://
sayaneefan.blog.fc2.com/blog-entry-48.html），「横山由依と山本彩の総選挙の絆」『NMB48
まとめスピリッツ』 （2018 年 06 月 17 日，http://nmb48-mtm.com/archives/52125498.html），

『横山由依ツィッター』 （https://twitter.com/Yui_yoko1208，7:24 - 2015 年 6 月 6 日），同 
（https://twitter.com/Yui_yoko1208，7:17 - 2016 年 6 月 18 日） 
下左　同 （https://twitter.com/Yui_yoko1208，6:37 - 2017 年 6 月 17 日） 
下中と下右　同 （https://twitter.com/Yui_yoko1208，7:08 - 2018 年 6 月 16 日） 

 AKB レインボー経済 97

ターにし，第 5 回投票券つきの 31th シングル『さよならクロール』 （2013 年 5

月，1 位， 195.6 万枚） では板野友美 （同年 2 月に年内卒業を表明），大島優子，
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る。また，大島は自分の卒業が迫るとともに，前田が卒業を表明する直前におっ

ぱいちゃんの優しさを強調して山本彩を強力に推したことの意味を理解するよ

うになったとも思われる。

大島は 2013 年末の紅白で卒業を公表し，2014 年初の AKB ハワイ旅行で，

山本彩と恒例の水着相撲をとって初黒星を喫した際に，「バトンを渡せてよかっ

た。これからはさや姉の時代です。
96
」とコメントし，自身の卒業後の後継を山

本に指名した。

D カップとかなり豊乳の大島に前田が「おっぱいちゃん」と名付けた山本が

挑戦するため，2 人の対戦はおっぱい相撲と呼ばれ，2012 年春グァムでの『真

夏の Sounds good!』MV 撮影や，2013 年春沖縄での『さよならクロール』MV

撮影の際に行われており，いずれも総選挙投票券つき CD と結びついたものな

ので，前田のあと単独エースとして君臨する大島に山本を挑戦させるというの

は，山本が将来のエースの座を賭けて大島に挑戦するという寓意を持った企画

であり，この企画の提案者も前田だった
97
とすれば，2011 年 11 月のおっぱい

96 「大島優子　山本彩と水着相撲で初黒星『さや姉の時代』」『Sponichi Annex』2014 年 3 月 29
日 07:17，https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2014/03/29/kiji/K20140329007869180.
html。

97 男性はそんな企画を考えついても自分からはなかなか提案できないだろう。また，前田以

外の AKB メンバー （大島や山本も含む） や女性スタッフもそんなことは提案できないと私

は推測する。
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ちゃん推しの延長上に位置づけていただろう。そして，大島の卒業表明直後に

山本が初勝利を収め，大島は AKB の将来を山本に託した。

その直後の 2014 年 2 月 24 日，山本が AKB48 チーム K を兼任することが発

表された。チーム K は前田・髙橋のチーム A に次いで大島ら 2 期生によって

作られ，2011 年 11 月から大島がキャプテンを務めていたが，山本の兼任と同

じ日に横山由依がチーム A から移動して新キャプテンとなった。

卒業を控え，山本がチーム K 兼任となったころ，大島は『AKB と×× !』 （放

送日未詳） で次のように山本を神推しした。前田のおっぱいちゃん推しは卒業

表明前ということもあってその意図を読みとりにくかったが，卒業表明後の大

島の推しは直裁だった。

この子は，ちょっとほかの 4 人 ［同時期に AKB 本体本籍以外からチーム K

に入ってきた他のメンバーのことで，SKE 松井珠理奈，HKT 兒玉遥，SNH （中

国の上海で 2012 年にでき，2016 年より AKB グループから独立した） 鈴木ま

りや，研究生から昇格した湯本亜美と思われる］ とはわけがちがう，わけが

ちがいます。もう完全にできあがっている。もうなんかすでにソロで活動し

てもだいじょうぶなんじゃないかな，ていう，思うくらいの，頼りがいがあ

るなあ，ていうのは思うので。今回，NMB から AKB の兼任になったんです

よ。まあ，さや姉が入ってくれたことによって，なんか身が引き締まるとい

うか，やっぱりこんなに群を抜いている子が AKB ［本体］ に入ってきたら，

みんなも焦るだろうし。98

AKB のなかで一番焦ったのは，同時に SKE との兼任になった松井珠理奈だっ

たと思われるが，自分のほうが 3 学年下なので山本の次は自分と思えたはずで，

98 nmb ライブ ［2015］ 『大島優子が NMB 山本彩を大絶賛！「この子は他の子とはワケが違

う！！」』2015/03/09 に公開，https://www.youtube.com/watch?v=PzTwPdoli84&t=4s。
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追い詰められるというほどのことはなかっただろう。

【ⅴ】第 6 回総選挙と運営の宮脇咲良推し

運営は，これまでのセンター起用で島崎推しを公にしてきているにもかかわ

らず，投票券付き 35th シングル『ラブラドール・レトリバー』 （2014 年 5 月，1 位，

178.7 万枚） CD では一推しの渡辺麻友のみの単独センターとしており，島崎推

しは控えたのだろうか。指原とのトップ争いで渡辺に肩入れするのに精一杯

で，島崎に余力を割けなかったという事情もあるかもしれないが，運営の島崎

贔屓が続いていたことは，翌年の投票券封入 40th シングル『僕たちは戦わない』 

（2015 年 5 月 20 日， 1 位， 178.3 万枚） で島崎が単独センターになったことに現

れている。

2014 年 6 月 7 日に開票された第 6 回総選挙投票結果は，

1 位　渡辺麻友 （AKB48 Team B）  159,854 票

2 位　指原莉乃 （HKT48 Team H）  141,954 票

3 位　柏木由紀 （AKB48 Team B / NMB48 Team N 兼任）  104,364 票

4 位　松井珠理奈 （SKE48 Team S / AKB48 Team K 兼任）  90,910 票

5 位　松井玲奈 （SKE48 Team E）  69,790 票

6 位　山本彩 （NMB48 Team N）  67,916 票

7 位　島崎遥香 （AKB48 Team A）  67,591 票

8 位　小嶋陽菜 （AKB48 Team A）  62,899 票

9 位　高橋みなみ （AKB48 Team A）  57,388 票

10 位　須田亜香里 （SKE48 Team E）  48,182 票

11 位　宮脇咲良 （HKT48 Team KIV / AKB48 Team A 兼任）  45,538 票

12 位　宮澤佐江 （SNH48 Team SII / SKE48 Team S 兼任）  44,749 票

13 位　横山由依 （AKB48 Team K）  40,232 票
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14 位　生駒里奈 （AKB48 Team B / 乃木坂 46 兼任）  40,089 票

　　　（以下一部のみ） 

18 位　渡辺美優紀 （NMB48 Team BII / SKE48 Team S 兼任）  36,108 票

22 位　峯岸みなみ （AKB48 Team 4）  33,162 票

51 位　岡田奈々 （AKB48 Team 4）  15,873 票

72 位　吉田朱里 （NMB48 Team N）  10,982 票

と，運営の狙い通り渡辺麻友が 1 位となり，渡辺麻友あるいは指原と同年代の

前年選抜者のうち，渡辺美優紀は 15 位から 18 位へ後退，横山由依は 13 位をキー

プ，運営の推す島崎遙香が 12 位から 7 位，前田と大島が推す山本彩が 14 位か

ら 6 位に急上昇し，次年度指原や渡辺を脅かす可能性があるのは年長の柏木，

渡辺と同学年の山本と島崎の 3 人に絞られたとみてよいだろう。横山は競合す

る同年代渡辺麻友・指原・山本・島崎の 4 人から一歩引いた位置を維持するこ

とで，前田＋松井と大島＋小嶋の競合のなかで髙橋が AKB のまとめ役となり，

総監督に就任したのと同じような役割を期待されはじめたと思われる。

ほかに，上位における目立った動きは，1991 年 10 月生まれの須田亜香里が

16位から 10位へと急上昇したこと，宮脇咲良が 26位から 11位へと大きく伸び，

指原・渡辺麻友・山本・島崎を経て将来のエースとなる候補にふさわしい動き

を示したこと，乃木坂 46 で『君の名は希望』までセンターを独占しつづけて

いたエース生駒里奈が AKB チーム B 兼任としていきなり 14 位に入ったことを

挙げることができる。生駒は 1995 年 12 月生まれで松井珠理奈の 1 学年上，宮

脇の 2 学年上であるから，乃木坂との兼任のまま AKB のセンターになったり，

AKB に完全移籍してくる可能性もあり，指原・渡辺・柏木・山本・島崎の次，

2018 年ころ以降のエース候補が一挙に 3 人に増えたことになり，11 歳で前田

と W センターになって将来を担うと期待され続けてきた松井珠理奈にとって，

はじめてその地位が脅かされることになった。
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指原陣営は敗因を分析して，
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の 3 つを挙げている
99
。総選挙分析ライター氏は，中国票の詳細は不明で「1. 運
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100
」。
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渡辺の最終得票 159,854 から麻友吧票 36,000 を差し引くと 123,854 票となっ

99 総選挙分析ライター ［2015］ 「指原莉乃　第 7 回選抜総選挙トップの勝因とその感想」

『AKB48 チーム B のファンより』2015-06-10 06:30:00，https://blog.goo.ne.jp/tedpapa/e/d7a17f
90697172480f4a24a56a064a94。

100 野嶋剛 ［2014］ 「まゆゆで『世界を変えた』── AKB 総選挙で中国人ファンから 3 万 6 千『組

織票』か」『AERA』2014 年 6 月 23 日号。
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て指原の最終得票 141,954 を大きく下回るので，麻友吧の組織票がなければ指

原は連覇し，渡辺は 2 位どまりだったことになる。2012 年第 4 回総選挙の髙須

票と 2014 年第 6 回の麻友吧票と，渡辺は 1 人ないし 1 組織の力によって少な

くとも 2 度も競り合いを制して順位を 1 つあげたことになる。また，指原は第

5 回総選挙では大島とウエンツの熱愛フェイクニュースのおかげで同情を買っ

て大島を破ることができたが，第 6 回総選挙では渡辺麻友への同情投票を促す

フェイクニュースに敗れた。

（４）山本彩・横山由依時代 （総選挙低迷期 2015 年〜 2018 年） 

【ⅰ】指原莉乃総選挙常勝体制の確立

総選挙選抜メンバーによる 37th シングル『心のプラカード』 （2014 年 8 月，

1 位，106.1 万枚） で規定にしたがってセンターを務めた渡辺麻友が，続く 38th

シングル『希望的リフレイン』 （2014 年 11 月，1 位，119.9 万枚） では新鋭宮脇

咲良と W センターを組んだ。この曲の MV は，卒業メンバーの前田，大島，篠田，

板野も登場し，金色のバトンが歴代センターに受け渡されて最後に渡辺と宮脇

の手に渡るというものだった
101
。

金色のバトンを最後に受け取る立場を渡辺とともに宮脇が占めたということ

から，渡辺の後を継ぐエースは宮脇だと運営は期待しているに違いないと，多

くの人はみただろう。宮脇は指原が支配人を務める HKT に所属するので，こ

れによって指原票の一部を宮脇が食うなど，指原 HKT 票を分断させることが

できる。また，松井珠理奈も 1 学年下の宮脇を運営が推したことで，同年代に

強力なライバルが登場したことを意識しただろう。

指原は，運営の宮脇推しによって 2015 年の第 7 回総選挙においてそれまで

自身を支持してきた人々の票のかなりが宮脇に流れることを恐れ，それを阻止

101 「AKB 新曲 MV で歴代センターリレー OG 前田・大島・篠田・板野が走る !」『ORICON 
NEWS』2014-10-29 04:00，https://www.oricon.co.jp/news/2043865/full/。
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できるか否かが 1 位返り咲きの成否を分けると読んだと思われる。総選挙分析

ライター氏によれば，

年初に指原から「今年の総選挙での HKT 他メンバーへの票分けなどの浮

気は許さぬ」との厳しいお達しメールが送られてきた。指原ファンはこれを

読んでふるえあがったと思う。指原が怒っていると。指原は早くから自らの

ファンの引き締めにかかった。特に指原の握手会にいつも参加しているコア

ファンはきっと指原から浮気をしていないかチェックをされて大変だったの

ではないか ? 指原からは要所，要所で投票の確認や票の上乗せの指示が入っ

たメールが届いたので指原ファンは否が応でもふるいたった……はずだ。し

たがって今年は指原の票が HKT48 メンバーに流れるどころか今まで以上に

指原へ投票した （貢いだ） ファンが多かったと思う （指原ファンは純情）。 （総

選挙分析ライター ［2015］） 

2015 年の総選挙が福岡のヤフオクドームで行われるようになったことについ

て指原は HKT への依怙贔屓と思われたくないと，出場拒否をちらつかせて運

営に喧嘩を売った
102
。運営は福岡開催で宮脇推しを強力に展開する魂胆だった

と思われ，それに対して指原は HKT 劇場支配人としての立場を生かして，宮

脇ゴリ推しをする気ならば宮脇も含めて HKT は出場しないと威嚇したという

のがその真相だろう。指原は出場しないが宮脇は出場するのならば，運営にとっ

て願ってもないことだったはずで，指原は立場上宮脇を道連れにできるという

ことがミソなのである。これによって宮脇は指原の人質にとられていることを

悟った運営は指原と宮脇の分断を諦めた，というのが真相ではなかろうか。

また，中国などで指原は運営に依怙贔屓されているというフェイクニュース

102 「指原『運営チームに対するケンカ』　不出馬におわせた真相明かす」『東スポ Web』2015 年

04 月 08 日 21 時 00 分，https://www.tokyo-sports.co.jp/entame/entertainment/387628/。
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が流布していたことを正すための手っ取り早いやり方としても，運営に喧嘩を

売ることは賢明だったと思われる。

このように，運営に巧妙な権力闘争を仕掛けて勝利を収めることで，指原は

選挙戦を優位に進め，1 位を奪回するに至った。これによって指原陣営は中高

年男性の資金力をうまく組織して確実に 1 位を獲れる体制を確立したと言って

も過言ではないだろう。指原の政治手法が田中角栄に擬えられる
103

のも，ロッ

キード事件後も今太閤角さん人気が根強く残っことをふまえながら，他方で総

選挙を巡る金権政治的手法に長けているという揶揄を込めたものだろう。

指原に不利なフェイクニュースのため渡辺麻友の中国票が膨れ上がることが

なければ，2014 年も指原が 1 位だった可能性が高く，2013 〜 17 年の 5 連覇を

成し遂げ，2018 年も出馬すれば 1 位だったと思われる。2014 年のような情報

操作さえなければ，中高年男性という資金の豊富なファンを他のメンバーより

も際だって多くかかえ，結束の強固な指原会として組織していることが指原の

常勝を約束するようになっていたと言うことができる。2013 年は博多左遷の

逆境を克服したこと，2015 年は運営に喧嘩を売るような派手な戦略をとったこ

とで，運営と戦って見事勝利するヒロインとして，指原は AKB のファン以外

にまで多くの共感と支持を得ることができたが，2016 年以降は，指原が勝って

103 秋元が指原に「お前はアイドル界の田中角栄だ」と言ったことを指原がインタビュー記事

で紹介している （「〈耕論〉異分子よ，いでよ　常井健一さん，森永卓郎さん，指原莉乃さ

ん」『朝日新聞』2014 年 9 月 20 日朝刊）。指原が渡辺に総選挙で敗れた直後に飛び出した説

だけに，その意味の解釈は一筋縄ではゆかない。「ファンの投票による 14 年の『選抜総選挙』

では，指原さんが率いる HKT48 は 13 年から大幅に得票数を伸ばし」 （「HKT 指原莉乃に『ア

イドル界の田中角栄』説　『気配り』と『出番配り』で人心掌握，勢力拡大」『JCAST ニュー

ス』2014/9/25 19:07，https://www.j-cast.com/2014/09/25216738.html ） たのは，それだけ HKT
の後輩に指原票が食われ，渡辺麻友に負ける要因のひとつになったということであり，総

選挙ライター氏の挙げる 3 のように，事前報道によって指原陣営に油断が生じたというこ

とだろうし，『希望的リフレイン』について「新曲ではセンターポジションを総選挙 1 位の

渡辺麻友さん （20） と HKT の宮脇さんが担当する『ダブルセンター』制を敷くことが発表

されている。その分，HKT のプレゼンス （存在感） が増しており，確実に派閥の勢力は拡

大している。」 （同） という理解は一面的で，次回総選挙で指原票を宮脇に食わせ，渡辺麻友

連覇と HKT 内での指原の影響力削減とを狙ったというのが真相であろう。
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当たり前と多くの人が思うようになり，総選挙に対する世間の関心は減退して

いった。指原は 2017 年 3 月に，総選挙に出るとしたら今年 （第 9 回） が最後と

宣言し，その理由として「若手のファンの人から『指原が出ていると順位が変

わらなくてつまらない』と言われてしんどいので」「どうしても上位が固まっ

ちゃうんです
104
」と語った。中高年ファンに支えられた指原が総選挙で 1 位に

なって当たり前の AKB から若いファン層が離れてゆくことを思い知らされた

のだろう。

【ⅱ】実人気では山本彩が断トツ

総選挙では絶対常勝の体制を確立したものの，指原は絶対エースとは言えず，

指原の地位の脅かすまで山本彩の人気が高まってきた。指原の 1 位は集金力・

集票力が順位を決するという総選挙の制度設計と，他のメンバーに比べて顕著

に中高年男性ファンが多く，彼らが結束の強い組織を作っていることに依存し

ており，1 人 1 票などを理想とするような公平性があれば違った結果になるの

ではないかという疑いがあったが，人気や話題性では山本彩が指原を上回って

いることを実証するレポート
105

が公にされた。

2015 年 6 月 6 日に開票された第 7 回総選挙の結果，選抜メンバー 16 名などは，

第 1 位　指原莉乃　　194,049 票　（HKT48 Team H） 　

第 2 位　柏木由紀　　167,183 票　（AKB48 Team B / NGT48 兼任） 

第 3 位　渡辺麻友　　165,789 票　（AKB48 Team B） 

第 4 位　高橋みなみ　137,252 票　（AKB48 Team A） 

104 「指原莉乃，なぜ今年の総選挙が最後? 若手ファンからの言葉に『しんどい』」『マイナビ

ニュース』2017/03/26 10:43:15，https://news.mynavi.jp/article/20170326-a057/。
105 Yahoo! JAPAN ビッグデータレポート・チーム ［2015］『“選挙に強い SKE”はホント!?～ビッ

グデータで読む「AKB 総選挙」～』2015 年 9 月 4 日，https://about.yahoo.co.jp/info/bigdata/
special/2015/03/。
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第 5 位　松井珠理奈　105,289 票　（SKE48 Team S/ AKB48 Team K 兼任） 

第 6 位　山本彩　　　  97,866 票　（NMB48 Team N / AKB48 Team K 兼任） 

第 7 位　宮脇咲良　　  81,422 票　（HKT48 Team KIV / AKB48 Team A 兼任） 

第 8 位　宮澤佐江　　  75,495 票　（SNH48 Team SII / SKE48 Team S 兼任） 

第 9 位　島崎遥香　　  73,803 票　（AKB48 Team A） 

第 10 位　横山由依　　  63,414 票　（AKB48 Team A） 

第 11 位　北原里英　　  61,566 票　（NGT48） 

第 12 位　渡辺美優紀　  55,715 票　（NMB48 Team BII / AKB48 Team B 兼任） 

第 13 位　松村香織　　  53,667 票　（SKE48 Team KII） 

第 14 位　高柳明音　　  52,609 票　（SKE48 Team KII） 

第 15 位　柴田阿弥　　  49,199 票　（SKE48 Team E） 

第 16 位　武藤十夢　　  44,637 票　（AKB48 Team K） 

（以下は一部のみ） 

第 18 位　須田亜香里　  43,665 票　（SKE48 Team E）

第 19 位　峯岸みなみ　  35,506 票　（AKB48 Team K） 

第 29 位　岡田奈々　　  23,237 票　（AKB48 Team 4） 

第 44 位　向井地美音　  18,392 票　（AKB48 Team K） 

第 57 位　茂木忍　　　  16,867 票　（AKB48 Team K） 

第 64 位　吉田朱里　　  14,933 票　（NMB48 Team N） 

だった。他方，Yahoo! JAPAN ビッグデータレポート・チーム ［2015］ によれば，

国政選挙におけるインターネット上での注目度 （検索数） と得票数やスポーツに

おけるインターネット上の注目度と観客動員数との間に強い相関関係があること

をふまえ，AKB のメンバーについてもインターネット上での注目度 （検索数お

よびツィート数） と総選挙の得票数との間に同様の関係があるかどうかを，2014

年 7 月 1 日から 2015 年 6 月 7 日までの間の注目度と 2015 年 6 月 6 日に開票さ
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れた第 7 回総選挙得票数とについて調べてみたところ，図 17 のようになった。

図 17 において，総選挙 1 〜 16 位のメンバーは，指原莉乃 （総選挙 1 位），柏

木由紀 （2 位），渡辺麻友 （3 位），髙橋みなみ （4 位），松井珠理奈 （5 位），宮

澤佐江 （8 位），北原里英 （11 位），松村香織 （13 位），高柳美音 （14 位），柴田

阿弥 （15 位），武藤十夢 （16 位） からなるグループと，山本彩 （6 位），宮脇咲良  

（7 位），島崎遥香 （9 位），横山由依 （10 位），渡辺美優紀 （12 位） からなるグルー

プに分かれ，前者と比べて後者は，注目度の高さに見合うほど総選挙順位が高

くないことがわかる。

レポートでは前者を「得票につながりやすい」，後者を「得票につながりに

くい」としているが，資金力や選挙対策組織の能力が投票数を大きく規定する

AKB 総選挙では，山本，宮脇，島崎，横山，渡辺美優紀のファンは総選挙にあ

まり資金を投入せず，かつ／または組織的な選挙対策に熱心ではないというこ

図 17　インターネット上の注目度と AKB 総選挙結果の関係

出所：Yahoo! JAPAN ビッグデータレポート・チーム ［2015］図 2
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とになる。国政選挙の得票やプロスポーツの観客動員数とインターネット上の

注目度の相関が高いということと合わせれば，実人気は総選挙得票数ではなく

インターネット上の注目度で計るべきだということになり，ツィート数と検索

数のそれぞれについて順位をみると，

　　　ツィート数　　検索数

1 位　山本彩　　　　山本彩

2 位　柏木由紀　　　指原莉乃

3 位　渡辺麻友　　　柏木由紀

4 位　指原莉乃　　　島崎遥香　

5 位　島崎遥香　　　宮脇咲良

6 位　高橋みなみ　　渡辺麻友

7 位　渡辺美優紀　　髙橋みなみ

8 位　宮脇咲良　　　渡辺美優紀

9 位　松井珠理奈　　松井珠理奈

10 位　横山由依　　　横山由依

11 位　宮澤佐江　　　宮澤佐江

12 位　北原里英　　　北原里英

13 位　柴田阿弥　　　柴田阿弥

14 位　高柳美音　　　高柳美音

15 位　村松香織　　　村松香織

16 位　武藤十夢　　　武藤十夢

となる。ツィート数と検索数の順位を比べると，1 位，9 〜 16 位は一致するが，

2 〜 8 位はかなりばらつきがあり，山本彩が 2 〜 8 位の混戦から抜け出た，文

句なしの 1 位であることは，順位だけでなく，図 17 の横座標の値からも明ら
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かに見て取れる。

これまでの総選挙では，前田と大島，指原と渡辺麻友のように，伯仲の一位

争いが続いてきた。ところが，2015 年第 7 回では，総選挙得票数で常勝体制を

確立した指原が 2 位の柏木 17 万 7 千票と 3 位の渡辺麻友の約 17 万 6 千票に約

4 万票もの大差をつけて 1 位に返り咲いたが，インターネット上の注目度が示

す実人気では指原は 2 〜 4 位程度であり，山本が 2 位以下を大きく引き離して

1 位だったことになる。総選挙で断トツは指原，実人気で断トツは山本という

ダブルスタンダードが AKB には存在することをこのレポートは白日の下に晒

した。

したがって，総選挙の制度的偏向のため，合理的で結束の固い集票組織と圧

倒的な集金力を持つ指原が第 7 回で 1 位に返り咲いたが，1 人 1 票など公平な

選挙だったならば山本が 1 位に輝いていたことは間違いないだろうとレポート

を読んだ多くの人は結論づけたはずだ。運営が渡辺の次のエースとして一推し

していたのは指原でも山本でもなく島崎だったが，島崎は総選挙では 9 位，実

人気では 4 〜 5 位であり，総選挙 6 位，実人気 1 位の山本に大きく差をつけら

れたことになる。

以上のように，2015 年に，集票組織力と集金力が順位を決める総選挙では運

営の予期しない指原常勝体制が確立したが，運営に抗して前田と大島が後継と

して強く推した山本が実人気では絶対的な1位の地位を獲得したことがわかる。

現場とメンバーを良く知る前田や大島の目の確かさがここから読みとれる。

選抜メンバーの出身地を見ると，近畿圏出身は大阪の山本，京都の横山と奈

良の渡辺美優紀の 3 人だが，いずれも「得票につながりにくい」，それに対し

て首都圏では渡辺麻友，宮澤，松村，髙橋，武藤は「得票につながりやすい」

で島崎のみ「得票につながりにくい」，九州圏は指原と柏木が「得票につなが

りやすい」のに対して宮脇は「得票につながりにくい」，東海圏 （いずれも愛知県） 

は松井珠理奈，高柳，柴田，北原の全員が「得票につながりやすい」となって
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おり，近畿圏出身メンバーのファンは個人主義的で投票にあまり支出したがら

ず，愛知県出身のファンは結束して投票に金をかけるという出身地の地域的な

特色があらわれているらしい。レポートでは出身地ではなくグループごとの地

域性を検討し，SKE メンバーが得票につながりやすいことから，SKE は総選

挙に強いという，よく言われる説が実証されるとしたが，SKE メンバーの支持

者の割合が東海圏においてとくに高いわけではないのに対して，NMB の山本・

渡辺美優紀と HKT の指原・宮脇は地元の支持者の割合が高いことから，地元

にとくに支持されていることが総選挙に有利に働くわけではないと論じてい

る。しかし，地元や出身地であるなどでメンバーと縁のあるお金持ちファンが

総選挙に出費を厭わないかどうかや選挙対策組織がしっかりしているかどうか

が問題なのであり，地元や縁故地の太ヲタが多く，しかも／または選挙対策組

織が強い SKE メンバーは総選挙に強く，地元や縁故地に太ヲタが少なく，し

かも／または選挙対策組織が弱い NMB は総選挙に弱い，ということはできる

だろう。このことは AKB に属する各グループの人気が総選挙の結果とは大き

く乖離することを意味する。NMB の絶対エース山本彩の総選挙順位と実人気

順位が大きく乖離しているだけでなく，他の個々のメンバーにもグループにも，

同じことは多かれ少なかれ言えるようである。

また，関西では，アイドル育成への投資資金を絞り込み，音楽性の高い本格

派アイドルを育てて勝負するということが，山本・横山や NMB に限らず一般

的に言えるようである 106
。

このレポートには，各選抜メンバーの支持層の性別・年齢別割合も載ってい

る。

106 「『東西アイドル戦線』異状あり　“本格派”求められる関西アイドルの音楽事情」『ORICON 
NEWS』 2018-06-08，https://www.oricon.co.jp/special/51231/。
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この表のなかで最も際立っているのは，指原支持層における 50 代と 60 代以

上の多さだろう。両者合わせて 28％だが，20％を超えるメンバーは他にはいな

い。

第 7 回総選挙には前回自己最高の 5 位だった松井玲奈が出馬しなかった。「卒

業を発表していない上位メンバーの不出馬は異例
107
」として注目されたが，総

選挙直後に卒業を発表した
108

ので，発表のタイミングが前後しただけで，卒業

を決めていたため出馬しなかったのだろう。同じく第 7 回に，過去 6 回すべて

7 位以内 （神 7） だった小嶋陽菜も出馬せず，小嶋は翌年謎の「にゃんにゃん仮

107 「SKE 松井玲奈，総選挙不出馬理由明かす 『順位』より『自分との勝負』」『ORICON NEWS』
2015-03-24 21:06，https://www.oricon.co.jp/news/2050546/full/。

108 「SKE48 松井玲奈，8 月末で卒業『やりきった』」『ORICON NEWS』2015-06-11 01:09，
https://www.oricon.co.jp/news/2054119/full/。

図 18　AKB 総選挙上位メンバーの性年代別関心層 （%） 
出所：Yahoo! JAPAN ビッグデータレポート・チーム ［2015］図 4
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面」として出馬し，開票時に卒業を発表している。したがって，有力メンバー

が卒業を前提せずに総選挙に出なかったのは，第 7 回の小嶋にはじまると見る

べきだろう。実は小嶋は，大島の卒業コンサートを翌日に控えた第 6 回の開票

スピーチで「私，小嶋陽菜はここで卒業発表しようと思いましたが，しませ～

ん
109
」と述べており，小嶋にとって大島の出ない総選挙はあまり気が進まない

ものだったようだ。

松井玲奈の卒業発表が総選挙後にずれ込んだのは，2014 年 12 月 8 日に AKB

劇場でグループ結成 9 周年公演のさい髙橋みなみが 1 年後の卒業を公表して

いたため，総選挙においては，卒業を控えた髙橋みなみにできるだけ高い順位

をプレゼントしようと古参のファンを中心に選挙運動が展開されており，松井

としては自分も総選挙前に卒業を発表してそれに水を差すようなことはできな

かったためであろう。

髙橋は卒業発表と同時に，AKB 総監督の後任として横山由依を指名し，卒業

までの一年間は横山を教育するための引き継ぎ期間だとした
110
。第二代総監督

を横山にするということはおそらく髙橋の独断ではなく，卒業していた大島や

前田も含めた初期メンバーの総意と思われる。というのも，髙橋は横山が研究

生から昇格したときに「ゆいはねえ，超努力家です。 （『超頑張り屋さんですよ』

と篠田） ほんとに，みんなが認めるくらいに」と紹介して，横山が篠田のアンダー 

（代役としていつでも出られるように控えているピンチヒッター） だったとき，

振りを誰よりも正確に覚えて，レッスンになかなか参加できない多忙な篠田に

教えたことを挙げ，篠田は「一番，あのう，努力家で，こう，あの，私，みな

み，こう，尊敬しているんですけれど，みなみの次に尊敬しているぐらい，本

109 「【第 6 回 AKB 総選挙】こじはる，8 位で“伝統芸”のトップ 10 入り “卒業”匂わせ会場沸

かす」『ORICON NEWS』 2014-06-07 20:22，https://www.oricon.co.jp/news/2038362/full/ 。
110 「たかみな“本当に”AKB 卒業発表，後任総監督に横山由依指名」『Sponichi Annex』2014 年 12

月 8日 20:48，https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2014/12/08/kiji/K20141208009426690.
html。
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面」として出馬し，開票時に卒業を発表している。したがって，有力メンバー

が卒業を前提せずに総選挙に出なかったのは，第 7 回の小嶋にはじまると見る

べきだろう。実は小嶋は，大島の卒業コンサートを翌日に控えた第 6 回の開票

スピーチで「私，小嶋陽菜はここで卒業発表しようと思いましたが，しませ～

ん
109
」と述べており，小嶋にとって大島の出ない総選挙はあまり気が進まない

ものだったようだ。

松井玲奈の卒業発表が総選挙後にずれ込んだのは，2014 年 12 月 8 日に AKB

劇場でグループ結成 9 周年公演のさい髙橋みなみが 1 年後の卒業を公表して

いたため，総選挙においては，卒業を控えた髙橋みなみにできるだけ高い順位

をプレゼントしようと古参のファンを中心に選挙運動が展開されており，松井

としては自分も総選挙前に卒業を発表してそれに水を差すようなことはできな

かったためであろう。

髙橋は卒業発表と同時に，AKB 総監督の後任として横山由依を指名し，卒業

までの一年間は横山を教育するための引き継ぎ期間だとした
110
。第二代総監督

を横山にするということはおそらく髙橋の独断ではなく，卒業していた大島や

前田も含めた初期メンバーの総意と思われる。というのも，髙橋は横山が研究

生から昇格したときに「ゆいはねえ，超努力家です。 （『超頑張り屋さんですよ』

と篠田） ほんとに，みんなが認めるくらいに」と紹介して，横山が篠田のアンダー 
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教えたことを挙げ，篠田は「一番，あのう，努力家で，こう，あの，私，みな

み，こう，尊敬しているんですけれど，みなみの次に尊敬しているぐらい，本

109 「【第 6 回 AKB 総選挙】こじはる，8 位で“伝統芸”のトップ 10 入り “卒業”匂わせ会場沸

かす」『ORICON NEWS』 2014-06-07 20:22，https://www.oricon.co.jp/news/2038362/full/ 。
110 「たかみな“本当に”AKB 卒業発表，後任総監督に横山由依指名」『Sponichi Annex』2014 年 12

月 8日 20:48，https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2014/12/08/kiji/K20141208009426690.
html。
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当に努力家ですね。すごいね」「みなみに近い努力家のところがすごいある」「努

力って実るんだと思って，改めてなんかそれを実感できたというか」と語って

いた
111
。初期メンバーは早くから横山には髙橋に似た資質があると見抜いて目

を掛けてきたようだ。

そのことと，前田と大島が一致協力して推し，2 人の後継エースと期待され

る山本と横山の間の親密な関係とから，横山本体制が東西分裂をさけつつこれ

からの AKB を引っ張って行くと初期メンバーたちは期待し，髙橋のあとの総

監督は横山以外考えられないということになったのだろう。

AKB 劇場が始まった 12 月 8 日は横山の誕生日であり，23 歳になった 2015

年 12 月 8 日に横山は初代髙橋から総監督を受け継ぎ，AKB グループをまとめ

てゆく重責を担うことになった。

【ⅲ】AKB と LGBT

クラシックの音楽やバレエのように，技量の優れたプロの厳しい目による評

価が登竜門となるジャンルと異なり，歌唱力やダンス力の高さが必ずしも人気

に結びつかないのは，アイドルに限らずポピュラー・ミュージックの常である

が，それにもかかわらず山本が実人気で圧倒的な 1 位となることができたのは，

前田と大島の強い推しが起爆剤となったおかげだろう。

彼女たちの後継者推しの特色は，山本のバストにターゲットを絞ったもの

だった。乳房に触っておっぱいちゃんと呼んでいるという風な前田の推しと，

大島との 3 回におよぶおっぱい相撲を通して，同性にも魅力的な巨乳ちゃんと

いうことが周知され，そのうえ歌もダンスも群を抜いているということで，山

本の人気は鰻登りになった。

111 寒竹ゆり監督 ［2011］『DOCUMENTARY ofAKB48 to be continued「10 年後，少女たちは今

の自分に何を思うのだろう？」』東宝映像事業部「DOCUMENTARY of AKB48」製作委員会，

2011 年 1 月 22 日公開，メンバー密着撮影のなかの横山由依のチャプター （1:38:15 以降） 



114 平　山　朝　治

乃木坂 46 の絶対エースで AKB 兼任だった生駒里奈も，「乃木坂 46 は女の子

だらけで行動するので女子校みたいなノリが強く，メンバー同士でよくじゃれ

あったりするのですが，その中でも生駒ちゃんは女の子の体を触るのが異常な

ほど好きなんです。特に私のお尻が大好きみたいで，会う度に必ず『今日もい

いね～』と私のお尻を触ってきます。あまりにもうれしそうに満面の笑みで触っ

てくるので，最近では『このまま放っておくと生駒ちゃんはどうなっちゃうん

だろう…』と心配になってきています」と松村沙友理に暴露されたが，「これ

を生駒は事実と認め，『かわいいものって触りたくなるじゃないですか。それ

と一緒でメンバーもかわいいから触っちゃうんですけど，特に松村沙友理のお

尻がプルンとしているので，そこに手を入れるのが日課』と説明。『お尻と太

ももの間をスリスリするのが好きなんです』とうれしそうに語った。
112
」前田

のおっぱいちゃん推しを生駒はおそらく知っていて，同性のおしりを触っても

深刻な問題にならにどころか，周知されればファンも喜ぶと思っていたことが

窺われる。

AKB の同性間触れ愛・こじゆう結婚公表と，「渋谷区男女平等及び多様性を

尊重する社会を推進する条例」が 2015 年 3 月 3 日に区議会で成立し 4 月から

施行されるに至ったような，同性カップルを公認しようとする日本社会の動き

とは，明らかに連動しており，AKB 坂道の女の子たちが同性間の性的な愛情表

現をさかんに公開し，男性ファンの多くもそれを受け入れたり歓迎したりする

ことが，渋谷区の条例成立の後押しになっていたと思われる。

第 6 回総選挙投票開始を 12 日後に控えた 2014 年 5 月 8 日 （7 日深夜） に放映

された『恋愛総選挙』で峯岸みなみは「男が好きか，女が好きかわからない」

と大胆発言をし，第 7 回総選挙投票開始 12 日前の 2015 年 5 月 7 日 （6 日深夜） 

に放映された『僕らが考える夜』では，AKB のメンバーが LGBT についての

112 「乃木坂 46･ 生駒里奈，『女の子の体を触るのが異常なほど好き』と暴露される」『マイナビ

ニュース』2014/10/03 15:47:23，https://news.mynavi.jp/article/20141003-a330/。
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討論に参加し，指原が自分のサシハラスメントはさし置いて「［LGBT の割合が］ 

20 人に 1 人なら AKB48 にもいるのでは？　メンバーの衣装を嗅いでた子がい

なかった？」と言うと，峯岸みなみがそれを引き受けて「中学生のときに，女

性マネージャーさんを好きになった。信頼関係と混同していたのかわからない

けど，女の子と付き合える自分もいる」と述べた
113
。投票開始 12 日前はこじゆ

う結婚発表と同じタイミングである。

峯岸は 2013 年 1 月に男性との交際を週刊誌で報道されて，恋愛禁止ルール

を破った謝罪のため丸刈りにしていたので，レズではなくバイをカミングアウ

トしたとファンの間では受け止められたが，それで人気が落ちた徴候はなく，

総選挙順位は 2013 年 18 位，2014 年 22 位，2015 年 19 位とほぼ現状維持だった。

他方，サシハラスメントはファンの間では有名なのにすっとぼけた指原の評価

を下げたファンも少なくないだろう。

AKB のメンバーはガチ恋系の男性ファンとも握手をするので，レズではなか

なか勤まらない。メンバー同士の性的ニュアンスのある愛情表現に拒否反応を

示す男性ファンは少なく，むしろ歓迎して楽しむ人のほうが多いということは，

こじゆう結婚や前田のおっぱいちゃん推し，サシハラスメントなどから分かっ

てきていたが，さらに峰岸は自らバイだとカミングアウトしても総選挙で順位

を維持したので，運営も恋愛禁止の建前をメンバー間については例外として黙

認するどころか恋愛中のメンバーにスポットを当てるような企画を積極的に推

し進めるようになったようである
114
。　

2015 年 12 月 15 日に放映された『AKBINGO!』370 回で，

113 「松井珠理奈の男を落とす技に『とんでもない女』司会者も仰天」『モデルプレス』

2014.05.08 11:30，https://mdpr.jp/news/detail/1360558，「AKB48 メ ン バ ー が LGBT に つ い

て討論　峯岸みなみ『女の子と付き合える自分もいる』」『Real Sound』2015.05.07，http://
realsound.jp/2015/05/post-3169_2.html。

114 このような動きに峯岸が積極的に関与していたと思われることは，「付録　AKB フィールド

ノート」で触れる。
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■新企画「ラブラブさんいらっしゃい」

AKB48 メンバーの中に存在する

友情を通り越し，愛情？で結ばれているカップルが登場！

今回のカップルは・・・

茂木忍・向井地美音カップル

岡田奈々・村山彩希カップル

2 人の思い出や秘密を暴露し，

スタジオが禁断の花園に大変化！？
115

があり，茂木向井地カップルが付き合いだして 2 年にもなると自慢するのに対

して，岡田村山カップルは理解し合えていると誇り，男装の茂木にベタベタし

ていた込山榛香に向井地が小道具の拳銃を向けて撃退したという逸話が紹介さ

れ，村山が岡田宅に泊まりに行ったとき，一緒にお風呂にはいろうという誘い

を断ったのに，脱ぎきったところで岡田がドアを開けて入って来たように，岡

田はマジメ女と言われているけど変態だと暴露し，岡田村山がお揃いのネック

レスを見せると，2 人が所属するチーム 4 のキャプテン （当時） 高橋朱里が「束

縛したいのかな？」「首輪でしょ首輪，だってね」とひやかし，「ほかにおそろ

いのものは？」とバッドボーイズの佐田に聞かれた岡田と村山は「あとはまあ」

と思わずハモったりと，アツアツ度を競い合った。

図 19 左上の茂木と向井地は図 6 左の篠田と前田を想起させる。

岡田は，総選挙投票開始 12 日前の 2016 年 5 月 19 日に，宮崎美穂の

SHOWROOM『みゃおの部屋』に出演した際，宮崎から岡田レズ疑惑について

質問され，初恋は小学校 1 年生のとき，スカートめくりでいじめられていた

115 http://www.dailymotion.com/video/x3icjf7，2018 年 4 月 18 日閲覧。番組の最初のほうでバッ

ドボーイズの佐田正樹は「恋愛解禁ラブラブさん」と口火を切り，メンバーたちが「いらっ

しゃい」と続けている。
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ら優しくしてくれた男の子で，中学のときは好きになった男の子に告白した

が，顔がタイプではないとフラれてトラウマになった，恋愛の対象に性別は

問わない，好きなタイプはない，好きになった人がタイプなどと答えた。こ

の番組で岡田は自分のファンにはガチ恋系の男の子が多いと述べていたが，

『AKBINGO!』 で村山との仲を公開して以降ファンの間で広まっていたレズ疑惑

を払拭したので，彼らは自分たちにもチャンスがあると岡田のバイ告白を歓迎

したようだ。男性については好きなタイプがないとは，どんな男性でもきっか

けがあれば好きになるかもしれないということなので，ガチ恋系の男性ファン

たちは，外見や資金力を問わずみな平等ということになり，ファン組織の結束

も高まったのではなかろうか。同年代の他のメンバーと比べて岡田のファン組

図 19 AKB のラブラブカップル

上左：茂木の上に乗る向井地

上右：男装の茂木にベタベタしている込山を拳銃で狙った場面を再現する向井地

下左：村山 （後ろ） の右太モモを自分の両太モモで挟んでスリスリする岡田 （手前） 
下右：お揃いのネックレスの村山 （左） と岡田 （右） 
出所：『AKBINGO!』370 回
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織の結束が高いと推測できることは，後述する。

総選挙投票開始 12 日前のこじゆう結婚公表や峯岸のバイ告白におそらくあ

やかって，『みゃおの部屋』で岡田も告白したようだが，その後総選挙開票ま

での間選挙活動もやめて休養をとり，開票のスピーチでは，休養の理由として

機能性低血糖症・摂食障害を煩っていたことまで明かした。

その後，2016 年 11 月 23 日に放映された『AKB 裏ストーリー岡田奈々 19 歳，

夢の代償』で岡田は，「AKB に入って，女の子がいる環境っていうのもあると

思うんですけど，好きな男性のタイプについて話しているときに全然盛り上が

らなくて自分だけ，好きな女性のタイプはって聞かれたらすごくポンポン出て

きた自分がいたから，やっぱり女の子のほうが好きだなと思うようになってし

まって。その頃は自分の存在意義も分からなくて」と述べている。

好き女性のタイプを聞かれたらポンポン出てくるというのは以下のようなこ

とのようだ。『AKBINGO!』370 回 （16:05 〜） によると大森美優の目玉など女の

子の体のパーツがすごい好きだとポンポン喋り，それを聞いた他のメンバーは

「なんかコワい」などと引いてしまいがちだが，そういう場面で村山だけ引か

ず，村山はそれも個性だなと思うようになったと述べている。男の子について

は好みのタイプがなくて好きになった人が好み，女の子については体のパーツ

に関して大多数の同性も引いてしまうような解剖学的好みをポンポン喋ってこ

わがられるというように，性的指向についてはバイが大勢を占めていると思わ

れる AKB メンバーの一員にもかかわらず，独特の性的嗜好のため他のメンバー

に引かれがちだったが，引かない村山と仲良くなることができたようだ。『みゃ

おの部屋』では骨フェチで，小栗有以の肘の骨の出っ張りがよい，村山はあん

まり良い骨ではないなど岡田は述べており，好きなパーツだけ切り取るような

言い方や目線が村山以外のメンバーにはコワイようだ。

岡田は 2014 年 12 月 2 日放映の『AKBINGO! #317 輝け ! 第 1 回コイウタ大

賞 オリジナルラブソングで真剣勝負 !』で，『初恋』を自分で作詞して歌い，



118 平　山　朝　治
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歌唱力・表現力抜群という高橋ジョージのコメントを得たが，優勝は 6 票の岩

田華怜で次点 5 票 3 人のうちの 1 人にとどまっており，2016 年 4 月 28 日に放

送された『AKB48 のオールナイトニッポン』では，『365 日の紙飛行機』ソロ

パートをリクエストされた際，他のメンバーは岡田をチーム 4 の歌担当，AKB 

（本体） の山本彩と評したが，本人は山本と比べれば全然ダメと思っているよう

で
116
，断トツにならない限り落ち込みがちのようだ。AKB 内で他のメンバーと

比較して自分のことをダメだと思うのも，性格上の問題というより，性的指向

は AKB で圧倒的多数派のバイに属するが性的嗜好については AKB のなかでオ

ンリーワンの少数派だと自覚したことによるのではないかと，岡田自身が感じ

ている節がある。

岡田は総選挙で選抜入りし，『裏ストーリー』について，「今回の取材は／嘘

偽りなく自分の気持ちを／素直に言わせていただきました😌😌😌😌 」と述べ，他人と

比べて自分の悪いところばかり見つけてしまうため，選抜入りしてかえって症

状が悪化し，「わたしのようなアイドルが／いていいのか わからなくて／今後

どうしたらいいか／答えを出せないでいます。／／答えは簡単には／出せない

けど／／ AKB を好きな気持ち，／応援してくださるファンの皆さんを／好き

な気持ち，／／いままでもこれからも／それだけは 変わらないです☺ -」と述

べた
117
。岡田の総選挙順位が毎年上昇することで，病気や性的指向・嗜好をさ

らけだしても，引いてしまうファンよりも，率直さに共感して熱心に支持する

ようになるガチ恋系ファンのほうが圧倒的に多いということが証明され，次代

のエースと期待されるまで成長できたのだろう。

総選挙では，ラブラブさんカップルのうち積極的だった向井地は 2015 年 44

位から 2016 年 13 位，岡田は 29 位から 14 位といずれも大躍進した。受け身の

116 ロビンソン R22 ［2016］『岡田奈々「365 日の紙飛行機」さや姉越え Ver.!?』2016/04/28 に公

開，https://www.youtube.com/watch?v=bhXYIfqIRKg。
117 『岡田奈々／一般公開 - 7:45』2016/11/24，https://plus.google.com/113163959577431341409/

posts/Ba9uAaRSw7L。　



120 平　山　朝　治

茂木は 57 位から 47 位，村山は 2015 年以降不出馬だった。

前田のおっぱいちゃん推しの聞き役だった峰岸は，2016 年 11 月にステージ

のうえで篠崎彩奈といっしょに山本彩のおっぱいに触り，山本は「今日のステー

ジで チームの距離も縮まった気がする。 いや，これ縮まってるっていうんかな。 

まぁ，でも，私を触ってる人達が イキイキしてるからいっか。← あやなんと

峯岸さん，ジワる。。。」というコメントとともにその写真を自身のツィッター

で公開した
118
。

山本は早くからボーイズラブ （BL） が好きだと公言していたようであり，

2013 年 7 月 27 日に放送された『NMB48 学園 こちらモンスターエンジン組 

118 山本彩＠ SayakaNeon，7:34 - 2015 年 11 月 30 日，https://twitter.com/SayakaNeon/status/6713 
51543866650624。「『じわる』は『じわじわくる』の略で，何か面白い事があり，すぐに大

笑いする内容ではなく，思い出すと後からじわじわと笑えてくる様子を表現した用語です。

／笑いだけでなく，悲しいとか嬉しい等の気持ちや感情が湧き出てくる様子を表した言葉

ですが，現状ほとんどの場合は上記のように面白い事という意味で使われています。／カ

タカナで『ジワる』『ジワル』の表記も見かけますが，ひらがなの『じわる』が多いです。

／ 2014 年位から若者を中心によくツイッターや Facebook など SNS の書き込みで見かける

ようになり，2016 年の今現在ではネットでの会話だけでなく，実際の生活の中でも時々耳

にする言葉となっています。／ネットで使われる『じわる』は主に投稿された画像・写真

や動画であったり，書き込まれた文章やコメントなどに触れ，後から笑えて来る場面など

で使います。」 （「『じわる』とは？意味と使い方を解説」『キーワードノート』投稿日 2016 年

3 月 30 日最終更新日 2016 年 09 月 20 日，https://kw-note.com/internet-slang/jiwaru/） 

図 20　ステージでおっぱいちゃんに触る篠塚彩奈 （上手側） と峯岸みなみ （下手側） 
出所：https://twitter.com/SayakaNeon/status/671351543866650624， 7:34 - 2015 年 11 月 30 日
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第 69 回』で BL コミック本を 100 冊以上持っていることを明かし，BL の素晴

らしさを，とにかくピュアで可愛い，女の心を持った男の子が女の子相手じゃ

かなわへんからと言うとキュンとくる，キュンどころじゃなく苦しくて泣いた

りする，感動する，深いなどと説明し，まだよさが分からないと言うモンスター

エンジンに，今度お貸ししますと勧めた
119
。従来，BL 好きの女子は腐女子と蔑

まれ，BL 好きだと公言することは憚られていたが，臆することなく素晴らし

さを語り，ストレートを自称する男性にまで BL を勧める態度は，偏見を打ち

破る迫力があったのではなかろうか。

こじゆうキス写真公開・結婚以来，女性同士の触れ愛に対して男性ファンの

多くは拒否反応を示さず，むしろ喜ぶということを確かめながら，それは AKB

のなかで広まり，「AKB あるある
120
」とされるに至ったが，この時期に AKB の

人気も爆発的に拡大してきた。

AKB メンバー間の恋愛的な関係は，男性との恋愛が禁じられている女性ば

かりの集団内でのことで，男子校や女子校のような同性ばかりの集団でもよく

みられ，本来はストレート （異性愛者） であっても特殊な状況のもとでは異性

愛の代償として行われる機会的同性愛とみられがちかもしれない。しかし，「会

いに行けるアイドル」として近距離で自分に好意や関心を寄せる男性と視線を

交わし握手をすることが多いメンバーたちを女子校生と同じだと見ることはで

きないし，恋愛禁止とは言っても実態はかなり自由で，暴露記事に先手を打っ

て第 9 回総選挙開票スピーチで結婚宣言をした須藤凜々花をはじめ，「AKB グ

ループのメンバーがファンとの交際に発展するのは珍しいことではない。
121
」

119 NMB48 学園 2 年目モンエン組 2012 NMB48 学園 3 年目モンエン組 ［2013］『NMB48 学園 
こちらモンスターエンジン組 第 69 回 2013 年 7 月 27 日 （野球延長 30 分短縮） ［120 週目］』

2014/01/19 に公開，https://www.youtube.com/watch?v=WhVvrsQPxOc ，22:28 〜。

120 『AKBINGO!』2015 年 12 月 15 日における西野未姫の発言。

121 「ファンとの交際 NGT だけじゃない『SKE48 元カレ座談会』全文公開」『文春オンライン』

2018/06/18，http://bunshun.jp/articles/-/7837。
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オーディションに合格した選りすぐりの可愛い女の子集団なので，つきあって

いる異性がいてもあの娘が気になるとか，好きな男性よりこの娘のほうが魅力

的だというケースは少なくないのではなかろうか。「AKB に入る前までは全然

アイドルとかにあんまり興味がなくってですね，それで，AKB 入ってからアイ

ドルってこんなに可愛いんだって思ったんですよ。で，あー，すごい可愛いなっ

てなってって，後に，手が伸びてきちゃったんですよ」（注 34 と同じ） と語る

大島優子はこのケースに該当する。

2015 年秋に，女性はみなレズかバイで，ストレートを自称する女性も本当は

同性の体に性的に興奮するバイだという実験結果が公表される
122

と，日本でも

すぐにウェッブニュースで一般読者向けに紹介され
123
，日本女性の 3 分の 1 は

同性の体に魅力を感じると答えたというアンケート結果も付け加えられた
124
。

同性間触れ愛に対する禁忌意識がなくなり，こじゆうの相思相愛，前田のおっ

ぱい愛好や生駒のお尻愛好が正常な感覚だとみんな思うようになれば，レズ以

外の女性はバイだという実験結果に照応するアンケート結果が得られるのでは

ないかと思われる。

女性アイドルは男性ファンに性的魅力をアピールするので，レズでは困難な

仕事とすれば，バイであることは女性アイドルとして極めて正常ということに

なる。AKB 坂道のように可愛らしさ偏差値の高い女の子集団のなかでは，同性

に性的魅力を感じる機会もふんだんにあり，こじゆう公開キス・結婚は封印を

解く大事件だったと言えるだろう。日本の男性は，レズでない女性はストレー

122 学術誌掲載論文としては，Gerulf Rieger, Ritch C. Savin-Williams, Meredith L. Chivers and 
J. Michael Bailey ［2016］ “Sexual Arousal and Masculinity-Femininity of Women,” Journal of 
Personality and Social Psychology, Vol. 111, No. 2. 

123 「『女性はみんなバイセクシャルかレズビアン。ストレートなんていない！』 全世界が驚愕

中の最新研究」『excite ニュース』2015 年 11 月 7 日，https://www.excite.co.jp/News/odd/
Tocana_201511_post_7849.html。

124 「『女性はみんなバイかレズ』は本当なのか？驚きの割合が判明」『NEWS ポストセブン』

2016.01.25 06:30，http://www.news-postseven.com/archives/20160125_380483.html。



122 平　山　朝　治

オーディションに合格した選りすぐりの可愛い女の子集団なので，つきあって

いる異性がいてもあの娘が気になるとか，好きな男性よりこの娘のほうが魅力

的だというケースは少なくないのではなかろうか。「AKB に入る前までは全然

アイドルとかにあんまり興味がなくってですね，それで，AKB 入ってからアイ

ドルってこんなに可愛いんだって思ったんですよ。で，あー，すごい可愛いなっ

てなってって，後に，手が伸びてきちゃったんですよ」（注 34 と同じ） と語る

大島優子はこのケースに該当する。

2015 年秋に，女性はみなレズかバイで，ストレートを自称する女性も本当は

同性の体に性的に興奮するバイだという実験結果が公表される
122

と，日本でも

すぐにウェッブニュースで一般読者向けに紹介され
123
，日本女性の 3 分の 1 は

同性の体に魅力を感じると答えたというアンケート結果も付け加えられた
124
。

同性間触れ愛に対する禁忌意識がなくなり，こじゆうの相思相愛，前田のおっ

ぱい愛好や生駒のお尻愛好が正常な感覚だとみんな思うようになれば，レズ以

外の女性はバイだという実験結果に照応するアンケート結果が得られるのでは

ないかと思われる。

女性アイドルは男性ファンに性的魅力をアピールするので，レズでは困難な

仕事とすれば，バイであることは女性アイドルとして極めて正常ということに

なる。AKB 坂道のように可愛らしさ偏差値の高い女の子集団のなかでは，同性

に性的魅力を感じる機会もふんだんにあり，こじゆう公開キス・結婚は封印を

解く大事件だったと言えるだろう。日本の男性は，レズでない女性はストレー

122 学術誌掲載論文としては，Gerulf Rieger, Ritch C. Savin-Williams, Meredith L. Chivers and 
J. Michael Bailey ［2016］ “Sexual Arousal and Masculinity-Femininity of Women,” Journal of 
Personality and Social Psychology, Vol. 111, No. 2. 

123 「『女性はみんなバイセクシャルかレズビアン。ストレートなんていない！』 全世界が驚愕

中の最新研究」『excite ニュース』2015 年 11 月 7 日，https://www.excite.co.jp/News/odd/
Tocana_201511_post_7849.html。

124 「『女性はみんなバイかレズ』は本当なのか？驚きの割合が判明」『NEWS ポストセブン』

2016.01.25 06:30，http://www.news-postseven.com/archives/20160125_380483.html。

 AKB レインボー経済 123

トではなくバイだという実験結果に照応する事実を，AKB 坂道の人気爆発とと

もに受け入れていったことになる。

2015 〜 16 年に行われた調査では，日本全国の 20 〜 59 歳の男女にインター

ネット調査をした結果，LGBT いずれかに該当する人は 7.6％ （電通系），5.9％ 

（博報堂系），4.9％ （連合） という結果が得られている
125

が，ストレートと回答

した女性が実はバイだとすると，女性だけではバイが絶対多数，男女あわせて

も過半が LGBT のいずれかということになってしまう。

日本では，院政期公家社会，寺院や戦国時代以降の武士道に男色が広く

みられた
126

ように，支配層である公家や武家の男性はバイセクシャルなのが

ノーマルであり，女だけ 2065 人のドン・ジョバンニとしばしば比較される

井原西鶴 ［1882］『好色一代男』の主人公世之介は，「色道二つ （男色と女色） 

に寝ても覚めても」の父と高名な遊女の母との間に生まれ，「たはふれし女

三千七百四十二人。小人 （少年） のもてあそび七百二十五人」とされ，歌舞伎

十八番『毛抜』の主人公粂寺弾正は善玉の英雄だが，小姓の美少年と腰元の美

女を次々に口説いてはフラれて笑いを誘う。このように，男色に対する抑圧は

日本の伝統文化にはなく，かなりの割合の男性がバイセクシャルだったので，

ストレートと自称する男性の多くは潜在的にはバイだという，女性に関する実

125 電通ダイバーシティ・ラボ ［2015］『電通ダイバーシティ・ラボが「LGBT 調査 2015」を

実施── LGBT 市場規模を約 5.9 兆円と算出』2015 年 4 月 23 日，http://www.dentsu.co.jp/
news/release/2015/0423-004032.html，株式会社博報堂ＤＹホールディングス・株式会社

LGBT 総合研究所 ［2016］『博報堂ＤＹグループの株式会社 LGBT 総合研究所，6 月 1 日

からのサービス開始にあたり LGBT をはじめとするセクシャルマイノリティの意識調査

を実施』2016 年 06 月 01 日，http://www.hakuhodo.co.jp/archives/newsrelease/27983，日本

労働組合総連合会 ［2016］『LGBT に関する職場の意識調査日本初となる非当事者を中心

に実施した LGBT 関連の職場意識調査』2016 年 8 月 25 日，https://www.jtuc-rengo.or.jp/
info/chousa/data/20160825.pdf。http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/
backnumber/2017pdf/20171109003.pdf。

126 五味文彦 ［1984］「院政期政治史断章」『院政期社会の研究』山川出版社，氏家幹人 ［1985］
『武士道とエロス』講談社現代新書，Gary P. Leupp ［1995］ Male Colors: The Construction 
of Homosexuality in Tokugawa Japan (1603-1868), University of California Press （藤田真利子訳 

［2014］『男色の日本史――なぜ世界有数の同性愛文化が栄えたのか』作品社）。
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験結果と同様のことは日本人に限らず人類全体で成り立つのではないかと思わ

れ，そのことを示す研究結果も最近発表された
127
。

AKB のメンバーに限らず女性の圧倒的多数はバイであり，そのことをおおっ

ぴらにする女性を好む男性も少なくないのであり，AKB 坂道は大島優子と小嶋

陽菜のこじゆうが先頭に立ち，前田敦子や生駒里奈もそれに続いて，その潜在

的需要を掘り当て，爆発的にヒットした。

男女を問わず，ストレート （異性指向） だと思っている人の大部分が実はバ

イだとすれば，自分のなかの同性指向を抑圧したうえで，ストレートだと思い

込んでいることになる。そのため，同性愛・両性愛者は，自分のなかの同性指

向に対する抑圧にとって脅威となるので，彼らは特殊な人たちで自分たちとは

全然別だと言いきかせるという風にして，差別意識を持つようになってしまう

のではなかろうか？　本当はバイなのにストレートだと多数を占める人びとが

思い込んでいることが，ゲイやレズや公称バイに対する差別意識の根源ではな

かろうか？

【ⅳ】「365 日の紙飛行機」の山本彩が 2016 年紅白選抜 1 位

42nd シングル『唇に Be My Baby』 （2015 年 12 月， 109.4 万枚） は，髙橋みな

みの卒業に因んで髙橋がセンターを務めており，髙橋が総監督を横山由依に

譲った翌日 2015 年 12 月 9 日に発売された。

127 Ritch C. Savin-Williams ［2017］ Mostly Straight: Sexual Fluidity among Men, Harvard University 
Press, Sara Hendrics ［2018］ “You’re probably not ‘totally straight,’ according to new research,” 
INSIDER, Mar. 15, 2018, 1:03 PM, https://www.thisisinsider.com/what-is-mostly-straight-sexual-
orientation-2018-3, Mia de Graaf ［2018］ “No one is 100％ straight: Study says sexuality is a 
‘spectrum’ and all of us get aroused by men and women,” Mail Online, PUBLISHED: 22:22 BST, 
13 March 2018 | UPDATED: 22:28 BST, 13 March 2018, https://www.dailymail.co.uk/health/
article-5497267/No-one-100-straight-Study-says-sexuality-spectrum.html, 「【衝撃】「人類は全

員ゲイ，100％ストレートなんていない」ノンケ男が同性のオナニーで興奮することも判明 
（最新研究）」『excite. ニュース』2018 年 3 月 17 日 08:00，https://www.excite.co.jp/News/odd/
Tocana_201803_post_16329.html。



124 平　山　朝　治

験結果と同様のことは日本人に限らず人類全体で成り立つのではないかと思わ

れ，そのことを示す研究結果も最近発表された
127
。

AKB のメンバーに限らず女性の圧倒的多数はバイであり，そのことをおおっ

ぴらにする女性を好む男性も少なくないのであり，AKB 坂道は大島優子と小嶋

陽菜のこじゆうが先頭に立ち，前田敦子や生駒里奈もそれに続いて，その潜在

的需要を掘り当て，爆発的にヒットした。

男女を問わず，ストレート （異性指向） だと思っている人の大部分が実はバ

イだとすれば，自分のなかの同性指向を抑圧したうえで，ストレートだと思い

込んでいることになる。そのため，同性愛・両性愛者は，自分のなかの同性指

向に対する抑圧にとって脅威となるので，彼らは特殊な人たちで自分たちとは

全然別だと言いきかせるという風にして，差別意識を持つようになってしまう

のではなかろうか？　本当はバイなのにストレートだと多数を占める人びとが

思い込んでいることが，ゲイやレズや公称バイに対する差別意識の根源ではな

かろうか？

【ⅳ】「365 日の紙飛行機」の山本彩が 2016 年紅白選抜 1 位

42nd シングル『唇に Be My Baby』 （2015 年 12 月， 109.4 万枚） は，髙橋みな

みの卒業に因んで髙橋がセンターを務めており，髙橋が総監督を横山由依に

譲った翌日 2015 年 12 月 9 日に発売された。

127 Ritch C. Savin-Williams ［2017］ Mostly Straight: Sexual Fluidity among Men, Harvard University 
Press, Sara Hendrics ［2018］ “You’re probably not ‘totally straight,’ according to new research,” 
INSIDER, Mar. 15, 2018, 1:03 PM, https://www.thisisinsider.com/what-is-mostly-straight-sexual-
orientation-2018-3, Mia de Graaf ［2018］ “No one is 100％ straight: Study says sexuality is a 
‘spectrum’ and all of us get aroused by men and women,” Mail Online, PUBLISHED: 22:22 BST, 
13 March 2018 | UPDATED: 22:28 BST, 13 March 2018, https://www.dailymail.co.uk/health/
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2015 年度 NHK 連続テレビ小説『朝が来た』の主題歌「365 日の紙飛行機」

で山本彩が初センターに起用されて，発売前に大きな反響を呼び，音楽情報誌

『CD ＆ DL でーた』による，10 〜 60 代の男女を対象とした「2015 年 1 番思い

出に残っている曲」ランキングで，40 〜 60 代女性からの高い支持を得て，総

合ランキング 1 位となった
128
。そして，『唇に Be My Baby』のカップリング曲と

して収録されたが，表題曲がエース級とは言えない髙橋をセンターとしている

ためもあり，「11 年 5 月発売の『Everyday，カチューシャ』以来 21 作連続で更

新し続けてきた初週ミリオン突破の記録が遂に途切れることになった。
129
」

他方，「『365 日の紙飛行機』はあくまでカップリングのため，シールで告知

する程度。『あさが来た』の視聴者が曲を気に入って CD を買おうとしても，

何の CD に収録されているのか分かりづらい状況だった。／／　ドラマの高視

聴率を受け主題歌が幅広い世代へ浸透したことで，メーカー側は新しい巻き帯

を年内をめどに作ることになった。新しい帯では『紙飛行機』がカップリング

に収録されていることが目立つように記され，ドラマで波瑠 （24） が演じる主

人公が背面を飾っている。文字通り“朝ドラ仕様”の CD となりそうだ。
130
」

というニュースが発売約 1 週間後に流れたが，すでに発売された CD の売上が

落ち込んでいる状況で朝ドラ仕様のものを出してもなかなか店頭にあらわれな

かっただろう。最初からこちらを表題曲 （A 面） にするか両 A 面にしていれば，

それまでの AKB のシングルのなかで売上第 1 位，唯一のダブルミリオンになっ

ていたかもしれないのにそうしなかったのは不可解である。

128 「CD&DL でーた，10 〜 60 代の男女を対象とした『2015 年 1 番思い出に残っている曲』 1 位

は AKB48『365 日の紙飛行機』」『CD & DL データ』2015/12/17 （木） - 02:45，https://www.
musicman-net.com/artist/47994。

129 新田樹 ［2010］「AKB シングルがついにミリオン割れ！ もう『AKB はオワコン』なのか？」

『LITERA』2015.12.20，http://lite-ra.com/2015/12/post-1802.html。
130 「どこまで『飛ぶ』，AKB 歌う朝ドラ主題歌　反響受け CD 仕様変更」『Sponichi Annex』

2015 年 12 月 14 日 09:05，https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2015/12/14/kiji/
K20151214011683110.html。
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2016 年 6 月 18 日に行われた第 8 回総選挙開票の結果，選抜メンバーは，以

下の 16 名となった。

第 1 位　指原莉乃　　243,011 票　（HKT48 Team H） 

第 2 位　渡辺麻友　　175,613 票　（AKB48 Team B） 

第 3 位　松井珠理奈　112,341 票　（SKE48 Team S） 

第 4 位　山本彩　　　110,411 票　（NMB48 Team N） 

第 5 位　柏木由紀　　  92,110 票　（AKB48 Team B／ NGT48 TeamN III 兼任） 

第 6 位　宮脇咲良　　  78,279 票　（HKT48 Team KIV ／ AKB48 TeamA 兼任） 

第 7 位　須田亜香里　  69,159 票　（SKE48 Team E） 

第 8 位　島崎遥香　　  68,126 票　（AKB48 Team A） 

第 9 位　兒玉遥　　　  60,591 票　（HKT48 Team H ／ AKB48 Team K 兼任） 

第 10 位　武藤十夢　　  58,624 票　（AKB48 Team K） 

第 11 位　横山由依　　  58,610 票　（AKB48 Team A） 

第 12 位　北原里英　　  50,190 票　（NGT48 Team NIII） 

第 13 位　向井地美音　  47,094 票　（AKB48 Team K） 

第 14 位　岡田奈々　　  43,318 票　（AKB48 Team 4） 

第 15 位　高橋朱里　　  40,648 票　（AKB48 Team 4） 

第 16 位　にゃんにゃん仮面　40,071 票　（小嶋陽菜：AKB48 Team A） 

第 17 位　峯岸みなみ　  35,506 票　（AKB48 Team K） 

資金力のある 40 〜 60 代の男性ファンに支持されているため総選挙に強い指

原よりも高い実人気を 2015 年総選挙の時期にすでに確立していた山本は，「365

日の紙飛行機」によってさらに指原との実人気の差を大きく広げていたはずだ

が，ちぐはぐな CD 販売戦略のためもあってか，総選挙における指原優位まで

脅かすには至らないどころか，渡辺麻友と松井珠理奈にも及ばず 4 位どまりと
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なった。前回は実人気 1 位で総選挙 6 位だったので，総選挙順位を 2 つ上げた

ことは実人気での 2 位以下に対する差をさらに広げたことを意味していること

になるが，AKB で唯一の国民的大ヒット曲をセンターやソロで歌っている山

本が 4 位ということで，従来から金権選挙と批判されてきた総選挙そのものに

対する深刻な懐疑が広い範囲の人びとの間で共有されるようになったと思われ

る。

総選挙とは異なる人気投票的な選挙が 2016 年末の紅白において『AKB48 夢

の紅白選抜』企画として実現した。「投票に向けて，同企画の特設サイトで全

メンバーの『今年叶えた夢』を掲載。それを受け取ってどのメンバーが『夢の

紅白選抜』としてふさわしいのか，紅白公式アプリとデータ放送を使って投票

を受け付け，合計で 46 万 856 票が集まった。
131
」その結果を，順位　氏名，票

数 （所属），2016 年 6 月開票の第 8 回総選挙との差 （上がった順位を＋，下がっ

た順位を−） の順に記すと，

1 位　山本彩　　　41,190 票（HKT48） ＋ 3

2 位　指原莉乃　　34,247 票（HKT48） − 1

3 位　島崎遥香　　19,002 票（AKB48） ＋ 5

4 位　渡辺麻友　　15,473 票（AKB48） − 2

5 位　宮脇咲良　　11,552 票（HKT48） ＋ 1

6 位　吉田朱里　　11,101 票（NMB48） ＋ 71

7 位　小嶋陽菜　　10,957 票（AKB48） ＋ 9

8 位　横山由依　　  9,758 票（AKB48） ＋ 3

9 位　柏木由紀　　  9,220 票（AKB48） − 4

10 位　市川美織　　  8,624 票（NMB48） ＋ 71

131 「AKB48“紅白選抜”」全順位発表＜ 1 位〜 48 位／全選抜最終獲得票数＞」『モデルプレス』

2016.12.31 22:45，https://mdpr.jp/music/detail/1651212。
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11 位　松井珠理奈　  8,541 票（SKE48）  − 8

12 位　大家志津香　  8,110 票（AKB48）  ＋ 75

13 位　須田亜香里　  5,954 票（SKE48）  − 6

14 位　北原里英　　  5,870 票（NGT48）  − 2

15 位　白間美瑠　　  5,659 票（NMB48）   ＋ 9

16 位　峯岸みなみ　  5,408 票（AKB48）  ＋ 1

（以上 16 名が『君はメロディー』歌唱メンバー，以下は一部のみ） 

22 位　向井地美音　  4,336 票（AKB48）  − 9

28 位　太田夢莉　　  3,762 票（NMB48）  ＋ 24

30 位　村山彩希　　  3,720 票（AKB48）  総選挙不参加

32 位　岡田奈々　　  3,668 票（AKB48）  − 18

16 位までの選抜メンバーをみると，半年前の総選挙と比べて順位が上がった

のは，山本彩，島崎遥香，宮脇咲良，吉田朱里，小嶋陽菜，横山由依，市川美織，

大家志津香，白間美瑠，峰岸みなみであり，Yahoo! JAPAN ビッグデータレポート・

チーム ［2015］ において，注目度が総選挙に反映しにくいとされていたメンバー

のうち紅白選抜 50 位位内になった全員 （氏名太字） が紅白選抜 16 位以内に含

まれている。

小嶋陽菜は 2015 年の総選挙は不出馬で，第 8 回総選挙では正体不明の「にゃ

んにゃん仮面」として立候補したため得票数が少なく，紅白選抜で大きく順位

を上げたと思われる。また，吉田朱里，市川美織と白間美瑠は総選挙に弱いと

される NMB であり，吉田は 2016 年 2 月から You Tube でおはこの美容ネタを

生かした動画を配信しはじめて女性ファンが急増し，山本彩に「女子力お化け」

と呼ばれるようになる 132
など，人気急上昇のため紅白での順位を＋71と伸ばし，

132 「“女子力おばけ”NMB48 吉田朱里の躍進に見るアイドルが集団から“突出する術”」『モデ

ルプレス』2017.08.16 05:17，https://mdpr.jp/news/detail/1707460。
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132 「“女子力おばけ”NMB48 吉田朱里の躍進に見るアイドルが集団から“突出する術”」『モデ

ルプレス』2017.08.16 05:17，https://mdpr.jp/news/detail/1707460。
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市川は第 8 回総選挙で 80 位まで選ばれるところ，ぎりぎり圏外の 81 位だった

ことから脚光を浴び
133
，紅白選抜では 10 位に躍進したが，2017 年第 9 回総選挙

では 61 位と伸び悩んだ。大家志津香は投票券つき 44th シングル『翼はいらな

い』 （2016 年 6 月， 1 位， 151.9 万枚） で，じゃんけん大会以外では初の選抜入り

をした余勢で紅白選抜も 12 位になったと思われるが，翌年の第 9 回総選挙で

は圏外になった。峯岸みなみは 2015 年第 7 回総選挙では選抜圏外の 19 位だっ

た。

岡田奈々と「ゆうなぁ」カップルの村山彩希
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は握手券まとめ出し問題がク

ローズアップされた （注 88） せいか，1995 年第 7 回以降総選挙に出なくなった

が，紅白選抜順位では岡田よりも一つ上というのは，一般の印象とは異なる。

総選挙は知名度を上げて実人気を高めるために，とりわけ中下位のメンバーに

とっては，またとない機会のはずであり，村山は総選挙を辞退し続けているた

め実人気の伸びもかなり抑えられているはずにもかかわらず紅白選抜順位が歌

の上手い岡田より上で，人柄が評価されているのではないかと思われる。

紅白選抜 16 位以内で第 8 回総選挙と比べて順位が 5 以上下がっているのは，

松井珠理奈と須田亜香里のみであり，紅白選抜で 16 位以内の SKE メンバーは

この 2 人だけである。総選挙順位の SKE トップ 2 がそろって紅白選抜で大き

く順位を下げ，NMB メンバーが順位を上げたことは，実人気と比べて総選挙

は NMB や京都出身の横山にとって不利で SKE にとって有利な結果をもたらす

という Yahoo! JAPAN ビッグデータレポート・チーム ［2015］ の結果と一致し，

総選挙自体の正当性をさらに疑わしいものにした。

以上ように，Yahoo! JAPAN ビッグデータレポート・チーム ［2015］ の結果と，

133 「『AKB48 選抜総選挙』81 位から 100 位を初発表 ギリギリ圏外に号泣」『モデルプレス』

2016.09.16 03:33，https://mdpr.jp/music/detail/1615179。
134 村山の愛称はふつう「ゆいりー」だが岡田は「ゆうちゃん」と呼び，岡田の愛称は「なぁちゃん」

なので，2 人合わせて「ゆうなぁ」と呼ばれている。岡田が村山を「ゆうちゃん」と呼ぶ理
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2016 年の総選挙・紅白選抜の結果とはおおまかにはよく一致している。2016

年の第 8 回総選挙で 1 位指原は 4 位山本の 2.2 倍もの票を得ていたが，紅白選

抜では 2 位指原は 1 位山本の 83％の票しか得られず，総選挙 1 位と実人気 1 位

との目に余るギャップは，総選挙の正当性に対する疑問を深化させた。

【ⅴ】山本彩の総選挙辞退とソロアルバム・デビュー

2015 年には実人気一位になり，「365 日の紙飛行機」が 40 〜 60 代の女性に

も支持されて国民的知名度を得た山本は，ソロ歌手としてやってゆく準備がか

なり整ったことになり，2016 年には AKB 卒業を考えたが，NMB がはじまっ

て以来 2 枚看板としてやってきた渡辺美優紀が同年 4 月に卒業を発表し，夏に

卒業したため，自分の卒業は先延ばしにした
135
。その結果，年末の紅白選抜で 1

位を獲得し，将来 AKB を卒業し，ソロ歌手としてやってゆくための実績作り

をすることができたことになる。

本来，歌手や女優など，自分の夢を叶えるための手段として AKB が創設さ

れ，山本や横山由依は歌手をめざして AKB に入ったので，ソロ歌手になる準

備ができれば卒業するのが順当な道だったはずだが，グループ内で重要な役割

を担うようになると，そう簡単には抜けられなくなる。そのためもあり，2011

年から 2013 年にかけて，板野友美，前田敦子，渡辺麻友，指原莉乃，柏木由

紀，高橋みなみといった有力メンバーが，AKB に在籍しながらソロシングルを

出してデビューしたが，ソロ歌手としてブレイクしたと言い得る人は出なかっ

た
136
。他方，松井咲子がピアノ演奏のアルバム『呼吸するピアノ』 （2012 年 10

月，10 位，1.4 万枚） でソロピアニストとしてデビューし，ピアニストのデビュー

アルバムがオリコンで初登場週間 10 位以内に入ったのは史上初の快挙と話題

135 「山本彩，2 年前も卒業を考えていた　ラジオで明かす」『nikkansports.com』 2018 年 8 月 14 日

11 時 56 分，https://www.nikkansports.com/entertainment/akb48/news/201808140000379.html。
136 平山 ［2017］ 118 頁。
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になった。

有力メンバーがソロ歌手として AKB 在籍中にシングルでデビューしてもう

まくいかないためか，2014 年と 2015 年にかけては，じゃんけん大会がソロデ

ビューを賭けたものになった。グループ内での人気よりも強運にソロとしての

成功が結びつくのではないかという直観が秋元にはあったと思われる。2014 年

には渡辺美優紀，2015 年には藤田奈那がシングルでソロデビューしたが，翌

2016 年からじゃんけん大会はソロデビューを賭けたものではなくなった。

秋元がアイドル育成シミュレーションゲームのリアル版としてはじめた AKB

の第 1 の目的は，彼や私と同世代のソロ・アイドル歌手，石川さゆり，岩崎宏

美や松田聖子に負けない，結婚しても出産してもアイドルを続けられるような

歌手を育てることだったと私は推測しているが，初期有力メンバーにもじゃん

けん大会の勝者にもその期待に応えるだけの運と実力を備えた逸材は見出せな

かったことになる。

しかし，ソロデビューを賭けて 2015 年 9 月 16 日に行われた第 6 回じゃんけ

ん大会の敗者山本彩に 1 ファンがスポットライトを当てた。そのファンはおそ

らく，山本のソロデビューを期待していたので山本が A ブロック 1 回戦で敗れ

たことに落胆したが，気を取り直して秋元に直訴したのだろう。秋元のトーク

アプリ 755 に次のような投稿があった。

「山本彩の歌声って凄いです。沢山の音が飛び交うこの世界で，彩の歌声は

心に入ってくる。まるで心の芯を狙ってきたかのように，拒む隙を与えない程，

自然に入ってきて心をかき乱す。心地よくて息をするのを忘れてしまう程彩の

世界に引き込まれ我に返ったときもっと聞きたいと思う。 あの声が失われな

くて良かった ［筆者はガールズバンド MAD CATZ のころから山本の歌声の虜に

なっていたらしく，バンドが解散したあと山本が NMB に入って再登場したこ

とを指しているようだ］。山本彩の作る曲が聞きたい ［MAD CATZ のアルバム

『POSITIVE』 （2009 年 1 月） に収録された「モノクロ map」は山本彩作詞なので，
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山本が AKB でも作詞と／または作曲することを期待しているようだ］。山本彩

の創り上げる世界を知りたいです。先生は聞きましたか？」という投稿に対し

て秋元が「山本彩に『曲を作りなさい』と，ずっと言っているのですが，なか

なか作りませんねえ。恥ずかしいのかなあ。山本彩が作詞・作曲した曲，聴き

たいですよねえ？」と返信した
137

ことがきっかけとなって，山本は AKB に入っ

た際の本来の目標だった，シンガーソングライターへの道を，ファンや秋元の

強い推しで歩むことになった。

このようにして，山本はまず曲を作ることになり，何曲かできて秋元に渡し

たところ，「ソロデビューはシングルではなくアルバムでしよう」と秋元が決め，

2016 年 5 月から製作がはじまった （山本 ［2017］ 30 〜 31 頁）。おそらく，それ

まで有力メンバーがソロシングルを出しても結果はあまりよくなかったこと

と，さきの 755 のファンのような，「山本彩の創り上げる世界を知りたい」と

いう期待に応えるには自作の曲をいくつかまとめて出すほうがよいだろうとい

う判断とから，秋元はアルバムデビューを選んだものと思われる。

山本は 2015 年 9 月下旬から曲作りとアルバム作りに精出し，その過程で総

選挙への関心は急速に薄れていったものと思われる。他のメンバーとの票数の

比較，つまりファンの資金力や組織力の比較を通じて評価されることと，自分

の作った曲を歌ってその音楽性を評価されることとはかけはなれている。総選

挙に費やす金があればいろいろな音楽を聴き，耳を肥やすために使うような，

音楽好きのファンにこそ評価してもらいたいという気持が，ソロデビューを目

指して具体的に作業を進めるうちに高まってゆくのは自然なことだろう。山本

の実人気が総選挙の票に結びつかないのは，そういうファンが多いということ

なので，これ以上総選挙での順位にこだわることはファンを裏切り，失うこと

だと気づき始めたのではなかろうか。

137 「秋元康“山本彩の自作曲”熱望『曲作りなさいとずっと言っている』。」『ナリなりドットコム』

2015/09/24 17:10，https://www.narinari.com/Nd/20150933869.html。
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山本は AKB のメンバーとしては初めて，ソロアルバムで歌手デビューする

ことになり，1st アルバム『Rainbow』 （2016 年 10 月， 3 位， 6.7 万枚） をリリー

スした。5 曲程度の手軽なミニアルバムではなく，13 曲，そのうち山本彩作詞

作曲が 6 曲，秋元康作詞山本彩作曲が 1 曲という，本格派シンガーソングライ

ターのデビューに恥じない内容になった。

山本は曲作りの最中，2016 年第 8 回総選挙出馬時ファンに「今年で最後」と

言っており，第 9 回立候補締切日だった 2017 年 3 月 31 日に自身のツィッター

で出馬しないと正式に表明し，そのすぐあと，報道陣の取材を受けて次のよう

に語っていた。

──総選挙で“てっぺんとりたい”と思わないのですか？

山本：総選挙においてのてっぺんは考えなくなりました。それだけじゃな

いなと…違う舞台でもっと自分を高められるようになりたいと思いました。

総選挙だけじゃないという考え方ができるようになった。

──総選挙でさっしー，倒したくない？

山本：私と指原さんはそもそも戦うというか比較すること自体違うなと

思っています。今まで何度も指原さんを見ていると （得票において） “えげつ

ないな”と… （報道陣笑い） 

毎年そう思うのに，毎年記録を更新されていて，次元が違うところにいら

れるという意味でも自分とは比較しにくいかな…

──今後やりたいことは？ 

山本：あります！それも形にする予定です。

──詳しくは教えてもらえない？

山本：現段階ではナイショにしておきます。自分が将来もやっていきたい

ことです 138
。

138 「NMB48 山本彩，総選挙辞退について改めて語る『さっしー，倒したくない？』にさや姉
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やりたいことを形にしたものが，2ndアルバム『identity』 （2017年 10月，2位，

4.3 万枚） だった。これも 1st と同様，全 13 曲であり，山本彩作詞作曲が 3，山

本彩・いしわたり淳二作詞・山本彩作曲が 3 あり，没後 10 年のメモリアルイ 

ヤーを迎えた阿久悠の未発表詞にいきものがたりの水野良樹が曲をつけた「愛

せよ」も注目された
139
。

全 13 曲のなかにアルバムと同じ「identity」というタイトルの曲はないが，

それと最も関係が深いのは一曲目，山本彩・いしわたり淳次作詞「JOKER」だ

ろう。歌詞全体からみて，「JOKER」の意味はトランプゲームでの唯一最強の

カードに擬えられる人ということと，「優しく君が笑うだけでなぜか涙も心の

傷も／何もかも全て浄化されてく」の“浄化する人”とを掛けているようだ。「ど

れくらい経ったかな　僕ら二人出会って／過ぎて行く夏の中／もう大勢の中の

一人じゃ無くなるには十分な日々／／気付いたらこんなにも僕は／君で出来て

いたんだ」というように，「君」との関係で「僕」は「僕」として存在でき，「君」

も同様という関係，「君以上に綺麗なものを　僕は知らないから　あぁ」とま

で言える「君」は，山本の最愛の人のようだ。

他方，最後の山本彩作詞作曲「蛍」では，「簡単なこと　君の視線は／僕の

ほうを向いてない／／真っ暗闇　見えないならば／僕が光照らすよ／たとえ違

う人と結ばれたとしても」「僕が存在する意味／くれたのはたった 1 人君だっ

たの」と，自分以外の人と結ばれることになるような道でも「僕」が光を照ら

して導くという，普通の男女の恋愛を想定しても理解しがたい内容になってい

る。むしろ，最愛の娘か妹をいつかは誰か別の男に委ねなければならないと思っ

ている父親か兄貴の愛情に似ている。

は…＜一問一答＞」『モデルプレス』2017.04.03 18:44，https://mdpr.jp/news/detail/1676147。“え

げつないな”というのは，金権選挙だけでなく，サシハラスメントを売りものにすること

も含まれているだろう。

139 「阿久悠さん未発表詞が続々と楽曲化 いきもの水野良樹が ETV 特集で足跡取材」『ORICON 
NEWS』2017-09-07 00:00，https://www.oricon.co.jp/news/2096877/full/。
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139 「阿久悠さん未発表詞が続々と楽曲化 いきもの水野良樹が ETV 特集で足跡取材」『ORICON 
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自分で詞を作ると暗くなりがちだと山本は述べているが，いしわたりとの共

作「JOKER」はポジティブになり，そこで抜け落ちたネガティブなものを「蛍」

にまとめ，最初と最後に置いて自分のアイデンティティーにとって不可欠な

「君」に捧げたということではなかろうか。

ファンの間では舞台でキスシーンを実演した山本と木下百花の“さやもも”

がよく知られており，あるファンがまとめた動画
140

は JOKERを木下に見立てて

いるが，それを見た私の印象では，山本は木下から「あとで楽屋でチューして」

と言われて「えー，無理，そういうのほんま無理」と逃げ出し，木下が「ふら

れた」と言う （多分アドリブの） やりとりや，2015 年 2 月 11 日の木下生誕祭へ

の手紙で「友達」とするところなどから，本当に好きな誰かに木下と恋仲だと

誤解されないよう山本はかなり気を使っているように思われる。

以上のような解釈が妥当ならば，JOKER は横山由依では？と思った。「さや

かちゃん (^з^)-☆だいすき！」と告白した横山に向かって「私は愛してます

よ！」と公言しているし，横山が本気で惹かれるような男が現れたならば 2 人

が結ばれるように自分が一肌脱ごうと山本は思っているのではなかろうか？ 

山本が BL を読むとキュンどころじゃなく苦しくて泣いたりするというのも，

男同士の関係を女同士に擬えて受け止めるからだということも，「蛍」は示唆

しているのではなかろうか？

これらの詞で「夏」とは一緒に AKB のメンバーとして過ごした時期，とく

に総選挙で毎年記念写真ツーショットを撮っていた時期のことで，山本は 2017

年の総選挙には出馬しないと公言しつつこのアルバムを作っており，今年はゆ

いはん 1 人にしてしまうなあ，総監督である以上，これから何度か出馬しない

わけにはいかんやろなあ，と過ぎゆく「夏」を思って「ゆびきり」や「蛍」に

まとめたのだろうか？「ゆびきり」はこじゆうの薬師寺でのゆびきりを念頭に

140 kumon ［2018］ 「【 さやもも 】山本彩と木下百花」 （https://www.youtube.com/watch?v= n_ 
7kLrm1NJs，2018/05/17 に公開。
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置いているのだろうか？

1st『Rainbow』の最初の曲は 2013 年 7 月に 20 歳になった際の生誕祭でファ

ンからもらった花をもとにした「レインボーローズ」で，それからアルバムタ

イトルもとられているが，もしも山本にとって横山が上述のような存在である

とすれば，ファンからもらったレインボーローズは横山と無関係ではないだろ

うと思って「山本彩　生誕祭　2013」でネット検索をしてみたところ，生誕祭

の MC を記録したページがみつかった。それによると，渡辺美優紀が「これは

ファンのみなさまからの花束です」とレインボーローズを渡し，それについて

山本とメンバーとの間でやりとりがあった。その最後のあたりから，以下のよ

うな展開になっている。

山本彩「ここに書いてあるのはレインボーローズの花言葉，無限の可能性」

客，拍手

渡辺美優紀「かっこいいことしますね」

小谷里歩 → 彩に耳打ち 「後で言おう。秘密の話すんねん」

山本彩「ありがとうございます。キレイ」

岸野里香「続いては手紙なんですけれども，AKB さんのチーム A，横山由

依さんから」客，おー＆拍手

「肩幅として里香が読むわな，同盟として ［岸野は自身のキャッチフレーズ

「エレベーターに乗る時は横向き〜，集合写真は気持ち横向き〜，みんな大

好き肩幅〜」のように，肩幅が広く，エレベーターに乗る時は邪魔にならな

いよう横向きになり，集合写真では肩幅が目立たないよう少し横向きになる

ことと横山とを掛けている。］」

山本彩「今となっては横山チーム A ですよ，キャプテンになられたので」
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岸野里香「読みます」

「彩ちゃんへ。20 歳のお誕生日おめでとう。

初めて一緒になったお仕事は AKB48 の「Everyday，カチューシャ」の

MV 撮影。その時はお互い緊張してて，2 人ペアの写真撮影もぎこちなかっ

たのを覚えています。それから AKB48 の選抜で一緒に活動することも増え

てきて，少しずつ話すようになりました。

「ぐぐたすの空」の MV 撮影の時，床に落ちてた花びらを手ですくって，

自分で浴びるという行動をする彩ちゃんを見て，「何だ，この人は」と，そ

の時ら辺から不思議な魅力を感じていました。

そんな中，私の NMB48 との兼任が決まりました。「NMB には彩ちゃんい

るから大丈夫」と突然のことでしたが，不安もなく始められました。

兼任をして，NMB48 のキャプテン，山本彩のしっかりした姿に驚き，そ

れと同時に，彩ちゃんの支えになれたらいいなーなんて思っていました。

NMB のリクエストアワーの時，ふと「彩ちゃんの重荷のリュックサック，

半分持つよ」って言ったら，カッコつけた言葉の裏のほんとの気持ちが伝わっ

たのか，喜んでくれたのが嬉しかったです。

ほんとに真面目で熱くて完璧主義なので，私は彩ちゃんが心配です。がん

ばり過ぎないで，さやかちゃんの信じた道を進んでください。私はさやかちゃ

んの味方です。勝手な予想ですが，彩ちゃんとはこれから一生の付き合いに

なると思うので，よろしくね。
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山本彩という素晴らしい人に出会えて良かった。生まれてきてくれてあり

がとう。大好きー。AKB48 チーム A，横山由依」客，拍手

山本彩「ありがとうございます」

岸野里香「ゆいはんのね，たぶん本当に性格が出てんのかめちゃくちゃ字

キレイなんですよね。真面目な感じがすごい伝わる」

上西恵「では，さや姉のママよりお手紙を預かってるので，読みます」 （以

下略） 141

小谷里歩 （現在は吉本坂 46 の三秋里歩） の「後で言おう。秘密の話すんねん」

という耳打ちから，レインボーローズに何か秘密があることがわかる。小谷は

2012 年 11 月 1 日から AKB48 チーム A と兼任し，2013 年 4 月 28 日『AKB48

グループ臨時総会 〜白黒つけようじゃないか ! 〜』最終日の夜公演で兼任解

除が発表されており，横山は 2012 年 8 月 24 日に AKB48 チーム A への移動

と NMB48 兼任が発表され，小谷が AKB48 兼任解除されたのと同じ日の同じ

公演で NMB48 兼任解除が発表されているので，小谷は横山と AKB チーム A・

NMB チーム N の両方で一緒だったのであり，横山が山本への伝言を託すこと

ができる数少ない人だったと思われる。だとすれば，山本のファンは当時男性

が大多数だったので，山本の趣味に合った花は何か見当もつかず，NMB のメ

ンバーたちに何がよいか相談し，それが横山にも小谷を通して伝えられ，横山

がレインボーローズを選んだが，そのことは山本だけに伝えるよう小谷に託し

たというようなことが真相ではないだろうか？

141 「山本彩 20 歳の生誕祭 （2013/07/22，チーム N）」『AKB48 ＠メモリスト』2013-07-25，https://
akb48.blog.fc2.com/blog-entry-9432.html。
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『Rainbow』の 2 曲目「雪恋」は，別れや失恋の曲とは言い難いがネガティ

ブなもので，『identity』の 1 曲目の「JOKER」と最後の「蛍」に似た対照が，

『Rainbow』の 1 曲目「レインボーローズ」と 2 曲目「雪恋」にもあるのだろうか？ 

そうだとすれば，シンガーソングライターへの道を歩むと決めて卒業も考えた

が，渡辺美優紀の卒業発表で自分の卒業は先延ばしにしたとはいえ，総選挙は

今回限りと表明するという流れのなかで『Rainbow』製作を進めていた山本は，

毎年一緒に記念写真をとってきた総選挙も今年限りで，自分の卒業も遠くない

が，横山は総監督の立場上そう簡単には卒業できないので，2 人は別々の道を

進まざるをえなくなるだろうということがはっきりし，それに由来する心情が

「雪恋」に込められているのだろう。

「愛せよ」を作詞した阿久悠の自伝的小説のなかで，高校時代の同級生・赤

井健に「まるで初恋の情熱のように，相手のすべてが気になっ」て親しくなり，

彼が作った短歌集のなかに処女を奪いながら少年にも恋するという「処女の肉，

杭刺すように貫きて／なおわれ文読む少年を恋す」があったので，「これは，

もしかしたら，青雲草介 ［阿久自身がモデルとなっている主人公］ に対する赤

図 21　山本彩「レインボーローズ」と横山由依『Everyday，カチューシャ』

左：「レインボーローズ」などを歌唱・演奏する山本彩

右：『Everyday，カチューシャ』のストリングイントロなどを演奏する横山由依

出所左：『DVD/Blu-ray 山本彩 LIVE TOUR 2016 ～Rainbow～』 先着購入特典ポストカード

　　右：「AKB48 総選挙感謝祭は女王・珠理奈不在 須田・宮脇ら選抜 15 人が大熱演」

『ORICON NEWS』2018-08-02 22:42，https://www.oricon.co.jp/news/2116843/photo/25/
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井健の恋文ではないかと，緊張させられた」と記し
142
，2 人とも東京の大学に進

学して東京の下宿で同居するようになった赤井がしばらく留守にする際の出来

事を次のように書いている。

……部屋代を払う頃戻って来る，心配するなと笑い，それから，微熱を

出すな，盗汗をかくなと心の籠ったことを云ったと思ったら，唇に唇を触

れてきた。

草介は，これをどう受け止めていいのかわからなかった。もちろん，男

から接吻されるということは初めての経験で，最初は悪い冗談に怒って赤

井の腕をふりほどこうと暴れたが，そのうち友情だと思い，愛だと思い，

悪寒が暑さに変わる頃には，不覚にも勃起した。

「行って来らあ」

と，赤井は，やや潤んだ目で草介を見ると，衣装鞄を抱えて部屋の外へ

出た。そして，強ばっている草介に，俺はお前が好きだ，才能も信じている，

と肩を叩いた。

その夜，草介は，外に出て剣道の素振りをした。そして，盗汗をかいた。

男と接吻した

男が女の役をするのではなく

男のまま男同士で

唇を合わせた　友情だった。

（同，84 頁） 

「不覚にも勃起した」「友情だった」という表現から，同性同士の接吻は，た

とえしても性欲と結びつくべきではないという意識が強固で，それに反する心

142 阿久悠 ［2001］ 『転がる石』文藝春秋，27，33，32 頁。
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事を次のように書いている。

……部屋代を払う頃戻って来る，心配するなと笑い，それから，微熱を

出すな，盗汗をかくなと心の籠ったことを云ったと思ったら，唇に唇を触

れてきた。

草介は，これをどう受け止めていいのかわからなかった。もちろん，男

から接吻されるということは初めての経験で，最初は悪い冗談に怒って赤

井の腕をふりほどこうと暴れたが，そのうち友情だと思い，愛だと思い，

悪寒が暑さに変わる頃には，不覚にも勃起した。

「行って来らあ」

と，赤井は，やや潤んだ目で草介を見ると，衣装鞄を抱えて部屋の外へ

出た。そして，強ばっている草介に，俺はお前が好きだ，才能も信じている，

と肩を叩いた。

その夜，草介は，外に出て剣道の素振りをした。そして，盗汗をかいた。

男と接吻した

男が女の役をするのではなく

男のまま男同士で

唇を合わせた　友情だった。

（同，84 頁） 

「不覚にも勃起した」「友情だった」という表現から，同性同士の接吻は，た

とえしても性欲と結びつくべきではないという意識が強固で，それに反する心

142 阿久悠 ［2001］ 『転がる石』文藝春秋，27，33，32 頁。
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理が勃起という身体的反応として露わになったにもかかわらず，友情だと述べ

ている。しかし，阿久は 2 人の関係を「偽兄弟」と名付けており，「義兄弟の契り」

が伝統的に衆道と呼ばれる男色関係を表してきたことを意識しているのも間違

いないだろう。高校時代赤井は草介に「接吻したいくらいだな」と言ったすぐ

あと，赤井にヌード写真をとられた同級生堀井静香に草介が思いを寄せている

ことを知っている赤井は，草介の好きな本を万引きして渡すとき，「俺，お前

の欲しい物なら何でも手に入れてやるぜ。たとえ，堀井静香でもな」と言った 

（同，24 頁）。草介も赤井もゲイではなくストレートでもなくバイで，同じ女性

と関係を持ったり好きになったりするような草介と赤井には穴兄弟嗜好もある

ということになるだろう。

阿久が草介の赤井への思いを友情とするのと同じように，従来の常識に従え

ば，レズではない女の子同士の「雪恋」や「蛍」のような関係は男を排除して

女同士のカップルを何が何でも守ろうとするものではないので，異性とのよう

な本当の恋ではないと自分に言い聞かせるところだろう。

【ⅵ】プロレス狂の松井珠理奈 vs. えっちな宮脇咲良

指原莉乃や山本彩の次のエース候補として運営が強く推す宮脇咲良は，2016

年の総選挙と紅白選抜の順位差は＋ 1 で，2015 年に比べて総選挙での集票力の

弱さをかなり克服したようだが，SKE の松井珠理奈や須田亜香里と比べればま

だまだ総選挙に弱いと言わざるをえない。AKB 総監督の横山由依や山本彩らの

NMV・関西勢は，総選挙票しか見ない人には信じられないほど実人気が高く，

また女性ファンが顕著に多い吉田朱里をはじめとして，人材もバラエティーに

富み，かつ豊富である。これが，2016年ころのAKBグループの主たる特色であっ

たと言えよう。

AKB インディーズデビューシングル『桜の花びらたち』10 周年記念の 43rd

シングル『君はメロディー』 （2016 年 3 月， 1 位， 129.7 万枚） で宮脇はセンター
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になり，『ヘビーローテーション』MV で大島優子と前田敦子のキスを撮った蜷

川実花監督の勧めによって，3 人きりで他のメンバーはいない特別な空間にお

いて宮脇の目の前で大島と前田がキスをするという，台本にはないシーンが実

現しており，長年将来のエースとして運営に推されてきた松井が，運営の宮脇

への推し変によって追い詰められるという『希望的リフレイン』以来の問題が，

初期の 2 大エース大島・前田と宮脇の 3 人だけの「秘儀」が行われたことによっ

て深刻化したと思われる。

話は遡るが，第 6 回総選挙後の 8 月 8 〜 10 日に幕張メッセで行われた 

『AKB48 グループ夏祭り 2014』最終日アンコール一曲目『前しか向かねえ』の

動画が YOU TUBE で公開されて，音程をはずし，歌い出しを間違えた松井珠

理奈は，aya ka 1 年前：「なんでさや姉の方が魅力たくさんあるのにこの人に

総選挙勝てないんだろう」 （賛成 517 反対 0），ととろととろ 3 年前：「基礎か

らやり直すべきじゃね…? ／珠理奈もう 6 年以上アイドルやってるのにこれは

ちょっと…。」 （賛成 495 反対 0） と批判された
143
。

松井はダンスや演技で評価を得てきたが，このころから公然と歌唱力の難を

指摘されはじめ，ソロ歌唱の多いセンターを任せられるのかという問題もあっ

たと思われる。それ以降，2018 年 6 月の第 10 回総選挙まで松井のセンターは

宮脇と W センターだった 48th シングル『願いごとの持ち腐れ』 （2017 年 5 月，

139.2万枚） のみであり，第 9回総選挙投票券つきCDなので運営の推す次期エー

ス候補がセンターを務めるという意味合いが強いが，これは合唱曲なのでソロ

歌唱はなく，You Tube における公式 MV の説明には，「AKB48 兼任メンバーの

HKT48 宮脇咲良，SKE48 松井珠理奈による W センター！」と，年齢年功順，

アルファベット順，五十音順のいずれでも松井が宮脇の先にくるべきところ，

143 AKBIxtlilton ［2014］ 『【放送事故】 松井珠理奈　前しか向かねえ　生歌がヤバすぎて事故る 
SKE48』2014/08/10 に 公 開，https://www.youtube.com/watch?v=wPVD6tkpHJI&t=0s，2018
年 8 月 4 日閲覧。コメントは賛成の多い 2 つを挙げた。
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グループ名のアルファベット順で HKT が SKE より先という理由付けとともに

宮脇が先に来ており
144
，MV で閉校する小学校の教室に選抜メンバーが入る際

も先頭は宮脇というように，宮脇が運営によって 1 推しされているという印象

を与える。

松井珠理奈にとって，SKE を共にひっぱってきた 5 学年上の松井玲奈はライ

バル兼メンターとして心の支えとなってきたが，第 7 回総選挙後に松井玲奈が

卒業を発表してから，珠理奈の異常な様子がしばしばテレビでも放映された。

吉田豪によれば，その後プロレスにはまって正気を取り戻した珠理奈は，プロ

レスと同様自分にもライバルが必要だと考えて宮脇をプロレス的な文脈でライ

バル視するようになったらしい
145
。珠理奈は「どうしたら 48 グループの総選挙

でチャンピオンになれるんだろうと考える時，私は棚橋選手，内藤選手，オカ

ダ選手，ケニー選手を分析します。どうしてこの 4 人はすごく人気があるん

だろうか。どうして自分は惹きつけられるのか。それぞれのいいところを全部

自分のものにできたら，超人になれるじゃん！　と思うんです」と述べてい

た
146
。

しかし，AKB におけるライバル関係は，客を盛り上げるために悪役がわざ

と悪態を突いたりするプロレス的なものではなく
147
，大島と小野の濡れ場 （図

144 『【MV full】願いごとの持ち腐れ / AKB48 ［公式］ 』 （https://www.youtube.com/watch?v=_
pjovDamGHI ，2018 年 8 月 7 日閲覧）。先例となる『希望的リフレイン』では「渡辺麻友，

宮脇咲良の W センター」 （https://www.youtube.com/watch?v=eWnLRboP6LI），となっている

ので，所属グループ名は出さず年齢または年功順で並べるのが順当だろう。

145 「吉田豪と川後陽菜　松井珠理奈・AKB48 総選挙後の炎上を語る」『miyearnZZ Labo』
2018/6/20，https://miyearnzzlabo.com/archives/50890。

146 「松井珠理奈が語るプロレス総選挙。『私の“推しレスラー”3 人は……』」『NUMBER Web』
2018/05/15 18:00，http://number.bunshun.jp/articles/-/830781?page=4。

147 2016 年の総選挙後，指原は「ヒール的な扱いをされることが多かった」 （「史上初 2 連覇の

指原莉乃『複雑な気持ち』 “ライバル”渡辺麻友への想い…自身の卒業にも言及＜会見一問

一答＞」『モデルプレス』2016.06.19 00:49，https://mdpr.jp/news/detail/1592750 ） と述べてい

るが，ここで指原は自分が意図してヒール役を演じたわけではないのに，そのように扱わ

れたことに反発している。これに対して，2018 年総選挙の松井はプロレスの発想を採り入

れてヒール役を自ら引き受けてしまったが，他のメンバーもファンもプロレスの流儀に合
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5） や大島と前田のキスのように，公然とかなり性的な触れ愛をすることで気

持を和らげて仲良くするというものであり，宮脇はその奥義を『君はメロデ

イー』MV 撮影時に伝授されていた。さらに，2016 年 9 月 4 日に，宮脇 咲良 

@39saku_chan と山本彩 @SayakaNeon とのやりとりがツイッターであった。

宮脇：USJ のシアターの中で寝ていたら さや姉が夢の中に出てきた  

　　　　どんな夢だったかは… 

　　　　言えない…  

山本：kwsk ［くわしく （教えてください），という意味のネット用語］  

宮脇：夢を見た後，さや姉と目が合わせられなくなりました…  笑

山本：さくらたんのえっち  

宮脇：  148

絵文字「見ざる」は，『君はメロディー』で前田と大島のキスを目の前で見

たときの宮脇の仕草 （図 22 下左） なので，夢の中で宮脇は自分とキスしたのだ

と山本は推察し，宮脇は恥ずかしながらその通りと返した，という意味だろう。

ファンのリプによるとそれ以前から宮脇は握手会などでファンにさや姉とキス

したい，付き合いたいと言っていたそうだ
149
。メンバー間の恋愛をファンに気

軽に話せるというカルチャーがこじゆう以降 AKB に定着したことが窺われる。

そのすぐあと 2016 年 11 月 13 日深夜に放送された AKB メンバーを中心とす

る女子高生キャバクラ・ドラマ『キャバすか学園』で，宮脇は「さめ」，横山は 

「まぐろ」の源氏名で登場し，

わせることができず，炎上してしまったと吉田は言いたいようだ。

148 https://twitter.com/39saku_chan/status/772420177715613696。
149 https://twitter.com/tanakaranonko/status/772423786037518336, 2018 年 9 月 18 日閲覧。
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まぐろ ：違うって，夜はまぐろじゃないから。 ［さめの方を見ながら携帯で

恋人に喋っているので，それを聞いたさめの反応をみようとしている

らしい。］

さめ：［まぐろのほうを見て］ え？ 

まぐろ：じゃ，試してみる？ ［少し間を置いてさめに向かって］ 何見てんの！

さめ：いや，なんでもないです。

という意味深なやりとりがあってファンの間で話題になり，横山は握手会でア

ドリブだったと明かした
150

が，宮脇が山本にえっちな告白をしたことを知った

上で台本にない恋人との大胆なやりとりを宮脇に聞かせ，宮脇もそうだと了解

したのではなかろうか？

翌 2017 年秋のじゃんけん大会に，宮脇は山本と横山の 3 人で「はんたんねぇ」

という名のユニットを組んで出場した。指原の妹分とみられがちな宮脇だが，

総監督の横山と実人気断トツの山本の2人との絆を作ったことが，はんたんねぇ

トリオ結成で周知された。和風の衣装も『君はメロディー』とはんたんねぇト

リオのつながりを示唆しているのではなかろうか。

他方，2017 年のじゃんけん大会で松井珠理奈は，同じ SKE に所属するメン

バー 5 人，佐藤すみれ・高木由麻奈・野島樺乃・白雪希明・岡田美紅と，姓の

最初の音をとって先輩順に並べた「まさたのしお」という名のユニットを組ん

で出場した。先輩でもある AKB グループ総監督や NMB トップと組み，愛称の

後半から語呂のよい順番に並べるという宮脇と松井は，ユニットの組み方も名

付け方も正反対であり，この 2 人は非常に相性が悪そうだということが，2017

年秋のじゃんけん大会で示された。ゆいはんとさや姉はこの 2 人の関係がこれ

からどうなるのか，心配になってきたのではなかろうか？

150 「ゆいはんの ［夜はマグロじゃないから。試してみる？］ という台詞はアドリブだったらし

い」http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/akb/1480575613/, 2018 年 9 月 29 日閲覧。
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“こじゆう，横山本から宮脇へ”と“指原から松井へ”という二つの流れが，

山本と指原のいずれも総選挙出馬を辞退し，横山が総監督を務める 2018 年の

第 10 回総選挙でぶつかり合うことになったと言ってよいのではなかろうか？

【ⅶ】2018 年第 10 回総選挙とその後

話題を 1 年前に戻そう。2017 年第 9 回総選挙は 6 月 17 日に開票され，順位

は以下のようだった。

1 位　指原莉乃・HKT48 ／チーム H 246,376 票

2 位　渡辺麻友・AKB48 ／チーム B 149,132 票

3 位　松井珠理奈・SKE48 ／チーム S 113,615 票

4 位　宮脇咲良・HKT48 ／チーム KIV 82,803 票

図 22　『君はメロディー』から，はんたんねぇトリオへ

出所：左『君はメロディー』MV
右『横山由依ツィッター』，https://twitter.com/Yui_yoko1208，4:46 - 2017 年 9 月 24 日
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“こじゆう，横山本から宮脇へ”と“指原から松井へ”という二つの流れが，

山本と指原のいずれも総選挙出馬を辞退し，横山が総監督を務める 2018 年の

第 10 回総選挙でぶつかり合うことになったと言ってよいのではなかろうか？

【ⅶ】2018 年第 10 回総選挙とその後

話題を 1 年前に戻そう。2017 年第 9 回総選挙は 6 月 17 日に開票され，順位

は以下のようだった。

1 位　指原莉乃・HKT48 ／チーム H 246,376 票

2 位　渡辺麻友・AKB48 ／チーム B 149,132 票

3 位　松井珠理奈・SKE48 ／チーム S 113,615 票

4 位　宮脇咲良・HKT48 ／チーム KIV 82,803 票

図 22　『君はメロディー』から，はんたんねぇトリオへ

出所：左『君はメロディー』MV
右『横山由依ツィッター』，https://twitter.com/Yui_yoko1208，4:46 - 2017 年 9 月 24 日
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5 位　荻野由佳・NGT48 ／チーム NIII 73,368 票

6 位　須田亜香里・SKE48 ／チーム E 63,124 票

7 位　横山由依・AKB48 ／チーム A 58,314 票

8 位　惣田紗莉渚・SKE48 ／チーム KII 52,475 票

9 位　岡田奈々・AKB48 ／チーム 4 48,143 票

10 位　北原里英・NGT48 ／チーム NIII 45,684 票

11 位　高橋朱里・AKB48 ／チーム 4 42,663 票

12 位　白間美瑠・NMB48 ／チーム M 41,491 票

13 位　本間日陽・NGT48 ／チーム NIII 41,230 票

14 位　古畑奈和・SKE48 ／チーム KII 40,202 票

15 位　高柳明音・SKE48 ／チーム KII 38,576 票

16 位　吉田朱里・NMB48 ／チーム M 35,540 票

（以上が選抜メンバー，以下は一部のみ） 

17 位　向井地美音・AKB48 ／チーム K 35,201 票

19 位　峯岸みなみ・AKB48 ／チーム K 34,688 票

27 位　太田夢莉・NMB48 ／チーム BII 28,457 票

前回 10 位以内で今回不出馬の山本彩，柏木由紀，島崎遥香 （2016 年末紅白

で卒業），兒玉遥 （体調不良），武藤十夢 （立候補撤回・大学院進学） をのぞくと，

1 位〜 4 位は同じ順番で，5 位の荻野由香は前年圏外だったが今回初登場でい

きなり 5 位，しかも速報では 1 位という異常な動きを示したことが，最大の話

題となった。前回ぎりぎり圏外の 81 位だった市川美織は年末の紅白選抜で 10

位，今回の総選挙では 61 位であるのに対して，荻野は前回圏外で 95 位，紅白

選抜でも 50 位内の選抜メンバーに入っていないので，2017 年になって急に人

気が出たか，かなり資金力のある太ヲタがついたかのいずれかになる。投票開

始翌日の速報で 1 位になったのは，CD に封入されている投票券を少人数で大
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量に処理することは不可能なので，AKB 公式ファンクラブ「二本柱の会」など

のアカウントを大量に持っている太ヲタの票であろうとされ，その太ヲタは「柱

王」と呼ばれるようになった。

確かに，第 9 回 6 位の須田亜香里は前回と比べて荻野に割り込まれており，

ファンの集票組織が指原と似て強力な須田 （佐々木洋輔 ［2018b］） に競り勝った

ということからして，急にファンが増えたとしても組織として整うには時間が

かかるため，荻野票の主力は組織票とは考えにくく，柱王説以外では説明でき

ないように思われる。ネットの議論でも，2017 年と 2018 年の『AKB48 リクエ

ストアワーベスト 100』で NGT 楽曲が不自然な動きをしたことと併せて，そ

の投票権と総選挙投票券のある AKB 公式ファンクラブ「二本柱の会」などの

アカウントを大量に持っている 1 人ないし少数の太ヲタ・柱王による票であろ

うとされている
151
。柱王の票数は速報段階で 9 万票程度と推定され，本間日陽

が第 8 回総選挙や紅白選抜の実績なしに第 9 回総選挙でいきなり選抜入りした

のも柱王のおかげだったが，第 10 回速報では票が激減したので柱王に見捨て

られたらしく，柱王票を除くと第 10 回の速報 16 位，荻野は柱王票 50,000 を除

くと第 10 回の速報 21 位になると推定されている
152

ので，実人気では本間が荻

野より上で NGT トップらしい。

前回 （第 8 回） 11 位，紅白選抜 8 位の横山由依は，今回 （第 9 回） 不出馬 5 名

と荻野に割り込まれたのを除いて順位を維持して今回 7 位だった。

前回 30 位の惣田紗莉渚は今回 8 位となったが紅白選抜はぎりぎりの 50 位で，

前回総選挙と比べてその間に顕著に人気が上昇した形跡がない。SKE は太ヲタ

151 「NGT48 荻野由佳の総選挙速報 1 位はなぜ！？ NGT メンバー大量ランクインの理由は

『柱王』の実在で決まりか！」『48ers』2018/06/02 UPDATE，http://48ers.info/I0000264。
「AKB48 におけるにおける柱王ってどういう意味ですか？」に対するベストアンサー，

2018/5/3117:21:47，https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14191115554。
152 「柱王速報投票分 （9 万票） （推定） 除外後の NGT48 メンバーの順位・票数が違和感なさすぎ

てワロタ wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww」『SKE のまとめ』2018 年 06 月 01 日，http://
www.skematomemon.com/archives/31923953.html。
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票および／または組織票に頼ることで総選挙に強いので，前回アンダーガール

ズに選ばれて以降，太ヲタがついたおよび／または SKE の総選挙ノウハウに

従ってファンの集票組織が整備されたのだろう。前回 29 位，紅白選抜 40 位，

今回 14 位の古畑奈和，前回 20 位，紅白選抜 19 位，今回 15 位の高柳美音も，

惣田と同様のパターンである （ただし，前々回まで遡ると古畑は 24 位アンダー

ガールズ，高柳は 15 位で選抜入りしていた）。SKE からの選抜メンバー 6 名は

みな，太ヲタ票と／または組織票に頼って，実人気をかなり上回る順位を総選

挙で得ていることになる。

前回 12 位，紅白選抜 14 位，今回 10 位の北原里英は，同じ NGT の荻野らと

は対照的に，柱王票の影響はないと思われる。

前回 15 位，紅白選抜圏外，今回 11 位の髙橋朱里は，今回不出馬 5 名と割り

込んだ荻野とを考慮すれば前回並みで，前回 24 位，紅白選抜 15 位，今回 12

位と白間美瑠が前回よりもかなり伸びたのは，実人気の上昇によると思われる。

前回 14 位，紅白選抜 32 位，今回 9 位の岡田奈々は，2017 年 2 月に新設

STU と兼任になってキャプテンに就任したため，実人気が 2017 年前半に大き

く伸びたと思われる。ラブラブさん二組として競り合い，前回 13 位，紅白選

抜 22 位と岡田より上位にいた向井地美音は今回 17 位まで順位を下げたことと

相俟って，宮脇・松井珠理奈の次のエース候補として岡田が抜け出したと思わ

れる。しかし，岡田は総選挙に比べて実人気を反映した紅白選抜の順位が低く，

太ヲタ票と／または組織票が多いことになる。

以上のように，組織票や太ヲタ票を除けば，第 9 回選抜メンバーのなかで横

山と宮脇がトップクラス，北原と総選挙に弱い NMB の吉田や白間がそれに次

ぎ，SKE の松井や須田は実人気で横山や宮脇に劣り，他の SKE メンバーは実

人気では 16 位以内に入れるかどうか疑わしく，実人気による順位だと SKE 勢

に代わって AKB （本体），NMB や HKT から 16 位以内に何人か入っていた可能

性が高い。
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このことを裏付けるデータがある。2017 年に大学生を対象として行われた，

2017 年第 9 回総選挙に投票したい人に関するアンケートのトップ 5 人の「順位 

氏名　回答者数 （割合） 　総選挙での実際の順位と票数」は
153
，

1 位　指原莉乃　　128 人（31.8％） 　 1 位 246,376 票

2 位　渡辺麻友　　  50 人（12.4％） 　 2 位 149,132 票

3 位　横山由依　　  21 人（  5.2％） 　 7 位 58,314 票

4 位　宮脇咲良　　  15 人（  3.7％） 　 4 位 73,368 票

5 位　松井珠理奈　  11 人（  2.7％） 　 3 位 113,615 票

であった。このアンケートは AKB のファンであるか否かを問わないものなの

で，過去 3 度 1 位となり，3 連覇がかかった指原は知名度が高いおかげで圧倒

的な 1 位になり，2014 年 1 位で指原との 1 位争いの常連だった渡辺が 2 位にな

るのは当然と思われるので割り引かなければならない。この 2 人を除けば，1

位横山，2 位宮脇，3 位松井となる。宮脇は実人気と総選挙投票との乖離をか

なり埋めているので総選挙順位が高くなっているが，大学生の実人気のみだと

横山が上であり，AKB 総監督ゆいはんとして知名度も低くないので全世代の実

人気でも宮脇と伯仲していたと思われる。この結果は，2018 年の第 10 回総選

挙結果と実人気との関係を推定する上で，重要なものであろう。

2017 年 6 月 17 日，第 9 回総選挙のあとで大島優子は小嶋陽菜と一緒にイン

スタライブを配信し，大島が「私はにゃんにゃんと結婚します」と言うと小嶋

は「すごーい。今流行っているやつだ」と言って二人で笑い合った。その年の

開票スピーチで 1 番のサプライズだったのは須藤凜々花の結婚宣言で，小嶋が

「今流行っているやつ」と言ったのはそのことであり，大島は，ファンを裏切

153 「大学生 402 人が選ぶ，2017 年の AKB48 選抜総選挙で投票したいメンバー Top5」『livedoor’s 
NEWS』2017 年 6 月 11 日 12 時 0 分，http://news.livedoor.com/article/detail/13187198/
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らないように得票減を覚悟のうえで自分は投票 12 日前にしたのだと暗に言い

たかったのだろう。

第 10 回総選挙は 2018 年 6 月 16 日に開票され，その結果は以下のようになっ

た。

第 1 位　松井珠理奈（SKE48 Team S）  194,453 票

第 2 位　須田亜香里（SKE48 Team E）   154,011 票

第 3 位　宮脇咲良　（HKT48 Team KIV） 141,106 票

第 4 位　荻野由佳　（NGT48 Team NIII）  81,629 票

第 5 位　岡田奈々　（AKB48 Team 4）  75,067 票

第 6 位　横山由依　（AKB48 Team A）  67,465 票

第 7 位　武藤十夢　（AKB48 Team K）   62,611 票

第 8 位　大場美奈　（SKE48 Team KII）  53,998 票

第 9 位　矢吹奈子　（HKT48 Team H）  51,620 票

第 10 位　田中美久　（HKT48 Team H）  50,175 票

第 11 位　惣田紗莉渚（SKE48 Team KII） 48,671 票

第 12 位　高橋朱里　（AKB48 Team B）  48,100 票

第 13 位　向井地美音（AKB48 Team A）  47,458 票

第 14 位　吉田朱里　（NMB48 Team M）  46,837 票

第 15 位　古畑奈和　（SKE48 Team KII）  45,688 票

第 16 位　本間日陽　（NGT48 Team NIII） 39,241 票

（以上が選抜メンバー，以下は一部のみ） 

第 23 位　太田夢莉　（NMB48 Team BII）  33,012 票

第 32 位　峯岸みなみ（AKB48 Team K）  29,020 票

以上のような第 10 回総選挙開票結果は，2016 年から 2017 年にかけての，第
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8 回総選挙，紅白選抜，第 9 回総選挙，大学生アンケートに基づく考察から想

定される結果の範囲内である。名古屋開催で地元 SKE が従来よりも票を伸ば

すと思われていたが，指原票を継承した宮脇が松井と 1 位を争うという予想が

圧倒的に多く，須田が 2 位を獲得したことが今回の最大の異変と多くの人は受

け取った。

しかし，これまでの考察から，従来，指原は宮脇に票を食われることを警戒

してきたため，指原票の継承準備が不十分だっただろうし，2017 年秋のじゃん

けん大会におけるはんたんねぇトリオから，宮脇は山本や横山に接近中と知っ

た指原は，宮脇の忠誠心を疑ったかもしれず，矢吹奈子に投票するよう示唆す

るメールを流しており
154
，指原会の票の多くは矢吹に流れると他陣営もみてい

た （佐々木 ［2018a］）。

「『総選挙は好きですか？』と尋ねられた宮脇は『嫌いです』と即答。その理

由について『最近の総選挙は，素直に人気投票ではなくなってきているという

か。どうやったら上に行けるのかとか，その確実な何かがない分，頑張り方が

わからなくて……』と説明する。そして『総選挙が近づいてくると毎年ネガ

ティブになります』と俯いた。
155
」という記事から，宮脇は実人気を反映して

いないような最近の総選挙に対してネガティブかつ批判的だということがわか

る
156
。Yahoo! JAPAN ビッグデータレポート・チーム ［2015］ ではツィート数で宮

154 「指原莉乃，AKB48 選抜総選挙で HKT48 矢吹奈子への投票促し田中美久ファンと遺恨か」

『cyzo woman』2018.06.06，http://www.cyzowoman.com/2018/06/post_188081_1.html。
155 「HKT48 宮脇咲良，指原不在『AKB 世界選抜総選挙』への本音語る『あまり意味を見出せ

なかった』」『Real Sound』2018.06.14，http://realsound.jp/2018/06/post-206775_2.html。
156 2017 年 12 月 7 日に放送された『ダウンタウン DX』で宮脇は，「来年はちょっと 1 位イケ

そうかな」と言い，その理由として第 9 回総選挙 1 位の「さっしーは“時々”かわいい」

のに対して「私は常にかわいさをキープできてるっていうのは勝ってるかな」と言い，「指

原を支持した 24 万票のうち，12 万票は指原の不出馬にあわせて投票に参加しないはず，と

宮脇は分析。残る 12 万票の浮動票のうち半分の 6 万票でも自分のものにできれば，松井と

の 3 万票差をひっくり返せる」と分析してみせ （「AKB 宮脇咲良『さっしーは“時々”か

わいい』指原莉乃に辛辣」『NewsWalker』2017/12/08 10:24，https://news.walkerplus.com/
article/130460/ ），そのために指原ファンに媚びを売るつもりだと言ったが，指原より宮脇

の方がかわいいというおそらく多くの人が認めることをひた隠しにしなければ指原ファン
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脇 8 位松井 9 位，検索数で宮脇 5 位松井 9 位，2016 年紅白選抜では宮脇 5 位松

井 11 位，2017 年の大学生アンケートでは宮脇 4 位松井 5 位と，実人気を反映

しているデータでは常に松井より上位に来るのに，総選挙では 2015 年以降も

常に松井が宮脇より上位に来ており，そのうえ 2018 年総選挙開票が名古屋で

開催されるため地元票がかなり増えるのにどう対抗すればよいか分からないと

いうことのようだ。紅白選抜で 1 位になったが指原票をえげつないとして総選

挙に出なくなった山本と同じような見方であり，USJ での夢もはんたんねぇも，

宮脇が山本に共感し，自分もできれば総選挙に出たくないという気持が強いこ

とを示している。

宮脇は，これまで指原のアドバイスで，自分のために出馬してきたが，「『今

年だけ最初で最後，HKT のために立候補しようと思って』と言い，『なんか，

一人じゃないんだなって感じられるので。私はみんなで戦うっていうのを大事

にしたいなって思ってます』と胸の内を明かした。」 （注 155 と同じ） 

HKT のみんなのために戦うということには，常識的には指原票をみんなで

分け合って受け継ぐという意味が濃厚だが，SKE の松井や須田に競り勝つには

指原票を一番順位の高くなりそうな宮脇に集中させなければならないので，宮

脇の言っていることは形式論理としては矛盾しているだろう。宮脇が理想とす

る総選挙は横山本ツーショットのようなもので，そういう感じを HKT のみん

なと分かち合いたいと思っていたとすれば，それで松井や須田に負けてもよい

と覚悟を決めていたのかもしれない。

山本が第 9 回総選挙で指原と 1 位を争うのをやめて出馬しなかったことが宮

脇には大きな意味を持っていたはずで，山本が指原との 1 位争いを避けたよう

に，松井や須田と 1 位を争うということは宮脇もしたくないが，指原が出ない

に媚びを売ることはできないだろう。宮脇は指原に対して本音では辛辣な批判を持ってい

るにもかかわらず，指原票の 1／4 は自分が継承しようと目論んで指原に面従腹背的態度を

とろうとしていたが，図に乗ってそのことを公言してしまったため，指原票の多くは宮脇

以外に流れたと思われる。
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以上自分も出ないと言えば HKT の上位 2 人が一度に抜けて HKT のプレゼンス

が急激に下がるので，それを回避するため今回は出るしかないと，第 10 回出

馬辞退を断念したのだろう。しかし，あくまで HKT のために出馬するのであっ

て，松井や須田との順位争いよりも後輩たちを伸ばすことを優先し，次回はも

う出ないと宮原は決めていたのだ。

総選挙前の握手会に来ていた指原会所属 52 歳の男性・守田は，本命は地元

開催の松井，対抗は宮脇で，指原会でも 2 推しが多いのではと言ったが，穴

は須田とし，「須田陣営には指原会のような，むちゃもいとわない結束力があ 

る ･･････。この日の握手会，須田さんブースにはいつもの大行列はなかったと

いう。守田さんはその理由を『今日は （投票用紙が同封される） ひとつ前の CD

購入者が対象の握手会。総選挙に向けた買い控えだろう』と分析した。」 （佐々

木 ［2018b］） このように，須田選対の手強さを指原会は認識しており，2 推しが

多い宮脇は須田にも負けるかもしれないと危惧していたにもかかわらず，宮脇

を支援しようと結束することはなく，各人の自主投票になっていたようだ。昨

年までは指原が宮脇に票を割かれることを恐れて浮気禁止令を発したように，

指原会においても宮脇は渡辺麻友や柏木由紀との 1 位争いにとって獅子身中

の虫扱いされていたのだから，今度は結束して宮脇を支えようと誰かが提案し

ても，頭の切替ができない人が多かっただろうし，多少の票は HKT への義理

立てとして宮脇に投じても，われらの姫さっしーと比べて別嬪と評判で，実人

気では 2015 年以来さっしーを圧倒し続けているさや姉に接近したさくらたん

に昨年までのような大金を供出する気になれる人は皆無だったのではなかろう

か。

それに対して，松井は「ライバルは SKE の中にいると思っていて。本当に

一番怖いのは須田亜香里ちゃんです 157
」と述べ，実人気では自分や須田を上回っ

157 「SKE48 松井珠理奈，『AKB 世界選抜総選挙』ライバルを明かす　「一番怖いのは須田亜香

里ちゃん」」『Real Sound』2018.06.13，http://realsound.jp/2018/06/post-206043.html。
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ている宮脇を無視していた。おそらく，指原票の多くは矢吹に継承され，宮脇

へはあまり流れないという見通しが松井や須田の選対本部では確立し，お互い

にライバルは地元だとみて地元票掘り起こしなどで必死に競争していたのだろ

う。

須田亜香里総選挙対策本部は，よゐこの有野晋哉に「突然のリプ失礼します。 

／須田亜香里総選挙対策本部の者です。／／ AKB48 の総選挙において，彼女は

目標を 1 位としており，選対ではその夢の実現に向け全力で取り組んでいます。

／／彼女と縁も深い有野さんに，ぜひ 1 票でもご投票いただけると大変心強い

です。応援よろしくお願いします！
158
」とツイッターで公開依頼し，それに対

して「こんなに恥ずかしい選対ある？」「乞食 w」「須田が可哀想」「こういう

こと出来るメンタリティがわからん／有野がギャグっぽく返してるからまだい

いけど」というような反響があった
159
。

総選挙の投票期間前である 2017年 5月 21日 21:00時点における総選挙アピー

ル動画・再生回数ランキング上位 16 人は，

*1 位 152,377 HKT 宮脇咲良 

*2 位 *85,944 NMB 吉田朱里 

*3 位 *72,928 NGT 中井りか 

*4 位 *69,487 AKB 小栗有以 

*5 位 *63,605 SKE 松井珠理奈 

*6 位 *54,490 HKT 矢吹奈子 

*7 位 *50,851 NGT 荻野由佳 

158 https://twitter.com/sudanosu2018/status/992248935136706560。
159 「【マヌケ】須田亜香里選対委員がよゐこ有野課長に AKB 総選挙の票乞食するも拒否される

www」『SKE48 のまとめ』http://www.skematomemon.com/archives/31427144.html。SNS 用語

の「w」はもともと 2 ちゃんねるで使われていたもので，「（笑）」と同じだが，wwww といっ

ぱい並べると相手を馬鹿にした表現になる （https://oshiete.goo.ne.jp/qa/7679922.html，質問

日時：2012/09/04 11:42 回答数：3 件）。
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*8 位 *43,450 AKB 向井地美音 

*9 位 *33,932 AKB 峯岸みなみ 

10 位 *32,784 NMB 白間美瑠 

11 位 *32,552 AKB 小嶋真子 

12 位 *31,229 AKB 加藤玲奈 

13 位 *30,295 HKT 田中美久 

14 位 *29,617 AKB 横山由依 

15 位 *24,979 AKB/STU 岡田奈々 

16 位 *24,655 HKT 松岡はな

（以下は一部のみ） 

18 位 *22,241 NMB 太田夢莉 

25 位 *15,849 STU 瀧野由美子
160 

であり，動画再生 4 位・総選挙 25 位の小栗 （2001 年 12 月 26 日生まれ），6 位・

9 位の矢吹 （2001 年 6 月 18 日），8 位・13 位の田中 （2001 年 9 月 12 日），16 位・

66 位の松岡 （2000 年 1 月 19 日） など，10 代半ばの AKB （本体） ・HKT メンバー

の動画再生順位は軒並み総選挙順位より高く，小栗や松岡は極端に高いので，

乃木坂 46 や欅坂 46 ファンが多い中高生の動画再生が多いのではないかと思わ

れ，全世代の実人気を推定するには 10 代メンバーを下げ，20 代半ばを上げる

などの調整が必要と思われる （ただし，2016 年紅白選抜や 2017 年学生アンケー

トから横山の実人気は峯岸より上と思われる） ので，他も世代別にみてゆく。

動画再生 2 位，総選挙 14 位の吉田 （1996 年 8 月 16 日） は，2016 年末の紅白

選抜で 5 位宮脇と 8 位横山の間の 6 位であるが，2017 年の学生アンケートでは

160 「AKB48G・最新の実人気ランキングｷﾀ━ (ﾟ∀ ﾟ)━ wwwww （総選挙アピールコメント） 【2018
年第 10 回 AKB48 53rd シングル世界選抜総選挙】」『AKB48 タイムズ （AKB48 まとめ） 』
2018 年 05 月 22 日 13:28，http://akb48taimuzu.livedoor.biz/archives/53530574.html。
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5 位位内に入っていない。また再生回数では 20 代半ばの横山が不利であるらし

い。

動画再生 3 位・総選挙 37 位の中井 （1997 年 8 月 23 日），8 位・13 位の向井
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位の小嶋 （1997 年 5 月 30 日），12 位・36 位の加藤 （1997 年 7 月 10 日），16 位・

5 位の岡田 （1997 年 11 月 7 日） をみると，動画再生が一番多く総選挙順位が一

番低い中井
161

と動画再生が一番少なく総選挙順位が一番高い岡田を除けば閲覧
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162

ので，現時点でも
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161 総選挙投票終了後に公になった文春の恋愛暴露記事 （「“ポスト指原”NGT 中井りか　ファン

男性との半同棲スクープ撮」『文春オンライン』2018/06/16，http://bunshun.jp/articles/-/7826） 
より前からファンの間では彼氏の噂が流布していたり，6 月 6 日の『AKB48 のオールナイ

トニッポン』で中井と須田・向井地・武藤十夢との間で口論になったり （「NGT48・中井り

かに先輩メンバーがイライラ… 生放送で口論に発展！？」『allnightnippon.com NEWS』2018
年 06 月 08 日 18:10，http://www.allnightnippon.com/news/20180608-21332/?pg=akb） したよう

に，5 月下旬以降実人気も総選挙順位も下がる要因が重なったようだ。

162 「NGT 中井りか一転，『文春砲』に反撃『同棲なんてしてないです。残念でしたー！』」 
『J-CAST ニュース』2018/7/ 3 12:46，https://www.j-cast.com/2018/07/03332864.html?p=all。中

井ファンの多くは炎上を辞さない毒舌や気の強さに惹かれているようなので，スクープが

事実かどうかよりも文春に全面反攻すること自体を支持していると思われる。
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回数では 16 位内に 5 位の松井だけしか入っていないのに対して，総選挙選抜

メンバーは 14 位の吉田のみだった NMB は再生回数 16 位以内に 2 人出し，18

位・総選挙 23 位の太田 （1999 年 12 月 1 日生まれ） も勢いがあるので実人気で

は 16 位以内のかなり上に位置していると思われる。第 10 回総選挙開票結果で

は NMB が壊滅の危機と言われたが，実人気では正反対に，山本彩をカウント

しなくても NMB には勢いがあるのに対して，再生回数で唯一人 16 位以内だっ

た松井が総選挙後の問題行動で苦境に陥り，総選挙 1・2 位の松井・須田も含

めて全員の実人気が総選挙順位より低い SKE が壊滅の危機に瀕しているとい

うのが，実情であろう。山本が総選挙後，長年の懸案であった卒業を決断でき

たのも，総選挙順位というみかけにとらわれることなく，NMB の将来展望が

明るくなってきたことを認識したからだと思われる。

HKT は総選挙選抜メンバー 3 名に松岡を加えた 4 名が再生回数 16 位以内に

入っているので，総選挙において指原票の恩恵を受けて HKT 全体が順位を上

げたとは考えられない。松岡は紅白選抜で 35 位，第 9 回総選挙で 80 位，第 10

回総選挙で 66 位なので，実人気のほうが総選挙順位よりもかなり高く，第 10

回総選挙の動画再生回数と順位のギャップもそのことをあらわしており，10 代

半ばで実人気順位は再生回数順位より下としても，実人気は 20 位台ではなか

ろうか。

STU については，再生回数 25 位・総選挙順位 74 位の瀧野由美子 （1997 年 9

月 24 日） は，年齢的に再生回数と実人気のギャップは少ないと思われ，太ヲタ

および／または組織票への依存も少ない。瀧野は岡田のガチ恋系ヲタで，岡田

との大阪・海遊館でのデートをツイッターやインスタグラムで公表した太田夢

莉 163
から岡田との関係を聞かれて「瀬戸内の嫁です」と答えて火花を散らし，

163 『太田夢莉ツイッター』6:27 - 2017 年 8 月 31日，https://twitter.com/yuuriso_1201/status/90324798 
7576496128。
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太田に「難波の嫁ですか？」と逆に尋ねたところ，太田は慌てて否定した
164
。

瀧野の岡田との実人気での差はそれほど大きくはなく，将来逆転する可能性も

あり，太田の実人気は岡田より上ではないかと思われる。

しかし，岡田はショートヘアにしてから宝塚の男役スターのようなオーラが

出はじめて AKB 坂道の若手メンバーにもてもてになり，運営公認の正妻・村山，

自称瀬戸内の嫁・瀧野，難波の嫁？太田というように，AKB 西日本の若手上

位メンバーを岡田のハーレムのように見て楽しむファンもいるようだ。確かに，

船上劇場を本拠地とする瀬戸内 STU キャプテンの岡田は西日本各地の港に現

地嫁のいるマドロスさんのイメージに似つかわしい。

第 10 回総選挙にあわせて，文春オンラインは，卒業・不出馬も含めた AKB

グループ全メンバーを対象に「オールタイムベスト AKB 総選挙」アンケート

を企画した。その結果は，

1 位　山本彩　　　939 票☆

2 位　大島優子　　521 票★

3 位　島崎遥香　　492 票★

4 位　前田敦子　　436 票★

5 位　渡辺麻友　　349 票★

6 位　太田夢莉　　251 票

7 位　指原莉乃　　243 票☆

8 位　小嶋陽菜　　173 票★

9 位　松井珠理奈　173 票

164 瀧野由美子 SHOWROOM （emi lia ［2018］ 『【STU48 瀧野由美子】瀬戸内の嫁としてのライ

バル心はむきだしなゆみりん【ゆみりん SHOWROOM】』2018/03/21 に公開，https://www.
youtube.com/watch?v=9KLG91TWeic ）。
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10 位　渡辺美優紀　171 票★

11 位　髙橋みなみ　161 票★

12 位　宮脇咲良　　145 票

13 位　吉田朱里　　141 票

14 位　柏木由紀　　126 票☆

15 位　篠田麻里子　100 票★

16 位　横山由依　　  87 票

だった
165
。卒業 （★） や辞退 （☆） で第十回総選挙に出なかった者をのぞけば， 

1 位太田，2 位松井，3 位宮脇，4 位吉田，5 位横山となる。

これと従来からの実人気を示すアンケートの順位や第 10 回総選挙の順位を

比べてみよう。まず，山本彩が大島優子に 2 倍，指原莉乃に 4 倍近い差をつけ

て断トツの 1 位であることは，実人気の高さを忠実に反映していると思われる。

文春 6 位だが，卒業・不出馬を除けば 1 位の太田は，2015 年 Yahoo!JAPAN，

2016 年紅白選抜や 2017 年大学生アンケートなどによる実人気順位からは予想

できないほど高く，今回総選挙でも23位で選抜メンバー外なので，文春アンケー

トに組織票がかなり入ったと疑える。

文春 9 位で，卒業・辞退を除けば 2 位の松井は紅白選抜では 11 位だった。

文春 13 位の吉田は紅白選抜では 6 位で，吉田は女子力で売って紅白選抜後も

実人気を上げていたのに対し，松井は停滞していたし，12 位の宮脇は実人気で

は安定して松井を上回ってきたので，文春では松井にも組織票がかなりあった

のではないかと疑うことができる。文春は得票数が少ないため，組織票の有無

で 6 位以下の順位は大きく動き，太田と松井は実人気をかなり超える得票だっ

たと思われる。

165 「意外な“神 7”に！　文春版「オールタイム・ベスト AKB」結果発表」『文春オンライン』

018/06/19，http://bunshun.jp/articles/-/7839。
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また，第 10 回総選挙 5 位の岡田は文春では 16 位外である。2016 〜 2017 年

の総選挙，紅白選抜，大学生アンケート，動画再生回数をみても，岡田の総選

挙順位は実人気よりかなり高い傾向があるのでこの結果は驚くに当たらず，総

選挙順位が 9 位から 5 位に上がったのも太ヲタおよび／または組織票によると

ころが大きいと思われる。また，「ラブラブさんいらっしゃい」以来岡田と競

り合ってきた向井地の総選挙順位は第 8 回 13 位から第 9 回 17 位と落ちたが，

第 10 回は 12 位と回復しており，2016 年の紅白選抜や今回の動画再生回数の順

位からして，実人気では向井地が岡田より上と思われる。なお，向井地は第 10

回総選挙の開票スピーチで将来は総監督になりたいと表明した。かつてチーム

4 のキャプテンを務めて向井地・岡田世代の姉貴分である峯岸や同学年の総監

督横山を中心に，AKB 本体・グループ全体の次期エース候補は岡田，グループ

全体の総監督候補は向井地といったような将来構想が描かれているのではなか

ろうか
166
。

以上の文春版オールタイム・ベストによる推測 （宮脇＞吉田＞横山），2016

年末紅白選抜順位 （宮脇＞吉田＞横山），2017 年の大学生アンケート （横山＞

宮脇＞吉田） や 2018 年総選挙動画再生回数による推測 （宮脇＞吉田，横山の順

位は上方修正を要する） とを合わせて，卒業・辞退を除けば 2018 年において

AKB グループ内の実人気 3 トップは，JOKER ？のゆいはんこと横山由依，女

子力お化けのあかりんこと吉田朱里，えっちなさくらたんこと宮脇咲良 （年齢

順，最初のあだ名はいずれもさや姉こと山本彩による） の 3 人で，1 位はおそ

らく宮脇と見てよいだろう。

第 10 回総選挙後の AKB 坂道には大きな変化が立て続けに起こっている。山

166 横山は 2018 年 12 月 8 日 AKB 劇場で行われた『13 周年特別公演』で，「今日この場で次期

総監督を指名して，その子の成長を見守って，その子にグループを任せられると思ったら

卒業しようと思います」と述べて次期総監督に向井地を指名した （「AKB48 グループ次期総

監督に向井地美音を指名 『いつか認めてもらえるよう』と涙」『ORICON NEWS』2018-12-
08 20:29，https://www.oricon.co.jp/news/2125084/full/ ）。
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本彩の卒業と指原莉乃の卒業発表のほか，松井珠理奈との今後の関係が心配さ

れた宮脇咲良は PRODUCE48 で選抜された IS*ONE に 2 年半専念してその間

AKB・HKT の活動を休止することになり，2 本柱と次代エースが一気に抜け，

AKB の中核部分が真空になった。

他方，2018 年 12 月 8 日に起こった NGT 山口真帆暴行事件が NGT のほか乃

木坂，欅坂や嵐らジャニーズ所属男性アイドルの問題ともつながってきており， 

それに関わった男性が柱王ではないかとする説がネットで議論され，その男性

と NGT 支配人 （事件当時） 今村悦朗との関係も取り沙汰されている
167
。いずれ

も事実と断定できるような決定的証拠が出て来たわけではないが，かなり疑

わしいとする意見がネットでは大勢を占めた。その際，被害者である山口が

Twitter で一部メンバーへのフォローを外し，なんＪに載った事件の人物相関

図に「いいね」を付けたことが大きな影響を与え
168
，それらによって多くのファ

ンは山口の勇気と賢さを賞賛し，柱王のおかげで有名になった荻野に対する評

価は顕著に下がったようだ。文春はその男性等からかねてより盗撮写真などの

情報提供を受けており，彼や実行犯を庇うため，中井りかと，彼女と熱愛関係

にあるとかつて報道した男性の 2 人に濡れ衣を着せるような報道をしたことも

ネットでの議論でほぼ明らかになって，文春砲への AKB 坂道ファンの信頼も

失われた。

山口真帆と彼女を支えようとするファンたちのインターネット・SNS を通じ

た関係が NGT 運営や大手マスコミを追い詰めたという点でもこれは画期的な

167 「NGT 山口真帆を襲ったアイドルハンター集団『嵐』も標的に！」『東スポ Web』2019 年

02 月 13 日 11 時 00 分，https://www.tokyo-sports.co.jp/entame/entertainment/1277197/， 「稲岡

龍之介は今村悦朗支配人や NGT 運営と繋がっていた？人事情報筒抜け？」『駆け抜ける，

日々』 更新日 2019 年 1 月 15 日， https://trendy15.info/26755/，『【名推理】柱王が稲岡って確

定したわけだが』https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/akb/1547422802/l50， 2019 年 2 月 4 日閲覧。

168 「【速報】NGT48 山口真帆，なん J が制作し…事件の相関図に「いいね」する！！【まほほん】」

『AKB48 タイムズ （AKB48 まとめ） 』2019 年 01 月 26 日 16:20，http://akb48taimuzu.livedoor.
biz/archives/54792810.html。
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本彩の卒業と指原莉乃の卒業発表のほか，松井珠理奈との今後の関係が心配さ

れた宮脇咲良は PRODUCE48 で選抜された IS*ONE に 2 年半専念してその間

AKB・HKT の活動を休止することになり，2 本柱と次代エースが一気に抜け，

AKB の中核部分が真空になった。
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木坂，欅坂や嵐らジャニーズ所属男性アイドルの問題ともつながってきており， 
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167
。いずれ

も事実と断定できるような決定的証拠が出て来たわけではないが，かなり疑
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Twitter で一部メンバーへのフォローを外し，なんＪに載った事件の人物相関

図に「いいね」を付けたことが大きな影響を与え
168
，それらによって多くのファ

ンは山口の勇気と賢さを賞賛し，柱王のおかげで有名になった荻野に対する評
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ネットでの議論でほぼ明らかになって，文春砲への AKB 坂道ファンの信頼も

失われた。

山口真帆と彼女を支えようとするファンたちのインターネット・SNS を通じ

た関係が NGT 運営や大手マスコミを追い詰めたという点でもこれは画期的な

167 「NGT 山口真帆を襲ったアイドルハンター集団『嵐』も標的に！」『東スポ Web』2019 年

02 月 13 日 11 時 00 分，https://www.tokyo-sports.co.jp/entame/entertainment/1277197/， 「稲岡

龍之介は今村悦朗支配人や NGT 運営と繋がっていた？人事情報筒抜け？」『駆け抜ける，

日々』 更新日 2019 年 1 月 15 日， https://trendy15.info/26755/，『【名推理】柱王が稲岡って確

定したわけだが』https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/akb/1547422802/l50， 2019 年 2 月 4 日閲覧。

168 「【速報】NGT48 山口真帆，なん J が制作し…事件の相関図に「いいね」する！！【まほほん】」

『AKB48 タイムズ （AKB48 まとめ） 』2019 年 01 月 26 日 16:20，http://akb48taimuzu.livedoor.
biz/archives/54792810.html。
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出来事であり，NGT48 劇場支配人だった今村は人事異動を経て契約解除され，

AKB48 劇場支配人の細井孝宏もその職を退任させられ，2019 年の総選挙は行

わないことが決まった
169
。今後の展開次第では，山口が AKB 坂道の新たなヒロ

インとなるかもしれない。

おわりに── AKB 的セクシュアリティーの可能性

松井珠理奈のプロレス的発想は，男性優位社会の伝統的発想のひとつの形態

であり，サシハラスメントで中高年男性を楽しませ，指原会に宮脇への浮気投

票厳禁令を発し，運営に喧嘩を売るなどして，ヒール扱いされた指原莉乃もそ

うだったのだから，総選挙 3 連覇を達成した指原の真の後継者は宮脇咲良では

なく松井だったと言うべきではなかろうか？

しかし，松井は指原をモデルにしても指原のように臨機応変なところがなく，

「正直，言います」と自分の考えや気持をストレートに公言してしまいがちな

ため，あちこちに綻びが出てしまうようだ
170
。

それに対して，山本彩や横山由依に共感した宮脇は，AKB のバイセクシャル

な主要メンバーたちが長年築き上げ，横山本として洗練されてきたものに惹か

れ，その流れのなかで自分の第 10 回総選挙戦略も組み立てていたようだ。総

選挙順位では穴馬須田亜香里にも負けるかもしれないということは，正確な票

読みによれば事前に分かっていたことのようであり，それでも HKT のためだ

169 「ご報告」 『AKB48 Official Blog～1830mから～』 2019-03-07 21:00:00, https://ameblo.jp/akihabara48/ 
entry-12445106009.html, 「AKB48 劇場支配人・細井孝宏氏が退任　NGT48 めぐり SNS に不

適切な投稿」『ORICON NEWS』2019-03-07 21:10，https://www.oricon.co.jp/news/2131099/full/, 
「AKB48 選抜総選挙につきまして」『AKB48 Official Blog～1830m から～』2019-03-13 21:30:00, 

https://ameblo.jp/akihabara48/entry-12446503709.html。
170 近藤正高 ［2018］ 「『正直，言います』発言炎上の真相……松井珠理奈に何が起こったの

か？　初の 1 位から生誕祭“延期”へ，総選挙後の騒動を振り返る」『文春オンライン』

2018/07/03，http://bunshun.jp/articles/-/8026，「総選挙当日の松井珠理奈の異常行動」『mama・
sta』18/06/18 00:48，http://mamastar.jp/bbs/comment.do?topicId=3082302&sort=1。注 156 で

みたように，宮脇にも図に乗って歯に衣を着せぬことを公言してしっぺ返しを食らうよう

な未熟さがまだかなりあるようだ。
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けではなく，AKB の横山本的なものを守るためにも，自分が今年は出なければ

ならないと，立候補を決意したのだろう。

その結果，総選挙順位では松井・須田・SKE が圧勝した。しかし宮脇が 9 回

裏で逆転できずに負けて終わったはずなのに，松井発言を巡る炎上とともに延

長戦がはじまり，宮脇が逆転勝ちしたというのが，私なりの第 10 回総選挙に

おけるトップ争いのおおざっぱな理解である。正確には想定外の延長戦による

逆転勝ちと言うのは間違いで，山本が立候補しないことで指原の第 8 回・第 9

回総選挙 1 位が実質を伴わないことや金権総選挙そのものをやんわり批判し，

相対化してきたことの延長上に第 10 回の宮脇も位置づけるべきで，実質的な

評価は総選挙順位の外で行われるということが第 7 〜 10 回総選挙を通して次

第に明らかになってきたと言うべきだろう。第10回総選挙と並行して行われた，

韓国のプロ審査員による実力の評価と韓国視聴者 （国民プロデューサー） の投

票による日韓合同プロジェクト“PRODUCE48”でも，宮脇は常に松井の上に

位置し，最終順位も 2 位 （日本から参加した AKB 所属メンバーのなかでは 1 位） 

だった
171
。

AKB 総選挙は，金権競争の発想と，こじゆうのように総選挙順位を犠牲にし

ても守るべきものがあるという発想とが，2012 年第 4 回総選挙のころまで絶妙

171 「宮脇咲良が 1 位 『PRODUCE48』第 1 回国民投票ランキング発表＜ 1 位～ 96 位＞」『モデ

ルプレス』2018.06.16 13:44，https://mdpr.jp/news/detail/1773427，「『PRODUCE48』第 2 回国

民投票ランキング発表 上位メンバーが変動＜ 1 位～ 96 位＞」『モデルプレス』2018.06.23 
15:59，https://mdpr.jp/news/detail/1775022，「『PRODUCE48』第 3 回国民投票ランキング

発表 ランクアップしたメンバーは？＜ 1 位～ 96 位＞」『モデルプレス』2018.06.30 18:55，
https://mdpr.jp/news/detail/1776593，「松井珠理奈『PRODUCE48』降板　活動休止に韓国

でも心配の声相次ぐ」『モデルプレス』2018.07.08 13:40，https://mdpr.jp/news/1778268，
「『PRODUCE48』1 位～ 30 位の生存者が決定＜第 2 回順位発表式＞」『モデルプレス』

2018.08.04 13:00，https://mdpr.jp/news/detail/1783988，「 宮 脇 咲 良 が 1 位『PRODUCE48』
順位激動で宮崎美穂ら急激ランクアップ＜中間順位発表＞」『モデルプレス』2018.08.07 
20:19，https://mdpr.jp/news/detail/1784669，「『PRODUCE48』宮崎美穂＆宮脇咲良がワンツー

トップ 暫定順位発表＜ 1 位～ 30 位＞」『モデルプレス』2018.08.11 16:42，「『PRODUCE48』
宮脇咲良 & 矢吹奈子＆本田仁美，デビュー決定で涙のスピーチ＜日韓全 12 人コメントまと

め＞」『モデルプレス』2018.09.01 00:12，https://mdpr.jp/news/detail/1789818。『モデルプレス』

の PRODUCE48 に関する記事一覧は，https://mdpr.jp/tag/22813。 
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なバランスを保ってきたが，2013 年の第 5 回以降，資金力があり結束も固い中

高年男性ファンに支えられた指原が強みを発揮するようになって運営が推す渡

辺麻友と対決することで金権競争が優勢になり，2015 年ころからの指原総選挙

常勝体制を尻目に，実人気において断トツで，「365 日の紙飛行機」の大ヒット

で中高年女性までファンにした山本彩が 2 つのソロアルバムでメンバー間触れ

愛の伝統を洗練させ，それを再び総選挙に持ち込んだ宮脇が指原の男性原理的

発想を受け継ぐ松井と正面衝突することになった，とまとめることができるだ

ろう。

人類史の大半を占める狩猟採集時代に遺伝的に形成された人間性の基本が，

今日の人間の社会や心理の基底をなしているという生物進化論的な考え方
172

に

したがえば，人間社会の基本構造は，チンパンジーやボノボの群れと同様，男

性は生まれ落ちた共同体 （狩猟採集期においてはバンド） に終生所属し，女性

は他のバンドに移動して生殖・出産を行うというもので，女性が共同体と共同

体の間を媒介し，対立を緩和する役割を担っていた。

狩猟採集時代のバンド共同体は，同じ父系血縁で結ばれた男性たちと，他の

共同体からやってきた，父系・母系いずれについても出自の多様な女性たちと，

その間の子供たちとからなり，男性たちは大型獣などをもとめて何日間もバン

ドの基地をはなれ，女性たちはその間も基地に留まって食物採集や子育てをし

ていた。男性たちの結束は父系の血縁利他主義をもとに形成され，非血縁者に

も父系血縁が擬制され，それが氏族や，近代においては一民族一国家を理念と

する国民国家のナショナリズムになった。共同体と共同体，国家と国家との関

係は，父系血縁やその擬制を異にする集団同士の関係ということになり，集団

172 以下，生物進化論を採り入れた人間社会・経済に関する私見の概要は，平山朝治 ［2015］ 「互

酬性と交換の進化」『筑波大学経済学論集』第 67 号，http://doi.org/10.15068/00124230 にま

とめている。
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を異にする男性同士は，チンパンジーのように，何かというと殺し合いの喧嘩

をしたがることになった。

そのような集団間対立を緩和したり抑止したりする役割を，さまざまな集団

から嫁入りして一緒に過ごすようになった女性たちが担っていた。チンパン

ジーと違って男性の力の弱いボノボの集団では，女性たちの間にホカホカと呼

ばれる，公然と抱きあって性器をこすり合わせる同性愛的行為が発達しており，

血縁のない女性同士の絆の形成や維持に大きな役割を果たしてきた。狩猟採集

時代の人間社会においても，男たちが何日も遠方まで狩りにでかけるため性的

な欲求不満も高まりがちだし，猛獣の襲撃や他のバンドの男性による陵辱から

自衛するためにも女性たちの結束は必要だったはずだから，女性同士で公然と

触れ愛をして結束を高めるということは，あたりまえだったと思われる。男性

たちにとっても，女性たちが結束して他所の男性を排除するために触れ愛は機

能しているので，それを見るのは喜ばしいことだっただろう （サシハラスメン

トを中高年男性が好むのはそれとは異なり，自分にはできないことをする指原

に自己同一化して楽しんでいる）。私も含めて AKB の男性ファンに，メンバー

間の触れ愛を歓迎する心理があるのは，狩猟採集時代そういう機能がバンド内

の女性たちの触れ愛にはあったからだろう。

農耕牧畜がはじまって男性たちも共同体にいることが多くなり，やがて家父

長制家族など男性優位の社会が形成されてくると，共同体内の男性優位を確立

する過程で，女性同士の触れ愛や女性のバイな心理は抑圧されていったと思わ

れる。しかし，その遺伝的な傾向は急に変わることなく今日まで残存している

ことが，ストレートと自覚している女性も含めてレズ以外の女性はバイだとい

う実験結果によって明らかにされた。

狩猟採集期においてバンド間を媒介する役割を果たした女性を象徴するもの

として，女性器に似た子安貝などの貝殻装身具が作られ，遠距離交易を媒介す

るようになって貨幣として使われるようになり，貨幣経済が発達した。モノの
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形をとった女性原理は量や数で測ることができるという利点があるとともに，
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173
。逆に言
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AKB の恋愛禁止規則は建前としては異性同性を問わない
174

が，女性の場合，

173 「島崎はファンとの握手会などで愛想のない態度や素っ気ない対応を取る『塩対応』で人気

となり，その言葉自体が島崎を指すほどに浸透している。／／ 19 日に発表された，今年最

も話題になった言葉を選ぶ年末恒例の『「現代用語の基礎知識」 選　2014 ユーキャン新語・

流行語大賞』のノミネート語 50 に『塩対応』が選出。」 （「ぱるる『塩対応』流行語大賞ノミ

ネートにとことん塩対応」『東スポ Web』2014 年 11 月 20 日 21 時 00 分，https://www.tokyo-
sports.co.jp/entame/entertainment/336206/ ）。

174 篠塚彩奈 SHOWROOM，2017 年 9 月 22 日 （no a ［2017］ 『篠崎彩奈さん「同性同士も恋愛禁

止だから『ゆうなぁ』はアウトです w 『ゆいなん』は友達同士なのでセーフです。『ゆうなぁ』
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男性器の勃起のように性的興奮の有無を手軽かつ客観的に検証することはでき

ないため，AKB では同性愛は当初より事実上黙認されていたと思われるし，メ

ンバー同士の公然接吻などの触れ愛を歓迎する男性ファンが少なくないことも

しだいに分かってきたので，積極的にメンバー同士の性的接触が公開されるよ

うになってきた。

ファンと近距離で接触する機会が多いため，媚びを売るなどモノ化してしま

う可能性は AKB メンバーにとってかなり高く，金を集めなければ総選挙に勝

てない現在の仕組みは，その問題を深刻化させてきた。他方，金権総選挙によっ

てモノ化され，男性原理に従属してしまったメンバーとは異質なあり方を体現

しているメンバーが実人気では上位に来て目立つようにもなってきた。その間

の矛盾が，第 10 回総選挙で隠す術なく露呈したと言えるのではなかろうか。

男性優位的な価値観から自由になった AKB 的セクシュアリティーは，狩猟

採集時代の集団内における女性同士の関係性と男女の関係性とを現代において

再興するものと位置づけることができるのではなかろうか。それによって，モ

ノ化した女性原理である貨幣や男性への媚びの支配を相対化し，チンパンジー

的な父系血縁による集団間の争いを抑止・緩和することで，国家間をはじめと

するさまざまな対立をコントロールして平和をもたらしたり維持することがで

きるようになるのではなかろうか。

AKB グループは世界的に展開しているので，日本発の新しい流れが世界に広

がる道筋はすでにできはじめており，はんたんねぇのように，多数の会いに行

けるアイドルがモノ化に打ち克ってピュアになることが，今後是非とも必要で

あろう。そのためには支出額と投票数や握手時間との関数関係の変更が政策手

段として求められるだろう。

はガチなのでダメです。『ゆうなぁ』は，やましい関係です」』2017/09/24 に公開，https://
www.youtube.com/watch?v=pMBSiIXsY_4 ）。
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来年以降，総選挙が再開される場合には，たとえば以下のような改革が考え

られる。

① 　総選挙投票券つき劇場版は投票券と握手券を一本化して，あるメンバーの

個別握手券を購入すれば自動的にそのメンバーに投票したことにする。

特定のメンバーとの握手券を販売する劇場版につく投票券は不特定のメン

バーに投票可能となっているため，握手目当てのファンは投票権を転売して

購入資金のたとえば 8 割を回収することで，同じ出費で握手時間を 5 倍にす

るとか，ライバルの握手券つき劇場版を購入してライバルのファンが握手と

投票をするのを妨げつつ推しメンに投票できるといった弊害があることは，

劇場版に投票券がつくと発表された直後から指摘されていた （注 83 と同じ） 

が，第10回総選挙では，宮脇との握手券つき劇場版を購入していた松井のファ

ンが総選挙後の握手会で宮脇と面談した内容が松井ファン自身によってネッ

トで公開され，宮脇がその後握手会を中止した原因は松井ファンに握手会で

恫喝されたからだと多くの人は受け取ってその松井ファンを批判した
175
。ラ

イバルと握手できる劇場版を買って自分の推しメンに投票し，総選挙のあと

でライバルを傷つける言動を握手会で行うこともできるということがこれに

よって知れ渡ったので，総選挙で負けたら握手会でライバルを傷つけて仇を

とるというような発想でライバルの劇場版を購入するファンが今後出現する

可能性は低くないと思われる。これらの弊害をとりのぞくためにも，①は有

効であろう。

② 　1 回の個別握手会における特定メンバーに対する一人当たりの合計時間に

5 分などの上限を設ける。

175 『珠理奈ヲタが握手会で宮脇咲良を恫喝→さくらたんは握手会に出れなくなっちゃいまし

た』7 月 22 日〜 7 月 26 日，http://rosie.5ch.net/test/read.cgi/akb/1532225508/。宮脇ファンに

よる捏造とする書き込みもあるが，「列の時点で泣きながらさくら睨み付けてる，珠理奈ヲ

タ，異常だよ」 （18  47 の素敵な （茸） 2018/07/22 （日） 11:42:32.62） という目撃者らしい人の

書き込みもある。
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①のようにした場合，太ヲタが劇場版で何百票も投票したので握手時間も

長くとれたと，メンバーと長時間握手・面談しながら恩を着せることを防ぐ

必要があり，②のような上限設定が妥当ではなかろうか。

③ 　投票券や握手券目当てに必要の無い CD を抱き合わせで買わせているのは

資源の浪費なので，音源ダウンロードにも通常版や劇場版の CD と同様，単

価×ダウンロード回数に比例した投票券や握手券を与えることで，資源浪費

を嫌うファンは同じ出費で多数回ダウンロードして同じ数量だけ投票権や握

手券を入手できるようにする。

付録　AKB フィールドノート （2019 年 1 月まで） 

私の生まれた 1958 年は，森昌子さん，桜田淳子さん，岩崎宏美さん，石川

さゆりさんら，スター誕生などで誕生したアイドルや，おニャン子クラブ・

AKB 坂道をプロデュースした秋元康氏の生年で，70 年代以降のアイドルは自

分自身が生きてきた時代を語る上で不可欠であり，これからの日本や世界のた

めに，日本のアイドル文化のどういうところを若い世代の人たちに継承しても

らいたいかを論じることは，同世代のアイドルやアイドルプロデューサーご本

人たちとは異なる立場から私がなすべき大きな使命だと思って，近年，アイド

ルについていくつか論考をまとめてきた
176
。

秋元氏の最大の功績は AKB の創始であり，それは日本の社会や芸術産業の

歴史に刻まれた大事件だということはわかっていたが，それについて取り組む

176 ①平山朝治 ［2016a］ 「ポストモダン社会経済における， アイドルの芸術性と宗教性」『筑波大

学経済学論集』第 68 号，http://doi.org/10.15068/00137027
 ②同 ［2017a］「アイドルのミッション──作詞家の思想の消化と普及」『筑波大学経済学論集』

第 69 号， http://doi.org/10.15068/00145446
 ③同 ［2016b］ 「都はるみと阿久悠の演歌ルネサンス」『歴史文化研究』第 3 号，http://hdl.

handle.net/2241/00143788
 ④同 ［2017b］「演歌とは何か？──大正ロマンから昭和アイドルへ」『歴史文化研究』第 4 号，

http://hdl.handle.net/2241/00146872
 ⑤同 ［2018］ 「アイドル 150 年──アイドル・ブームと長期波動」『筑波大学経済学論集』第

70 号，http://doi.org/10.15068/00150843 
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にはそれなりの準備が必要だと思い，まず，70 〜 80 年代のアイドルについて

の同時代体験に基づく考察をまとめ （注 175 ①②），さらに明治の娘義太夫以降

の広義のアイドルの歴史を俯瞰しながら AKB を位置づける，という作業をし

てきた （③④⑤）。

しかし，外側から AKB の輪郭をなぞり，いわば外堀を埋める作業に終始し

てきたにすぎず，グループの人数の多さ，ファンとの距離の近さなど，AKB の

新しい特色は，実際にライブに行き，できれば本拠地の劇場に行かなければ実

感できず，それをせずにこれ以上 AKB について考えることは，「会いに行ける

アイドル」に会いに行かないで済ますということで，秋元氏に対しても失礼極

まりないことだと思い，以下のような AKB 坂道体験を 5 月から 8 月にかけて

した。本文はそのようなフィールドワークから生まれたものなので，この付録

は会いに行けるアイドルにどのように会ったかについてのフィールドノートの

まとめと位置づけることもできる。

AKB に対する私の着眼点は，AKB 論の蓄積がかなりある論壇や学界でもか

なり異色のようなので，どのようにそれが得られたのか，その概略を記すこと

は，私の AKB 論を理解されやすくするためにも必要であろう。濱野 ［2012］ も，

タイトルからして出版当初は突飛な議論だったと思われ，ご自身がどのように

ぱるる （島崎遥香） 推しになったのかの告白がなければ，「何を考えているんだ

この人は」とうち捨てられることが多かったのではないかと思う。

AKB グループの劇場チケットを入手するには，『AKB グループチケットセン

ター』に登録しなければならないことがわかり，新規登録しはじめたところ，

少なくとも 1 人推しメンを指定しないと先に進めないようになっていたので，

挫折しそうになった。ゆうちゃん （大島優子），あっちゃん （前田敦子），とも

ちん （板野友美），まゆゆ （渡辺麻友） などある程度知っているメンバーは卒業

してしまっており，現役のなかでは知名度が最も高いさっしー （指原莉乃） は
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タイプではないと感じていたので，とにかくまず，AKB （本体） の現役メンバー

一覧を見たところ，そのなかに，1959 年 2 月 12 日生まれと，私と誕生日が同

じでちょうど一歳下の同世代アイドル岡田奈々の名があったので驚いた。岡田

のファンだったわけではないが，誕生日が同じで悪い印象を持ったこともな

かったので調べたところ，AKB の岡田奈々は別人で，「奈々」は誕生日 11 月 7

日の「7」に因んだものだが，同姓同名の元祖岡田奈々も意識した命名らしい

とわかった。2 代目岡田奈々・愛称なぁちゃんは新たにできた STU 兼任でその

キャプテンだということがわかり，瀬戸内の山口県小野田市で生まれて小学校

まで育ったというご縁があるので，とりあえずなぁちゃん推しで登録した
177
。

2018 年 5 月 11 日に銀河劇場の案内メールで『乃木坂 46 版　セーラームーン』

が近々あることを知った。AKB をまずよく知らないと乃木坂のことも分からな

いとは思ったが，AKB のチケットは抽選のためいつになったら行けるかわから

ないので，とりあえずそれを購入して，2018 年 6 月 12 日に観に行った。しかし，

基礎がしっかりしていて歌唱のレベルも高いのは，乃木坂メンバー以外の助演

のプロで，プロと一緒に半しろうとが演じるのでは未熟さなど欠点ばかりが目

につくし，ルックス的にも，AKB より平均レベルが高いとよく言われる乃木坂

メンバーに見劣りしない助演プロもおり，こんなことなら行かなければよかっ

たと後悔した。

AKB のチケットが当選するまでにまずは初期メンバー神 7 の顔と名前があま

り一致していない状況を克服しようと，インディーズやデフスターの初期シン

グル・ミュージックビデオをまとめた『逃がした魚たち』を見ることにした。

AKB が『大声ダイヤモンド』でブレイクしはじめたあと，多分 2009 年ころ

に，あっちゃんと堀北真希を混同して，堀北が AKB 初期の絶対エースだと誤

177 「新規会員登録」『AKB グループチケットセンター』https://ticket.akb48-group.com/home/
mail_input.php，2018 年 4 月 22 日登録。
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タイプではないと感じていたので，とにかくまず，AKB （本体） の現役メンバー
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解した。秋葉原通り魔事件のとき歩行者天国だった AKB48 劇場界隈になかな

か行く気になれず，AKB そのものについてもなんとなく敬遠してしまったため，

その誤解を正さないまま時間が経過し，2017 年夏に⑤の原稿を書くときに，堀

北が AKB メンバーだったことはないとはじめて認識した。

初期 AKB のなかで断トツのゆうちゃんを差し置いて絶対エースになれるの

は，ゆうちゃんと同じ 1988 年 10 月生まれの堀北くらいしかいないはずだとい

う先入見があったようだし，謎の女・キャラ不明とされるあっちゃんは人違い

されやすいのかもしれない
178
。

あっちゃんは堀北とは別人だとはわかったが，どの顔があっちゃんなのか

はっきりしないまましばらく放置していた。麻里子様 （篠田麻里子） にまとわ

りついたり，さや姉 （山本彩） のおっぱいに触り，おっぱいちゃんと呼んで推

したということを知ってから，私のなかであっちゃんの株が上がり，はっきり

アイデンティファイできるようになった。歌唱力，演技力やルックスなどの個

人的特性とあい並んで，メンバーたちの関係が，個々のメンバーの認知や評価

に影響するという AKB 坂道メンバーのアイドルとしての特徴がここにもあら

われている。それまで，美人キャビンアテンダントみたいといったありきたり

な印象しかなかったこじはる （小嶋陽菜） とゆうちゃんのやりとりを知るうち

に，こじはるの個人的評価もこじゆう （こじ
0 0

まはるな＋おおしまゆう
0 0

こ） の評

価も高くなったり，ゆうちゃんとはこじはるを巡って永遠のライバルだと言い

つつもこじゆうをみんなに認めさせるために手を尽くしたことを知って，たか

みな （髙橋みなみ） の評価が高くなったり，さや姉の 2nd アルバム『identity 』

の主役 JOKER がゆいはん （横山由依） ではないか？と思ったとたん，2 人の個

人的評価も横山本 （横山＋山本） の評価も高くなるなど，個々のメンバーの認

知や評価と関係の認知や評価は密接に関係している。

178 あっちゃん推しの大学院生にこのことを話したところ，彼はもともと堀北のファンで，堀

北と似ているのであっちゃん推しになったと言い，私の取り違えを支持してくれた。
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堀北とあっちゃんが別人だとわかったあとで『逃がした魚たち』を見たおか

げで，その時期のあっちゃんは絶対エースと呼ばれるほどの存在ではなく，イ

ンディーズ時代はたかみなと同格以下，2 期生のゆうちゃんが出てくるように

なると，子役時代からのキャリアがあり，演技の上手いゆうちゃんに対する運

営の評価が高まって，ストーリー性優位の MV ではゆうちゃんがあっちゃんよ

りも優位に立ち，楽曲センターポジションではゆうちゃんと付き合って魅力を

増したこじはるがあっちゃんを脅かすほどになったということを偏見無く認識

することができたと思う。文春版「オールタイム・ベスト AKB」では 1 位＝さ

や姉，2 位＝ゆうちゃん，3 位＝ぱるるで，絶対エースだとすれば絶対 1 位の

はずのあっちゃんは 4 位とぱるるよりも低かったことも，「絶対エースあっちゃ

ん」神話は運営の創作で一般には浸透していないことの証拠になるだろう。

AKB チケットセンター登録のときなぁちゃん推しにしたあと，その理由とし

て 1 つ年下で誕生日が同じアイドルと同姓同名で瀬戸内の縁があるというだけ

ではあまりにつれないので，少しはなぁちゃん自身について知らないと，と思っ

てネットをみているうちに，なぁちゃんと村山彩希 （愛称ゆいりー，岡田はゆ

うちゃんと呼ぶ） の「ゆうなぁ」カップルなど，恋愛禁止と言われているにも

かかわらず，AKB のメンバー同士の恋愛関係公表が黙認されたり，時に宣伝

材料として積極的に利用され，You Tube などでダイジェストなどが公開されて

いる AKB メンバーたちの SHOWROOM のゆうなぁものに対するコメントから，

男性も含めたファンの間では嫌われるよりむしろ好まれる傾向があることを発

見した。

私自身，レズビアン同士だと男を排除した関係なので疎遠に感じるが，バイ

セクシャルな女性同士のそういう関係は受け入れ可能というか，場合によって

は好む傾向が従来からあった。妻は女子高出身で，今でも付き合いのある当時

一番の親友は恋人に近かったと告白したことがあったが，土曜日の午後その高
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校近くの公園でしっぽりと寄り添う女子高生カップルを実見したこともあった

ので，ゆうなぁも違和感なかった。

今まで AKB について論じてきた学者・知識人は AKB の多く （おそらく圧倒

的多数） のメンバーにみられるバイなセクシュアリティーを無視してきたよう

だが，それをスルーしていては AKB について何もわからないどころか誤解し

てしまうと感じ，この論文では「触れ愛」と名付けたメンバー同士の性愛的ニュ

アンスも含む親密な関係は AKB ではいつごろからファンも見るようおおっぴ

らに表現されているのか，もともと誰がそういうことをはじめたのかをはっき

りさせなければならないと思い，その成果をまとめてみた。ゆうちゃんがえれ

ぴょん （小野恵令奈） を犯そうとするというみぃちゃん （峯岸みなみ） 演出撮影

の写真 （図 5） がおそらく発端で，あっちゃんが絶対エースとされたのは，じゅ

りな （松井珠理奈） があっちゃんと W センターを組み，AKB が大ブレイクしは

じめた『大声ダイヤモンド』とほぼ同時にゆうちゃんが男目線で女性を可愛い

と思うとカミングアウトしたことを問題視したため，ゆうちゃんやゆうちゃん

の恋人こじはるが干された結果だと思うようになった。

ゆうちゃんが山手線車内で公然とこじはるの体にお触りしていたという『ダ

ウンタウン DX』視聴者の目撃談が公になり，ゆうちゃんがこじはるの唇を奪

うシーンを激写したたかみなの「友撮」スクープを経て，ゆうちゃんがこじゆ

う結婚写真を第 2 回総選挙にぶつけて公開し，1 位になったら坊主にするとい

う幻の （事務所が許さず，お蔵入りになった） 公約を開票 2 日前に公にして，

ゆうちゃんは見事 1 位を獲得した （図 9，10）。こじゆうのなかでは人前ではゆ

うちゃんが積極的だったし，見事総選挙 1 位にもなったのだから，ゆうちゃん

は AKB の絶対ヒロインで，彼女が卒業してもその地位は誰かが後を襲うこと

のできない永世称号だと断言してよいだろう。

大阪出張の機会があったので，NMB は遠方枠もあり，一般枠の倍率も AKB
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よりきっと低いから，もしかして当選するかも，と思って，2018 年 5 月 30，

31 両日の夜は他の予定を入れずに申し込んだ。30 日は午後になって落選が確

定し，その日ニコニコ動画の生放送で AKB48 劇場のサムネイル公演・横山由

依生誕祭と総選挙速報があったので，梅田のホテルに戻って視聴した。

2 代目総監督横山由依の愛称は「ゆいはん」で京都府生まれということもそ

のとき初めて知り，私の両親も京都生まれで私自身幼い頃は京都弁を喋ってい

たように本来は山口弁ではなく京都弁ネイティブであり，親戚の多くは京都と，

STU キャプテンのなぁちゃんに劣らずご縁があると思っているうちに，ゆいは

んとなぁちゃんのデュエット「過ち」
179

があり，2 人とも互角に歌が上手いとい

うことがわかった。ニコニコ動画のコメントでも「AKB がこんなによい （ハイ

レベルだ） とは思ってなかった」「ファンになろう」などという賞賛がどんどん

あらわれ （コアなファンは専用の動画配信を見ていたはずなので，ニコニコ動

画のコメントは公平に視聴できる人のものが多かっただろう），同じ感想は私

だけではなかったのでうれしくなって私もコメントしたくなり，総選挙の目標

は 3 位以内と言うゆいはんの MC を受けて「ゆいはん　3 位以内になったら舞

妓はんの衣装着てください」とコメントしたが，ご本人は見ていないので，「会

いに行ける」感はなかった。歌唱力で京都のゆいはんは瀬戸内のなぁちゃんと

並んで，AKB 本体有力メンバーのなかでトップレベルということがわかるとい

179 AKB の 8th アルバム『サムネイル』 （2017 年 1 月，1 位，63.3 万枚） に最後の曲として収録

されているが，山本彩と AKB メンバーではないベテラン男性歌手稲垣潤一のデュエットと

いう，AKB 離れした曲である。稲垣は 1953 年生まれで，最初のヒット曲である 3rd シング

ル『ドラマチック・レイン』 （1982 年 10 月，8 位，31.4 万枚） が秋元康作詞の曲としてもは

じめてのザ・ベストテン入り （最高 9 位，3 週ランクイン） となり （「稲垣潤一『「ドラマティッ

ク・レイン』は秋元康初のベストテン入り曲」『SmartFLASH』2017.04.14，https://smart-
flash.jp/entame/18425 ），この曲のヒットは中森明菜のブレイクや薬師丸ひろ子『セーラー

服と機関銃』 （1982 年 11 月，1 位，86.5 万枚） 大ヒットとも重なり，明菜・松田聖子・薬師

丸ひろ子といった 80 年代トップアイドルとともにベストテン番組でドラムをたたきながら

歌っており，そんな稲垣とさや姉がデェットするこの曲は，稲垣とともに自分も作詞家と

して世に出た秋元にとって，ようやく稲垣からバトンを渡せるような逸材を得たという感

慨を込めたものではなかろうか。
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う大きな収穫が，NMB 落選のおかげで得られた。
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180 「キャンセル待ちおまけ」は AKB48 劇場にはない制度で，「事前のキャンセル数に応じての

発行のため『キャンセル待ちおまけ』募集が発生しない場合」もあるが，「募集を行う場合

には原則として公演日の前日 20:00 ～公演当日 8:59 まで募集を」行う （https://ticket.akb48-
group.com/home/guide/about_ticketing_NMB.php#cancel，2018 年 8 月 21 日閲覧）。
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かったので全くのノーマークになってしまっており，アルバムデビューしてい

ることも知らず，NMB 所属でしかもキャプテンだとも記憶してはいなかった。

しかし，31 日に NMB48 劇場のキャンセル待ちおまけに当たったおかげで，総

選挙は NMB やゆいはんに不利なように制度設計されているということや，さ

や姉の実人気の髙さを知ることができたので，さや姉のアルバムやライブ映像

を購入して視聴し，AKB チケットセンター登録の推しメンとして NMB はさや

姉にした。山本は妻の旧姓と同じ，彩は私たちの世代のトップアイドル松田聖

子の娘の名と同音で，聖子ちゃんの後を継ぐにふさわしい，という姓名のご縁

もあった。

5 月 30 日には NMB の劇場公演がはずれたおかげでゆいはんが京都出身で歌

ウマなのを知り，翌日のおまけのおかげでさや姉や NMB の実人気を知ること

ができたというように，大阪での 2 日間で AKB （本体） と NMB を続けざまに

体験でき，現在の AKB （グループ） をとらえる鍵となる横山本が私の中で揃い

踏みすることになった。

6 月 24 日には AKB48 劇場公演にはじめて当選したが，研究生主体の『アイ

ドル修業中』公演だったので，知らないメンバーばかり，終わった後も名前と

顔が一致して印象に残ったメンバーはおらず，推しメンに登録したなぁちゃん

やさや姉は実際にライブを見たわけではないというように，なかなかリアル推

しメンが見出せない状態が続いたが，劇場全体がレトロな雰囲気に満ち，ヴァー

チャルなものにあふれた秋葉原のなかでは特異な空間である 181
ことや，客席か

181 秋元氏は「5 年くらい前 ［2002 年ころ］ からアイディアはあって，それが少しずつ形になっ

ていった感じなんですね。まず従来の芸能ビジネスの，マスメディアからお客さんに一方

的に与えるという方法論に限界を感じていたこと。あと，その時期にちょうど web が普及

してヴァーチャルアイドルみたいなものが出てきて，そういうプロジェクトに関わらない

かっていう誘いもあったんですが，何かが足りないって思っていて ･･････。ヴァーチャル

で完結するんじゃなくて，そこに真逆なナマのリアルさをぶつけたらどうなるんだろうっ

て思ってた。そのあたりから，〝劇場があって，そこでアイドルを育成する〟っていう企画

が明確になっていったんです」と述べている （山下剛一編 ［2007］ 『48 現象──極限アイド
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らステージに向かって右 （上手） の柱の外側斜め後ろの席をとることができて，

二本柱の妙を実感できた。

銀河劇場で行われた AKB チーム 8 の舞台『KISS KISS KISS』は 7 月 20 日と

22 日に申し込んだところいずれもキャンセル待ちで指定席がとれた。1 度目は

『Teacher Teacher』でセンターだった白雪姫役の小栗有以のほかはアイデンティ

ファイできるメンバーがいないまま終わり，2 度目は顔と名前が一致しやすい

よう開幕前に買ったパンフレットを片手に 2 階席最後列で観たが，主役サロメ

が「よこやまゆい」だったので，あれ，ゆいはんはチーム 8 だったっけ？と思

い，サロメが出てくると顔も別人のようなのでゆいはんは顔が二つあるのか？

と訝り，パンフレットをよく観ると出身は KYOTO ではなく AOMORI なので

わけがわからなくなり，演技力はサロメ役をするくらいだからかなりあるとし

て，歌唱力は AKB ではごくありきたりのレベルだったので，とにかく絶対ゆ

いはんじゃないと思った。終演後，チーム 8 のよこやまゆいは青森出身の横山

結衣で，京都出身の横山由依とは別人だと確認できた。山本彩と山本彩加と山

本綾 （声優とバイオリニストが同姓同名） や元祖と 2 代目の岡田奈々もそうだ

が，これだけ人数が多いと氏名がよく似たメンバーや有名なアイドル・音楽家

と同姓同名のメンバーがしばしばいるものだと実感し，今後ゆいはんとさや姉

だけは人違いしないように注意しようと決心した。公演の終わりの方で写真・

動画撮影可のコーナがあり，メンバーが手分けして，キャンセル待ちでギリギ

リとれた 3 階席最後列の後ろの通路までくまなく通って近くにやって来て歌い

踊り，抽選でメンバーとの 2 ショット撮影やティーパーティーがあるなど，48

劇場より広い会場でも，多人数や抽選を生かして「会いに行けるアイドル」を

実践していることが分かった。

横浜アリーナで行われた，8 月 2 日の『AKB グループ感謝祭〜ランクインコ

ルプロジェクト AKB48 の真実』ワニブックス，34 頁） と語っていた。
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ンサート〜 （2 日目：総選挙 2 位〜 16 位） 』では，推しメン （ＤＤ＝誰でも大

好きもアリ） を指定することになっていたので，既に登録して総選挙で選抜に

ランクインもしている唯一のメンバーなぁちゃん推しで応募し，会場が広く，

競争率も低かったせいか当選した。6 位のゆいはんは 7 月に練習をはじめたば

かりのバイオリンで『情熱大陸のテーマ』や『Everyday，カチューシャ』イン

トロとアウトロを演奏した。幼い頃からエレクトーンをしていただけあって音

程は初心者レベルを超えた正確さで，次はビブラートをかければかなり聴ける

ようになると思った。

3 歳からバイオリンをはじめて，小 3 で山口県コンクール 1 位になり，中学

進学と同時に東京に引っ越したあとは，ロン＝ティボー 3 位をとった，山口の

先生の娘さん先生に師事して，小 5 ころから音楽系には進まないと内心固く決

めていたが，中 3 の夏に最終的に音楽系には進学しないと先生に告げたように，

プロのバイオリニストになる可能性もあった私としては，初期の AKB48 劇場

では何もできないあっちゃんなどにあれこれアドバイスをするのがファンの仕

事だったように，そのころだったらゆいはんにも何か言うべきところなんだと

思いながら，バイオリンに挑戦したゆいはんにますます親しみを持った。なぁ

ちゃんもプロのストリングオーケストラをバックに熱唱したが，まだまだ初心

者でも，というか，だからこそ，ゆいはんが自らバイオリンを弾いた方が私に

とってはリアルなアイドル育成の場という本来の AKB らしいと，昔のあっちゃ

んとファンのやりとりを想像しながら思った。

広い横浜アリーナでも，メンバーが自分の推しメン席をくまなく回り，動画

や写真も自由に撮影できるコーナーがあった。ところどころわざと一列空席が

あるのも，メンバーがそこを通れるようにしてあるということがわかった。1

万数千人の横浜アリーナでも 746 席の銀河劇場と同じくらい近くまでメンバー

がやってくる，しかもここでは推しメン席ごとに分かれていてお気に入りのメ

ンバーが近くにやってくるというのは，やはり多人数だからできることだが，
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工夫されていると感心した。なぁちゃんはファンの持っていた自分とゆみりん 

（STU 瀧野由美子） の団扇でポーズを決めて写真をとらせるなどのサービスを

していた。

終演後，出口にメンバーごとの仕切りがあり，推し変にも対応できるよう，

申込みのときの推しメンにとらわれずにどこか好きなメンバーのいるところを

通って外に出るようになっていた。総選挙 5 位のなぁちゃんと 6 位のゆいはん

は向かい合わせで同じ通路から出ることになっていたので，どちらに寄るか決

めないまま通路の中央を進んでいると，ゆいはんと知りあいらしい大柄のファ

ンが少し立ち止まって挨拶をした瞬間，その前に空間ができ，そこに吸いこま

れるように入り込んで「ビブラートをかけたら上手く聞こえますよ！」と声を

かけたところ，ゆいはんは「バイオリン！」と応えてくれた。AKB のメンバー

はおろか，70 年代以降のアイドルで，直接話しかけ，話し返してもらうという

コミュニケーションが成り立ったのは生まれてはじめてなので，「会いに行け

るアイドル」にはこういうことが起こるんだ，しかも武道館より広い横浜アリー

ナで！と，あまりに思いがけない展開に驚くとともに，初期のあっちゃんとファ

ンのようなやりとりも実際に体験できて，これで私にもリアル推しメンができ

たと，ジワった。

その夜，AKB チケットセンターの推しメン登録も，AKB （本体） は （少し前，

なぁちゃんは STU に移して韓国で収録して放送中の PRODUCE48 で注目され

た竹内美宥にしていたが，タイプ的にはあまりピンとこないので「気になるメ

ンバー」に降格し，） ゆいはんに確定した。

その翌日 8 月 3 日は，川崎市スポーツ・文化総合センターで NMB48 LIVE 

TOUR 2018 in Summer 第 2 回公演があり，できれば中野サンプラザの第 1 回

のほうに行きたかったが仕事の都合で行けないので，第 2 回のほうに申し込ん

で当選した。同じ川崎駅の反対側でやっていたフェスタサマーミューザ川崎で
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は，その日，神尾真由子バイオリン独奏でサン＝サーンスのコンチェルト第 3

番とオルガン付き交響曲の神奈川フィル公演があり，4 月に入場券を購入して

いたが，午後のリハーサルだけ聞き，夜は NMB に行った。第 1 回公演でさや

姉の突然の卒業宣言があり （多くの人が早く卒業してソロでやったほうがさや

姉自身のためによいに決まっていると思いつつも，総選挙の結果が散々だった

NMB を大黒柱が卒業できるか疑問視していた），その直後の公演に行けたこと

は，神尾の本番をキャンセルしてあり余る価値があった。バイオリンは昨日ゆ

いはんを聴けたから今日の本番は聞き逃しても悔いは無い，という気持もあっ

た。こんなことを書くとチャイコフスキーコンクール 1 位の神尾に失礼かもし

れないが，音楽は上手いか下手かだけではない。

実人気・実力ともに AKB 坂道トップのさや姉，女性ファンの多さではおそ

らく AKB 坂道トップのあかりん （吉田朱里），文春版オールタイムベストでは

総選挙出場者中トップで次世代エース最有力候補ともされるゆーり （太田夢莉） 

がそろい，2線級 3線級ばかりだった 5月 31日のNMB劇場公演とは全く異なっ

て，現 AKB 坂道の全グループ中でも最高レベル，NMB 史上でも空前絶後の贅

沢なメンバーの公演だったと言って良いだろう。

このときも，銀河劇場や横浜アリーナのときと同様，メンバーが分担して各

階の座席の通路をくまなく回るコーナーがあり，ステージから一番遠い 3 階席

中央最後列の席だったのが幸いしたのか，私の席はさや姉が近くを通るところ

で，近距離から本物のさや姉が動き，微笑むのを観ることが出来た。大阪出張

の時といい，ゆいはん・さや姉との距離が縮まることが 2 度とも 2 日続けて起

こるのは不思議だという漠然とした印象があった。

終演後，川崎駅に向かって歩いていると，近くの女性ファンたちが，「AKB

はこんなに （観客との） 距離が近いとは！病みつきになるね」などと話してい

た。女性専用席が設けられていて，きっとそこにはあかりんが回ってきたのだ

ろうと思った。「 （まだ無名の推しメンを） 見つけたよ」と話している若い女性
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もいたので，多人数のなかからまだほとんど知られていないメンバーを見出し

て目をかけるということは，若い同性ファンでも，今回のように約 2000 席の

かなり大規模なホールでも，起こることを知った。

後日，さや姉の 20 歳生誕祭に寄せたゆいはんの手紙に「初めて一緒になっ

たお仕事は AKB48 の『Everyday，カチューシャ』の MV 撮影。その時はお互

い緊張してて，2 人ペアの写真撮影もぎこちなかったのを覚えています。」と書

かれていたことを知り，きっとゆいはんはさや姉への思いを込めて一生懸命バ

イオリンの練習をしていたんだろうか？と思うと，胸がキュンとして，なんて

可愛い娘なんだろうと思うとともに，このように感じるのはちょうどさや姉が

BL にはまるのと同じだと気付いた。

「『情熱大陸のテーマ』を見事に演奏した横山は，続いて『Everyday，カチュー

シャ』のイントロを弾いたが，音を外しまくって笑いが起こり，本人も思わ

ず苦笑いした。歌い終えてからもう一度，アウトロを演奏したものの，また

もやうまくいかず，MC で登場した同期の大場は『最後のは何？』と突っ込

んで会場は爆笑の渦に。
182
」という風で，『情熱大陸のテーマ』と同じレベルで

『Everyday，カチューシャ』をうまく演奏できなかったのは，さや姉が卒業発

表をした直後に 2 人の想い出の曲を弾くことになって気持が普通ではなくなっ

てしまったからのようで，「その時はお互い緊張してて，2 人ペアの写真撮影も

ぎこちなかった」が思わず再現されてしまったのではないか？と思われ，これ

もまた得も言われず可愛いと感じた。

8 月 17 日，Seiko Matsuda Concert Tour 2018 Merry-go-round の武道館公演に

行った。ファン層の年代は AKB とそれほど違いはないが，若い女性ファンが

結構いるので，若い頃松田聖子ファンだった世代が主力の指原会よりも平均年

182 「AKB48 総選挙感謝祭は女王・珠理奈不在 須田・宮脇ら選抜 15 人が大熱演」『ORICON 
NEWS』2018-08-02 22:42，https://www.oricon.co.jp/news/2116843/full/。
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齢は下だろうという印象を受けた。80 年代のヒット曲は今聞いても古いと感

じない。原キーで歌った曲は多分なく，曲によって半音から長三度下げている

ようで，若いころの最低音はバイオリンと同じＧ 3 だったが今は E3 が楽に出

ているので，声域の幅が下にかなり広がり，落ち着いた曲の魅力は増している

ようで，『SEIKO JAZZ』 （2017 年 3 月，6 位，2.0 万枚） が 2017 年 5 月に Verve 

Records から全米リリースされた
183

のも頷けた。歌が上手く，加齢を生かした

新境地を拓いているので，若い世代の新たなファンも獲得しているのだろう。

頭に赤いスイートピーを咲かせ，黄色のはっぴを着た男性が，開始のとき最

前列で客席の方を向いてタンバリンをパンダのグローブで打ち鳴らして聖子

コールの音頭をとっており，かつての親衛隊を髣髴とさせた。AKB グループの

劇場公演やコンサートでは大多数の観客はペンライトを持参して曲の間ほぼつ

ねに振っており，2 本を両手で振る人も多く，後方席でもオペラグラス持参の

人は稀だが，聖子ツアー武道館ではオペラグラス持参の人が多く，ペンライト

は少なかった。かつてはペンライト持参ということはなく，使い捨てのサイリ

ウムを会場で販売または無料配布することが多かったのではなかろうか。

8 月 21 日の AKB48 劇場『サムネイル』夜公演は，なぁちゃんが声帯結節手

術直後のため出られないものの，5 月 30 日のゆいはん生誕祭とほぼ同じメン

バーで，ゆいはんをはじめ，今や長老格のゆきりん （柏木由紀），みぃちゃん，

8 月 2 日推しメン席がなぁちゃんの隣りで，境界に近かった私の席のすぐ横に

来たとむ （武藤十夢），みーおん （向井地美音） ともぎちゃん （茂木忍） のもぎお

ん （ラブラブさんに出た 1 組目のカップル），みーおんに拳銃を向けられたこみ

はる （込山榛香） や，なぁちゃんが目玉が好きと言ったみゆぽん （大森美優） と，

AKB のメンバーをそれほど知らない私でも多かれ少なかれ知っているメンバー

が大勢出るので倍率も高いはずで，あまり期待せずに応募したところ，キャン

183 「松田聖子『SEIKO JAZZ』，名門ジャズレーベルから日本人初の全米リリース『BARKS』
2017.3.31 12:31，https://www.barks.jp/news/?id=1000140295。
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セル待ち 132 番という通知が来た。NMB の経験で，キャンセル待ちだと劇場

内に入れなくても外で実況中継が観られるので，この番号ではまず中に入れな

いだろうと思ったが，リアルタイムの実況もそこでしか見られないので行って

みた。NMB とは多少違い，終演後のメンバーのお見送りに，キャンセル待ち

で場外になった人のなかから抽選で 10 名参加できるようになっていて，5 倍く

らいの競争率だったが運良くそれに参加できることになった。

舞台の外側では，今日はプロジェクターの調子が悪いので，スクリーンでは

なく天井から下げるように二面備え付けられている液晶画面が使われ，多分一

番よく見える位置を確保できた。キャンセル待ち番号が入場順抽選外で見通し

の悪い後方立ち席になるよりも
184
，観覧料は一切払わないのに，メンバーの大

写しもあり，マイクを通した音は場内とそんなに違わない （場内の音も漏れて

いた） し，外のほうがむしろよかったかもしれない。

ゆいはんの次にお目当てだったのは，ゆうちゃんとえれぴょん （小野恵令奈） 

の写真を演出撮影し （図 5），『ヘビーローテーション』MV 公開にゆうちゃん

とのキス写真で対抗し，EXILE 系ダンサー白濱亜嵐宅でのお泊まりを『週刊文

春』2013 年 2 月 7 日号で暴露されて坊主頭にし，『恋愛総選挙』で男が好きか

女が好きかわからないと発言し，『僕らが考える夜』での LGBT を巡る討論の

さい，さっしーがサシハラスメントを差し置いて他のメンバーにふったのを引

き受けて「女の子と付き合える自分もいる」とバイをカミングアウトし，舞台

の上で伝説のおっぱいちゃん触りを再現するなど，AKB 的セクシュアリティの

開拓と確立にとってゆうちゃんに次ぐ功労者だと尊敬しているみぃちゃんだっ

た。キャッチフレーズ「年中無休の反抗期」に似合わず反省や謝罪のためだけ

に坊主頭にするみぃちゃんだろうか？　ゆうちゃんの幻の総選挙公約の影響が

184 一般の入場者は，抽選で入場順を決め，空いている席ないし立見空間を確保するようになっ

ているが，キャンセル待ちでその抽選に加われないが入場可能な人 （その日の場合，正確な

番号は控えなかったがおおむねキャンセル待ち番号 60 番以下 80 番くらいまで） は，残され

た空間のどこかに，チケット代金を払って順番に入場していた。
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あるとすれば，女も好きになるので女の命を棄てて坊主になるのはたいしたこ

とじゃないといった意味があるのかもしれない。

「過ち」でゆいはんと組んだのは誰だったか，正直言ってものたりなく，ゆ

いはんも相方に調子を合わせるためか，いまいち本来の歌唱力を発揮できてい

なかった気がする。AKB 本体ではゆいはんと互角に組んで「過ち」を歌えるの

はなぁちゃんくらいなのだろうか？ゆいはんとさや姉が組めばきっとオリジナ

ルの稲垣潤一×山本彩以上，最高のはずなのに，などと思う。

最後のお見送り直前に，劇場に入った。後方の立ち見席の一番うしろでしば

らく待っていたが，前回とは逆に観客席から舞台に向かって左 （下手） の柱の

近くだった。そのさらに下手には舞台と直角に通路があって，前の方の見通し

がよく，舞台の一番下手側に立っているゆいはんの姿が 10 メートル先くらい

によく見え，普通にしゃべるマイクを通さない声もよく聞こえたので，キャン

セル待ちで入れなくても無料でお気に入りのアイドルとこんなに近くで何分か

過ごせるチャンスがあるというようなことは，「会いに行けるアイドル」の醍

醐味のひとつだろうと思った。

お見送りとは，それほど高くない舞台の最前列にメンバーが並ぶ前を一列に

なって観客が通る際に手を振り合ったりすること （昔はハイタッチだったそう

だ） だが，私の前の女性が持っていた団扇がゆいはんくらいの年齢のメンバー

にとって想い出深い品だったらしくてそちらばかり注目され，ずっと団扇を見

ていたみぃちゃんとは目を合わすこともできず，ゆいはんもその団扇に意識が

しばらく向いていたようで，こちらを眺めても目線がこちらに向かっているよ

うな感じはしなかった。

団扇にみぃちゃんもゆいはんも注目してしまったため，少し残念なお見送り

のあと，駅のホーム下のAKB48カフェに入ったところ，6月25日に催されたチー

ム 4 の『手をつなぎながら』公演・ゆいりー生誕祭を放映していて，最近のゆ

うなぁに接することができた。 
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生誕祭でみぃちゃんからのお祝いの手紙をなぁちゃんが代読した。13 期・14

期研究生から昇格したメンバーで 2013 年 8 月 24 日に成立した峯岸チーム 4 の

リーダーがそれまで坊主頭にして研究生に降格されていたみぃちゃんで，その

日にゆうなぁともぎちゃんはそろって研究生から昇格して峯岸チーム 4 に入っ

ており
185
，みぃちゃんとゆいりーの不仲説が流れたことがあったが，みぃちゃ

んがゆうなぁをずっと見守ってきたことになる。

2014 年 4 月 24 日から 2015 年 8 月 24 日までは，第 2 次峯岸チーム 4 で，そ

のメンバーにゆうなぁともぎちゃんのほか，研究生から昇格したみーおん （向

井地美音） も加わり，ゆうなぁともぎおん （茂木忍・向井地） のカップルはいず

れもみぃちゃんがリーダーを務めるチーム 4 に属していた。みぃちゃんが 2015

年 5 月 7 日に放映された『僕らが考える夜』で「同性を好きになる自分もいる」

と思い切って告白したのは，この 2 組が日陰の道を歩まず，正々堂々と愛を育

むために道を拓くいう意図があったような気がする。2015 年 12 月 15 日に放映

された『AKBINGO!』370 回の新企画「ラブラブさんいらっしゃい」でゆうなぁ

ともぎおんをお披露目するようお膳立てを整えたのもきっとみぃちゃんなのだ

ろう。こんなことを，みぃちゃんの手紙をきっかけに思った。
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185 チーム 4 の歴史については，https://48pedia.org/ チーム 4。
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は滅多にないと思うが，2 枚ともそうだったら大大吉 （伏見稲荷などである），

といった感じなのだろうか？　引いてみたところ，1 枚は Yui Yokoyama，写真

でゆいはんに間違いないので，大吉？

生誕祭の合間に押しメニュー注文者からリクエストを受け付けており，私は

「365 日の紙飛行機」を「さや姉の出世曲ですね！！」というコメントとともに

リクエストし，ちょうど生誕祭が終わったところで MV を写してもらえた。

ゆいはんに因むメニューやコースターだけでなく，出演できなかったなぁ

ちゃんがゆいりーの生誕祭の仕切役として頑張っているところを見たり，「過

ち」をゆいはんとデュエットしてほしいさや姉の代表曲のリクエストもできる

など，公演で足りないと思ったものを補うこともできた。AKB48 劇場とカフェ

は，もともとはドンキホーテの同じフロアに併設されていて，今も近距離にあ

るから，こんなこともありえるのだということが，実感できた。

今回の公演の印象として，25 歳のゆいはんやみぃちゃんと比べて肌の艶がな

く，年増のように見える 20 〜 21 歳程度のメンバーが多いような気がした。第

10 回総選挙後，神セブン （上位 7 人） のなかで元気なのはだーすー （須田亜香

里　2 位　26 歳），おぎゆか （荻野由佳　4 位　19 歳），ゆいはん （6 位　25 歳），

とむ （武藤十夢　7 位　23 歳） で，総選挙後体調を崩したメンバーはこの年頃

に多く，今回の劇場公演でもなぁちゃん （5 位） は喉を痛めてソロ曲があるのに

出られず，もぎちゃん （茂木忍　101 位　21 歳） は MC で疲れがたまっている

と何度も言うし，総選挙の後遺症はじゅりな （松井珠理奈　1 位　21 歳） とさ

くらたん （宮脇咲良　3 位　20 歳） だけでなく，この年頃のメンバー全体に重

くのしかかっているような気がした。

私の AKB オールタイム・ベスト 10 は，10 位あっちゃん，同率 6 位みぃちゃ

ん・ぱるる・ゆいりー・なぁちゃん，5 位たかみな，4 位こじはる，同率 2 位

ゆいはん・さや姉といった感じだろう。2018 年 8 月 25 日の夜明け前に見た夢
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のなかで，自分は高校生で同じクラスに AKB の現旧メンバーのなかでは唯 1

人ゆうちゃんがいて，好きな女の子だったので，不動の 1 位＝神推しはゆうちゃ

んだということがはっきりした。2019 年 1 月 27 日夜，渋谷シアターコクーン

で上演された『罪と罰』でのソーニャが生ゆうちゃん初体験だった。ゆうちゃ

んの挿入歌歌唱はなかったが，『復活』のカチューシャ松井須磨子を連想した。
 




