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アイドルが生息する「現実空間」と「仮想空間」の二重構造
〜「キャラクター」と「偶像」の合致と乖離〜

西条

昇＊・木内

英太＊＊・植田

康孝＊＊＊

要 約
2015 年は，アイドルシーンにとって画期的な年であった。ジャニーズや A K B48 を中心としたアイドル・ブームは
まだまだ堅調であったが，これが「仮想空間」にも拡大，一般化して「アイドルアニメ」がエンタテインメント市場
を席捲した。現実のアイドルは近年，ちょっとでも容姿や体型が落ちるとインターネット上で「劣化」と騒がれてし
まうが，アニメのアイドルは「劣化」せず純粋にグループのために頑張る理想の集団としてファンに映り，
「ラブライ
ブ！」
「アイドルマスター」
「うたの☆プリンスさまっ♪」の 3 大作品が大ヒット，
「ラブライブ！」から派生した声優
9 人組によるユニット「μ’
s（ミューズ）
」が 2015 年末の「第 66 回 NHK 紅白歌合戦」に出場，2015 年流行語大賞の
候補に熱狂的ファンを表す「ラブライバー」が選ばれるなど社会現象化した。
「ラブライバー」が成立した背景には，
「ヴァーチャル空間」拡大による「ファン母数増加」と「ファンコミュニティ内つながりの緊密化」の 2 点が挙げられる。
現代アイドルの魅力は，具体的な素の存在に基づく「現実空間」における「キャラクター」性と，アニメやマンガ
のキャラクターに通じるように，類型化されたイメージの中から選び取られた「仮想空間」における「偶像」性の二
重構造を持っていることにある。
「現実空間」における「キャラクター」と「仮想空間」における「偶像」が合致した
時，アイドルの魅力は一気に高まる。一方，その乖離が露呈すると，虚構性が興ざめ感を惹起する危険性も兼備する。
かつて安室奈美恵や S P E E D などアーティスト志向が強かったグループはアイドルとして捉えられることに対し拒絶
する動きを見せたが，S NS や動画配信など「ヴァーチャル空間」が拡大してファンとの距離が近く感じられるように
なった現在においては，アーティスト然と振る舞うことは逆にカッコ悪く映り，身近に感じさせられるアイドル的行
動がファンを増やす点で効果的になっている。ファンになってもらうためには，SNS やイベントを通して「人となり」
を伝えることが求められる。アイドルはイベントで握手や写真撮影に応じることに加え，公式サイトや F a c eb oo k，
T witter でグループや自らの現況を積極的に発信して，実際に触れ合う「現実空間」とネットを通じた「ヴァーチャ
ル空間」の両空間において，ファンに「楽しみ」を提供している。また，新曲が出ると PV の動画が「ヴァーチャル
空間」に流れるため，ファンは無料で身近にアイドルに接することが可能となっている。
男性ファンは女性アイドルに対して，潜在的に疑似恋愛的な視線を向ける傾向がある。可愛い女の子が一生懸命全
身全霊でファンのために人生の応援歌を歌い踊り演じる。アイドルが頑張るから，自分も一緒に頑張ろうという意識
の下，アイドルを応援する。AKB48 で有名な「恋愛禁止」ルールは，個々のメンバーが切磋琢磨し高め合うことに
一生懸命であれば恋愛している暇なんてないだろうという意味づけであり，結果として男性ファンの疑似恋愛を守る
ことに成功している。
一方，女性アイドルファンにとって，ジャニーズアイドルを中心とする男性アイドルは理想の恋愛相手という存在
に留まらず，別機能を備えた存在となっている。ジャニーズアイドルは，
「わちゃわちゃ感」と呼ばれる男性同士の親
密さや絆を有する「現実空間」における「キャラクター」をアピールして，アイドルに付随する女性の存在を無化す
る「偶像」になることに成功している。以前の女性を救い上げる男性イコール王子様，選ばれる女性というジェンダ
ー役割は変質して，男性アイドルは，身近な自分の好みと合致させやすい「キャラクター」であると同時に，自分と
は異性愛関係を結べない「偶像」
（仮想空間における「偶像」
）でもある。女性ファンにとって，男性アイドルは手の
届かない遠い「偶像」ではなく，現実空間に極めて近いところにいる「キャラクター」として認識されている。
キーワード：現実空間，仮想空間，ヴァーチャル空間，キャラクター，偶像，疑似恋愛，わちゃわちゃ感，疑似環境
（pseudo-environment）
，内向きとグローバル環境の実現，アイドルアニメの社会現象化，ファンコミュニ
ティ，社会関係資本，非同期型応援，ギャップ萌え
2015 年 11 月 30 日受付
＊
江戸川大学マス・コミュニケーション学科准教授 お笑い・エンタテインメント論，大衆芸能論
＊＊
江戸川大学マス・コミュニケーション学科准教授 英文学，現代文化
＊＊＊
江戸川大学マス・コミュニケーション学科教授 国際情報通信学（理学）
，計量経済学
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ーズ解散にも匹敵する大きな出来事」
（石破茂地

1．はじめに

方再生担当大臣）
，
「
（世代を超えた歌が生まれに
くい世の中で）この国の老若男女みんなが歌える

植田・木内・西条・田畑［2015］が示す通り，

歌を歌って親しまれている」
，
「広く海外にもあま

近年，スマートフォンの普及により，
「現実（リ

たのファンを持つ」
，
「世論の声にジャニーズの関

アル）
」
，
「仮想」
，
「ヴァーチャル」の 3 つの世界

係者も驚いている」
，
「S M A P は日本のエンタテ

が複雑にからむようになってきている。メディア

インメントで特別。SMAP だけのもんじゃない」

を「リアルな現実世界」
「仮想世界」
「ヴァーチャ

（笑福亭鶴瓶）などのコメントが各方面から続出

ルな世界」の 3 つの世界で分類すると，図 1 の通

して，アイドルが有する現代社会に対する求心性

りとなるが，アイドル（1）はファンの頭の中に「偶

の高さを示す一方，
「経済損失は 636 億円」
（宮本

像」を作り上げ，
「仮想空間」に位置する存在で

勝浩教授）
，
「いまやアイドルは数百億円単位のカ

ある。

ネが動くビッグビジネス」
，
「ジャニーズ事務所の
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と伝えられ，アイドル活動が社会的・経済的に及
ぼす影響力の大きさを示す出来事となった。
表面化した 2016 年 1 月 13 日（水）に NHK が
ニュースで取り扱った放送時間は，
「正午のニュ
ース」1 分 33 秒，
「14 時のニュース」1 分 51 秒，
「ニュース 7」1 分 29 秒，
「ニュースウォッチ 9」
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億円を突破」
，
「いまやニッポンの一大産業」など
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売り上げは 1,000 億円を超えるが，SMAP は 250
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【出典】田畑・植田［2015］

マス・コミュニケーション学科の 3 つの世界

55 秒，
「News Web」12 分 25 秒で，総放送時間
は 15 分 34 秒に亘り，国民が非常に関心を持つ重
要「議題」に設定された。マスメディアに留まら
ず，グループ存続に向けた代表曲「世界に一つだ
けの花」の購買運動や署名運動が起こるなど，
「ヴ

近年，
「アイドル・ブーム」と呼ばれる時期が

ァーチャル空間」
（SNS）におけるグループ解散

長期に亘り継続してアイドルを取り巻く市場が活

回避を求める世論（S M A P 愛）の盛り上がりは

況を呈している。アイドルはうつろいゆく儚い存

凄まじかった。
「ビートルズ解散でもここまでの

在であるが，アイドルが歌やダンスを必死に頑張

騒動になっていなかった」という声に代表される

るからファンも一緒に頑張ろうとファンが応援す

ように，
「現実」と「仮想」の 2 空間を往来して

る流れは，近年の日本社会を包む空気を反映して

いた 20 世紀とはまったく異なる様相を呈したた

いる。現在，都会で暮らす人間の間でメダカが人

め，アイドルは「現実」
「仮想」
，
「ヴァーチャル」

気となっている一方で，金魚は売り上げが落ちて

の 3 つの世界が複雑にからむ時代に活動している

いる。パクパク，ひらひらと曲線的に泳ぐ金魚は

ことを示す証左になった。

優雅ではあるが，折れ線グラフのように潔く進む

更に，2016 年 1 月 16 日に行われた台湾総統選

メダカの方が，現代人を透明な気分にさせてくれ

挙でアイドルが選挙結果に大きな影響を与える事

る存在である。
「遊泳」よりも「懸命」が美しく

象が起きた。韓国アイドルグループ「T WI C E」

映る時代である。

の最人気メンバーである 16 歳の台湾出身・ツウ

2016 年初頭に SMAP 解散騒動が表面化すると，

ィ（周子瑜）は韓国のテレビ番組に出演した際，

「非常にショック」
，
「ご飯も食べられない」
，
「日

台湾を実体的に統治する「中華民国」の旗を掲げ

本の財産」
，
「日本にとっての損失」
，
「キャンディ

たことにより，中国から「台湾独立派」と非難が
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201

集中したことを受け，ビデオで公式謝罪するに至

整理のまま論じられることが多かったアイドルに

った。ツウィ（周子瑜）が謝罪する動画が「ヴァ

関して，近年の研究に欠落した部分を補完してい

ーチャル」空間に流れた結果，
「台湾人」として

る。

のアイデンティティーを踏みにじられたと有権者
の怒りが集中，親中路線を採った与党・国民党に

2．女性アイドル

対して批判の矛先を向けると共に，投票で台湾人
の怒りを示そうという機運が急速に高まった。結

日本におけるアイドルの登場は，1970 年代初

果，野党・民進党の蔡英文主席が国民党の朱立倫

頭とされる。大きな要因は 2 つ考えられる。1 つ

主席に圧勝，台湾史上初の女性総統が誕生した。

の要因は，カラーテレビの普及である。もう 1 つ

アイドルは現代社会において社会的，経済的に加

の要因は，高度経済成長の中で子供たちがお小遣

えて，政治的にも大きな影響力を有することを示

いをもらえるようになったことである。アイドル

す結果になった。

の人気は，コンサートに行き，グッズを買う子供

このように現代社会において大きな求心力を有

たちの消費に支えられていた。

するアイドルであるが，ジャーナリズムやレガシ

吉永小百合に代表されるような，映画館に足を

ーメディアを分析する論文が多く存在する一方，

運んで料金を払って見る高嶺の花の映画スターに

アイドルのモデルを渉猟し体系的に学術的にまと

対して，家でテレビのスイッチを入れれば接する

めたものは非常に少ない。本論文では，
「現代ア

ことができる，とても身近に感じられる存在とし

イドルの魅力は，具体的な素の存在に基づく現実

て，テレビアイドルは登場した。テレビの普及を

空間におけるキャラクター性と，アニメやマンガ

背景として，歌手が「聴かれる」存在よりも「視

のキャラクターに通じるように，類型化されたイ

られる」存在に変質する。マスメディアとしての

メージの中から選び取られた仮想空間における偶

威力を持つテレビは，同世代に限らずアイドルの

像性の二重構造を持っていることにある。現実空

ファン層を大きく広げる役割を果たすことに成功

間におけるキャラクターと仮想空間における偶像

（2）
「仮想空間」であったアイドルを「現実空間」
し，

が合致した時，アイドルの魅力は一気に高まる。

に近付ける作用を果たした。映画スターは，映画

一方，その乖離が露呈すると，虚構性が興ざめ感

館に行かないと動いている姿に触れることができ

を惹起する危険性も兼備する。
」という仮説を導

ない，
「銀幕」の向こうに遠くから仰ぎ見る，星々

出し，社会学，経済学，経営学，工学などの学術

のような存在であった（3）。

アプローチを援用しながら，国内外のアイドルを

しかし，ブラウン管に映るテレビアイドルは，

分類・俯瞰し，評価可能なフレームワークを提示

映画スターとは異なっていた。テレビのスイッチ

することにより，仮説を検証した。

を入れれば，
いつでも無料で見られる存在である。

本論文で提案された「現実空間，仮想空間，ヴ

映画スターのような高嶺の花ではなく親しみがあ

ァーチャル空間という空間位置」に基づくフレー

り，視聴者の疑似恋愛の対象にもなれる存在であ

ムワークは，確認可能なアイドル研究への前提と

った（4）。まず，1961 〜 1971 年に，吉沢京子（5），

して位置づけられる。重要なのは，本論文の分析

岡田可愛，紀比呂子，早瀬久美らがテレビドラマ

が単に事実の並列に終わらず，そこから導出され

のアイドル的女優として活躍する。中でも，1970

た仮説が多種の事象に立脚している点である。ア

年秋放送の「おくさまは 18 歳」に出演した岡崎

イドルの事象を十分に咀嚼し，そのなかから説得

友紀の人気は凄まじく，視聴率やブロマイドの売

的なフレームワークを抽出すると共に，それを事

り上げは記録的数字となった（6）。しかし，アイ

象に当てはめて検証を行った。その検証は，分析

ドルの厳密な定義はレコードを売ることがメイン

対象のアイドルの態様を明らかにするだけでな

の「歌謡曲アイドル」と認識されるため，1971

く，理論自体を補強するものである。これまで未

年の宝塚音楽学校出身で得大人びた魅力を売り物
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にした小柳ルミ子（7），健康的で快活なイメージ
（8）

た。しかし，1978 年大晦日に「NHK 紅白歌合戦」

，丸顔で親しみやすさを

を辞退して日本テレビで冠番組を放送，さらに

前面に押し出した天地真理（9），1972 年麻丘めぐ

1979 年にアメリカ進出を行ったことが裏目に出

を押し出した南沙織
（10）

み

のレコードデビューをもって，
「アイドル」

が誕生したと考えるのが一般的である。
中でも，天地真理は，1971 年放送の人気ドラ
マ「時間ですよ」
（TBS 系）で，舞台となる「松

て，人気が低迷してしまう。結果，1981 年には
解散する。そのような中で，1979 年秋には山口
百恵が三浦友和との交際を発表，1980 年春には
婚約を表明して，同年秋に引退する（14）。

の湯」隣家 2 階の窓辺で白いギターを弾きながら

これら 1970 年代の女性アイドルはみな，
「アイ

歌い，堺正章扮する「健ちゃん」に想いを寄せら

ドル」という役柄を演じるように求められた。イ

れる「となりの真理ちゃん」というキャラクター

ンタビューで「好きな食べ物」について聞かれた

で 人 気 を 博 し，1972 年 か ら 1975 年 に か け て

時に，
「フルーツ」
と答えることは頻繁に行われた。

TBS の冠バラエティ番組「真理ちゃんとデイト」

女性アイドルは「トイレにも行かない」
「恋愛は

「となりの真理ちゃん」
「とび出せ ! 真理ちゃん」
「ア

しない」という「仮想」をファンに見せつけて楽

タック真理ちゃん」
「はばたけ ! 真理ちゃん」に

しんでもらう。アイドルは，恋人がいても「いな

主演した。歌の小節ごとのポイントで男性ファン

い」
，焼き鳥や塩辛が好きでも「プリンやクレー

が「○○ちゃん !」と呼ぶ「コール」が女性アイ

プが好き」とコメントし，年齢，体重，スリーサ

ドル応援の定番パターンとなる契機も天地真理か

イズなどのプロフィールを虚偽報告して「仮想」

らであった。

の「偶像」を創り上げた。その文脈で「口パク」

1971 年の秋には，次々とアイドルを輩出する

「エア演奏」などは「仮想空間」では許されるこ

ことになるオーディション番組「スター誕生！」

とであった。ファンは，アイドルを認識する際に

が始まった。森昌子が 1972 年に，桜田淳子と山

現実空間に位置するアイドルそのものを認識する

口百恵（11）が 1973 年にレコードデビューを果たす。

のではなく，仮想空間に存在するアイドルのイメ

1973 年に「時間ですよ」でデビューした浅田美

ージを頭の中で作り上げた。この仮想イメージは

代子，1978 年に「コメットさん」で大ブレイク

「疑似環境（pseudo-environment）
」と呼ぶべき

した大場久美子は，テレビドラマから火が付いた

ものであり，ファン行動はこの疑似環境に対する

アイドルであった。1970 年代後半のアイドルで

反応として行われる。

（12）

特筆すべきは，キャンディーズ

とピンク・レ

一方で，アイドルは，
「現実空間の実像」と「仮

（13）

である。キャンディーズが結成された

想空間の虚像」のギャップに悩むことになる。一

のは 1972 年で，
「8 時だヨ！全員集合」にもレギ

部からは運営側による操り人形にされることへの

ュラー出演したが，レコードデビューは翌年の

スマートな抵抗の一つ（15）として，仮想空間にお

1973 年であった。1975 年に発売した「年下の男

ける「偶像」から脱皮して現実空間における「キ

の子」からセンターを田中好子から伊藤蘭に変更

ャラクター」に戻ろうとする行動が取られること

してヒット曲を量産するようになる。1977 年夏

があった。キャンディーズの解散宣言や山口百恵

のコンサートでは運営側には一切相談せず自分た

の完全引退は，
「仮想空間」から「現実空間」へ

ちだけで「普通の女の子に戻りたい」と解散宣言

の復帰行為であった。1970 年代アイドルは，期

して，当時の流行語になった。

間限定の儚い存在であり，ファンにはそこが魅力

ディー

一方，ピンク・レディーは「スター誕生」出身

に映った。

で，1976 年「ペッパー警部」でレコードデビュ

岡島・岡田［2011］は「アイドルの存在を支え

ーした。大胆な振り付けが特に子供たちを中心に

ていたのは，アイドルは特別なものであるという

受けて，1977 年から 1978 年にかけてオリコンで

ファンの中の幻想『アイドル幻想』とも呼べるも

9 曲連続 1 位，10 曲連続ミリオンセラーを記録し

のだ。アイドルは汗をかかない，アイドルはトイ

アイドルが生息する「現実空間」と「仮想空間」の二重構造

レに行かない，実際にはあり得ないがなんとなく
そうであって欲しいとファンが願うものの総体と
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着実に強固なファン層を築いた。この中で日本初
の全国組織型ファンクラブ
「全国キャンディーズ」

言っていいかもしれない。秋元康が作詞した『な

（全キャン連）
が発生した。このファンクラブは，

んてったってアイドル』
，そして彼が作詞家，放

1978 年にリリースしたラストシングル「微笑が

送作家として関わったおニャン子クラブはそうし

えし」で何とか 1 位を取らせたいと，
各地で 2 枚，

た幻想を破壊した。
それはアイドルの敷居を下げ，

3 枚以上の購入を呼び掛けたことが功を奏し，キ

一時的には大きな盛り上げを生むこととなっ

ャンディーズにとって最初で最後の 1 位を獲得し

村山［2011］は，
た（16）」と指摘している。また，

た。
現在もアイドルのコンサート中に行われる
「オ

「彼女たちは『作られたアイドル』であることが

タ芸」は，キャンディーズの曲間に行われたコー

評価され，ファンの間では『アイドル幻想』と呼

ルが元祖とされる（19）。キャンディーズは，アイ

ばれるものが生まれた。それは『アイドルは汗を

ドルの存在をあくまでテレビメディアを通じて疑

かかない，トイレに行かない，おならをしない』

似恋愛の対象として「仮想空間」に位置する偶像

といった偶像であり，彼女たちは『処女である』

であった存在から，応援する対象として「現実空

という幻想であった。マリア様のように処女のま

間」に位置する実際に会える存在への転換を促す

ま子供を産み，最後は『清く正しく美しく』天に

画期的なアイドルであった。キャンディーズのメ

召されると思い込みをした。それに合わせて当時

ンバーであった田中好子が 2011 年，ガンのため

のアイドルたちも，
雑誌などのインタビューでは，

に亡くなった際，秋元康が「キャンディーズがい

好きな食べ物と聞かれれば『いちご』や『ショー

なければ，おニャン子クラブも AKB48 もなかっ

トケーキ』と答え，ファンがアイドル幻想を抱き

た」とコメントしたことにその貢献が見て取れ

やすいようにしていた（17）」と言及している。

る（20）。

ファンが「あの可愛いアイドルと汚い自分とは

山口百恵が 1980 年に結婚・引退し，同じくヒ

まったく別な生き物だし，
同じ人間とは思えない。

ット曲を連発したピンク・レディーが 1981 年に

だから好きなんだ」という感覚を抱くことが重要

解散したのと入れ替わるように現れたのが松田聖

である。エゴがなくて清涼感溢れる存在を見るこ

子（21） である。松田聖子は，1980 年 4 月，桜田

とによって，心が洗われる感覚を味わいたいとい

淳子と同じサンミュージックから「裸足の季節」

う欲求である。疲れている時こそアイドルの曲は

でレコードデビューした。山口百恵のファイナル

心に入って来ると言われる。アイドルは，疲れた

コンサートが行われた 1980 年 10 月，松田聖子

人々の清涼感としての役割も持つ。斎藤［2015］

は 3 枚目のシングル「風は秋色」で初のヒットチ

は，アイドルは「虚構内存在としての少女が荒唐

ャート 1 位を獲得する。抜群の声質と聖子ちゃん

無稽であるほどリアリティが増すような存在構造

カットという独特の髪型で一躍人気アイドルにな

を有している」（18）と分析する。アイドルはステ

った（22）。その影響力は抜群で，松本伊代（23），堀

ージ上で華やかな衣装を身にまとい，華麗なステ

ちえみ，小泉今日子（24），早見優（25），石川秀美（26），

ップで舞い，
ファンに「夢」と「勇気」と「元気」

「花の 82 年組」と呼ばれる新
中森明菜（27）など，

を与えた。その過程において，アイドルは日常か

人アイドルが次々とデビューすることになる。

ら，ダンスや歌の練習に励む「リアリティ」の一

この時代，
アイドルが仮想空間における「偶像」

つ一つの積み重ねが，
清き「幻想」を作り上げた。

を大切にする存在である傾向は続いていた。中森

歌い踊るアイドルに必死に声援を送ることによ

明菜の魅力は，作りものではない人間臭さを表現

り，明日への活力としたのである。

できるところであり，当時としては稀有な「現実

レコードの売り上げという側面では，ピンク・

空間」に近い存在であった。1985 年に小泉今日

レディーに遠く及ばなかったキャンディーズであ

子がアイドルとしての生活を戯画的に歌い上げた

るが，全国 50 か所以上で精力的にライブを行い，

「なんてたってアイドル」では，
「スキャンダルな
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らノーサンキュー」
「イメージが大切よ，清く正

を前面に押し出してファンにとって親近感を抱き

（28）

やすい存在となった。仕掛け人は，当時，夕方や

しく美しく」と歌った

。小泉今日子は偶像と

しての「アイドル」に背を向けて「アーティスト」
（29）

の道を歩き始めようとしたことが見て取れる

。

「アイドル」
の理念型から敢えて引き離すように，
自分自身の進む道をデザインした（30）。

深夜番組のカルト的な放送作家であった秋元康で
あった。1980 年代半ばのテレビ空間（仮想空間）
にあった可能性を，現在のインターネット（ヴァ
ーチャル空間）とライブ劇場（現実空間）に移行

1970 年代から 1980 年代半ばまで，アイドルは

したのが，AKB48 である。
「おニャン子クラブ」

基本的にレコードを売ることがメインの歌謡曲ア

は，今日のグループアイドルブームの原点となっ

（31）

イドルであった

が，1980 年代前半には，薬師

ている。

丸ひろ子（32）や原田知世（33）が角川映画で映画ア

さらに，後藤久美子（41）や宮沢りえ（42）などテ

イドルとして活躍する。彼女たちは，かつての映

レビ CM を中心とした美少女ブームが重なった。

画スターのように，テレビ出演を意図的に避けて

ルックスで玉石混淆であった
「おニャン子クラブ」

いた（34）が，角川映画自体がテレビ CM を使って

に対するアンチテーゼとして，
「アイドルは本当

大々的なプロモーションを行っていたため，テレ

にそれで良いのか」というメッセージが「国民的

ビの力を利用したアイドルであることに変わりは

美少女」後藤久美子であった。後藤久美子の次に

なかった。

脚光を浴びた宮沢りえが作った美少女ブームの中

その後，1985 年から 1987 年にかけてアイドル

で，観月ありさ，牧瀬里穂が登場して「3M」と

絶頂期を迎える。アイドルドラマがゴールデンタ

呼ばれるようになった（43）。アイドルもレコード

（35）

イムで大成功し，中山美穂

（36）

，斉藤由貴

，南

野陽子（37），浅 香 唯（38） が人気を得た。さらに
1985 年月には，
「夕やけニャンニャン」が始まっ

を売るための歌謡曲アイドルからドラマ，CM 出
演がメインの存在へ変化した時代であった。
しかし，
アイドル絶頂期の後にやって来たのは，

た。
「おニャン子クラブ（39）」ブームが始まり，長

「アイドル冬の時代」であった。1985 年に結婚が

時間の放送枠があれば，集団アイドルであっても

決まった松田聖子と同じ事務所で後継者として順

人気を得ることを証明した時代であった。アイド

調に活動していた岡田有希子（44）の自殺（1986 年）

ルを売るメディアとしてテレビが最も力を持って

は，アイドルファンにとって衝撃であった。中で

いた時代であったと言うことができる。

も，最大の難敵となったのがバブルに向かう経済

「おニャン子クラブ」
は，
長時間テレビに映れば，

の好景気であった。好景気期には，
「疑似恋愛」

どのような女の子でもアイドルになってしまうこ

の対象であるアイドルを求めるより，現実生活を

と（40），メンバーも質はあまり問われず，玉石混

充実させる「リア充」を求める気分になるからで

淆で多い方が良いこと，ファンはたくさんいる中

ある。そのような中で，1989 年には「無表情が

から好きな子を選ぶことができること，美少女ば

売り」と呼ばれた異色のアイドル・デュオ「Wink（45）」

かりより引き立て役がいた方が効果的であるこ

がレコード大賞を受賞した。また 1989 年には
「ザ・

と，引き立て役のメンバーが人気になったりする

ベストテン」
（T BS）
，1990 年には「夜のヒット

こと，などの特徴を備えた。また，彼女たちにと

スタジオ」シリーズ（フジテレビ）と「トップテ

っての芸能活動は「課外活動」の一環として捉え

ン」シリーズ（日本テレビ）など各局の歌番組が

られ，高校の定期試験と重なったメンバーは「夕

相次いで終了し，
「8 時だョ ! 全員集合」
「カック

やけニャンニャン」の出演を欠席した。ハーモニ

ラキン大放送 !!」などアイドル歌手として持ち歌

ーやダンスやコントも上手くこなしたキャンディ

を披露できるバラエティ番組も 1980 年代半ば過

ーズやピンク・レディーのプロフェッショナリズ

ぎまでに大半が終了した。こうした状況に苦戦を

ムに対し，おニャン子クラブは歌やダンスに関し

強いられたのは女性アイドルばかりではなく，

ては高校の学園祭レベルというアマチュアリズム

1991 年に CD デビューした SMAP が初めてオリ

アイドルが生息する「現実空間」と「仮想空間」の二重構造
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コン 1 位を獲得したのは 1994 年 3 月に発売され

ど，後年の AKB48 にもつながるアイドル手法を

た 12 枚目のシングル「HeyHey おおきに毎度あ

確立させた。
モーニング娘。の活躍は 2000 年代半ばからの

り」においてであった。
1987 年から始まった「アイドル冬の時代」は，
（46）

A K B48 に代表されるアイドルユニットに多大な

」

影響を与えた。モーニング娘。を見て育った女の

雛形あきこ（47）が中高生の男子に人気となり終焉

子たちが，後年のアイドルユニットの担い手とな

する。雛形の果たした大きな役割は，中高年男子

り，
「アイドル戦国時代」と呼ばれる時代（57）を

の関心をアイドルに呼び戻したことにある。1996

創出して，仮想空間における偶像を見せる「アイ

年には NTT ドコモのポケベル CM で一気に広末

ドル」が社会現象とも言われる復活を果たした。

「ヤングジャンプ」のグ
涼子（48）が脚光を浴び，

バブルの余韻があった 1990 年代の SPE E D や安

ラビアとも連動して，演技ができるピュア系アイ

室奈美恵など「現実空間」の「カッコ良さ」を売

1994 年に「グラドル（グラビア・アイドル）

（49）

や深

りにしたアイドルから，不況時期が長期に亘り続

田恭子（50）などが登場した。しかし音楽シーンで

いた影響により，
「かわいい」偶像性の高いアイ

はアイドルにとって相変わらず厳しい時代が続い

ドルに対する支持が復活するようになったが，踊

た。篠原涼子（51）や安室奈美恵，華原朋美など小

りや歌などの練習に励む下積み経験などを経て実

室哲哉プロデュースの歌手たちは，アイドルでは

力がある子がブレイクする構図は，
「おニャン子

なくアーティストとして売り出された（52）。沖縄

クラブ」が番組内オーディションで合格すると翌

ドルの地位を確立した。その後，上戸彩

（53）

出身の安室奈美恵は，デ

週直ぐに画面に出て売れた構図とはまったく異な

ビュー当初こそアイドル的な活動をしたが，直ぐ

るものであった。アイドルにとって，1980 年代，

に路線変更し，ダンスが上手なカッコいい少女ア

1990 年代は「テレビの時代」であった。ドラマ

アクターズスクール

（54）

ーティストとして人気を博す

。そのような中

や CM とタイアップする手法から，アイドルの

で，1996 年にデビューした SPEED は，
「アイド

キャラクターを魅力的に見せてヒットにつなげる

ル（仮想空間に生息する偶像）
」と「実力派（現

手法を経て，アイドルを作り出すドキュメンタリ

実空間における歌唱やダンスのクオリティの高さ

ー的手法へとシフトチェンジしながら，アイドル

を見せるキャラクター）
」の融合系であった。

はテレビと密接に関わり，人気を得て来た。

1997 年にオーディション番組「ASAYAN」か
（55）

しかし，音楽に触れる機会がテレビからインタ

ら登場したモーニング娘。 は，アイドル展開し

ーネットにシフトした 2000 年代になると，アイ

て結果を出す。追加メンバーのオーディションな

ドルのメディアとの関わり方も大きく変わること

どで話題を提供し続け，グループアイドル復権の

になる。秋葉原でのライブを中心に活動する

（56）

足掛かりとなった

。アイドルであることを拒

AKB48 は秋元康プロデュースで 2005 年 12 月に

否した SPEED からの大きな変革であった。仮想

誕生した。秋葉原のドン・キホーテの 8 階に専用

空間における「偶像」性を求めていた男性ファン

劇場を設け，ライブを中心に活動していく（58）ア

が反応して支持するようになる。当初こそセール

イドルユニットとしてスタートした（59）。2005 年

スは伸び悩んだが，13 歳の新メンバーとして後

12 月 8 日，秋葉原の専用劇場での初劇場公演を

藤真希が加入した最初のシングルである 1999 年

開催，劇場満員御礼，インディーズデビュー（60），

の「L O V E マシーン」以降，ミリオン級のヒッ

メジャーデビュー（61）と徐々にステップアップし

ト曲を連発し，現代に通じる「アイドル」再生の

ていくと同時に，ファンと触れ合う「浅草・花や

足掛かりとなった。卒業と新メンバーの加入を繰

しきツアー（62）」
「選抜メンバー制」など A K B48

り返し，グループの新陳代謝を繰り返しながら，

らしさが徐々に形成される。

「プッチモニ」や「ミニモニ。
」などの新グループ
を誕生させ，さらにメンバーをシャッフルするな

「会いに行けるアイドル」
のコンセプトは，
映画，
テレビ，CM などが「仮想空間」内に偶像を作り

206

アイドルが生息する「現実空間」と「仮想空間」の二重構造

上げる「アイドル」の概念を完全に変えた。

その乖離が露呈すると，虚構性が興ざめ感を惹起

A KB48 の公演はほぼ毎日行われたため，劇場に

する危険性にも満ちた（64）。

足を向ければ，アイドルに何度も会いに行けるこ

「現実空間」における「キャラクター」路線が

とが可能であった。劇場チケットが当初は 1,000

必ずしもファンの満足に結びつかないことは，

円（立ち見は 500 円）だったという気軽さもあっ

SPEED などアイドルの歴史が証明しており，仮

た。常設劇場を持ち，公演期間中は毎日，公演を

想空間における偶像性を失わないことがファンの

行う方法は，テレビ中心のかつてのアイドルと明

満足度を高めることが多い。しかし，
「偶像」を

確に違った。A K B48 がテレビで冠番組を持った

長期に亘って維持することは，女性アイドルにと

のはデビューから 2 年も経った 2008 年 1 月であ

って難しく，
「仮想空間」から「現実空間」に戻

る（63）。スターシステムを持ち，公演，新人公演

ろうとする行為を「卒業」として儀式化するが，

などもある点で，宝塚歌劇団に類似するモデルで

これは空間移動に他ならない。マス・コミュニケ

ある。普通の女優と異なりアイドルは「生」で見

ーションも，仮想空間で偶像を演出していたアイ

られる機会が圧倒的に多い存在となった。

ドルが「現実空間」へ近付くに伴い，恋愛，未成

また，SNS の普及に伴う「ヴァーチャル空間」

年飲酒，悪口，いじめ，不倫，整形などの現実空

の拡大と共に，
テレビへの依存度が著しく低下し，

間におけるネタを用いて攻撃して，ヴァーチャル

メンバーとファンの接触や相互認知など，アイド

空間ではしばしばネット炎上が引き起こされる事

ルを取り巻く環境は大きく様変わりした。ファン

態を招いている。一方，
「仮想空間」よりも「現

にとって，ライブで握手会を催すことにより，
「現

実空間」を重視する欧米市場では，キャラクター

実空間」において一対一で握手という身体接触コ

路線である BABYMETAL や Perfume が受け入

ミュニケーション機会を持つことができるインパ

れられている。プロフェショなリズムが評価され

クトは強かった。ブログやツイッターなどヴァー

る米国社会においては，17 歳でデビューした美

チャル空間の成長により，女性アイドル自らが，

少女歌手アヴリル・ラヴィーンはアイドル的な扱

現実空間の存在（キャラクター）と仮想空間の存

われ方もされるが，本質はあくまでも歌手として

在（偶像）との乖離を埋めようとする動きも見ら

の存在である。

れ，アイドルをより身近な存在として感じたいフ
ファンを虜にし「ヴァーチャル空間」での評価を
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勝ち取るためには，
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アニメやマンガのキャラクターに通じるように，
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ァンから支持されるようになって行った。
伴って，
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アイドルのポジショニング

3．ジャニーズアイドル

ターと「仮想空間」における偶像が合致した時，
アイドルの魅力は一気に高まることになる。
一方，

ジャニーズに代表される男性アイドル文化は，
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日本の女性向けポピュラーカルチャーにおいて最

枠外に置かれ，アイドル同士の関係の内部に立ち

も大規模なジャンルである。
ジャニーズ事務所は，

入ることはできない。現在，日本のジャニーズフ

ジャニーズを振り出しに，フォーリーブス，たの

ァンは，マス・コミュニケーションを通じて表現

きんトリオ，少年隊，光 GENJI，SMAP，嵐と，

される男性アイドル同士の親密さを「やおい」や

時代を彩る数々の男性スターを送り出すアイドル

「BL」へ読み替えることを行っている。この場合，

帝国である。男性アイドルを輩出するジャニーズ

女性ファンは彼らのやり取りを外部からの監視者

事務所は，
1960 年代後半に 4 人組フォーリーブス，

として位置するようになる。

1970 年代には郷ひろみを世に出して，男性アイ

男性アイドルは基本的に，ファンである女性に

ドルに特化した芸能プロダクションとして存在感

とっての「王子様」
，つまり憧れの恋愛相手とし

を発揮してきた。1979 年に放送された「3 年 B

ての役割を担う。しかし，近年，特に 2000 年代

組金八先生」に出演した田原俊彦，野村義男，近

以降に人気を博している男性アイドルグループを

藤真彦を「たのきんトリオ」としてプロデュース

映すメディアでは，異性愛のメッセージと並んで

することに成功し，そこから「82 年組」の一角

メンバー同士の強い友情や信頼関係が頻繁に表現

を占めるシブがき隊に続き，少年隊，光 G E N JI

される（66）。シンデレラ的な「女性を救い上げる

と立て続けにトップ男性アイドルグループを輩出

男性」イコール「王子様」
「選ばれる女性」とい

する中で，現在まで続くアイドル開発戦略とプロ

うジェンダー役割は変質して，
男性アイドル像
（仮

モーション戦略の基本形を確立している。
「アイ

想空間が提供する偶像）は，女性ファンにとって

ドル冬の時代」には各局の歌番組が相次いで終了

アイドルを身近な自分の好みと合致させやすい

し た 影 響 を 受 け て，1991 年 に デ ビ ュ ー し た

「キャラクター」に変質すると同時に，自分とは

S M A P が 1994 年に 12 枚目のシングルで初めて

異性愛関係を結べない「偶像」としても認識構築

オリコン 1 位を獲得するなど苦戦が強いられた

させている。
「恋愛」面で指摘できるのは，異性

が，冠バラエティ番組と人気ドラマへ出演する戦

愛の相手としてのアイドルの多様化である。いわ

略が功を奏し，歌においてもミリオンヒットを連

ゆる「キャラクター」の種類が増したことで「憧

発する「国民的アイドル」となった。SMAP で

れ」の幅が広がっている。女性ファンにとっては

成 功 し た 露 出 の ス タ ン ス を 土 台 と し て，

男性アイドルが手の届かない遠い「偶像」ではな

TOKIO，Kinki Kids，V6，嵐など人気グループ

く，現実空間にいる「キャラクター」として認識

を生み続けた。女性アイドルと異なり，女性ファ

されるようになっている。

ンが疑似恋愛対象として男性アイドルに求める魅

たとえば，現在ジャニーズアイドルの中で最も

力の一つに「かっこ良さ」があるため，ジャニー

人気が高いとされる「嵐」は「普通度」の高いメ

ズ事務所は忠誠度の高いファンをファンクラブと

ンバーで構成される。
「少年隊」の東山紀之（67）や，

して組織化し，デビュー前から候補生たち（ジャ

元「NEWS」の山下智久（68）のように，一人だけ

ニーズ J r .）をファンたちに選別させるメカニズ

抜きん出た美貌とスター性を持つメンバーが存在

ムを構築した（65）。

していないことが特徴である。逆にそれが女性フ

また，ジャニーズアイドルはファンにとっての

ァンの心をとらえ，
「最初は○○だけ好きだった

疑似恋愛対象に留まらず，別の機能も備えた存在

けど，結局 5 人でわちゃわちゃしているのが一番

にもなっている。ジャニーズアイドルは「わちゃ

いい」
「嵐は家族のように仲良く，わちゃわちゃ

わちゃ感」と呼ばれる男性同士の親密さや絆をア

した 5 人が最高」と言わせる原因となっている。

ピールして，男性アイドルに付随する女性の存在

たとえば，メンバーの相葉雅紀は，スタイルが良

を無化する「偶像」になることに成功している。

いとされるが，それは 5 人のメンバー内の相対評

ジャニーズアイドルは「わちゃわちゃ感」を構築

「近
価（嵐は全体的に小柄（69））によるものであり，

することにより，女性ファンは彼ら男同士の絆の

所のコンビニで立ち読みしていそうな男の子」率
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が最も高い。大野智は，普段は置物のように，ぼ

るかな。仲良しこよしの，楽しくってしょうがな

ーと座っていて不器用で気の利いたことを言えな

いっていうチームとはちょっと違うので。でも，

いが，歌とダンスでスイッチが入ると別人のよう

そこがここまでやってこられた要因だと思いま

なキレと色気を見せる。櫻井翔は，家柄（父親は

す」とコメントした（74）ように，力の入れどころ

総務省事務次官）も学歴も完璧で気配り上手の知

である本番のためにネガティブな意味での馴れ合

性派として売っているが，実生活では長男坊で私

いを意識的に排除してきたため，その分，仕事の

生活では気が利かない感じを醸す。二宮和也は，

場におけるコミュニケーションの精度が高まるこ

歌を作ったり，演技が上手かったり，トークもさ

とが出来ていると分析する。

りげなく全体のバランスを把握して調整したり，

男性アイドルの情報を提供する上で重要な役割

色々と器用にこなすが，身長だけなら大野より高

を果たすメディアが，女性向けのアイドル雑誌で

いはずが手足の短さにより小柄に見えてしまう。

ある。
「絆」の面から見ると，近年，男性による

松本潤は，俺様だけど甘えん坊に見られるため，

親しい仲間同士の他愛のないおふざけや遊びの様

母性をくすぐるタイプと言われる。いずれのメン

子は「わちゃわちゃ感」と名指しされることがあ

バーも，
「隣のお兄さん的親しみやすさ」がファ

るが，アイドル雑誌ではそれがまさに描き出され

ンの心を捉えている。アイドルに能力や美貌を求

ており，女性読者や女性ファンの存在がほとんど

めていないことは，女性アイドルだけでなく，ジ

ないものとされている。学校の友人や家族との親

ャニーズアイドルにも共通して見られる共通する

密性を表すもののほか，男性アイドル同士の親密

傾向である。

な関係が「恋愛」と並行して描かれている。また，

嵐に比較して，SMAP は「わちゃわちゃ感」

同性愛的な表現が 少なくない。グラビアでは，

がないと指摘される。メンバー間に緊張感が存在

アイドル同士で抱き合うなどの身体的接触が見ら

していることをファンは感じている。
理由として，

れるほか，文章では「グループ内で恋人にするな

5 人のメンバーの中で，年下 3 人の香取慎吾，稲

ら」や「○○とデート」といった，恋愛と結び付

垣吾朗，草彅剛にとって，年上 2 人の中居正広と

けられやすい表現が見受けられる。

木村拓哉が絶対的存在になっていることが挙げら

ここで重要となるのは，学校や家での出来事と

れる。SM AP が結成された時，香取慎吾はまだ

いうアイドルの「オフ」の演出である。マスコミ

小学生であったが，中居正広と木村拓哉は既に高

での仕事やコンサートといった従来のアイドル像

校生であり，その後のメンバー間の関係を規定し

を描く記事はかつても存在していたが，近年は，

（70）

し

オンの姿よりも，むしろ学校生活を通じた友人と

たり，一時的にメンバーが 4 人に減員（71）になっ

の触れ合いや家族との関係や日々の出来事が描か

たりしても，
解散に至らながなかった理由として，

れることが目立つようになっている。中でも学生

適度なメンバー間の距離感が存在したためであ

服や私服として提示される服装，生活空間の提示

り，言いたいことを言い合うメンバー間の信頼感

などは，10 代の読者に対する「オフ」の演出に

や絆が「わちゃわちゃ感」と違う形で形成されて

大きな役割を担っている。つまり，男性アイドル

いたことが効果的に働いたためと見ることができ

は憧れの存在であっても手の届かない者ではな

たと考えられる。しかし，メンバーが脱退

（72）

。中居正広は，メンバー間の関係について，

く，読者と同じように学校に通い，勉学やスポー

「どこに住んでいるかとか，
昨日何をしただとか，

ツに励み，
友人同士の「からかい」や「いじめ」
，

知ろうと思えばいくらでも知れますけど，日頃メ

「失恋」をも経験する悩める者，読者に近い位置

ンバーと喋ることはないですね。鮮度を保とうっ

にある存在として表現されている。仮想空間にお

て意識みたいなものはあるかもしれない」と語っ

ける多様なアイドル像（
「偶像」
）の演出は，現実

「僕の一方的な思いかも
たことがある（73）。また，

空間の「キャラクター」を意識的に見せることに

しれないですけど，お互いに干渉をせずにやって

より，かつては憧れの存在として「2 次元の存在」

る
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として捉えられていたアイドルが，より身近な

ット，バトン，マジックなどの演技を横目に「自

「2.5 次元」的な存在に変化したことを示す。憧れ

分が主役」と思いながら「群舞」に参加する「ジ

の存在であるアイドルとファンとの関係性は必ず

ャニーズ精神」が先輩から後輩へと受け継がれて

しも従来の「異性愛」ではなく，男性アイドルが

いるメカニズムが垣間見える（筆者の西条・植田

女性ファンにとって身近なレベルで自分の好みと

は 2015 年 12 月 22 日に観覧した）
。また，情報

合致させやすい存在であると同時に，自分と異性

番組や大河ドラマ，紅白歌合戦など，高齢者が好

愛関係を結べない存在としても構築されるように

んで視聴する番組に所属タレントを出演させるこ

なっている。

とにより，幅広い世代の支持を得る戦略は，タレ
ントが高齢化した時に若い女性ファンの獲得だけ

4．
「儚い存在」のアイドル

ではジリ貧になるのではないかという危機感が背
景にある。一方で，2015 年 10 月 26 日からイン

アイドルはうつろいゆくもの，
儚い存在である。

ターネット見逃し番組配信サービス「ティーバー

ファンは常にアイドルに「若さ」
「フレッシュさ」

（TVe r）
」が提供されるようになった際，フジテ

を求める。一方で，アイドルや運営者は「いつ売

レビのドラマ「5 → 9 〜私に恋したお坊さん〜」

れなくなるのか」と強い不安を抱えながら，少し

は配信されなかったが，出演した山下智久が所属

でも長く人気を保ちたいと考える。たとえば，ジ

するジャニーズ事務所の「ネット上での転載を認

ャニーズ事務所側は，ヴァーチャル空間における

めない」方針が背景にあり，
「ヴァーチャル空間」

活動を制限して現実空間における活動を基本とす

における肖像の氾濫についても徹底した管理が行

ることにより，
図 3 の通り，
仮想空間における「偶

われている。

像」を長期に亘って維持しようと配慮している。

君塚［2012］は，韓国アイドル（75）との比較に

たとえば，
「現実空間」における活動，ジャニー

おいて，
「日本のアイドルはデビュー年齢が若く

ズ事務所若手アイドルを総出演させる 2 か月間の

未完成であるからこそ支持を集めてきた歴史があ

ロングラン公演「ジャニーズ・ワールド」
（2015

るのは周知の事実だが，現実を広く見渡せば高齢

年 12 月 11 日〜 2016 年 1 月 27 日千秋楽，於帝

化社会と言っていい」と指摘する（76）。韓国の音

国劇場）などを強化することにより，まだデビュ

楽業界が若年化している理由として，日本の 28

ーを果たしていない候補生が一斉に振りを揃える

分の 1 しかない狭いマーケットの中で，歌手たち

シーンとは別に隣の候補生とは異なるポーズを決

が激しいサバイバルを常に広げていることにある

めるシーンに，先輩たちのダンスや歌，アクロバ

ことを挙げている。韓国で近年ヒットチャートを
席巻している 10 〜 20 代が中心のアイドルグルー

価値

プの寿命は約 5 年と言われており，そこから抜け
出して 40 代まで音楽活動を続けて行くのは至難

ジャニーズ

の業になっている。彼らは「いつ売れなくなるの
か」と強い不安を抱え，ネットに悪い噂が書かれ
ていないか，常にチェックしている。そのため，
整形や極端なダイエットを繰り返すなど，
「自分

韓流アイドル

を改良しなくちゃ」という強迫観念に駆られてい
る。

女性アイドル



図3

彼らは多忙でリフレッシュする余裕もない。そ

時間

のため，韓国アイドルの中には「私たちは日本の

【出典】筆者が独自に作成

SMA P のようになりたい」との発言がしばしば

アイドルの時系列価値変化

見受けられる。1988 年 3 月の結成以来，40 代に
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入ったメンバーがいても，グループとしてのキャ

アイドルと同じように息の長い活動への願望があ

リアを続け，さらに個々でも俳優としての活動や

ることの証左である（77）。

バラエティ番組への出演などで充分な活躍してい

近年，その傾向はますます強まっている。熱し

ることを「理想的なアイドルグループのあり方」

やすく冷めやすい韓国のファンに向け，次々と新

だと捉えた発言である。

人グループが登場するようになっている。10 年

2016 年 1 月，SMAP 解散報道が伝えられたが，

前は，年に 2 〜 3 の新人グループがデビューして

グループ結成（1988 年 3 月）から 28 年，C D デ

いる。デビューラッシュが加速した原因に，アジ

ビュー（1991 年 9 月）から 25 年の長期に亘りア

アでのアイドル・ビジネスの成功事例を見て，モ

イドルの最前線に立ち続けて来たことになる。

デル事務所など，既存の芸能事務所以外の新興勢

「
（世代を超えた歌が生まれにくい世の中で）この

力が参入してきたことがある。V I X X（78），防弾

国の老若男女みんなが歌える歌を歌って親しまれ

少年団（79）など，事務所が小さくても大健闘する

ている」
，
「広く海外にもあまたのファンを持つ」

グループが出現している。その結果，生き残り競

という形容詞に示されるように，SMAP の存在

争が激化して，新人グループもファンにいち早く

には常に「抽象性」があり，存在そのものが「作

名前を覚えてもらえるように，数ヶ国語を操るメ

品」であり，いつもアイドルとしての抽象性を失

ンバーを入れる等，工夫している。3 大事務所で

わない社会的「公共財」であった。アイドルとは

ある SM，Y G，J Y P など大手事務所も自らの立

時代の欲望の反映であり，だからこそ時代と共に

場を守るため，最もチケットが入手困難な韓国ア

アイドルは変わり，消費されて行く。アイドルは

（SM）
，デビュー
ーティストと言われる EXO（80）

うつろいゆくもの，儚い存在であるため，永遠に

曲で本国 1 位を獲得した WINNER（81）
（YG）
，多

アイドルであることは構造的に不可能であるが，

（J Y P）という若手グル
国籍グループ G O T7（82）

S M A P はその不可能を可能に近付けてみせた。

ープを登場させ，群雄割拠になっている。また，

S M A P は時代と共に最前線に立つアイドルであ

徴兵制度が大きな壁として存在するため，入隊時

り続けた。その都度，音楽スタイルも変わり，メ

期を期限ギリギリの 30 歳まで延ばすのが通例で

ンバーそれぞれが俳優やタレントとしても活躍し

あるが，それでも日本の男性アイドルと比べれば

イメージも変わって行ったが，SMAP は時代を

芸能活動は短くなる（83）。日本でも人気を誇る東

正確に映す鏡としての「アイドル」を一貫して高

方神起や 2PM（84）のメンバーも入隊年齢を迎え

性能の水準で保ち続けた。それは「奇跡」としか

るようになった。

言うことが出来ない「見事さ」をファンに供し続
けて来たことになる。

一方，女性アイドルの場合は，固定メンバーだ
けで，男性アイドルの SMAP のように，恋愛し

ジャニーズアイドルにおいても，1980 年代の

ても，結婚しても，支持され続けるグループは存

シブがき隊や光 GENJI までは，10 代の少女ファ

在しない。特に，近年は，インターネットの発達

ンに騒がれる人気の絶頂期は 5 年前後であった。

により，ちょっとでも容姿や体型が落ちると，ネ

S M A P は歌番組減少という逆境の中で，冠バラ

ット上で「劣化」と騒がれてしまう。1970 年代

エティ番組と人気ドラマに出演し続けることで，

までは「アイドルの寿命は 7 年」と言われていた。

幅広い世代に支持された「国民的アイドル」であ

南沙織や山口百恵の活動期間は約 7 年，ピンク・

り続ける方法を確立した。

レディーとキャンディーズは約 5 年，おニャン子

S M A P に続くジャニーズのグループは皆，

クラブは 2 年半（85）に満たなかった。アイドル出

S M A P が確立した「息の長いアイドル」として

身で女優として活躍している人（86）はかなりいる

の露出の方法を土台としている。
「SMAP のよう

が，
一生アイドルとしてやっているのは松田聖子（87）

になりたい」という発言は「太く短く」駆け抜け

や中森明菜に限られる（88）。

ようと見られる KPO P アイドル達にも，日本の

女性アイドルにとって，フレッシュさは常に重
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要な要素となる。AK B48 の成功として挙げられ

日（A K B 劇場デビュー 9 周年）に「1 年後を目

ることが多い，2008 年にデフスターズレコード

途に卒業」することを発表して，後輩の横山由依

からキングレコードへのレコード会社移籍第1弾（89）

を後継者に指名して，1 年間以上の長い期間を掛

という大事なシングル「大声ダイヤモンド」にオ

けて「世代交代」する準備を行なっている。

ーディションで選ばれたばかりの 11 歳の松井珠

AKB48 の継続的な人気は，2005 年末から続け

理奈が登場していきなりでセンターに大抜擢さ

ている秋葉原の専用劇場での公演によって培っ

れ，しかも CD ジャケットには彼女しか写ってい

た，コアなファンの支持基盤の上に成り立ってい

なかったことは，
「フレッシュさ」と共に「衝撃」

る（98）。また，初期メンバーに前田敦子がいたこ

を与えた（90）。松井珠理奈をセンターにしたこと

とにより，
「AKB48 に入りたい」
「
『マジすか学園』

が A K B48 を大きく成長させる結果となり，
「大

に出たい」という憧れを持って入る後輩が多かっ

声ダイヤモンド」は，オリコン・ランキングで

たことも，アイドルグループとして継続できた大

（91）

。人は「フレ

きな要因であった（99）。常設劇場というホームタ

ッシュさ」の時間的な長さに限りがあることによ

ウンを持って公演を積み重ねることによりアット

って，
「若さ」
というものに高い価値を与える。
「若

ホームな雰囲気を創り上げると共に，表 1 の通り

さ」
「フレッシュさ」は年齢と共に失われるもの

総勢 252 名のメンバーを独自の人材育成メカニズ

であり，
それゆえに貴重なものである。
「若さ」
は，

ムを基に「世代交代」
「新陳代謝」を繰り返しな

子供から大人へと至る途上にあって，その儚さゆ

がら「若さ」
「フレッシュさ」をファンに与え続

えに独自の輝きを放つものであり，アイドルは，

けた結果，2005 年 12 月 8 日の初日公演以来，10

そのような「若さ」のかけがえのない魅力が凝縮

年を超える長期に亘ってトップ人気を獲得する女

された存在である（92）。

性アイドルグループの地位を維持することに成功

AKB48 過去最高の 3 位になった

ファンは新しいグループに流れがちである。し

した。2015 年 12 月 8 日には常設劇場で現役と卒

かし，アイドル文化が成熟していく中，第一線で

業生を合わせた総勢 171 人のメンバーで「AKB48

20 年以上活躍し続けるアイドルグループが出て

劇場 10 周年記念特別公演」が開催された。

きてもおかしくないはずである。ビジネス的な側

表 3 の通り，現在のアイドル・ブームを牽引す

面を考えても，ファン心理を考えても，できるこ

る A K B48 がデビュー満 10 周年を迎えた以外に

とならグループは少しでも長く活動した方が望ま

も，2015 年は，夏休み期間中に SK E48，乃木坂

（93）

しい。
「アイドルは 25 歳まで」

としばしば言

46，ももいろクローバー Z などがドーム・スタ

われ，大島優子（AKB48）
，道重さゆみ（モーニ
ング娘。
）
，八坂沙織（SUPER ☆ GiRLS）
，遠藤
舞（アイドリング !!!）
，
古川愛李，
宮沢佐江（SKE48）
など 25 歳でグループを卒業した中心メンバーが
目立つ（94）。しかし，女性アイドルは，宝塚やプ
ロ野球のようにトップスターが辞めても，また新
しいスターが現れるような人材育成システムを構
築しつつある（95）。学校に通い，オーディション
を受けるという道筋を示すことができたため，か
つてと異なり新人層は厚くなった（96）。世代交代
をどう進めるかが，女性アイドルグループの人気
を継続する鍵となっている（97）。
たとえば，誕生日の 2016 年 4 月 8 日に卒業す
る A K B48 総監督の高橋みなみは 2014 年 12 月 8

表1
所属
AKB48
AKB48
AKB48
AKB48
AKB48
SKE48
NMB48
AKB48
AKB48
SKE48
AKB48
SKE48
乃木坂 46

AKB48 グループ主要メンバー卒業

名前
前田 敦子
板野 友美
秋元 友加
篠田麻里子
大島 優子
古川 愛李
山田 奈々
高橋みなみ
川栄 李奈
松井 玲奈
高城 亜樹
宮沢 佐江
深川 麻衣

年齢
20 歳
21 歳
24 歳
27 歳
25 歳
25 歳
22 歳
23 歳
20 歳
23 歳
24 歳
25 歳
24 歳

発表年月
2012 年 3 月
2012 年 3 月
2013 年 4 月
2013 年 6 月
2013 年 12 月
2015 年 2 月
2014 年 10 月
2014 年 12 月
2015 年 3 月
2015 年 6 月
2015 年 12 月
2015 年 12 月
2016 年 1 月

卒業年月
2012 年 8 月
2013 年 8 月
2013 年 8 月
2013 年 7 月
2014 年 6 月
2015 年 3 月
2015 年 4 月
2016 年 4 月
2015 年 8 月
2015 年 8 月
2016 年 1 月

※年齢は発表当時。

【出典】各種情報を基にして筆者が作成
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AKB48 活動 10 年間総括
（2015 年 12 月 8 日 <10 周年 > 時点）

劇場初日公演
2005 年 12 月 8 日（観客は 7 人）
劇場公演総数
3,871 公演（出張公演，SDN48 を除く）
劇場公演観客総数
1,063,696 人
劇場登壇メンバー総数 252 人（AKB48 のみ）
劇場公演最多出演メンバー【1 位】小林香菜 890 回，【2 位】平嶋
夏海（卒業）838 回，【3 位】峯岸み
なみ 817 回
インディーズデビュー 「桜の花びらたち」（2006 年 2 月）
メジャーデビュー
「会いたかった」（2006 年 10 月）
シングル発売枚数
42 枚，総売上枚数 3,615.8 万枚（歴
代１位）
シングルのミリオン
23 作（歴代１位）
売上作品数
初ミリオン「Beginner」 102.9 万枚
（2010）
【1 位】「さよならクロール」

195.6 万枚
【2 位】「真夏の Soundsgood!」

182.2 万枚
【3 位】「ラブラドール・レトリバー」

178.7 万枚
全イベントのファン
11,897,796 人
参加総数
選抜総選挙（7 回開催），じゃんけん
大会（6 回開催），ドラフト会議（2
回開催）他
劇場収容人数
250 人（いす席 145 席，立見 105 席）
劇場の入場料金
3,000 円（税込み），オープン当初は
1,000 円


表3

【出典】各種情報を基にして筆者が作成

主要女性アイドルグループの 2015 年活動状況
（CD 売上とライブ会場規模）
5 万〜 10
万枚

ドーム
ももクロ
スタジアム
μ’s
（3 万〜 6 万人）
E-girls
アリーナ ℃ -ute
（1 万〜 3 万人）私立恵比寿中学
でんぱ組 .inc
大規模ホール
Perfume
（5,000〜1万人）

10 万〜 50
万枚

50 万〜 100
100 万枚以上
万枚
SKE46
乃木坂 46

HKT48
NMB48
仮面女子

表4

ジャニーズグループの 2015 年活動状況
（CD 売上とライブ会場規模）
10 万枚以下

ドーム
スタジアム
（3 万〜 6 万人）

10 万〜 25 25 万〜 50
50 万枚以上
万枚
万枚
KAT-TUN
KinkiKids 関ジャニ∞
嵐
SMAP
Kis-My-Ft2
NEWS

V6
ジャニ−ズ WEST
アリーナ
SexyZone
A.B.C-Z
（1 万〜 3 万人）
Hey!Say ！ JUMP
タッキー＆翼
大規模ホール
（5,000〜1万人）

【出典】
「日経エンタテインメント（2015 年 9 月号）」28p.
より抜粋

表5

女性アイドルグループのライブ動員力

ライブ会場
アイドルグループ名
メガスタジアム【6 万人以上】
ももいろクローバー Z
ドーム・スタジアム【3 〜 6 万人】AKB48，乃木坂 46，SKE48，μ’s
アリーナ【1 〜 3 万人】
HKT48，NMB48，E-girls，
Perfume，モーニング娘。，
BABYMETAL
大規模ホール【5,000 〜 1 万人】 でんぱ組 .inc，仮面女子，私立恵
（日本本武道館など）
比寿中学，チームしゃちほこ，ア
イドリング !!!，SilentSiren
中規模ホール【2,000 〜 5,000 人】 さくら学院，SUPER ☆ GiRLS，
（中野サンプラザ，パシフィコ横 Juice=Juice，PASPPO ☆，風男塾，
浜，TDC ホール，豊洲 PIT など） Negicco，i ☆ Ris
大規模ライブハウス【1,000 〜 2,000 人】フェアリーズ，Rev.fromDVL，
（各地 Zepp，赤坂 BLITZ，TSUTAYA バンドじゃないもん !，妄想キャリ
O-EAST，渋谷公会堂など）
ブレーション，放課後プリンセス，
東京女子流，ベイビーレイズ
JAPAN
小規模ライブハウス・ワンマン未開催 Ange ☆ Reve，バクステ外神田一
丁目，Dream，ふわふわ，ロック
ジャポニカ，わーすた，つばきフ
ァクトリー


【出典】各種情報を基にして筆者が作成

AKB48

モーニング娘。

【出典】「日経エンタテインメント（2016 年 2 月号）」55p.

女性アイドルを上回っている。
アイドルはかつて，
オリコン・ランキングや C D 売上枚数（表 10）
や売上規模（表 14）を参考に活動して来たが，
現在は活動ベンチマークがライブ会場規模に移っ

ジアムで単独公演を行うなどライブ面でアイドル

ている。
「ライブ・エンタテイメント」の時代に

グループ盛況を継続した。また，表 4 の通り，ジ

なったことを受けて，アイドルのポジショニング

ャニーズ事務所アイドルは，嵐を除けば CD 売り

を見る指標は，コンサートの動員力（表 5）に代

上げでは女性アイドルグループ（表 3）に比べる

わった。

と見劣りするが，嵐が 5 大ドームツアーで 80 万

表 5 のように，メガスタジアム（6 万人以上）
，

人を動員したのを初め，どのグループもドーム規

ドームクラス（3 〜 6 万人）は，
AKB48 グループ，

模，アリーナ規模の動員力を有し，その潜在性は

ももいろクローバー Z などが挙げられ，大規模

アイドルが生息する「現実空間」と「仮想空間」の二重構造
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ホールクラス（5,000 〜 1 万人）は，でんぱ組

含めると 30 名以上のメンバーで構成され，毎日，

. i nc，仮面女子，私立恵比寿中学と言うように，

秋葉原にあるアリスプロジェクト常設劇場「P .

会場規模によって，アイドルは現在のポジション

A.R.M.S」で公演する典型的な「地下アイドル」

を測ることが多くなって来た。最近では，会場キ

であったが，人気の高まりにつれ，2014 年 10 月

ャパシティに見合った観客動員を見込めないもの

23 日の Ze pp T o k y o（2,500 人観客）を経て，

の，
「その会場でライブを行った」という実績を

2015 年 11 月 23 日のさいたまスーパーアリーナ

得るためにライブを行うアイドルも出現してお

で単独公演「地球のおへそ」を開催，観客 15,000

り，能力以上の大きな会場で，アイドルがいかに

人を動員するまでに成長した。大規模会場での開

「ライブ」と「会場規模」を重視しているか，が

催は「無謀」と言われ続けたが，アリーナを埋め

窺える。
アイドルは，単独公演をライブハウス「リキッ

尽くすファンを集め，夢を叶えた「地下アイドル
の伝説」を証明することになった。

ドルーム」から始め，次が「赤坂 BLITZ」
，その

「さくら学院」は，
「成長期限定ユニット」を謳

次は「ZeppDivercity」というように，ライブ会

い「メンバーは義務教育終了の中学 3 年生の 3 月

場規模ベースで「成長ドキュメンタリー」をファ

でグループから卒業しなければならない」という

ンに対して見せる。特に「日本武道館」は，数多

ように在籍期間を限定することで，世代交代しな

くのアイドルが目標とする会場であり，
「武道館

がら「若さ」
「フレッシュさ」を維持してグルー

公演」を行うことがアイドルにとって 1 つのステ

プの成長を図っている。
結果として，
「さくら学院」

ータス・シンボルになっている。ファンは，会場

は，1 期の三吉彩花や 3 期の松井愛莉，2 期の中

規模が大きくなっていくことに，
「インディーズ

元すず香と 4 期の水野由結・菊地最愛の 3 人から

アイドル」が「メジャーアイドル」へと成長する

成る「BABYMETAL」
（第 12 項で詳説）のよう

「過程を流すドキュメンタリー」を見ており，応

に，卒業後に他ジャンルで更なる活躍を遂げる

援するアイドルがどのように成長するかを楽し

O G を輩出することにより，一時的に有力メンバ

む。ファンは現在進行形でメンバーと共に前進し

ーを失い大幅な戦力ダウンを余儀なくされるが，

ている感覚を味わえる。インディーズアイドルか

グループとしてのブランド力を高め，少しずつ大

ら 6 か国を巡るワールドツアーを実施（2015 年）

きな規模でライブが出来るようになっている。

する奇跡を起こした「でんぱ組 .inc」が代表事例

また，
「モーニング娘。
」のプロデューサーであ

であるが，その他にも成長過程ドキュメンタリー

った「つんく♂」が喉頭ガンで声帯を失い，ハロ

を見せるアイドルが出現している。

ー・プロジェクトの総合プロデューサーの座を退

たとえば，顔を仮面で隠してライブを行うアイ

いたが，ハロー・プロジェクト所属で 2013 年に

ドルグループ「仮面女子」は，
「最強の地下アイ

デビューした「Juice ＝ Juice」は，直木賞作家・

ドル」と呼ばれる。
「地下アイドル」とは，何年

朝井リョウのアイドル小説「武道館」原作のテレ

も陽が当たらないグループや，何十回とオーディ

ビドラマ（2016 年 2 月 6 日スタート，
フジテレビ）

ションに落ち続けたメンバー達で構成される「ア

の主役に抜擢されることになった。テレビドラマ

イドル」などを指し，マスメディアに出ないから

「武道館」
は，
2013 年の NHK の朝の連続ドラマ
「あ

こそ出来る過激な演出，奇々怪々なパフォーマン

まちゃん」
以来のアイドルドラマとなる。かつて，

スが小規模ライブハウスで行われるため，会場と

歌とドラマ，アイドル歌手と女優は分離されてい

の一体感，ファンとの近接性はメジャーなアイド

たが，融合される新しい試みであり，注目される。

ルグループをはるかに上回る。ジェイソンマスク

架空のアイドルユニット「NEXT YOU」が日本

の「アリス十番」
，ガスマスクの「スチームガー

武道館公演を目指すというストーリーであるが，

ルズ」
，鉄仮面の「アーマーガールズ」の 3 つの

Juice=Juice は，2015 年秋から 2016 年秋にかけ

仮面ユニットから成る「仮面女子」は，候補生を

て 220 公演に及ぶ単独ライブのロングツアーを敢
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行中であり，220 公演を終えた暁に悲願の日本武

かつて，紅白歌合戦出場（2011 年）
，東京ドー

道館公演となると，ドラマとリアルがリンクする

ム公演（2013 年）など，
少女時代と共に「K-POP」

ことになる。表 5 は，女性アイドルグループのラ

ブームの先駆けとなった K A R A は，主要メンバ

イ ブ 動 員 力 を ま と め た も の で あ る が，

ーのパク・ギョリとハン・スンヨンが 25 歳を超

「Juice=Juice」は，現在，中野サンプラザ，パシ

えると人気が急降下，2016 年 1 月に解散を発表

フィコ横浜，TDC ホールなど 2,000 〜 5,000 人を

するに至った。未熟な「アイドル」が「夢」
（た

収容する中規模ホールへの動員力は有している

とえば武道館公演など）に向かって頑張るから，

が，日本武道館公演が実現すれば，ワンランク上

ファンも一緒にその「夢」に乗ることができるが，

のアイドルへステップアップすることになる。
AK B48 グループでは，国内 4 番目の姉妹グル
ープである「NGT48」専用劇場「NGT48 劇場」

「高み」を見た KARA が解散を発表した時には，
パク・ギョリとハン・スンヨンは 27 歳，ク・ハ
ラは 25 歳になっていた。

が 2016 年 1 月 10 日，新潟・万代地区（商業施

更に，国立競技場や横浜アリーナなど首都圏の

設「ラブラ 2」
）にオープンする他，乃木坂 46 姉

ライブ会場が相次いで閉鎖，改修などを行い会場

妹グループ「欅坂 46」
，解散した「Berryz 工房」

が不足する「2016 年問題」がアイドルにも影響

の流れを汲むハロプロ「こぶしファクトリー」

する。表 6 の通り，決定しているだけでも，さい

（2015 年日本レコード大賞最優秀新人賞受賞）と

たまスーパーアリーナ（東京五輪「バスケットボ

「つばきファクトリー」
，スターダストプロモーシ

ール」会場）
，横浜アリーナ，渋谷公会堂，日本

ョン「3Bjunior」
，アクターズスクール広島出身

青年館などが挙げられ，代々木第一体育館（東京

「S PL ∞ ASH」
，エイベックス「わーすた」など

五輪「ハンドボール」会場）
，日本武道館（東京

の新グループが誕生する一方，2015 年末「N H K

五輪「柔道」会場）
，中野サンプラザなども改修

紅白歌合戦」では，ジャニーズ系 7 組や声優アイ

工事や建て替えの予定がある。一時的に 6 万席余

ドル「μ 's」が出場する中，
「ももいろクローバ
ー Z」
，
「S K E48」
，
「HKT48」
，
「水樹奈々」が落
選するなど，
アイドルグループは「世代交代」
「新
陳代謝」を求められる大きな「転換点」を迎えて
いる。
一方で，2015 年 3 月 3 日に日本武道館でラス
トライブを開催した Ber ryz 工房（100）のように，
同じメンバーで続けるグループが継続することは
難しくなっている。2004 年にメジャーデビュー
を果たした時は平均年齢 10.7 歳であったが，全
員小学生であった 7 人のメンバーも 11 年間の活
動を経て 23 歳になって，アイドルとしての活動
を終えるしかなかった。7 人は公表前にハロプロ
（101）

同期生である℃ - u t e

メンバーに活動休止を伝

えたが，置かれた状況は℃ -ute も同様である（102）。
それが男性アイドルグループとの大きな違いであ
る。メンバーが変わっても存続する AKB48 グル
（103）
ープやモーニング娘。
を除くと，Berry z 工房

同様に活動休止となる女性アイドルグループは続
出すると推察される。

表6

改修・閉鎖が予定されている主なコンサート会場

会場
さいたま
スーパーアリーナ
大阪城ホール
横浜アリーナ

キャパシティ
37,000 人
16,000 人
17,000 人

渋谷公会堂

2,084 人

日本青年館

1,360 人

東京国際フォーラム
ホール A
東京国際フォーラム
ホール C
日比谷公会堂
サントリーホール
神奈川県民ホール
国立代々木競技場
体育館
日本武道館
中野サンプラザ

5,012 人

内容
2015 年 12 月〜 16 年 8 月，
改修工事のため閉鎖
2016 年 1 月 7 日〜 3 月 6 日
改修予定
（2016 年 1 月 12 日〜 6 月 30 日）
2015 年 10 月以降閉鎖，
2018 年度に再開予定
2015 年 3 月末閉鎖，
2017 年 4 月に再開予定
短期改修（2016 年 1 月）

1,502 人

短期改修（2016，2017 年）

2,074 人
2,006 人
2,493 人
第一体育館13,243 人
第二体育館4,195 人
14,471 人
2,222 人

建て替え（2016〜2020年）
改修（2017 年，半年間）
改修（2017 年，11 か月間）
改修工事が必要（2018 年）

青山劇場

1,200 人

改修未定
2021 年以降に一時閉鎖，
再開予定
2015 年 3 月末閉鎖

【出典】
「週刊東洋経済」2015.12.26-12016.1.2,192p. を基に
して筆者が作成
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りが使用できなくなる期間が出て来る。また，旧

人）から次のステップへ進もうとしているグルー

国立競技場は騒音問題から単独公演が出来たの

プのための会場が一時的に減り，ライブ会場を取

は，SMAP や嵐，AKB48，ももいろクローバー Z，

り合いになってしまう事態が懸念されている。同

ドリームズ・カム・トゥルーなど僅か 6 組に限ら

時に，ライブハウスから中規模ホール（2,000 〜

れるが，
新国立競技場（東京五輪「陸上競技」
「サ

5,000 人）へと上り詰めようとしている発展途上

ッカー」会場）も当初の「様々なイベントに対応

グループも同様の状況に直面する。音楽産業全体

できる開閉式の屋根」ではなく，
「原則として競

がライブビジネスに主軸を置くようになった「ラ

技機能に限定」
「屋根は観客席の上部のみ」とな

イブ・エンタテインメント」全盛の現在，単純に

っため，音楽ライブ会場に用いることは難しい。

ライブが出来なくなってしまうことは，アイドル

2016 年 10 月に味の素スタジアム横に完成する 1

グループにとって非常に大きな痛手となる。数万

万人クラスの体育館，2020 年に完成する五輪用

人規模の会場を使っていたメジャーアイドルが国

の「有明アリーナ」
（15,000 人）
（東京五輪「バレ

立競技場やアリーナの改修により，数千人規模の

ーボール」会場）など新会場が使えるまで「会場

会場を使うようになれば，
「玉突き現象」によっ

不足問題」は継続される見込みである。

て数千人規模を使っていたアイドルが数百人規模

「会場不足問題」の影響を受け，ドームレベル

の小さな会場を使うことになる。メジャーアイド

の単独公演を開催してきた嵐は，2016 年には表

ルが規模を縮小した会場に移ることは，メジャー

7 のように 2007 年以来，9 年ぶりに規模を抑え

とインディーズというように完全に二極化してい

たアリーナ公演（17 公演，
17 万 1,000 人動員予定）

たアイドルグループの現状を融解する。集客力が

を実施，1 日 2 回公演に挑戦する。乃木坂 46 は，

劣る下位グループは交通の便の悪い会場（北関東

2013 年から毎年，デビュー記念日の 2 月 22 日に

の会場で 2 日間開催）に押しやられ，採算圧迫に

ライブを行うことが恒例であったが，大規模会場

より体力の消耗を強いられた結果，
「淘汰」が進

が抑えることができなかったため，開催時期を延

むことも考えられる。
「アイドル・ブーム」でた

期することを発表した。

くさんのアイドルグループが活動しているが，実

表7
月日
4 月 23 日
4 月 24 日
5月7日
5月8日
7 月 23 日
7 月 24 日
7 月 30 日
7 月 31 日
8月6日
8月7日
8月9日
8 月 10 日


嵐の 2016 年アリーナ公演日程表
会場
サンドーム福井
サンドーム福井
広島グリーンアリーナ
広島グリーンアリーナ
静岡エコパアリーナ
静岡エコパアリーナ
鹿児島アリーナ
鹿児島アリーナ
長野 M-WAVE
長野 M-WAVE
横浜アリーナ
横浜アリーナ

開演時間
13 時，18 時
15 時
13 時，18 時
15 時
18 時
12 時，17 時
13 時，18 時
15 時
18 時
12 時
18 時
12 時，17 時

【出典】各種情報を基にして筆者が作成

態は，ビジネスとして成立しているグループは少
なく，どのグループも知名度が低く集客できない
と苦しんでいる。
全国に 1,000 グループ存在するとも呼ばれるア
イドルグループの運営者が考えるのは，ジャニー
ズや AKB48 グループの成功ノウハウを学ぶとい
う方法である。たとえば，A K B48 の成功理由と
して，
（1）劇場公演，
（2）握手会，
（3）センター
制度，
（4）選抜制度，
（5）姉妹グループの存在，
（6）選抜総選挙，
（7）ドキュメンタリー映画，
（8）
大人数でのパフォーマンス，などの運営手法が挙
げられる。しかし，同様に成功するアイドルグル
ープはなかなか生まれて来ない。理由として経済

嵐や乃木坂 46 の他にも，メガスタジアム（6

学的に考えれば，次の 3 点が挙げられる。

万人以上）
，アリーナクラス（1 〜 3 万人）や大

第 1 に「先行者利得」である。成功したアイド

規模ホール（5,000 〜 1 万人）の会場が首都圏で

ルグループは，そのジャンルで確固とした地盤を

減ってしまい，安定して同クラスを埋められるア

築いており，後発のグループにとっては，参入障

イドルグループや，中規模ホール（2,000 〜 5,000

壁が高過ぎる。アイドル・ビジネスは誰でも出来
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そうに見えるが，既にシステム化され，かなりの

実空間」における「キャラクター」になろうとし

マーケットシェアを確立しているため，表面的な

た。ピンク・レディーは，最初から，作詞・阿久

行動は真似できても，グループが自律的に成長す

悠，作曲・都倉俊一，振り付け・土居甫，歌・ピ

ることは真似できない。たとえば，
「アイドル活

ンク・レディーというチームで，仮想空間におけ

動に興味を持っていない，隠れたアイドル向きの

る「偶像」を企画されたものであった。
「偶像」

逸材をいかに発掘するか」という人材発掘システ

として完成されたピンク・レディーには，子供の

ムや未経験に近いメンバーを直ぐにステージに登

ファンが多かった。阿久悠は，まるで映画の舞台

場させる育成システムなどは，
その一つであろう。

を変えるように未確認物体からシンドバッド，ピ

第 2 は「比較優位」である。成功したグループ

ンクのサウスポーからモンスター，透明人間まで

は，自らの資源を最大限に活かしている。メジャ

様々なモチーフを取り出した。阿久悠はピンク・

ーアイドルが成功したのは，他のアイドルグルー

レディーの方向性を「絵空事路線」と呼び，ピン

プより比較優位があったためである。
経営資源は，

ク・レディー自身も生身の人間ではなく，
「偶像」

メンバーやスタッフ（楽曲，ダンス，衣装）など

として消費された。後に未唯 mie と改名したミ

人材，公演劇場，過去のメンバーが生んだブラン

ーは「自分たちは操り人形だった」と当時のこと

ド力など，資源の賦存状況はグループによって異

を振り返っている（104）。

なる。後発のアイドルグループが，メジャーアイ

一方，キャンディーズは生身の女の子として自

ドルと比較優位構造を備えていることは，ほとん

己主張したことにより，大学生から熱狂的な支持

どあり得ない。そのため，後発グループが成功し

を得た。キャンディーズには，日本初の全国組織

たグループを真似してもなかなか上手くいかな

型ファンクラブ「全国キャンディーズ」
（略称「全

い。逆に，他のグループがやっていないことを考

キャン連」
）が生まれ，このファンクラブが解散

え，
「差別化戦略」を採るべきである。

コンサートへと進んで行くキャンディーズを様々

第 3 に，本当の成功理由は，表面を見ただけで

な形でサポートした。ピンク・レディーが「偶像」

は分からない「見えざる資産」
（伊丹［2012］
）に

消費型のアイドルの原型だとすれば，キャンディ

ある。ジャニー喜多川や秋元康のような卓越した

ーズはファンを巻き込む形のアイドルの原型であ

リーダーだからこそ思い切ったリーダーシップを

った（105）。

発揮でき，
持続的なアイドルグループが誕生する。

一般的に，
「仮想空間」のファンは，
「偶像」が

飛び抜けたリーダーは高リスクを覚悟の上で，資

劣化しないこと，変わらないことに魅力を感じる

源を活かしたグループ誕生の方向に資源を集中さ

が，
「現実空間」のファンは，うつろいゆくもの，

せることが可能である。他のグループでは，体力

儚い存在を愛するという違いがある。
「現実空間」

的にそのようなリスクを負うことが出来ない。

における「キャラクター」になろうとしたキャン

以上見たように，インディーズアイドルがメジ

ディーズは，解散することにより，自らがうつろ

ャーアイドルへと上がる登坂路は，極めて細い道

いゆくもの，儚い存在であることをファンに向け

である。

て体現したが，キティちゃんやミッキーマウス，

5．
「現実空間」と「仮想空間」

サザエさんなどのキャラクターと異なり生身のピ
ンク・レディーが劣化しないこと，変わらないこ
とを続けることは不可能（106）であり，大人気を博

1970 年代にアイドルとして人気を博したピン

した後に「仮想空間」のファンが離れるのはあっ

ク・レディーとキャンディーズは，そのモデルを

という間であった。濱野［2012］は，
「アイドル

まったく異にした。ピンク・レディーがそれ以前

と は 人 間 と キ ャ ラ の 中 間 体 」 で あ る と 定

のアイドルと同様に「仮想空間」における「偶像」

義（107） し，斎藤［2011］は「人間は成長するが

を演じ続けるのに対して，キャンディーズは「現

キャラは成長しない」と指摘する。
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境［2014］は，
「アイドル」の定義として，①

はなく「ランウェイと客席」により構成され，客

18 歳までにデビューし，②歌手であり，③歌唱

席から至近距離でアイドルを観ることができるた

以外の様々な領域でメディアを跨いで活躍すると

めライブが非常に盛り上がり，ファンはより一層

定義したが，北川［2013］は「カラーテレビの普

「現実空間」を楽しむことが可能である。正統派

及と高度経済成長による若年層の経済力の上昇に

アイドルグループ「ふわふわ」他，モデル風，ダ

よって成立した，メディア上で活躍する魅力的な

ンス系，アクロバティックなど，個性の異なる 4

人たち」と定義して，
「テレビを中心としたマス

組のグループ，12 歳から 19 歳の総勢 39 名がパ

メディアを通しての，一方通行の関係で疑似恋愛

フォーマンスを披露し，連日盛況となっている。

的関係」
を前提とした。更に北川
「2013］
は
「AKB48

荻野目洋子，観月ありさ，西内まりや，フェアリ

を中心とした多くのグループアイドルは，
『会い

ーズらが所属する大手芸能事務所「ライジングプ

に行ける』を標榜し，公演，アイドル，イベント，

ロダクション」が手掛けるプロジェクトであり，

（108）

などを積極的に行い，直接コミュニケ

主に竹下通りでスカウトされた美少女たちによ

ーションを可能にしている」点で「アイドルとは

り，正統派アイドル「ふわふわ」
，ダンスが得意

握手会

（109）

。AKB48 が特別な存

異質の存在」と捉えた

な
「原駅ステージ A」
，
美脚が持ち味の
「原宿乙女」
，

在になることができたのは，常設劇場を持つよう

アクロバットが得意な「ピンクダイヤモンド」の

に音楽のライブを中心としたことに加えて，握手

4 ユニットから成る「原宿駅前パーティーズ」と

会，総選挙という音楽ではない「現実空間」にお

して構成されている。
「ふわふわ」は，パステル

ける価値を提供したためである。たとえば，ファ

カラーのドレスで登場し，ちょっとした動きにも

ンは握手会でアイドルと直接話す機会があり言葉

ファンは萌える。
ダンスパフォーマンスチーム
「原

を交わすこともできるようになった。足繁く通っ

駅ステージ A」の衣装はチアリーディングをモ

（110）

，印象の強いファンはアイドル

チーフにしており，ファンは勝手に応援してもら

からも個人として認識される。ライブアイドルの

っている気分になる。ジャケットにパンツルック

現場においては，ファンとアイドルの間に一対一

の「ピンクダイヤモンド」がバク転，バク宙など

の関係性が成立し，2 人だけのストーリーがファ

アクロバティックなパフォーマンスで魅了する

ているファン

（111）

。

と， 学 校 の チ ャ イ ム が 鳴 り 響 く。 平 均 身 長

「AKB48 ブーム」は，テレビから押し付けら

167c m で長い脚が特徴的なモデルユニット「原

れるのではなく，劇場に見に行くという行為を通

宿乙女」は曲中でマジックを披露したり，撮影大

じて，現実感のある自分の楽しめる「現実空間」

会があったり，客席ファンにチェキをプレゼント

を自分で作って行く感覚が現代的であることが関

する。これら「原宿駅前パーティーズ」は週末を

係している。現在ファンが大切なものと認識され

中心に活動を続け，100 席ほどしかない客席は

るものは，
「現実空間」
に生きる重みを感じながら，

1,500 円のチケットにプレミアムが付くほどの人

自分の手で楽しみを作って行くことにある。この

気（約 40 倍）となっており，2015 年 12 月 24 日

アイドルの常設劇場は，秋葉原「AK B48 劇場」

限定のクリスマス公演は，LINE 動画配信（LINE

が最初であったが，その後，名古屋・栄（2008

ライブ）が 128 万 8,000 視聴という驚異的な数字

年 8 月）
，大阪・難波（2010 年 10 月）
，福岡・博

を記録した。

ンの数だけ生まれる

多（2011 年 11 月）
，新潟・万代（2016 年 1 月）

LI N E 動画配信は，2015 年 12 月 10 日に始ま

の姉妹グループが使う劇場，でんぱ組 inc. が所属

ったばかりのサービスであるが，視聴者は対話ア

する「秋葉原ディアステージ」
（2007 年 12 月）
，

プリ（日本国内は 5,800 万ユーザー）と別の専用

「原宿駅前ステージ」などが開設された。

アプリをダウンロードすることにより，公演中の

特に，2015 年 8 月 24 日にオープンした「原宿

コンサートをスマートフォンでどこでも見ること

駅前ステージ」は，従来の「ステージと客席」で

が可能である。ドワンゴが手掛ける「ニコニコ生
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放送」サービスに続く生中継サービスが登場する

続が可能になる。汗を流している女の子に共感し

ことにより，テレビに代替するサービスになると

て，一緒になって喜びを分かち合うというストー

注目されていたが，それを「原宿駅前パーティー

リーを作ることが重要である。フジテレビ「笑っ

ズ」が実証する形になった。LINE 動画配信は，

ていいとも」で AKB48 の指原莉乃は「アイドル

テレビ番組では視聴者が少なくて放送できないよ

はダンスも歌もちょっと出来ない子の方が，人気

うなリアルタイムの映像を届けることができるた

がある」と指摘したが，アイドルのファンは「ア

め，テレビ番組に飽き足らずテレビ離れを進めた

イドルは出来ないからこそいいんだよ」と応援す

若者世代が視聴するメディアとしてテレビを代替

るため，アイドルは拙いところがそのまま魅力に

することを示す証左となった。

なる。アイドルには必ずプロデューサーがおり，
少なからず「やらされてる」感があり，それも別

6．アイドルを応援するファン心理

の意味でアイドルの魅力となる。アイドルからも
たらされるものが成熟した表現になれば，別ジャ

現在，
「アイドル戦国時代」と呼ばれながらも，

ンルの完成度を要求されるようになるが，それは

多くのアイドルグループが存在することができる

アイドルではなくミュージカルスターや演歌歌手

のは，
かつてのアイドルのようにテレビに頼らず，

になってしまう。アイドルファンは「アイドル」

1,000 人規模のワンマンライブを行うライブ活動

に対して「ディーヴァ」
（女神）を求めていない。

重視に構造変化したことに理由がある（112）。現在

境［2014］は，
「アイドル」の定義として，① 18

のアイドルは，
イベント出演やグッズ販売などで，

歳までにデビューし，②歌手であり，③歌唱以外

手堅く収入を得られるビジネスモデルが確立され

の様々な領域でメディアを跨いで活躍すると定義

ているため，小規模なビジネス単位でも参入が比

したが，4 番目の定義として，④総じて目の覚め

較的容易となっている。また，地方では，自治体

るような美貌や素晴らしい声と歌唱力，見るもの

や地元企業のイベントなど，活躍の場が意外と多

を唸らせる演技力といった実力に恵まれていな

く存在する。活動費用は掛るものの，
節約のため，

い，を挙げている（115）。

東京まで何時間もかけて車で集団移動し，ライブ

境［2014］は，
アイドルとしての「偶像」は「実

に出演したというエピソードは美談としてファン

力派」の対立概念として意識されたものであると

に受け止められ，ファンに「応援したい」と思わ

捉え，四方田［2006］は「かわいい」の定義とし

せるアイドル性につながる。
アイドル成功の鍵は，

て「近寄りやすい」
「胸がキュンとして守ってあ

本人たちのビジュアルや才能ポテンシャルはもち

げたくなる」
「緊張を解き，心を和ませる」
「子供

ろんであるが，アイドルにストーリーや個性を持

っぽい」
「行動的でおっちょこちょいで庶民的」
「無

たせる「プロデュース力」が大きく関わる。たと

邪気で丸っこくて暖かい」
「不完全なところがあ

えば，デビュー前は路上ライブをしていた「もも

「自分が愛すること
る」
「小さくて華がある（116）」

いろクローバー Z」は，ステージにプロレス要素

がまだ可能だと思える」などを示す。アイドルと

を取り入れたり（113），7 日間連続のトークライブ

して「不完全さ」を売りにした元祖は 1976 年に

を企画したり，
「大人の悪ふざけ」的試練を彼女

資生堂バスボンの C M でブレイクした松本ちえ

（114）

たちに与え続け，
動員を伸ばすことに成功した

。

こであり，バスボンの CM ソングやシングル「恋

ライブパフォーマンスのレベルを高めて，無理

人試験」の歌詞の中には自らのことを「まんまる

のない適正規模の会場で定期的にライブを行うこ

顔」
「太い足」
「まあるいお鼻」と表現した箇所が

とができればファンが定着する，宝塚歌劇団のよ

ある。また，おニャン子クラブが 1986 年に秋元

うなビジネスモデルになっている。宝塚のように

康の作詞で発表した「会員番号の唄」では，メン

拠点を持っている訳ではないが，
ライブを行えば，

バー各自が自己紹介するコンセプトで「細い目」

応援してくれるファンが一定数集まるため活動継

「背がちっちゃいの」
「でっかい口」などと歌う箇
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所があった。近年，モデル出身の増加に伴い，杏，

の Free&Easy」
，11th シングル「命は美しい」

松下奈緒（174c m）
，松嶋奈々子（172cm）など

でもセンターを続け，
「女性アイドルの王道」と

高身長の女優が増えている（117）のと反対側の位置

して不動の地位に就いている（131）。
「無口で泣き

にある。

虫のシンデレラストーリー」（132）が乃木坂 46 を
（118）

たとえば，
「乃木坂 46」

では「女性アイド

ルの王道」と呼ばれるのが西野七瀬（119）であり，

人気グループに押し上げることに成功してい
る（133）。

正統派美人の白石麻衣（120）と対称的に捉えられる。

総じてアイドルファンは「今はダメだけど頑張

結成当初から注目されたメンバーは生駒里奈（121），

っている」タイプを応援するため，指原莉乃が指

白石麻衣，生田絵梨花（122）の 3 人であり，結成当

摘するように「アイドルはダンスも歌もちょっと

初，西野七瀬はまったく注目されなかった。愛ら

出来ない子の方が，人気が出る」傾向がある。そ

しい顔ではあるが，その他大勢の容姿が優れたメ

の中で，A K B48 メンバーの大島優子と山本彩は

ンバーの一人として埋もれる水準であり，印象に

身長が高くないという点ではアイドル的ではある

残らず期待されていなかった。そのため，繰り上

が，
「何でも出来るにも関らず，ファンが応援し

げの選抜メンバーであり，福神メンバー（更に乃

たくなる」と言う点でアイドルとしてはかなり異

木坂 46 で推されたメンバー）（123）から漏れる位

質な存在である。たとえば，山本彩は，バンド経

（124）

。西野七瀬が初めて福神メンバーに

験，ダンススキル，歌唱力，性格（不器用でまっ

選抜されたのは 3rd シングル「走れ！ Bicycle」

すぐ，泣かない）
，
「さや姉」と呼ばれる存在感，

である。さびしがり屋で甘えん坊，ネガティブ思

生き様（誰よりも強がる）
，熱狂的タイガースフ

考で番組企画でもちょっとしたことで泣くことが

ァン（2016 年 2 月沖縄キャンプも訪問）など，

多い（125）。人見知り，泣き虫，絵が上手い（126）と

アイドルには必要としない部分をかなり多く備え

いうキャラクターが注目され，
スラリとした容姿，

ており，元来，アイドルとしては人気が出にくい

人を惹きつける透明な雰囲気，ファンへの人当り

タイプであるにもかかわらず，年々その人気を高

の良さが次第にファンの間に浸透するようになる

めている。2015 年下半期，視聴率が 27％を超え

と，人気が上昇していく。西野七瀬が圧倒的な 1

るなど人気であった NHK 朝の連続ドラマ「あさ

番人気を得た理由として，どんなファンに対して

が来た」の主題歌「365 日の紙飛行機」でセンタ

も毛嫌いせず優しく話し掛けてくれそうな雰囲気

ーを務め，年末の紅白歌合戦でも，ドラマに出演

を醸し出している所があるためと指摘されるが，

した波瑠や玉木宏がステージに上がる中，ギター

そのような人柄が
「守ってあげたい女性アイドル」

演奏しながらメンバー 56 人の中に入っても消え

の王道タイプにたとえられる。美貌や知名度では

ない声を披露した。また，2015 年 2 月に発売し

西野七瀬を上回る白石麻衣や橋本奈々未に対して

た写真集「SY」が 10 万部を突破して年間 3 位に

は，ファンはその辺りを想像できないため，ファ

なるなど，人気グラドルとしての側面も持つ。か

ン人気で西野七瀬に勝つことができなくなってい

つて安室奈美恵や SPEED などがアーティスト志

る（127）。現在，西野七瀬は握手会人気では圧倒的

向を強め，脱アイドルを目指したのに対して，山

置にいた

（128）

な第 1 位

であり，コンサートの声援も一人だ
（129）

け桁違いである

。結果，プロデューサーであ

る秋元康（130）は，世間の知名度は低いがファンに
は絶大な人気を誇るようになった西野七瀬を 8th

本彩は「アイドルではないアイドル」として新時
代のアイドルモデルを提示し続けている。

7．テレビアイドルからの離脱

シングル「気づいたら片想い」で初めてセンター
に抜擢した。10th シングル「何度目の青空か？」

A K B48 は，スタート時から，テレビと組まな

で学業から復帰したばかりの生田絵梨花に 1 回譲

い戦略を採り，アイドル的ではあるが，既に仮想

ることはあったが，西野七瀬は，9th シングル「夏

空間的アイドルという存在ではないところからス
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タートしている。彼女たちの活動は，携帯やイン

代が既に終わった」という時代変化を見通せてい

ターネットなどのメディア力が徐々に強くなった

たかどうか，端的に言えば採用したメディア戦略

ことによって起こったテレビメディアの弱体化

の違いにある。A K B48 が採用した，アイドルが

と，複製技術の進歩と CD の売り上げ減少の中で，

専用劇場を持ち毎日公演するという試みは，テレ

ライブ中心の活動に集約された。1980 年代にア

ビメディアに依存していた音楽産業に転換を迫

イドルを作り出すメカニズムの中心にあったテレ

り，現在では音楽産業全体がライブビジネスに主

ビの力は効果を持たなくなっていることをプロデ

軸を置くようになった「ライブ・エンタテインメ

ューサーの秋元康は察知していた。現に，おニャ

ント」の橋頭保になった。

ン子クラブの解散以後，1989 年の「乙女塾」
，

たとえば，テレビメディアが強力であれば，地

1991 年の「桜っ子クラブさくら組」
，
1998 年の「チ

方に S K E48（現在 70 名在籍）
，N M B48（現在

ェキッ娘」など女性アイドルグループがテレビ番

60 名在籍）
，
HKT48（現在 47 名在籍）
，
NGT48（現

組の中で結成され，局のバックアップ体制の中で

（136）
在 26 名在籍）
などの姉妹グループを作るとい

デビューしたが，いずれも，おニャン子クラブほ

う発想にはならなかったはずである。地方でオー

どの成功を収めるには至らなかった。2006 年 10

ディションを行い，A K B48 に所属させれば良い

月に「おニャン子クラブ」を目指して 9 人で結成

はずであった（137）。姉妹グループは人材発掘とい

された「アイドリング !!!」は同月放送開始したフ

う点でも大きな役割を果たした。かつて，地方出

ジテレビの冠番組を基盤にライブ活動を行ってい

身のアイドルは，覚悟を持って上京してくること

たが，多くのアイドルグループの中から抜け出せ

を求められたが，親元から通える地域密着型グル

（134）

ず，
2015 年 10 月 31 日に解散することに至った

。


ープであれば，オーディションを受け易くなる。

「ア
伴って冠番組も 9 月に終了した（135）。解散した

SKE48・松井珠理奈，HKT48・宮脇咲良らが「姉

イドリング !!!」メンバーは，ソロ活動をする横山

妹グループができなかったら，オーディションを

ルリカ，新グループを作る佐藤麗奈ら，新天地へ

受けなかったと思う」と話すように，地元で活動

移ることを余儀なくされている。

できることがアイドルになることのハードルを大

「アイドリング ! ! !」が目標として目指した「お

きく下げた。地方に受け皿が出来，優秀な原石が

ニャン子クラブ」は，活動期間わずか 2 年半の短

参加し易くなったことにより，人気グループが地

期間で 1980 年代に一世を風靡したのに対し，
「ア

方に生まれるという流れを生んだ。A K B48 姉妹

イドリング !!!」は活動した 9 年の長期間に亘って

グループの成功により，同様に地方を拠点とする

フジテレビが冠番組を与え営業努力し続けたにも

アイドルグループが急増することになる。

関わらず，ブレイクするアイドルを輩出したりヒ

A K B48 グループ以外でも，
「ももいろクロー

ット曲を生み出したりすることが出来なかった。

バー Z」を生んだ「スターダストプロモーション」

アイドリング ! ! ! の菊地亜美が 2012 年 1 月 25 日

は，名古屋「チームしゃちほこ」
，大阪「たこや

にフジテレビ「笑っていいとも！」に出演した際，

きレインボー」
，福岡「ばってん少女隊」を誕生

A KB48 指原莉乃に対して「私は AK B をライバ

させている。現在では，地方に数百組のアイドル

ルと思っているんですけど，相手にされていない

グループが存在すると言われる。これら「地方ア

んです」
「私達はこんなに頑張っているのに人気
が出ないんです！」と本音をぶつけた。

イドルグループ」の活動を支えているのが，
「CD
（販売価格 1,000 円，原価 200 円）
」や「DVD（販

2009 年，アイドリング !!! は AK B48 とコラボ

売価格 3,500 円，原価 300 円）
」の他，
「タオル（販

レーション（ユニット「AKB アイドリング !!!）
」

売価格 1,000 円，原価 100 円）
」
，
「T シャツ（販

結成，
1st シングル「チューしようぜ！」リリース）

売価格 2,500 円，原価 500 円）
」
，
「クリアファイ

しているが，ほぼ同じ活動期間を経た両者を「成

ル（販売価格 500 円，原価 30 円）
」など低原価

功」と「失敗」へと分けたものは，
「テレビの時

率のグッズを販売する「物販」ビジネスである。
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「新規グループの立ち上げは 100 万円あれば十分」

ろも出てきた。また，
全国的にも「ユニドル」
（
「ユ

「コアファンが 30 人集まればビジネスは成立す

ニバーシティー・アイドル」
）と呼ばれる大学生

る」
「月 6 回公演で物販の利益は 30 〜 35 万円」

まれのアイドルも誕生している。アイドル好きの

とも言われるが，グループ間競争は激しい。

女子が，芸能事務所には所属せず，学内イベント

全国放送のテレビで一気に全国区アイドルにな

で歌やダンスを披露するアイドル活動を行ってい

るという構造は完全に崩壊してしまっている。か

る。一般人とアイドルの距離が近くなり，
「会い

つてのようなテレビメディアを介して一気に全国

に行けるアイドル」から「隣にいるアイドル」の

区としてブレイクするモデルはなくなり，各地域

ような親近感を与える存在となっている（140）。

の「現実空間」で地道なライブ活動を続けて地盤

表 8 の通り，ソロアイドルはパフォーマンスに

を固めると共に「ヴァーチャル空間」で自ら情報

関しては，誤魔化しがきかないため，高いレベル

発信することによりブレイクを目指すモデルへと

でないと成立しない。地方の小規模アイドルグル

移行してしまった。
地方ファンにとって地元の
「現

ープの方がアイドルとの距離感や支持している実

実空間」にいるアイドルの方が応援しやすく，ア

感が得られやすいため，地方ごとにアイドルグル

イドルにとっても「ヴァーチャル空間」で情報を

ープが定着し何かの形で全国区になり得る（141）。

上手く発信して売れば，全国あるいは全世界から

2001 年に広島で結成された Perfume が全国区と

注目される可能性がある。

なるまで 6 年を要し，2005 年に秋葉原に専用の

2013 年，福岡を拠点に活動するローカルアイ

劇場をオープンさせた AKB48 も全国区までには

ドルグループ「Rev.from DVL」のメンバーであ

4 年掛っている（142）。A K B48 グループによる大

（138）

が「ヴァーチャル空間」であるイ

人数でのパフォーマンスは，テレビの音楽番組に

ンスタグラムに投稿された「奇跡の一枚」と言わ

おける歌唱場面において，グループメンバーが

れる写真をきっかけに「天使すぎるアイドル」
「千

次々と順番に歌い見る者を飽きさせない，大会場

る橋本環奈

年に一人の逸材」と言われ，一気に全国区へとな
った。きっかけとなった写真は，福岡在住のファ

表 8 「ソロアイドル」と「グループアイドル」の比較

ンが 2013 年 5 月に撮影し，自らのブログに撮影
してから半年後に SN S や「2 ちゃんねる」掲示
板およびそのまとめサイトを通じて急速に広まっ
た。全国的にはほぼ無名という状況が一変し，短

楽曲
世界観

期間のうちに全国区的な人気を獲得，以後，
「Rev.
from DVL」に所属しながら，ソロ活動という形
で多数のテレビ C M やバラエティテレビ番組に
出演するなど幅広い活動を展開している。2016

ライブ
演出

年春には角川映画「セーラー服と機関銃」で映画
初主演を果たす。グループアイドル全盛の中でソ
ロアイドルとして活躍できるのは，圧倒的な存在
感を持つ高いポテンシャルを感じさせる稀有な存
在であるが，
「ヴァーチャル空間」にいる一人ひ
とりが情報発信と拡散の担い手となる SNS 時代
が生んだ人気アイドルと捉えることができる。
福岡では，松田聖子，酒井法子，元 AKB48 の
篠田麻里子など数多くのアイドルを輩出してきた
が，短期大学にアイドル養成学科（139）を作るとこ

ソロアイドル
最初から最後まで本人
の声でイメージを伝え
る。歌詞の世界観も本
人から着想されたもの
が多い。高い歌唱力が
求められる。
一般アーティストと同
様に会場の全視線が 1
点に集中するため，効
果的演出が可能。オー
ディエンスとの信頼関
係も必須である。

見るべきポイント，聴
くべき歌声を集中でき
ファンの
るため，ライブやトー
見方
クイベントなどでの充
足感は圧倒的に高い。
イメージに沿った起用
で，グラビアなど作り
メディア 込みたい作品で好まれ
出演
る。逆にそれだけの価
値，カリスマ性などが
必要条件になる。


グループアイドル
フレーズごとの歌割り
で色々な声で歌詞を紡
ぐ。イメージも全体，
もしくはある程度汎用
的で幅広い解釈できる
ものが多い。
ステージ上でフォーメ
ーションを作ることで
派手な演出ができる。
また，ダンス，歌，
MC などの役割分担す
ることが可能である。
歌やダンスの技術力で
楽曲に対する貢献度が
大きく変わるが，端で
一生懸命頑張る姿に価
値を見出して応援もで
きる。
分かりやすく賑やかな
イメージを提供できる
が，個人に主張がない
と，大勢に埋もれてし
まいがち。チームの連
携が問われる。

【出典】「月刊 ENTAME（2014 年 10 月）」105p.
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でのコンサートでは，何か所ものステージが効果

歳で「ガラスの林檎」など大人の歌を歌った（145）

的に組み合わされ，次はどこでパフォーマンスが

ことが挙げられる。しかし，音楽配信でダウンロ

繰り広げられるか目が離せないという「緊張感」

ードするメディア環境下においては，ニッチなフ

を生むが，地方の小規模アイドルグループは大人

ァンに向けて作られるため，現在のアイドルは

数に個性を埋もれさせることなくファンに「近距

20 歳過ぎても可愛い曲を歌う傾向がある。

離感」を与える効果を持つ。大人数アイドルグル

また，SN S を通じてメンバーが日常生活につ

ープでは，メンバーは人数の多いグループの中で

いて情報発信することは，彼女たちのことをファ

自分の個性をどう見せたいのかという主張を明確

ンに深く知っていることにもなり，ファンが親近

に持っている。たとえば，大島優子は決められた

感を抱くことに貢献する。時には，メンバーに投

振り付けよりも大きく踊り，柏木由紀は可愛く踊

げ掛けた質問に対して回答が寄せられることもあ

る。アイドルファンの中にはこのような自己主張

り，
「ヴァーチャル空間」において彼女たちと直

を「うざい」
「目障りだ」と言う人も少なくない。

接コミュニケーションすることもでき，テレビで

このような中で目立ちにくいメンバーも出現して

観ているのとは異なる双方向性が生まれる。この

おり，次世代の中心として期待が掛かる加藤玲奈

ように，握手会を介した「現実空間」だけではな

がテレビに出演して画面に映ると，
「れなっち，

く，
「ヴァーチャル空間」でも「会いに行けるア

見つかった」とネットに書き込むことが，ファン

イドル」の魅力となっている。ブログに加え，

の慣例になっている。

Twitter，Google ＋，LINE により，アイドル本

8．ヴァーチャル空間への展開

人に気軽に話し掛けることが可能となり，最新情
報を入手でき，ファン同士で情報共有できる簡単
なサービスは，アイドル文化と親和性が非常に高

劇場でのライブ活動に加えて，AK B48 はスマ

い。

ートフォンやソーシャルネットワークが主要メデ

2014 年 2 月にサイバーエージェントの子会社

ィアとして機能する「ヴァーチャル空間」への展

である「7gogo」がサービスをスタートさせたト

開を行うことも特徴的である。
「ヴァーチャル空

ークアプリ「755」（146）は，ツイッターと LI N E

間」は今やアイドルにとって切り離せない生息空

の間の中間的な機能（147）を持ち，アイドルとメッ

間となっている。アイドルのファンとなる若者が

セージを使って話ができる可能性があることを売

新しい音楽に出会う機会はインターネットが主で

りにしている。2014 年末から月間 8 億円の広告

あり，テレビやラジオなどのマスメディアはほと

費を投入し AKB48（148）や乃木坂 46（149）と話せる

んどない。ファンはヴァーチャル空間で知った楽

ことを打ち出したテレビ C M を集中展開し，
「ア

曲を YouTube でチェックし，音楽配信でダウン

イドルと話をしたい」というファンの想いを果た

ロ ー ド し た り ア ク セ ス し た り し て 楽 し む。

すメディアであることのアピールが功を奏し，ダ

A KB48「ヘビーローテーション」のミュージッ

ウンロード数を一気に 60 万から 500 万へと伸ば

クビデオは下着姿というアイドルとしては画期的

した。握手会ではそっけない対応で「塩対応」と

なものであったが，YouTube を通じて広く人気

呼ばれる AKB48 メンバーの島崎遙香（150）が丁寧

（143）

。テレビの歌番組を中心に音楽に接し

な返信をしてくれるなどの話題も人気が出た背景

ていた時代（144）には，曲もなるべく多くの不特定

となった（151）。島崎遙香は，
デビュー当時から「島

多数（マス）の人たちが楽しむことが出来るよう

崎はやる気がない」と映り「塩対応」や「ぽんこ

に，アイドルも早い段階で中高年でも楽しめる大

つ」と言われていたが，
「755」における対応によ

人向けの歌を歌うようになっていた。たとえば，

り，
「自信を持つのに時間がかかる」
「人間関係を

中 森 明 菜 は 19 歳 で「 ミ・ ア モ ー レ 」
，20 歳 で

作ったり，どんな性格なのかを知ってもらったり

「D E S IRE」
，22 歳で「難破船」
，松田聖子も 21

するのに時間がかかる」キャラクターであること

を得た
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を印象づけることに成功した。アイドルは努力す

かつては音楽メーカーの独占状態だった音楽製作

る姿が見ているファンの心を打つことが「王道」

や CD 流通において，アイドルが活動する上で必

と言われてきたが，努力が似合わないアイドルの

要となる要素がオープンになりメジャー企業の独

出現でもあった。

占ではなくなったことが背景にある。ライブやイ

かつてロックバンドやダンスボーカルグループ

ベントを中心に活動するアイドルを「ライブアイ

などアーティスト志向が強いグループは握手会な

ドル」と呼ぶが，現在のアイドル・ブームの主流

どアイドル的な活動とは一線を画すことが多かっ

はこのスタイルになっている。動画をリアルタイ

たが，SN S など「ヴァーチャル空間」の拡大に

ムでストリーミング配信する USTREAM も今や

よりファンとの距離が近くなっている現在におい

ライブアイドルにとっては不可欠のサービスであ

ては，アーティスト然と振る舞うことは逆にカッ

る。ライブ動員が 2,000 人規模の「インディーズ

コ悪くなり，身近に感じさせられるアイドル的な

アイドル」は，握手会や SNS を通じてアイドル

活動が効果的となっている。ファンになってもら

とファンが直接コミュニケーションできるだけで

うためには，
人となりを伝えることが必要であり，

はなく，ファン同士がつながりを持つことが重要

Twitter の活用に加えて，握手会や写真撮影など，

となる。アイドルのライブや握手会の会場が，ア

アイドル的なファンとの触れ合いを販売促進に取

イドルを応援するだけでなく，趣味が同じ仲間に

り 入 れ て い る。 ダ ン ス ボ ー カ ル グ ル ー プ の

会える場になっている。それが，
「インディーズ

E -gir ls やフェアリーズ（152）も，ショッピングセ

アイドル」では人気獲得につながる。

ンターのイベントなどで握手会を併催して盛況と
なっている。

これらアイドルグループでは，あえてセンター
を決めないグループも多い。センターアイドル（153）

小規模イベントを基に，メジャーデビューして

は，グループの顔であり人気を左右する存在であ

いなくても，オリコンシングルチャートの上位に

る（154）が，どのメンバーも平等に活躍させること

登場する「インディーズアイドル」も台頭してい

により，各メンバーのファンに安心して応援して

る。たとえば，立花あんな，天木じゅん（2015

もらうことが狙いとなっている。

年 3 月卒業）
，神谷えりな，川村虹花，森カノン
らが所属する「仮面女子」はその典型例である。
表 9 「メジャーアイドル」と「インディーズアイドル」
の比較
メジャーアイドル

インディーズアイドル
CD1 枚あたりの利幅が大き
全国 CD 店で展開
い
ライブ動員力が 5,000 人規 ライブ動員力が 2,000 人規
模を超える
模以下
メジャーレーベルが持って
意思決定が早く小回りが利
いる大規模なメディア戦略
く
が可能
ファンとの距離が近いイメ
信用力が高い
ージ
様々な面でコストを抑えや
スタッフ力が強い
すい
アイドル本人のモチベーシ インディーズチャートで腕
ョンが高い
試しできる
メジャーデビューによって
アイドルとファンが直接的
ファンも達成感を共有でき
に結びつくことができる
る
「日経エンタテインメント（2014 年 12 月）」88p. を筆
【出典】
者が修正

「現実空間」
におけるキャラクターと
「仮想空間」
における偶像に加え，
「ヴァーチャル空間」での
フ ァ ン 参 加 型 の 双 方 向 関 係， 共 感 性 を 得 た
AKB48 は，アイドルジャンルに留まらず，表 10
の通り，現在，CD でミリオンセラーを達成でき
る唯一の存在となっている。偶像としてのアイド
ルに接する仮想空間における行為（CD で音楽を
聴く）と現実空間で直接アイドルに会う行為（劇
表 10
順位
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10 位


年間シングル売り上げ枚数（2015 年）

作品名
僕たちは戦わない
ハロウィン・ナイト
GreenFlash
唇に BeMyBaby
コケティッシュ渋滞中
今，話したい誰かがいる
太陽ノック
命は美しい
青空の下，キミのとなり
Don’tlookback ！

アーティスト名
AKB48
AKB48
AKB48
AKB48
SKE48
乃木坂 46
乃木坂 46
乃木坂 46
嵐
NMB48

売上枚数
178.3 万枚
132.8 万枚
104.5 万枚
90.5 万枚
70.2 万枚
68.7 万枚
67.8 万枚
62.1 万枚
57.2 万枚
53.1 万枚

【出典】オリコン
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場公演や握手会やサイン会などリアルイベントに

空間」や「現実空間」を通じてファン参加型モデ

参加する）が連動する関係は，音楽産業のビジネ

ルを採るアイドルグループと比較すると，ファン

スモデルを大きく変えた。幅広いファンを掴むだ

には不満と不信が残る。

けではなく，アイドルとファンの「距離感」を縮

「ヴァーチャル空間」
が拡大しているとは言え，

め，アイドルが今そこにいるという「実在感」は

「ヴァーチャル空間」だけではアイドル・ビジネ

「仮想空間」における「偶像性」に留まらず，
「臨

スは成立しない。
「ヴァーチャル空間」における

場感」をファンに与え，更なる熱心なファンを生

サービスを用いながら P R をして，その先に「現

むことになった。

実空間」
へ誘導し対価を得るモデルが必要となる。

結果として，C D を複数枚購入するファンが増

また，
「現実空間」や「ヴァーチャル空間」にお

え，売り上げ枚数と楽曲の一般層への広がりが直

けるアイドルとファンの距離が近くなることで懸

結しないという現象が強まることになったが，

念されることは，不幸な事件や事故，およびネッ

CD が売れない時代に中国を凌ぐ世界第 2 位の音

ト炎上が起きることであるが，2014 年 5 月，心

楽市場を形成する主因として貢献していることは

配が現実となる事件が起きた（157）。

見過ごせない事実である。シングル売り上げの第
1 位は，表 11 の通り 2010 年から 6 年連続であり，

9．空間横断するアイドル

音楽の聴き方が配信などにシフトする中で，他の
アーティストの追随をまったく許さない。2011

実は，アイドルグループが歌う楽曲は多様化し

年以来 5 年連続で年度内発売シングル全作が 1 位

ており，日本のアイドルソングは世界で最も音楽

から上位を独占している他，アルバム 2 作（
「こ

的 に 豊 か な ジ ャ ン ル で あ る と 評 価 さ れ る。

こがロドスだ，ここで跳べ！」
「0 と 1 の間」
）が

A K B48「ヘビーローテーション」以降，定番と

年間 4,5 位を記録して，女性グループでは初の 2

なった「イントロに印象的なギター＋ 8 ビートの

作同時ランクインという快挙を達成している。

ロック風のドラム＋ハッピーなメロディ」以外に

現在も，CM 美少女，映画女優，グラドルのよ

も，でんぱ組 .inc のように和風メロディを使った

うに，ソロで活動するアイドルも存在するが，こ

り，BABYMETAL の成功でヘビーメタルを取

のようなソロアイドルの課題は，ファンが好きな

り入れたりと，アイドルソングはコアなファンに

アイドルを直接選べないことにある。CM に起用

支持されるべく多様性に富んでいる。本来，アイ

されたり，映画に出演したり，雑誌グラビアに掲

ドルソングは，アイドルが前面に出て注目される

載されたりするアイドルを選ぶのは，クライアン

ため，楽曲は後ろに位置して日常生活の中で普通

ト，監督，広告代理店や出版社の人間である（155）。

に聴くことは難しい。しかし，N H K 朝の連続ド

アイドルの選定にファンの声が届くことはない

ラマ「あさが来た」の主題歌「365 日の紙飛行機」

（156）

。選ばれたアイドルは知名度があり，クライ

がアイドルファン以外にも好評な楽曲になるな

アントや業界人に人気があることは間違いない

ど，幅広い層に受け入れられる「ポピュラーソン

が，どれだけファンに支持されているかが数字で

グ」も生まれている。

明確に表現される機会が乏しく，
「ヴァーチャル
表 11
年
2010 年
2011 年
2012 年
2013 年
2014 年
2015 年


年間シングル売上 1 位作品 (2010 年以降）
アーティスト名
Beginner
フライングゲット
真夏の Soundsgood ！
さよならクロール
ラブラドール・レトリバー
僕たちは戦わない

アーティスト名
AKB48
AKB48
AKB48
AKB48
AKB48
AKB48
【出典】オリコン

田畑・植田「2015」で見た通り，近年，アニメ
ソングやボーカロイドなど，
「仮想空間」や「ヴ
ァーチャル空間」で生まれた楽曲が人気を博すよ
うになっている。図 4 に示す通り，
「Perfume（158）」
や「でんぱ組 .inc（159）」のような「仮想空間」と「ヴ
ァ ー チ ャ ル 空 間 」 の 中 間 領 域，
「S E K A I N O
OWARI」やカラフルで奇抜なファッションをし
た「きゃりーぱみゅぱみゅ」やアニメソングを 3
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人の抜群な歌唱力で歌いあげる「Kalafina（160）」

よりも歌詞を聞かせるようにしている（162）のと対

のような「仮想空間」の世界観を創り出すアーテ

照的である。

ィストが登場し人気を得，
「初音ミク」
のような
「ヴ
ァーチャル空間」発のアイドルが生まれた。

日本のアイドルグループはアマチュアっぽい歌
声の後ろに，優れたプロデューサー，ミュージシ

アニソン（
「仮想空間」
）やボカロ曲（
「ヴァー

ャン，エンジニアが集まる特徴を持っている。サ

チャル空間」
）に影響を受けた声質や歌唱法が，

ウンドがプロフェショナルでありながら歌声はア

現在のアイドルグループの標準になりつつある。

マチュアっぽいというスタイルで，
「可愛い」
「頑

たとえば，
「でんぱ組 .inc」はゲームやアニメ，

張っている」
「応援したい」と思わせることに成

コスプレなどメンバーがそれぞれオタク趣味を持

功している。欧米の観客はシンガーに歌のテクニ

つ 6 人組であり，アニメの声優のような声，萌え

ックを求めるため，歌が素人的なことは存在しな

声やキンキン声で超高速なメロディを歌う。メン

い。マライア・キャリーやセリーヌ・ディオンの

バー着用のセーラー服風衣装のコスプレや，主要

歌声を聴いても応援したいという気にはならず，

メンバーの最上もが風の金髪をする女性ファンも

今の欧米人には考えられない独特のスタイルにな

多い。
「でんぱ組 .inc」は，大手芸能事務所の所

っている。

属ではなく，秋葉原の小さなカフェ「秋葉原ディ
（161）

Pe r f ume は幅広い世代に支持されるが，人気

」からスタートして日本武道館公

の理由はそのテクノサウンドにある。P e r f u me

演を実現させた。
「秋葉原ディアステージ」は，

のヴォーカルには電気的な加工が施され，肉声を

アイドルやアニソンシンガーを目指す女子を始

ベースにしながらもそこに無機的な要素が加えら

め，男装やコスプレを愛する女子など，個性豊か

れ近未来感を醸し出している点において「ヴァー

な女子たちがステージで歌って踊って給仕もする

チャル空間」的要素を供し「初音ミク」と共通し

場であるが，今やアキバカルチャーの発信基地に

ている。一方で，Perfume は生身の人間であり，

なっている。
「ももいろクローバー Z」の百田夏

中田ヤスタカという著名なプロデューサーにやら

菜子は，喉に負担が掛る声を振り絞った歌い方を

されているような，かつてのアイドル歌手のよう

して，一生懸命な姿でファンの心を掴むことに成

な，操り人形的な「仮想空間」に生息する印象も

功している。
「でんぱ組 .inc」や「ももいろクロ

与える。Pe r fum e は，テクノサウンドにアイド

ーバー Z」はライブ主体であるため，息も付かせ

ルの可愛さを入れたことに加え，ダンスの上手さ

ない感じで譜面に音符が並ぶが，AK B48 は譜割

の魅力と「フレッシュさ」を併せ持っている。こ

を詰め込まずメロディアスな歌謡曲寄りでリズム

れに「仮想空間」を好むサブカル系ファンが反応

アステージ

したことが人気につながった。2006 年からはサ
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ブカル雑誌で記事が掲載されるようになり，ファ
ンにより「ヴァーチャル空間」である YouTube
にライブ映像が大量にアップロードされたこと
が，更なるファンを獲得するきっかけになった。
また，2007 年 9 月に発売された「ポリリズム」
はニコニコ動画でマッシュアップ動画が話題とな
り，オリコン・チャートで 7 位となり初のベスト
10 入りを果たした。サブカルやアートなどの多
様性を担保してくれるフォーマットがアイドル人
気の基盤になっていると言える。

ྵܱᆰ᧓


【出典】筆者が独自に作成

図4

アイドルのポジショニング

SN S は身近な感覚でアイドルの生の声を届け
ることができるため，テレビやラジオ，雑誌等の
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マスメディアに情報発信の主軸を置かないアイド

トを取得することが困難となる。そのため，
「非

ル，特にモデルや声優系アイドルが，多くのフォ

同期型応援」は非常に重要なアイドルデザインと

ロワーを得て人気を得る時代になっている。
「仮

なっている。このように，
「現実空間」において

（163）

面女子」

は 2015 年 1 月 1 日発売「元気種☆」

どうしても発生してしまう
「時間によるすれ違い」

がオリコン 1 位を獲得し，
「最強の地下アイドル」

を「ヴァーチャル空間」でいかに解消するかが，

と呼ばれるが，海外向けの Facebook で 160 万人

近年のアイドルの特徴である。
「アクション（行

の フ ォ ロ ワ ー 数 を 誇 り，
「ヴァーチャル空間

動）
」と「リアクション（またはフィードバック，

（S N S）
」ではメジャーなアイドルである。2015

及び結果）の時間を延ばす（時間差を作る）こと

年 8 月から活動を開始して，ファンの間でチケッ

により，
「アイドル」に「深み」を増すことが出

トの奪い合いが起きている「原宿駅前パーティー

来る。

ズ」
（第 5 項で詳説）も，2015 年末から Twitter

また，インターネットを用いて「セルフプロデ

や Instagram の公式アカウントを開設して，チ

ュース」してファンを獲得する「アイドル」も出

ケットが取り難くなり，触れ合う機会が減少した

現して来た。
「iz u（出岡美咲）
」（164）は，モデル

ファンに対してメンバーの生の声を届けるように

として活動する他，NIKE のオフィシャルサポー

している。

トランナーとしてマラソンにも挑戦するが，

現在の「アイドル」を応援する手法について，

LINE やファッションに特化した写真共有サイト

「同期型応援」と「非同期型応援」が存在する。
「同

「W E A R（ウェア）
」でファッション関係のネタ

期型応援」とは，実際に劇場公演や握手会に参加

を情報発信している。S N S のトータルフォロワ

してファンが応援する手法である。これに対し，

ー数は 200 万人以上（L I N E55 万人，W E A R65

「 非 同 期 型 応 援 」は，ア イ ド ル の 映 像 を Y ou

万人等）を誇っている。
「西川瑞希」（165）は，雑

Tube，Twitter，Instagaram などを見て楽しん

誌「P o p t e e n」の N o .1 モデルでありながら，

だり，同じ「推しメン」
（特に気に入っているメ

LINE の総フォロワー数が 250 万人を突破して，

ンバー，応援しているメンバー）を応援する他の

10 代のカリスマ的存在になっている。
「木花清

ファンとコミュニティサイトで情報交換したりと

佳」（166）は，大学入学とともにストリートライブ

いったものである。この「ソーシャルな応援」は，

を始めたものの，路上の規制が厳しく動画生配信

「ファンとファンとの向き合い方」を楽しくする

サービス「ツイキャス」に移るようになって人気

応援でもある。人気アイドルには，思わず誰かに

が出始めた。月曜日から土曜日までの週 6 日間，

話さずにはいられない「感動」や「驚き」や「発

1 回の配信で 15,000 人が来場する。
「滝口ひか

見」が含まれている。この「誰かに話さずにはい

り」（167）は，アイドルユニット「drop」のメンバ

られない感動
（誰かと共有・共感することの感動）
」

ーとして活動しているが，300 人以上のアイドル

を「非同期型応援」として作り出すためには，
「時

が参加する写真投稿サービス「C H E E R Z（チア

間」がヒントになることが多い。

ーズ）
」において人気トップである。
「木下ゆう

たとえば，同じ「推しメン」を応援するファン

か」（168）は，華奢な外見からは想像もつかない大

は，必ずしも「現実空間」で同じリアルタイムの

食いで注目されるフードファイターであり，大食

時間を過ごさなくて良い。
「ヴァーチャル空間」

い動画を投稿している YouTube チャンネルは登

でフォロワーとして登録し，
新しい情報があれば，

録者数 22 万人，総再生回数 3,500 万回と圧倒的

相手に伝えることにより，ファン同士に繋がりが

人気を誇っている。
「まなこ」（169）は，人気踊り

発生し，
「非同期型応援」が生まれる。現代にお

子によるロックパフォーマンスユニット「Q'uile

いて，ファンはいつでも劇場公演や握手会に参加

（キュール）
」で活動しているが，
「ニコニコ動画」

できるほど時間的余裕を持ち合わせていない。ま

に「妖怪ウォッチ」のエンディングテーマを踊る

た人気アイドルになれば，参加するためのチケッ

動画を投稿したことにより人気が出た。セーラー

アイドルが生息する「現実空間」と「仮想空間」の二重構造

服で踊る姿に対してファンから次々とコメントが
（170）
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曲も含めて好みの楽曲を歌わせることができるよ

は，ダンス

うになっている。
「ヴァーチャル空間」に生息す

パフォーマンスチーム「SpininGReen（スピニン

る生身のアイドルに対しては，プロデュースする

グリーン）
」のリーダーであるが，6 秒動画投稿

側に立ちたいといくら願っても批評する形で満足

サービス「Vi ne」で，ダイナミックかつ美麗な

するしかなかったが，
「ヴァーチャル空間」に生

側 転 を 披 露 し， 注 目 さ れ る よ う に な っ た。

息する「初音ミク」は，誰もが作り手側に立つこ

Twitter で「りーめろ先輩」として 9 万人以上の

とが可能になった（172）。初音ミクが歌う楽曲はア

フォロワーを抱えた「莉音」は，2015 年夏にエ

マチュアからプロまで数多くのアーティストによ

イベックスが主催した「サンシャイン・グラビア・

って提供されている。通常なら埋もれてしまう多

オーディション」のグランプリに選ばれ，グラン

様な楽曲が，
「初音ミク」というキャラクターに

プリ特典の「ヤングガンガン」巻末グラビアでグ

よって創造され発信されることにより注目され

ラドルとしてデビューすると，
「現代の可愛さを

た。また，ライブイベントでは，初音ミクの姿を

凝縮した」と評判になり人気が高まった。

スクリーンに投影し，歌声はソフトを使用しバッ

寄せられている。
「田中セシル」

「ヴァーチャル空間」の拡大は，メディア企業

クの音を生バンドが演奏するという形式を用い，

にも影響を与え始めている。たとえば，講談社主

「ヴァーチャル空間」と「現実空間」を融合させ

催のアイドルオーディション「ミス iD」
（第 10

「現実空間」のアイドル
ることに成功した（173）。

項で詳説）は，審査にあたり，Y o u T u b er の自

には賞味期限があり，この壁を超えられるアイド

己 PR 動画の再生回数や，Twitter の投稿内容を

ルがごく少数に限られるのに対して，
「ヴァーチ

審査ポイントにしている。
運営側は理由について，

ャル空間」のアイドルは優位に立つ。

「ヴァーチャル空間」では，
「従来の枠組みに収ま

日本のアイドルは，時代を映しながら，様々に

らない女の子の多様な魅力が支持される」ことを

性格を変えて来た。1980 年代を代表とする「お

挙げている。2014 年の「ミス iD」の金子理江と

ニャン子クラブ」は，歌や踊りの上手さよりも親

黒宮れいと他 1 人（レディビアード）による

しみの持てるキャラクターが愛された。1990 年

「LADYBABY」のデビュー曲「ニッポン饅頭」

代になると，モーニング娘。のような本格的なダ

を YouTube にアップすると，経済誌「Forbes」

ンスや歌を披露する実力派が人気を得た。2000

や「ハフィントン・ポスト」など世界中のメディ

年代後半には AKB48 やももいろクローバー Z の

アに取り上げられ，再生回数が 1,100 万回を突破

ようなアマチュア的要素を前面に出した「すぐ会

している。たとえば，黒宮れいは，選考時には，

いに行けるアイドル」が出現し，生存競争はます

スクール水着でギターを持った自己アピール動画

ます激しさを増している。もはや「かわいい」だ

で反響を呼び，
中間順位 11 位に対して
「黒宮れい，

けでは見向きもされない。
ブレイクするためには，

なめんなよ」
と Tweet して，
更なる反響を呼んだ。

アイドル，バラエティ番組出演，女優，水着グラ

10．異領域のアイドル

ビア，ファッションモデル（174）という 5 ジャンル
のうち，3 つ以上をこなせることが最低条件であ
り，マルチな活躍が求められている（175）。マスメ

10.1 「ヴァーチャル空間」のアイドル

ディアの地盤沈下に伴い，存在を認知されるため

｢ヴァーチャル空間｣ が拡大し，ボカロ曲がオ

には一つのことをやっているだけでは難しい時代

リコン・チャートに名を連ね，ヴァーチャルアイ

になっている。
「アイドル戦国時代」と呼ばれる

ドル「初音ミク」が海外公演でも成功を収める時

現在，アイドルとして成功するためには他のグル

（171）

。
「初音ミク」の場合，その

ープと明確な差を付けるポジショニングが必要で

キャラクターデザインと声音はあらかじめ設定さ

あり，どの空間に位置するかを戦略として持ち合

れているが，ソフトを購入したユーザーは，自作

わせていなければならない。時として，自然発生

代になっている
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的に差別化したポジショニングを採るアイドルが

いに行けないアイドル」である。
アイドルがブログや T w it t e r に自撮りした写

生まれることがある。
その意味で差別化したポジショニングとなって

真，友人との触れ合いや家族との関係や日々の出

いるのが，
「ヴァーチャル空間」において，
「美し

来事など「オフ」を公開して読者に近い存在とし

すぎるプリンセス」
「カワイすぎる皇族」という

て表現されるのに対し，佳子内親王から「オフ」

愛称で人気を博しアイドル扱いされる秋篠宮夫妻

に関して発信されることはない。アイドルが現実

（176）

。黒目を大きく見

空間の「キャラクター」を意識的に見せることに

せるためのカラーコンタクト，カラーリングされ

より身近な存在に変化しつつあるのに対して，佳

たヘアスタイル，シャネル風スーツなど彼女に関

子内親王は憧れの存在として「偶像」のままであ

する細かな情報がネット上に連日流れ，その動向

る（179）。佳子内親王人気の影響は，
「おバカ系」

が取り上げられる。記事を転送してアフィリエイ

などバラエティが人気だった女性アイドルに「清

ト広告費を稼ぐ者も多い。
そこにあるのは，
「皇室」

楚なお嬢様系」ブームを巻き起こし，
2015 年の「乃

と「サブカルチャー（アイドル）
」の融合である。

木坂 46」人気急上昇へと繋がっている。

の次女・佳子内親王である

「かこ様かわいすぎじゃない？皇女だよ？お勉強
できて教養があってかわいいんだよ？プリンセス

10.2 女子アナ

でしょ？最強」などの書き込みがネット上に書き

もう一つ差別化したポジショニングを取ってい

こまれ，
「佳子萌え」という言葉が「ヴァーチャ

るのが，テレビ局の「女子アナ」である（180）。男

ル空間」において一般化している（177）。ICU の合

性アナウンサーが下僕感と社畜感を満載に醸出す

格が発表されると，大学受験関連のネット掲示板

る（181）のに対して，女性アナウンサーは「アイド

では「同級生になりたい」との書き込みが相次い

ル」と同様，儚い存在である。取材して真実を伝

だ。国民の象徴たる天皇陛下，皇后陛下を始め熱

える専門職としての「ジャーナリスト」というよ

心な皇族ファンは従前より存在したが，佳子内親

りも，
「かわいい女子であること」
が求められる
「ア

王ファンが従来のファンと異なるのは，
「ヴァー

「女性アナ」
イドル」としての位置づけにある（182）。

チャル空間」において特殊な世界観を形成してい

ではなく「女子アナ」と呼ばれる（183）ことに，そ

る点である。

のポジショニングと期待される役割が見て取れ

「ヴァーチャル空間」における人気は，日本を

る（184）。多くのテレビ番組において，年下の女性

超え海外，特にアジアにおいても大人気となって

アナウンサーが年上の男性キャスターやお笑い芸

（178）

いる

。中国版 Twitter「微博（weibo）
」では，

人の補助・隷属的な役割（185）で起用されている（186）。

佳子内親王の姿を捉えた写真が数多く投稿され，

欧米のようにジャーナリズム・スクール（大学院）

10 万以上の「いいね！」が寄せられる。
「正真正

で専門的な倫理や技能を身に付けて採用される訳

銘のプリンセス」
「佳子さまは皇室一の美女」
「国

ではなく（187），
大学新卒一括採用の下，
能力よりも，

際的に比較しても世界一美しい王女だ」
「なんで

端正なルックス，お嬢様キャラクター（188），モデ

日本の女性はこんなに美しいのか」
「中国にいる

（189）
ル並みのスタイル，
「ミス○○大学」
や「読者

成金の娘とは風格が違うぜ」
「一番好きな日本人

モデル」などの肩書，有名な親の子弟（190），とい

の女は昨日まで佐々木希だったが今日からは彼女

う話題性などが重視され採用される（191）。入社後

だ」
「ファンクラブに入りたい」
「安倍は中国に来

も，ニュース読みの途中で言葉に詰まったり，と

なくていいから，代わりに佳子公主に中国に来て

ちったり，豪快に咬んでしまったりすることが

ほしい」などのコメントが「ヴァーチャル空間」

「初々しさ」
「可愛さ」として人気を得る（192）特徴

には溢れる。醸し出す優しそうなオーラや麗しい

はアイドルに近く，テレビ局も意識的にその役割

容 姿 は 十 分 に「 ア イ ド ル 的 」 と 言 え る が，

を演じさせている（193）。女優になるほど美人では

AKB48「会いに行けるアイドル」とは異なる「会

ないけど目を引く容姿を備え，人当たりが良くて
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慎ましくてお上品であることが「女子アナ」にな

ドル（グラビア・アイドル）
」ブーム（第 2 項で

ることの条件となっている事実は「アイドル」と

詳説）の影響もあり，2000 年代初頭，出版社は

しての役割を期待されていることの証左であ

グラドルの写真集出版に依然として積極的であっ

（194）

た。しかし，2000 年代後半になると，出版不況

約 1,000 倍の競争率を勝ち抜いて内定を勝ち取

が急速に進んだため，
グラビア誌の休刊が相次ぎ，

る

。

った事実は高倍率のオーディションから選ばれた

生き残った雑誌でも撮り下ろしが急激に減少し

アイドルと同様に「選ばれた者」であることのア

た。A K B48 のメディア露出が急激に増加した

ピールに成功する（195）が，ハーフであること（196），

2010 年代になると，他のアイドルグループもソ

（197）

学生時代にタレントやモデルをしていた経験

，

ミスコン女王の経歴などが「女子アナ」への近道
（198）

となっている事実

は，このような過去を嫌い

「素人性」を求める秋元康によるオーディション
と比較した場合，むしろアイドルグループよりも
（199）

プロとしての
「タレント」
に近いとさえ言える

。

ロでのグラドルを目指したり，ファッションモデ
ルや女優がグラビアも兼務したりするなど，長く
低迷していた「グラドル（グラビア・アイドル）
」
に新しい風が吹き始めた。
紙幅の関係で雑誌には掲載されない未公開カッ
トで構成される電子写真集や画像配信がアイドル

名門大学出身ではあるが，大学院出身（200）が大半

ファンの中で定着した背景も見逃せない。ダウン

を占める海外のアナウンサーのように知性に恵ま

ロードする画像写真集を販売したり，月額定額料

れている訳ではなく，番組で共演者に頭をはたか

金で毎週異なる撮り下ろし写真を配信したりす

（201）

は，視聴者に対し

る，インターネット・サービスが雑誌に代わるビ

てもの知らずで無防備であることを容易に露呈す

ジネスモデルとして成立するようになった。グラ

る（202）。膳場貴子アナウンサーが番組でメイド姿

ドル側でも，雑誌グラビアが下火になった時代背

（203）

など，NHK も例外で

景を受けて人気が完全に定着したお馴染みの顔触

「女
はない（204）。しばしば「女子アナは 30 歳まで」

れだけが誌面を飾るようになり，新陳代謝が止ま

れ失笑を買い調子に乗る姿

のコスプレを披露する

（205）

，30 歳を

ったため，新人グラドルが日の目を見ることはな

超えると若手に番組を奪われ，次第にナレーショ

くなった。そのため，新人グラドルたちは，まず

ンなど露出の少ない仕事へと移り世代交代が進め

はどんなグラドルがいるのかを世間に知ってもら

られる（206）事実も，
「アイドル」としての役割や

うために，
自撮りして Instagram にアップしたり，

位置づけを期待されていることを示す。

T w it t e r で共通ハッシュタグを付けたりするな

子アナ限界年齢は 30 歳」と言われ

一方，女性アナウンサーの一部からはそのよう

ど，積極的に情報発信するよう努めた。
「R e v.

な扱いに対して反発を示す動きも見られる（207）が，

f r o m D V L」 の 橋 本 環 奈（ 第 7 項 で 詳 説 ） が

反発するアナウンサーも総じて美人であるためジ

Instagram に投稿された一枚の写真をでブレイク

ェンダーアピールをする存在であることに変わり

したように，写真 1 枚 1 枚の良さで勝負するグラ

がなく，
「プロの読み手」であることを必死にア

ドルにとっては，Instagram は非常に大きな武器

ピールしようとする姿が，ファンには「ギャップ

になっている（Instagram によるセルフプロデュ

萌え」となり，結果として媚びるタイプとは異な

ースについては植田［2016］が詳しい）
。プライ

るポジションに位置する「アイドル」としての魅

ベート写真は自分の部屋が背景に写り込み，
「プ

力を増すことに成功している（208）。

ライベート感」や「身近さ（近接性）
」をアピー
ルできるため，ファンにとっては非常に魅力的に

10.3 グラビア・アイドル
「グラビア・アイドル」が人気を得て注目を集
めている。1990 年代半ばから始まった，雛形あ
きこ，広末涼子，上戸彩，深田恭子などの「グラ

映る。それに気が付いたのがグラドル自身だった
ことは，
「セルフプロデュース」の重要性を示し
ている。
山本彩（NMB48）
，向井地美音（AKB48）
，木
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崎 ゆ り あ（SKE48）
， 宮 脇 咲 良（H K T48) な ど

里穂，白石あさえ，河村美咲などデビューしたば

A K B48 グループのメンバーがグラドルとしての

かりの女優が，知名度が高くない段階でフォトジ

活動を継続する中で，女優の柳ゆり菜，山地まり，

ェニックな素材を提供しグラドルとして活躍して

現役「C a n C a m」モデル久松郁実，
「Ray」モデ

いる。彼女たちは本格的に女優をやりながらグラ

ルで「奇跡の 9 頭身」と呼ばれる朝比奈彩，竹下

ビアもやる「兼業グラドル」であるが，深田恭子

通りでスカウトされ中学 3 年生でモデルデビュー

や綾瀬はるかなど先輩人気女優が水着の写真集を

した星名美津紀，エキゾチックな容貌のアイドル

発売したこともこれら若手女優がグラビアを出す

グループ「F YT（ファイト）
」都丸紗也華，若干

ことに影響した。

16 歳 で 童 顔 の ア イ ド ル グ ル ー プ「S UPER ☆

また，かつては「グラドル＝男性人気」
（異性

GiRLS」浅川梨奈，の 7 人が，
「次世代グラドル」

間消費）というイメージがあったが，女性層への

として登場した。女優，モデル，アイドルなど，

支持の広がり（同性間消費）を背景に，CM 出身

それぞれ異なる顔を持ちながら，デビュー時期が

やテレビ番組出演も増えている。アイドルグルー

異なる 7 人がその被写体としての魅力により足並

プが歌やダンスのレッスンでステージに立つまで

みを揃えるかのように相次いで人気を得て，グラ

に約 3 か月間を要し，途中で脱落するメンバーが

ビア界は一気に活気づいた。

出現するのに対して，グラドルは全くの新人が有

彼女たちはグラビア（異性間消費）に留まらず，

力誌の表紙に登場したり，巻頭カラーで 4 ページ

人気ファッション雑誌の表紙を飾ること（同性間

も掲載したりできるなどハードルが低く，アイド

消費）も珍しいことではなくなっている。特に，

ルとして飛躍のチャンスは高い。

柳ゆり菜は 2015 年雑誌グラビア表紙回数 1 位に
なるだけではなく，2014 年 10 月 24 日，NHK 朝

10.4 アイドル女優

の連続ドラマ「マッサン」
（第 23 話）に，赤玉ポ

10 代の若い女優の活躍が目立ち，その若さか

ートワインポスター内の半裸モデルとして出演す

ら熱狂的なファンを獲得する「アイドル女優」と

ると，反響が物凄く，アイドルへの興味がさほど

しての位置を占めるようになっている。綾瀬はる

多くない中高年層に対しても一気に知名度を上げ

か，新垣結衣，石原さとみ，北川景子，堀北真希

た。
「癒やし系クイーン」として有名になったこ

ら「1985 〜 1990 年生まれ世代」があまりにも層

とにより，2015 年 6 月 20 日公開の映画「呪怨」

が厚く，10 代の頃から主役・ヒロインの座を占

に出演，2016 年 1 月 23 日から舞台「ぼくんち」

めていたために，後続の「1991 〜 1995 年生まれ

で主演を務めるなど，多方面で活躍するようにな
っている。

世代」
はなかなか主演することができなかったが，
「1985 〜 1990 年生まれ世代」が 25 歳を超えてア

AK B48 グループ以外にも，矢島舞美・鈴木愛

イドル女優から本格的女優への転換を求められる

理（℃ -ute）
，
神谷えりな・天木じゅん（仮面女子）
，

年齢に差し掛かると共に，堀北真希が 2015 年に

最上もが（でんぱ組 .inc）
，
荻野可鈴・志田友美（夢

電撃結婚するなどプライベートでも曲がり角の年

見るアドレセンス）
，滝口ひかり（d ro p）
，仙石

齢になり，次世代の若い女優の台頭が急速に求め

みなみ（アップアップガールズ（仮）
）
，松永有紗

られるようになった。アイドル女優も 25 歳を超

（リンク STAR's）
，伊藤萌々香（フェアリーズ）
，

えると，学生役を演じる機会が減り，役柄の変化

植村あかり（J ui c e ＝ Ju ice）などがグループア

に合わせてイメージも変化するはずであるが，27

イドルからソロでグラドルになった。彼女たちの

歳の新垣結衣が「ヴァーチャル空間」では「新垣

所属するグループ名をたとえ知らなくても，グラ

結衣の身長また伸びている」と話題になるなど，

ドルの一人として認知している「逆転現象」が起

「1985 〜 1990 年生まれ世代」に対していつまで

きている。また，柳ゆり菜や山地まりの他にも，

も「子供的なかわいさ」を求めるファン心理は根

石川恋，武田玲奈，片山萌美，馬場ふみか，吉岡

強く，なかなか「世代交代」は進まなかった。
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しかし，堀北真希の電撃結婚は，長い間，
「昭
和顔」として中高年層にアイドル的人気を誇って
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だ「拡がり」では，新世代は「1985 〜 1990 年生
まれ世代」を上回る。

来た流れを，次世代の「ポスト堀北」を求める向

このような時代変化を受け，2015 年は，主演

きに一気に変える，
「アイドル女優」の転換期と

した 2 本の映画「ストロボ・エッジ」
「ビリギャル」

なった。たとえば，
「昭和顔」的ルックスを持つ

が共に興行収入 20 億円を超すヒットをした有村

山本舞香や芳根京子などが「ポスト堀北」として

架純，2014 年の NH K 朝の連続テレビ小説「花

期待されている。N H K の朝の連続ドラマのヒロ

子とアン」に出演し，2015 年の「まれ」でヒロ

インは，年齢と経験をある程度経ていた女優が抜

イン・希役に抜擢され人気ドラマ「下町ロケット」

擢されることが多かったが，2013 年に放送され

にも出演した土屋大鳳，映画「海街 diary」に出

た「あまちゃん」に能年玲奈，橋本愛，有村架純，

演し，声優初挑戦したアニメ「バケモノの子」で

松岡茉優らが出演して，ヒロインだけでなく複数

細田守監督が「天才」と絶賛した広瀬すず，の 3

の文字通りフレッシュなアイドル女優が脚光を浴

人の活躍が目立つことになる。特に，有村架純と

びて，
顔触れが完全に変わるような時代になった。

広瀬すずは，CM 起用が増えファンに注目されア

特に有村架純が朝ドラ終了後も多くの企業の CM

イドル人気を得るようになって以来，映画やドラ

に起用されてブレイクしたことにより，
「世代交

マで出演して活躍するというプロセスを歩んだ。

代」が一気に進んだ。

尺が短い CM に多数出演した場合，テレビ離れ

「アオハライド」
「ストロボ・エッジ」など学園

が進む若者にも YouTube で視聴される機会が多

を舞台にしたコミック原作映画，
「ビリギャル」

く，ファンになってもらい易い。テレビ番組から

のようなベストセラー原作の映画のヒットが続

アイドルが輩出されるのではなく，動画視聴から

き，従来以上に制服の学生役を演じるフレッシュ

アイドル女優へと進む「境界を超える」足跡を歩

な「アイドル女優」が求められるようになって来

む時代になっている。
ファンに夢を売ることが
「ア

ていることも影響した。

イドル」の役割であるとすれば，それは女優も同

このようなタイミングにあって，ファンの好み

じことが言える。

は多様化し，一人の個性だけで多くのファンを獲

昭和の時代であれば，
「アイドルはトイレに行

得することが困難となった時代背景を基に，アイ

かない」という「仮想空間」における「偶像性」

ドルグループの大人数化と同様，アイドル女優も

のみをアピールできたが，現代のネット社会では

また，多様性に富んだタイプが登場している。川

プライベートもすべてがさらけ出されてしまう。

口春奈，武井咲，西内まりや，本田翼，飯豊まり

そして，アイドル自らが「ヴァーチャル空間」で

え，大友花恋，清原果那，小芝風花，平佑奈，福

意識的にプライベートを晒す。広瀬すずが 2015

原遥，芳根京子など「明るく元気な注目の女優」

年 11 月 29 日，姉の広瀬アリスと姉妹喧嘩したこ

がいる一方，新川優愛，門脇麦，二階堂ふみ，蒼

とを T w i t t e r で実況して大きなニュースになっ

波純，松井愛莉，小松菜奈，杉咲花，武田玲奈，

た。
「姉妹喧嘩 もう！おかあさんーーーーん！」

永野芽郁，橋本愛，浜辺美波など「落ち着いた雰

という妹が身内にだけ見せるわがままな言葉を晒

囲気の女優」も生まれている。
「明るく元気な注

すことにより，ファンは人気女優が見せた「子供

目の女優」は，同世代ファンの人気が高いため，

の弱さ」を受け取りながら「かわいい」と感じ，

恋愛を描いたドラマや映画のヒロインに起用され

彼女が持つアイドル性にやられてしまう。お笑い

ることが多い一方，
「落ち着いた雰囲気の女優」
は，

芸人の有吉博行も思わず，
自身のラジオ番組で
「フ

その静かな存在感が買われて，ドラマだけでなく

ァンタジーすぎて（笑）
」と反応している。

映画でも活躍する「演技派」が多い。似たような

彼女たちと同じく連続ドラマ初出演を果たした

「持ち味」の女優を配役すると，お互いの特徴を

芳根京子（T B S「表参道高校合唱部！」
）
，清原

潰し合うことになりかねないため，多様性に富ん

果耶（NHK「あさが来た」で「ふく」役を好演）
，
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平祐奈（T B S「J K は雪女」
）
，大友花恋（フジテ

の魅力を活かして幅広い分野で活躍するアイドル

レビ「恋仲」
）
，浜辺美波（フジテレビ「あの日見

女優も増えている。

た花の名前を僕達はまだ知らない」
，フジテレビ
「無痛」
）
，山口まゆ（テレビ朝日「アイホーム」
，

10.5 アイドル・オーディション

TBS「コウノドリ」
）
，山本舞香（フジテレビ「南

アイドル女優を発掘する手段として従来用いら

くんの恋人〜 m y L it t le L ov er」
）
，小松菜奈

れている手法が，有力事務所主催のタレント発掘

（WO W O W「夢を与える」
）
，映画出演した森川

オーディションである。40 回を数える「ホリプ

葵（
「チョコリエッタ」
）
，永野芽郁（映画「俺物

ロタレントスカウトキャラバン」は，1976 年の

語 !!」
）
，水谷果穂（映画「先輩と彼女」
）
，駒井蓮

第 1 回で榊原郁恵をグランプリに選んで以降，井

（
「セーラー服と機関銃〜卒業〜」
）など，次世代

森美幸（1984 年第 9 回）
，山瀬まみ（1985 年第

のアイドル女優はかつてないほど層が厚くなって

10 回）
，深田恭子（1996 年第 21 回）
，綾瀬はる

いる。かつては「バラエティでは使い難い」と言

か（2000 年第 25 回）
，石原さとみ（2002 年第 27

う印象があった女優であるが，演技（連続ドラマ

回）らを輩出してきたが，近年では，石原杏奈

「she」初主演）だけでなくバラエティ番組（フジ

（2006 年第 31 回）
，足立梨花（2007 年第 32 回）
，

テレビ「E N G E I グランドスラム」
）の MC で活

小島瑠璃子（2009 年第 34 回）らが活躍している。

躍した松岡茉優，言動が天然である平愛梨，オー

特に近年，活躍が目覚ましいのが，2009 年第 34

プンな言動が人気を得ている清水富美加のよう

回でグランプリを獲得してグラドルからタレント

に，ドラマや映画が制作される本数が限定され熾

として成長，
2015 年「年間タレント番組出演本数」

烈な「椅子取りゲーム」になる中で，演技力や声

で女性タレント 1 位になりテレビで見ない日はな

表 12

所属事務所別「アイドル女優」

16 歳以下
アミューズ 清原果那
オスカー

研音
スウィート
パワー
スターダスト

ソニー
ミュージック
テンカラット
ヒラタオフィス
フォスター
フラーム
ホリプロ
ライジング
レプロ

17 〜 18 歳 19 〜 20 歳 21 〜 23 歳
松井愛莉 三吉彩花
清水くるみ
高橋ひかる 小芝風花
剛力彩芽
本田望結 吉本実憂
忽那汐里
武井咲
大友花恋 杉咲花
川口春奈 志田未来
桜田ひより 水谷果穂
鳴海璃子
宮武祭
高月彩良 竹富聖花 桜庭ななみ
松風理咲
宮武美桜 知英
柴田杏花 葵わかな 小松茉奈 瀧本美織
田辺桃子 中村ゆりか 早見あかり 本田翼
森川葵
久保田紗友 黒島結菜 二階堂ふみ
萩原みのり 土屋大鳳
橋本愛
志田彩良 中条あゆみ
三根梓
田爪愛里 森高愛
上原実矩
松岡茉優
南乃彩希 古泉葵
荒井萌
広瀬すず 広瀬アリス
山口まゆ 松本穂香 福田麻由子 有村架純
花坂椎南
優希美青 唯月ふうか 大野いと 石橋杏奈
佐野ひなこ 高畑充希
中野あいみ 藤森理亜
西内まりや
三上朱里 古畑星夏 清水富美加 川島海荷
能年玲奈

24 〜 25 歳
仲里依紗

いと言われる小島瑠璃子である。また，2012 年
の第 37 回でグランプリになった優希美青は，
2015 年，
「でーれーガールズ」
「暗殺教室」
「極道
大戦争」など 3 本の作品に出演した。2015 年 9
月 23 日に決選大会が開催された第 40 回では，初
めて SNS からのみの応募とし，応募総数 39,702

桐谷美玲
南沢奈央
大政絢
夏帆
武田梨奈
蓮佛美沙子

人の中から 15 歳の木下彩音がグランプリに選ば
れ，今後の活躍が注目されている。
これに対抗するのが，オスカープロモーション
による「全国美少女コンテスト」である。1987
年の第 1 回に始まり，2 〜 4 年に 1 回の不定期開
催ながら，藤谷美紀，佐藤藍子，石川亜沙美，米
倉涼子，上戸彩，武井咲ら多くのアイドル女優，

小林涼子
北乃きい


※年齢は 2015 年 7 月 4 日時点
【出典】
「日経エンタテインメント（2015 年 8 月）」pp.30-31 を
筆者が修正

モデルを輩出している。2 次選考に残った者から
剛力彩芽のように見出されるケースもあった。
2012 年の第 13 回でグランプリになった吉本美憂
は，2015 年，
「罪の告白」で悪魔のような役柄を
体当たりで演じた好演が評価された。約 8 万人の
応募があった 2014 年の最新 14 回グランプリは
高橋ひかる（2016 年 1 月 9 日公開映画「人生の
約束」デビュー）であった。
また，
「アミューズ」が全国規模で開催する「ア
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ミューズオーディション」では，2014 年に 5 年

た植田ゼミ OB で現在，芸能事務所「テアトルア

ぶ り に 開 催 さ れ た「 オ ー デ ィ シ ョ ン フ ェ ス

カデミー」でマネージャーをする母袋直哉氏に拠

2014」において 32,214 人の応募者の中から清原

れば，彼女は小学 5 年生の頃，
「テレビに出たか

果那がグランプリに選ばれた。同じように，新垣

った」という理由で芸能事務所「テアトルアカデ

結衣，川島海荷，能年玲奈などが所属する「レプ

ミー」に入り，公立中学校在学中で 14 歳であっ

ロエンタテインメント」も「レプロ次世代スター

た 2014 年に応募したと言う。作中の役名をその

オーディション」という新人発掘オーディション

まま芸名に使ったことでも話題を集めた。同作で

を開催している。
「レプロガールズオーディショ

は，報知映画賞やヨコハマ映画祭・最優秀新人賞

ン 2008」にてグッドキャラクター賞を受賞して

を獲得し，その演技力の高さから，今後の成長が

芸能界デビューした清水富美加は，
「仮面ライダ

期待されるが，当面は学業に専念するとのことで

ー フォーゼ」ヒロイン役を経て，N H K 連続テ

ある。

レビ小説「まれ」へ出演した。同コンテスト出身

出版社の主催では，女子中学生向け雑誌である

のハーフモデルのマギーも，近年テレビやファッ

新潮社「ニコラ」モデルを選ぶ「ニコラオーディ

ションショーで活躍の場を広げている。
天海祐季，

ション」が有名であり，グランプリには毎回 5 〜

榮倉奈々，菅野美穂，志田未来らが所属する「研

6 人が選ばれ，過去，新垣結衣，能年玲奈らを輩

音」が開催した 2011 年「研音ガールズオーディ

出してきた。2009 年グランプリの古畑星夏はフ

ション」で選ばれた杉咲花は，子役の頃から CM

ジテレビ「めざましテレビ」に出演している。

に出演してきたが，2016 年 4 月スタートの NHK

2014 年の第 18 回は中野あいみなど 6 人がグラン

朝の連続ドラマ「とと姉ちゃん」で，ヒロイン高

プリになった。中野あゆみはテレビ東京「おはス

畑充希の妹役を演じる。

タ」にレギュラー出演している。集英社が開催し

その他，映画界が行ったオーディションでは，

た次世代アイドル発掘オーディション「グラビア

1950 年代の東宝「シンデレラ娘」の流れを汲む「東

J A PA N」で 2009 年，準グランプリに選ばれた

宝『シンデレラ』オーディション」は 1984 年の

清野菜名はドラマ「コウノトリ」で次世代演技派

第 1 回に沢口靖子，2000 年の第 5 回に長澤まさ

として好演した。講談社の漫画雑誌「週刊ヤング

みがグランプリに選ばれた。最近では，その美貌

マガジン」が主催していたグラビアミス・オーデ

から「15 年に 1 人のシンデレラ，逸材」
「ポスト

ィション「ミスマガジン」は過去に北乃きい（2005

長澤まさみ」ともとも称される浜辺美波，N H K

年グランプリ）
，倉科カナ（2006 年グランプリ）
，

連続テレビ小説「まれ」に出演した飯豊まりえを

新川優愛（2010 年グランプリ）
，乃木坂 46・衛

輩出している。2011 年に行われた第 7 回は上白

藤美彩（2011 年グランプリ）などを輩出した人

石萌歌がグランプリになった。同賞では実姉の上

気オーディションであったが，現在は「ミス

白石萌音も特別賞を受賞し，姉妹によるダブル受

iD」と名前を変えたアイドルオーディションとな

賞が話題となった。

っている。事務所に所属しているプロでも応募で

また，松竹による前後編 2 部作として製作され

きる本オーディションは様々な賞が設置され，幅

た成島出監督の映画「ソロモンの偽証」
（宮部み

広いジャンルで活躍できるアイドルを発掘するオ

ゆきのミステリー大作を原作）にて，メインキャ

ーディションとなっている。江戸川大学・西条ゼ

ストとなる中学生役に応募し，
「日本映画最大規

ミに所属した前述の丸山果鈴は，2013 年のセミ

模」とされた半年間のオーディションに参加した

ファイナリストであった。その時のグランプリ受

約 1 万人の中から主人公の藤野涼子役に抜擢され

賞 者 は 玉 城 テ ィ ナ で あ る。 そ の 他，
「ミス

た藤野涼子が注目される。2015 年 10 月 30 日，

iD2014」の稲村亜美，
「ミス iD2015」の都丸紗也

本学マス・コミュニケーション学科の「エンタテ

華（FYT）などがグラドルとして活躍している。

インメント」コースの演習実習に参加してもらっ

中学生にも見える童顔で話題騒然になった「ミス
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iD2016」長澤茉里奈は「ツインテールが似合う

る現在，子供から大人へと至る途上における「儚

グラドル」として人気急上昇している。

さ」だけが独自の輝きを放つこと許されるため，

その他，女性ティーン雑誌モデルを選ぶ「ミス

運営側は絶えず，そのような「若さ」のかけがえ

セブンティーン」
，男性モデルや俳優を選ぶ「ジ

のない魅力が凝縮された存在を追い求めることに

ュノン・ スーパーボーイ・コンテスト」などが

なる。また，第 9 項で見たように，オリジナル動

ある。2010 年の「ミスセブンティーン」に選ば

画で数千人のフォロワーを持つ人気の YouTuber

れた森川葵は，演技派女優として活躍が目立って

やニコ生主，自身のファッションを I n s t a g r a m

いる。2011 年の新川優愛と中条あゆみも映画や

で紹介する読者モデルなど，
「ヴァーチャル空間」

ドラマに出演している。2013 年の大友花恋は，

の人気者が増えている。このようにインターネッ

2015 年 4 月公開「案山子とラケット」で平佑奈

トを使って「セルフプロデュース」するアイドル

と W 主演した。2015 年のマーシュ彩は，アメリ

の増加は，芸能事務所や，出版社・映画会社など

カ人の父と母を持つハーフで，フィギアのような

のメディア企業にとって，その存在意義を問われ

美少女ぶりから「第二の 1000 年に一度の美少女」

る面もあり，オーディションによる選抜，育成，

と話題になった。主婦と生活社が発行する月刊雑

活動場所の確保などで，これら「セルフプロデュ

誌「J U N O N」が 1988 年から毎年開催している

ース」アイドルに対して優位に立てるかが，重要

美男子コンテスト「ジュノン・スーパーボーイ・

になっている。

コンテスト」でファイナリスト以上の俳優は「ジ
ュノンボーイ」と呼ばれ，受賞者は芸能プロダク

10.6 素人系アイドル

ションと契約し俳優デビューすることが多い。第

一方で，このようなオーディションを経ずに，

19 回グランプリの溝端淳平には 40 社からのオフ

アイドルが持つ重要な要素「素性」を備えている

ァーがあった。その他，第 2 回グランプリの武田

のが，
「美少女図鑑」出身である。全国各地の女

真治，第 14 回グランプリの小池徹平，第 15 回グ

の子らを地元で扱ってグラビア化するフリーペー

ランプリの平岡祐太などが有名である。川鍋朱里

パー「美少女図鑑」はかつて話題を呼んだが，
「沖

は「JUNON ガールズコンテスト」グランプリに

縄美少女図鑑」出身の二階堂ふみ，黒島結菜，
「新

選ばれ，テレビ，CM で活躍中である。

潟美少女図鑑」出身の馬場ふみか，山田愛奈，
「岡

出版社主催オーディションは，女性誌問わず随

山美少女図鑑」出身の桜井日奈子のように，
「美

時行なわれており，選抜方法の一つにファンが参

少女図鑑」がきっかけで芸能界入りしたアイドル

加できる「読者投稿形式」が選択されていること

女優が増えている。黒島結菜は，2015 年，
「あし

も特徴である。しかし，
「ラブベリー」
（徳間書店）
，

たになれば。
」や「ストレボ・エッジ」など年間

「ハナチュー」
（主婦の友社）など休刊するファッ

6 本もの映画に出演した。桜井日奈子は，
2014 年，

ション雑誌も増えており，構造的な「出版不況」

「美人果つる土地」とされる岡山の美少女・美人

の中，採算圧迫で体力消耗が激しい出版社がオー

コンテストでグランプリを獲得し，
「岡山の奇跡」

ディションを継続的に開催できるかは微妙である。

とも呼ばれた。2015 年はコロプラや大東建託の

このように数多くのオーディションが開催され

CM に出演して，一気に顔と名前が知られるよう

る背景には，消費サイクルの早いアイドル市場に
おいて，活況を呈するアイドルグループとの対抗

になった。
「美少女図鑑」は，
元々「街に美少女を増やそう」

上，
「フレッシュさ」
「若さ」は，アイドル女優や

というテーマに芸能プロダクション・モデル事務

モデルに対してもファンが求める重要な要素とな

所に所属していない地元の美少女をモデルに起用

っていることが挙げられる。
「ヴァーチャル空間」

したフリーペーパーであり，地元のヘアーサロン

の拡大により具体的な素の存在に基づく「現実空

が協賛して発行される。
最近は，
「鳥取美少女図鑑」

間」における「キャラクター」性が容易に晒され

から「二コラ」モデルを経て女優になるという二
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階堂ふみと同じ足跡を歩んでいる山本舞香が注目

動していくプロジェクトも開始されている。ミス

されている。山本舞香は，14 代目「リハウスガ

に選ばれなくても，ファイナリストや準ミスでも

ール」や「JR skiski」など登竜門的 CM に抜擢

スカウトされることも多く，ミスコンはエントリ

され，フジテレビ「南くんの恋人〜 my L it t le

ー時期から既にインターネットで話題を集めてい

Lover」でドラマ出演を果たした。

る。
「アイドル・ブーム」が長期化する中，目の

「美少女図鑑」モデルがアイドル女優に抜擢さ

肥えたコアなアイドルファンが増えており，情報

れる理由として，芸能界には無縁で，まっさらな

発信力の高い彼らを魅了することが，口コミでの

素人の美少女であることが，在京の芸能プロダク

人気の拡がりにもつながる。たとえば，
「CQC’s」

ションには価値が高いことが挙げられる。芸能活

は，福岡県下の大学に通う「ミス・キャンパス」

動経験がある過去を嫌い「素人性」を求める秋元

たちにより構成され，地元福岡を中心に活動する

康によるオーディションと通じるが，これは，女

アイドルグループである。芸能事務所に所属せず

優であっても，アイドルグループと同様，もはや

学内イベントで歌やダンスを披露する
「ユニドル」

「仮想空間」にいて遠くから仰ぎ見る「偶像」存

（第 7 項で詳説）
とは異なる存在である。その他，

在でなくなっており，具体的な素の存在に基づく

撮影会などに参加して「人気投票企画」でアイド

「現実空間」における「キャラクター」性が求め

ルになるチャンスを待つ大学生も少なくない。

られていることを意味する。もちろん，これには
既に芸能事務所に所属した状態で，在京の芸能プ

10.7 アスリート・アイドル

ロダクションがスカウトすることは，移籍トラブ

スポーツ分野では，フィギュアスケートの羽生

ルの原因になるという業界側の事情もある。
また，オーディションの数が増え，なかなか逸

結弦や浅田真央，バレーボールの木村沙織や石川
祐希，テニスの錦織圭，卓球の福原愛や石原佳純，

材を見つけにくくなっているため，
「原宿駅前パ

ゴルフのイ・ボミなど，既にアイドル的人気を博

ーティーズ」
（第 5 項で詳説）のように，全国か

している「スター選手」が存在するが，
本項では，

ら集まる竹下通りでスカウトして，アイドルの原

スポーツ戦績では未だ注目される水準には達して

石をいち早く見つける方法に変えた「ライジング

いないが，ファンの間ではアイドル人気を獲得し

プロダクション」の例もある。ライジングプロダ

ている「アスリート・アイドル」を挙げる。女子

クションは従来，他の事務所と同様，オーディシ

ビーチバレーの坂口佳穂は，高校時代，新垣結衣，

ョンで新人を採用してきたが，2015 年 3 月，本

能年玲奈らが所属する芸能事務所「レプロエンタ

社も原宿に移して，スカウト体制を整備した。実

テインメント」でタレント活動をしていたことも

際に，
「原宿駅前パーティーズ」メンバーズの中

あり，2014 年春にダンスからビーチバレーに転

にはスカウトから数週間でステージに立ったメン

向すると，天真爛漫な笑顔と抜群のスタイル，小

バーも存在する。今後，構成する 4 グループ以外

麦色の肌により，
「浅尾美和以来のアイドル」と

にグループ数を増やす計画もあり，将来性があれ

して注目を集めた。更に 2015 年 8 月 30 日から

ば，ステージに積極的に起用する計画である。そ

グラビアのネット配信を始め，日本テレビ「メレ

の他，ドラマ「恋仲」
「表参道高校合唱部！」に

ンゲの気持ち」に出演すると，人気が上昇した。

出演した唐田えりかのようにマザー牧場でアルバ

デビューイヤーである 2015 年の戦績は 6 大会 15

イト中にスカウトされたことで話題になった例が

試合に出場しわずか 2 試合の勝利に留まるなど，

ある。

現段階では注目度に結果が伴っていないが，東京

あるいは，全国多数の大学で行われる「ミス・

五輪出場（会場は「潮風公園」
）を目指しており，

コンテスト」が，従来からの「女子アナ」への登

今後，
スポーツ戦績が向上することが期待される。

竜門である以外に，芸能事務所が「ミス・キャン

新体操の畠山愛理は 2014 年 1 月に「ミス日本」

パス」たちを集め，モデルや女優などの分野で活

特別賞を受賞して注目されているが，体操の笹田
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夏実は「ポスト田中理恵」と呼ばれる「新アイド

「アスリート・アイドル」が「スター選手」へと

ル」である。サーフィンの水野亜彩子と田岡なつ

成長する「過程を流すドキュメンタリー」を見て

みは，サーフィンが 2020 年の東京五輪において，

おり，どのように成長するかを楽しむ。ファンは

野球，ソフトボール，空手，ローラースポーツ，

現在進行形で「アスリート・アイドル」と共に前

スポーツクライミングと共に追加種目候補とされ

進している感覚を味わえる。

ると，急に注目され始めた。水野亜彩子は 15 歳

スポーツ運営側にとっても，このような「アス

でプロサーファーになり，2015 年日本国内ラン

リート・アイドル」の出現は悪いことではない。

キング（ショートボード）第 9 位であるが，フジ

マイナーなスポーツ競技にとっては，
「アスリー

テレビの「ジャンクスポーツ（世界を相手に頑張

ト・アイドル」が誕生することで一気に注目度を

る女子アスリート SP）
」に出演したところ，視聴

高めることが出来るからである。
「カー娘」と呼

者から「かわいい」
「応援したい」とファンが増

ばれたトリノ五輪（2006 年）のカーリング日本

えた。田岡なつみは，16 歳でプロサーファーに

女子代表チームで人気を集めた「マリリン」こと

なり，
2015 年日本国内ランキング（ロングボード）

本橋麻里，北京五輪（2008 年）で 5 位に終った

第 3 位であるが，雑誌で「サーファーアイドル」

が「オグシオ」の愛称でブレイクした小椋久美子・

と紹介され有名になった。五輪追加種目の正式決

潮田玲子の女子バトミントンペア，かつて「ビー

定は 2016 年 8 月に行われる予定であり，結果次

チの妖精」と呼ばれグラドルとしても活躍した浅

第で彼女たちのアイドル人気も変わって来るはず

尾美和などの先行事例がある。それは，2015 年

である。

秋に英国で開催されたラグビー・ワールドカップ

中学 3 年生で 100m バタフライ日本新記録を樹
立した水泳の池江璃花子は，2015 年 10 月 29 日

の活躍で一躍，
人気者になった「五郎丸歩」や「サ
クラセブンズ」に通じるものでもある。

のテレビ朝日「報道ステーション」で紹介される

また，シンクロナイズドスイミング選手で北京

と，デビュー時「広末涼子」似のキュートな顔立

五輪（2008 年）5 位に終った青木愛や，フィギ

ちにより，ネットでは「可愛い！」
「香椎由宇に

アスケート選手で浅田真央の実姉として有名な浅

も持田香織にも見える」と騒然となった。プロゴ

田舞のように，引退後にグラビアで活躍して，ア

ルファーの江澤亜弥は 2013 年にプロテストに合

スリート時代の知名度や人気をはるかに上回る成

格，小動物のような癒し系笑顔で「ゴルフ界一チ

功を収めた者もいる。J リーグ発足・日韓 W 杯

ャーミング」と呼ばれる。女子テニスの澤柳璃子

から続く「サッカー人気」も，W 杯アジア予選

は「週刊現代」表紙に掲載されるなど，注目度が

で敗退すれば，一気に冷え込み急降下する懸念が

高い。その他，団体競技では，サッカー「なでし

ある。現在の日本代表は 2000 年前後にドイツ代

こ」の仲田歩夢や猶本光が「アイドル」になって

表が直面した「世代交代の遅れ」を連想させ予選

いる。

敗退する可能性は高い。サッカーが人気凋落すれ

「アスリート・アイドル」は，スポーツの試合

ば，ラグビーなどマイナー・スポーツが，
「アス

における活躍により大衆が憧れる「我々のスター

リート・アイドル」をレバレッジとして，サッカ

選手」ではなく，
個々のファンが独自にマイナー・

ーの代替として隆盛を極める期待も高い。

スポーツにおける無名選手を発見，
「僕たち・私

「アスリート・アイドル」が「健康美」溢れる

たちのアスリート」
，そして「僕だけ・私だけの

のに対して，
「儚さ」を感じさせるのが文化人ア

アスリート」として応援する存在である。まず，

イドルである。代表事例が，
「美少女棋士」と呼

認知度が全くない状態でインターネットのクチコ

ばれる将棋の竹俣紅である。12 歳のアマチュア

ミにより存在を認知し，人気と知名度が上昇する

時代に女流王将戦の本戦に出場し話題になり，14

に伴いスポーツ戦績も向上するように応援する，

歳でプロ入り，現在 17 歳でタレントとしても活

ファンが育てていく「対象」でもある。ファンは

躍中である。

アイドルが生息する「現実空間」と「仮想空間」の二重構造

「アイドルグループ」と異なり，
「アスリート・
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卒業する「15 歳」と「18 歳」にピークが来ている。

アイドル」や「文化人アイドル」に対してファン

2015 年 12 月 31 日，まだ 17 歳の鞘師里保（
「モ

が覚える魅力として，
「ギャップ萌え」が挙げら

ーニング娘。
」エース，後述）が卒業して，一般

れる。
「ギャップ萌え」とは，競技中の厳しい眼

的には「若過ぎる」印象を持たれるが，
「アクタ

差しからは想像できなかった「かわいい」面を見

ーズスクール広島」でダンスのレッスンを始めた

せることにより，ファンに与える好印象のことで

のが 6 歳，
「モーニング娘。
」オーディションが

ある。ポイントは「意外性」であり，ファンにと

12 歳であり，既に 12 年間の活動を経験している

っては「まさか」を発見できた「喜び」と「驚き」

「ベテラン」である。江戸川大学マス・コミュニ

があり，アイドルに対する「好印象」が跳ね上が

ケーション学科にも，
「元アイドル」が少なから

る。そして，この「発見」を誰かに話さずにはい

ず入学して来る。
「アイドルは 25 歳まで」としば

られなくなり（誰かと共有・共感せずにはいられ

しば言われるが，この年齢までアイドルを務めら

なくなり）
，
「ファンコミュニティ」
（第 11 項で詳

れるのは，ごく一部の実力派に限られる。アイド

説）が形成される。

ルグループの多くは次のステップを考えなければ
ならない立場にあり，常に「いつ辞めるか」を考

10.8 「異領域のアイドル」まとめ

えているとも言われる。

本項で述べた「異領域のアイドル」は，アイド

一方で，アイドルグループでの活動を経験する

ルグループと明確に区別すべきであるとの意見も

ことにより，若いメンバーはその先に色々な拡が

ある。アイドルグループは平均年齢が低く，メン

りが見えるようになるという効用もあり，アイド

バーも「グループみんなで頑張っていきたい」と

ルを卒業することは必ずしもマイナス要素ばかり

いう部活動的な感覚で活動していることが多く，

ではない。秋元康が「A K B48 をステップにして

「儲からなくても親元で暮らしていける」という

欲しい」と発言している通り，アイドルとしての

考えも強い。最近は，小学生で活動を始める者も

活動期間は，様々な選択肢の中から，自らの適正

多く，アイドルは年々，低年齢化している。たと

に合った活動路線を見つけるための「準備期間」

えば，アイドルファンの間で話題が沸騰している

という側面もある。

人気著しい「原宿駅前パーティーズ（ふわふわ）
」

2015 年も，
「モーニング娘。
」のエース鞘師里

（第 5 項で詳説）のエース岩崎春果は小学 6 年生

保が本場で英語とダンスを勉強するため海外留学

である。
「アイドル・ブーム」でたくさんのアイ

すること，
「PASSPO ☆」奥仲麻琴が女優活動す

ドルグループが活動しているが，実態は，ビジネ

ること，アンジュルム「福田花音」が作詞家に転

スとして成立しているグループは少なく，どのグ

向することを理由として，アイドルを卒業してい

ループも知名度が低く集客できないと苦しんでい

る。
ハロプロプロジェクトを経て
「スマイレージ」
，

る。インディーズアイドルの中には月収わずか 1

そして「アンジュルム」として活動してきた福田

〜 2 万円で活動しているメンバーもいるため，人

花音が作詞家に転身したり，
「地下アイドル」だ

気に恵まれないとアイドル活動に見切りを付け

った姫乃たまがライターに転身したり，などの事

て，
学業専念（大学進学や海外留学など）したり，

例も生まれた。鞘師里保に代わる新メンバーを応

転身（女優，グラビア，タレント，音楽，声優，

募する「モーニング娘。
」オーディションの応募

モデルなど芸能関係の他，ヘアメイクなど芸能以

条件は「10 〜 17 歳の女性」となっており，アイ

外の職業）したりするケースが多々ある。最も多

ドルグループに所属するメンバーの大半は 10 代

いケースが全体の 4 分の 1 を占める「学業専念」

前半で加入して 10 代のうちに卒業していく。

であり，多くのアイドルが「普通の女の子」に戻
っていく。
グループ卒業時の年齢を見ると，中学と高校を

第 4 項で詳説した通り，ファンは常にアイドル
に「若さ」
「フレッシュさ」を求めるため，アイ
ドルグループは「うつろいゆくもの，儚い存在」
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である。表 13 は「ハロー！プロジェクト」のア

ショニングを次の道への準備と明確に位置付けて

イドルグループを示すが，
「アンジュルム」がオ

いる。もともと将来は女優中心に活動しようとし

ーディション（応募者 1,800 人）から選ばれた上

ている若手に経験を積ませる意味もあり，アイド

國料萌衣（高校 1 年生）を新メンバーとして加え，

ルになるケースも多い。

「カントリー・ガールズ」に研修生の船木結・梁

本項で述べた「異領域のアイドル」もまた「フ

川奈々美（中学 1 年生）を昇格させるなど，メン

ァンが日々努力するひたむきな姿に心を打たれ，

バー間「世代交代」を図る一方，2013 年以降に

支えようと非合理にお金と時間を過剰投入する」

結成された新グループが多い（11 年間の活動を

対象である点で極めて「アイドル」的であり，対

終止した Berryz 工房に代わる）ことでも分かる

象に対する「想い」が強ければ強いほど投入量が

通り，グループ間「世代交代」は激しくなってい

増大するため，応援スタンスは「スター」に対す

る。

るそれとはまったく異なる。

表 13 「ハロー！プロジェクト」グループ一覧
結成年月
グループ名
1997 年 9 月
モーニング娘。
2005 年 6 月
℃ -ute
2009 年 4 月
アンジュルム
2013 年 2 月
Juice ＝ Juice
2014 年 11 月 カントリー・ガールズ
2015 年 1 月
こぶしファクトリー
2015 年 4 月 つばきファアクトリー


人数
12 人
5人
9人
5人
7人
8人
6人

リーダー
譜久村 聖
矢島 舞美
和田 彩花
宮崎 由加
嗣永 桃子
広瀬 彩海
山岸 理子

【出典】各種情報を基にして筆者が独自に作成

11．アニメアイドルの出現
ファン自らが「アイドル」に少しでも近付きた
いという欲求の高まりは，
「アイドルアニメ」と
いうジャンルが近年確立されたことにも見て取れ
る。スポットライトを浴びるアイドルの華やかさ
への憧れは，魅力的なアイドルに投影される。ア

一方，
「異領域のアイドル」の多くは既に成長

ニメは視聴者の憧れを反映するが，
「アニメアイ

した大人であることが多く，
「セルフプロデュー

ドル」が次々と製作された根底には，現在，視聴

ス」できる部分もある。一人暮らし率も高く，自

者がアイドルに抱く素朴な憧れが身近になってい

らが選んだ専門分野で「ソロで活躍したい，上が

ることが潜んでいる。
「アイドルアニメ」の例と

っていきたい」という野心が強いため，人気が出

しては，プロデューサーとなってアイドルをプロ

なくてもアイドルグループのように見切りを付け

デュースするゲームのテレビアニメ化「アイドル

ることはせず，目標達成のために留まって活動を

，小学生女児を中心に老若男女を
マスター（209）」

継続する者が多い。
「かわいさ」を売りにする必

問わず幅広い層からの支持を集める「アイカ

要がないため，
「25 歳が一区切り」と引退を迫ら

ツ！（210）」
，学校の部活動としてアイドル活動を

れることもなく，総じて活動期間が長くなる。彼

するスクールアイドルのストーリー「ラブライ

らの多くが望むのは「息の長い活動」である。た

，
AKB48 をモデルにした「AKB0048（212）」
ブ！（211）」

とえば，
「30 歳まで」としばしば言われる「女子

などがある。それ以外にも，
「うたの☆プリンス

アナ」も，この年齢までアイドル的人気を誇るの

さまっ♪（213）」
，
「少年ハリウッド（214）」
，
「幕末ロ

はごく恵まれた僅かな者に限られ，男性アナと同

，
「魔法の天使クリィーミーマミ（216）」
ック（215）」

様，多くがそれ以前に特に「見切り」を付ける必

「WakeUp，
Girls ！（217）」
「
，WHITEALBUM（218）」
，

要もなく，定年まで局に留まることを願う「従順

「プリティーリズム・レインボーライブ（219）」な

な社畜」になってしまう。雛形あきこや優香のよ

どの「アイドルアニメ」がある。

うな先駆者の成功事例があるため，グラドルには

特に，2015 年は，
「アイドルアニメ」にとって

「タレントを目指すアイドルが名前を売るための

画期的な年であった。ジャニーズや AKB48 を中

期間」と位置付けて，グラドルをステップにテレ

心としたアイドル・ブームはまだまだ堅調であっ

ビ番組中心の活動へシフトする者も少なくない。

たが，これが「仮想空間」にも拡大，一般化して

特に大手女優系事務所は，アイドルとしてのポジ

「アイドルアニメ」がエンタテインメント市場を
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席捲した。現実のアイドルは近年，ちょっとでも

果たす新たな資本として注目される。昨今のアイ

容姿や体型が落ちるとインターネット上で
「劣化」

ドル・ブームは，アイドルグループ自体の活動は

と騒がれてしまうが，
アニメのアイドルは「劣化」

重要であるが，ファンコミュニティ内での仲間の

せず，純粋にグループのために頑張る理想の集団

存在こそが，アイドルファンを継続する価値とな

であるとファンに映った。
「ラブライブ！」は，

っていることが背景にあり，
「社会関係資本」化

劇場版「ラブライブ！TheSchoolIdolMovie」

しているという分析である。

（2015 年 6 月公開）が公開 150 日目の 2015 年 11

加えて，水樹奈々（220），竹達彩奈（221），花澤香
（222）

，堀江由衣（223），悠木碧（224），小倉唯（225）

月 14 日に観客動員数 200 万人を突破，興行収入

菜

は深夜アニメ初の劇場版では「魔法少女まどか☆

など声優がアイドルとして捉えられることも一般

マギカ［新編］叛逆の物語」を抜いて過去最高と

的になっている。画の吹き替えやアニメのアフレ

なる 28 億円を記録した。2015 年流行語大賞の候

コで裏方として活躍していた声優が，オタクと呼

補に熱狂的ファンを表す「ラブライバー」が選ば

ばれるコアなアニメファンに支えられ，注目を集

れるなど社会現象化した。

めるようになった。そして，声優が出演した作品

「ラブライバー」が成立した背景には，インタ

の役名で楽曲を歌う「キャラソン」ブームが生ま

ーネットやスマートフォンの普及による「ファン

れた。作品人気との相乗効果により，オリコン・

母数の拡大」と「ファンコミュニティ内のつなが

チャートでトップ 10 入りすることも多くなって

りの親密化」の 2 つが挙げられる。いつでもどこ

いる。その流れにおいてイベントやコンサート数

でも YouTube など動画で視聴し，音楽をダウン

も増加している。既にライブによるパフォーマン

ロードし，SNS を利用してアイドルと直接会話

スにより「キャラソン」と一線を画す存在も数多

することが可能である。少ない労力，費用，時間

く出現している。CD 発売に留まらず，キャラク

を投入することでもファン活動が可能になったこ

ターを演じる声優によるライブを積極的に行うグ

とにより，アイドルファンの母数は飛躍的に増加

ループの数も増えている。

した。また，これまでイベントやコンサートなど

ミスコン受賞者やアイドル出身の声優も増え，

の現場でしか交流することがなかったファン同士

イベントではコスプレを披露するなど，アイドル

が，Twitter や Facebook などの SNS で日常的

としての活動内容が増えている。水樹奈々のよう

につながりを持ち，アイドルに対するファン心理

に，日笠陽子（226），喜多村英梨（227）などは，個人

や日常生活までも共有するようになった。応援す

名義でのアーティスト活動が人気を呼んでいる。

るアイドルが同じであるという共通点を契機とし

かつては顔を出してのテレビ出演に抵抗を示す声

て，年齢や生い立ちがまったく異なる見ず知らず

優も少なくなかったが，新しいアニメ作品がスタ

の人に仲間意識を持って話しかけて良いという権

ートする際にはイベントが開催されることが一般

利を得て，国や地域を超越した強い「つながり」

的になった近年，ファンの前に出ることが前提に

が生まれた。

なってきたこと，ネット動画にも活躍の場が拡が

天笠・井上・小川［2015］は，
「ラブライバー」

ったこと，ホリプロやアミューズなど大手芸能事

のようなアイドルのファンコミュニティにおける

務所が声優のマネジメントに力を入れ始めたこと

「つながり」を分析する概念として，
「社会関係資

などから，声優がアイドル的活動をする「場」が

本」
（ソーシャルキャピタル）を用いた。天笠・

増加している。本業の声優業だけでなく，CD 発

井上・小川［2015］によれば，
「社会関係資本」

売やライブなどの音楽活動，声優専門誌へのグラ

は「人々の間の協調的な行動を促す『信頼』
『互

ビア出演，写真集やイメージビデオの発売，アニ

酬性の規範』
『ネットワーク（絆）
』
」のことを指し，

ラジなど幅広く活躍するようになった。新規事務

人，モノ，金など従来の資本とは異なり可視化で

所や芸能プロの声優部門開設により打ち出された

きないが，人が社会生活を営む上で大切な役割を

のが，
アイドル声優で結成されたユニットである。
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高垣彩陽（228），豊崎愛生（229），戸松遥（230），寿美
（231）

の 4 人からなるユニット「スフィア」
，

菜子

小倉唯，石原夏織，能登有沙，松永真穂からなる

D V D，ブルーレイディスク）総売上金額は 31.5
億円であり，表 14 の通り，全体で第 8 位に入る
ほどの人気であった。

ユニット「StylipS」
，声優とアイドル活動の両立

表 14
順位
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10 位

（232）

を目指す「i ☆ Ris

」などを事務所がプロデュ

ースした。
「ラブライブ！」から生まれた「μ
's」と「プリパラ（233）」から生まれた「i ☆ Ris」は，
アニメ映像とシンクロしたステージを展開して，
歌うだけではなく踊れるグループである。
更に，専門学校を卒業した後，長い下積みを経
て当たり役を手にしてアニメファンに認知されて
アイドル化する流れが，事務所のオーディション
後直ぐアニメの主役を手にするパターンが増加し

年間アーティスト別総売上金額（2015 年）
アーティスト名
嵐
AKB48
三代目 JSoulBrothers
Kis-My-Ft2
関ジャニ 2
乃木坂 46
DREAMSCOMETRUE
μ’s
Mr.Children
東方神起



売上金額
143.3 億円
112.9 億円
68.6 億円
57.8 億円
54.7 億円
44.9 億円
33.1 億円
31.5 億円
30.5 億円
28.9 億円
【出典】オリコン

たことに伴い，現役女子高生アイドル声優も増え

一方，アイドル声優は，一時期的に大きな人気

た。卓越した演技力よりも，若さ溢れる「フレッ

を得るものの，僅かな活躍期間で次世代の声優に

シュさ」や「ルックス」が求められるようになっ

ポジションを取って代わられ，仕事も露出も激減

ている。
「アイドルマスター」や「ラブライブ！」

するケースも多い。その点において，一般アイド

のような人気アニメ作品にこれら若手声優が出演

ルと同様，アイドル声優も消耗品と言うことがで

（234）

のように

きる。他方，経験に裏打ちされた演技と長年に亘

アイドル並みのルックスやスタイルを持つ声優が

るファンとの交流により，6 年連続で「N H K 紅

写真集を出すことや，
「アイドルマスター」声優

白歌合戦」
出場を果たしている水樹奈々を筆頭に，

の青木瑠璃子（235），藤井ゆきよ（236），平山笑美，

田村ゆかり（243），堀江由衣らは声優としての活躍

，ラブライブ！」声優の飯田里穂（238），
山本希望（237）「

を長期に亘り継続しているが，このようなケース

楠田亜衣奈（239），新田恵海，
「アブソリュート・

はごく稀である。
「μ’
s（ミューズ）
」は，2015 年

して人気を得ている。また，渕上舞

（240）

デュオ」の今村彩夏

「
，極黒のブリュンヒルデ」

「精霊使いの剣舞」の優木か
の田所あずさ（241），
（242）

な

12 月 5 日，2016 年 3 月 31 日，4 月 1 日の東京ド
ーム公演を「ファイナル公演」にすることを発表

，などのように Twitter やブログを通じて

した。
「劇中に登場するグループがそのまま現実

ファンとコミュニケーションを取ること，声優イ

世界に飛び出してきたユニットであることから，

ベント（ライブ）が開催されることも一般的であ

アニメのストーリーが一区切ついたため，ユニッ

る。人気声優によるユニットが収容人員 3 万人の

トの役割を果たした」ことを理由として，2016

会場で 2 日間のライブが行われるようになった。

年 3 月 2 日に最後のシングルを発売して，劇場版

日本武道館，さいたまスーパーアリーナに留まら

アニメの通り解散する内容であった。人気のピー

ず，
「アイドルマスター」シリーズは 2015 年夏，

ク期だけに，
「ラブライバー」には衝撃的なニュ

西武ドーム 2days の 10 周年記念ライブに 7 万

ースとなり，ファンからは大きな悲鳴が上がった

6,000 人を動員させ成功させている。
「ラブライ

が，現実のアイドルと同様に活躍期間が短いこと

ブ！」から派生した声優 9 人組（新田恵海，内田

が見通しされたものであった。

彩，久保ユリカ，南条愛乃，P i le，徳井青空，三

また，アイドル声優ファンは一般アイドルと区

森すずこ，飯田里穂，楠田亜衣奈）によるユニッ

別して応援する傾向が強く，2015 年の声優アワ

ト「μ’
s（ミューズ）
」は，2015 年末の「第 66

ード（主演女優賞）を「アナと雪の女王」でアナ

回 NH K 紅白歌合戦」にも出場した。2015 年の

役の主演を務めた神田沙也加が受賞した際には，

アーティスト別音楽ソフト（シングル，
アルバム，

彼女は本職が声優ではないと受賞を疑問視する意

アイドルが生息する「現実空間」と「仮想空間」の二重構造

見もあった。2015 年春からアイドルグループ
（244）
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内田［2011］は，
「日本のように国内に同国語

や元 KARA の知英（ジヨ

の十分なリテラシーを持つ読者が 1 億以上という

（245）
，元 AKB48 の大島優子（246）が声優を始め
ン）

ような市場を持つ国は世界にはほとんど存在しな

たことについても，アイドル声優ファンとアイド

い」と指摘したが，日本のマス・コミュニケーシ

ルファンでは受け止め方が大きく異なることも特

ョン産業，エンタテインメント産業が，言語のみ

徴的である。

が構成要素ではないとは言え，一定の市場規模を

SKE48 の松井玲奈

今後は，女性声優によるアイドルグループに留

維持できているのは，文化的な均質性が大きく影

まらず，
「うたの☆プリンスさまっ♪」発の「S T

響している。多く経済活動において国外マーケッ

☆ RISH」が好調な CD 売り上げを記録している

トを視野に入れることは当たり前であるが，日本

ように，
「ST ☆ RISH」に続く男性声優アイドル

のマス・コミュニケーション産業，エンタテイン

グループの活躍が期待される。また，女性向け

メント産業は目の前に広がる
「日本語マーケット」

2.5 次元アイドルとして多数のプロジェクトが始

を対象にした活動をするだけで，一定の規模を保

動する中，2016 年春にスマホゲームからスター

てる「内向き」の市場である。ビジネス面を考慮

トする「ドリフェス！」は，カードと連動して，

すれば，リスクが高い海外進出を目指す必要に特

芸能事務所「アミューズ」所属の新人俳優 5 人，

に迫られていない。たとえば，日本の音楽産業が

石原壮馬（天宮奏役）
，溝口琢矢（及川慎役）
，富

不況下においても世界第 2 位の市場規模を維持で

田健太郎（佐々木純哉役）
，太田将熙（片桐いつ

きているのは，文化的な均質性が大きく影響して

き役）
，正木郁（沢村千弦役）がキャストを担当

いる（248）。しかし，Y o u T ube の活用により，

するが，注目される。

12．アイドルのグローバル化

「BABYMETAL（249）」や「きゃりーぱみゅぱみゅ」
のように，海外で人気を得る日本人アーティスト
も生まれている。クオリティがしっかり確保され
ていれば，
「ヴァーチャル空間」において，全世

「ヴァーチャル空間」の特徴として挙げられる

界から注目される時代になった。

のが，国や人種，宗教という境界を越えボーダレ

10 代を中心とした若い音楽ファンはインター

スに情報が流通することであり，特にエンタテイ

ネットが中心であり，YouTube を通じて海外の

ンメント分野は「ヴァーチャル空間」を通じてグ

音楽や情報に触れられる機会が増えた。良い音楽

ローバル化を加速化させる。
「アイドル」も本傾

ならジャンルを問わず聴く傾向があり，洋楽のシ

向の例外ではない。柊木りおは，
ニコニコ生放送，

ングルヒットも増加している。表 15 の通り，

ツイキャスなど 4 つの動画サイトで，2013 年 1

2014 年の iTunes の年間シングルチャートの上位

月 25 日から 1,071 日連続
（2015 年 12 月 31 日現在）

15 曲中洋楽が 5 曲を占めた（3 位，4 位，5 位，

で，深夜 2 時ごろまで 2 〜 5 時間ネット生放送番

12 位，15 位）（250）。

組を配信して，
毎日会える「ネット放送アイドル」

図 5 の通り，ここ数年は 1 〜 3 曲だったのに比

と呼ばれている。
「ヴァーチャル空間」における

べ，洋楽人気が伸びている。欧米の市場の変化も

活動を重視し，アジアや欧州など海外ファンが多

一因である。CD 売り上げ枚数の減少傾向が続い

いため，日本語の他にフランス語，英語，中国語，

ている一方，急速にストリーミングへシフトして

韓国語の歌詞テロップを入れて，ミュージックビ

いる。ストリーミングでは，シングルのプレイリ

デオをネット配信している。
番組では歌やダンス，

ストを組んで楽しむことが一般的であり，そのた

フリートークなどを披露している。本人の「毎日

めシングルヒットが重要視されるようになってい

のネット放送のようにセルフプロデュース作品を

る。キャッチーなメロディやインパクトの強いフ

作りたかった」という希望から，ミュージックビ

レーズのある曲が増え，ポップス色が強くなって

（247）

デオをセルカ棒

で撮影している。

おり，日本のファンにも受け入れられ易くなって
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表 15
順位

iTunes 年間トップ 15（2014 年）

6

13 位
14 位
15 位

曲名
アーティスト
レット・イット・ゴー
松たか子
〜ありのままで〜
ひまわりの約束
秦基博
ストーリー・オブ・マイ・
ワン・ダイレクション
ライフ
レット・イット・ゴー イディナ・メンゼル
ハッピー
ファレル・ウィリアムス
Darling
西野カナ
ずっと feat.AN-KUN ＆
SPICYCHOCOLATE
TREE
春風
Rihwa
RPG
SEKAINOOWARI
生まれてはじめて
神田沙也加，松たか子
にじいろ
絢香
WeAreNeverEver
テイラー・スウィフト
GettingBackTogether
MightyLongFall
ONEOKROCK
Happiness
シェネル
プロブレム
アリアナ・グランデ



【出典】
「日経エンタテインメント 2015 年 3 月号」84p.

1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10 位
11 位
12 位

いる。音楽シーンが活性化したのは，ワン・ダイ
（251）
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【出典】
「日経エンタテインメント 2015 年 3 月号」84p.

図5

iTunes 年間トップ 15 に入った洋楽曲数

ンターネット上の「ヴァーチャル空間」では多く
の国でグローバル環境が実現しているが，CD と
いう「現物」が流通し，
海外からアーティスト「本
人」がやって来るというリアルなグローバル環境
は，独特な音楽マーケットを有する日本だからこ
そ成立している（254）と言える。

とアリアナ・グランデの 2 大アイ

2010 年以降の KPOP ブームは去ったが，2014

ドルがソーシャルメディアを用いて若年層にアピ

年のコンサート動員上位 10 位のうち，2 位と 7

ールしたことが大きく，ブレイクした（252）。NTT

位は韓国勢であり，東方神起（255）は 2013 年にラ

ドコモが CM に起用したワン・ダイレクションは，

イブで 90 万人を動員，CD の総売上枚数も海外

日本企業が開発したスマートフォンアプリ「ツイ

アーティストの記録を塗り替えるなど人気を継続

ットキャスティング」を用いて，スマホのカメラ

している（256）。全国各地のドームクラスの会場を

で撮影した動画を生中継して，ファンとの交流に

見ると，東方神起，BIGBANG，少女時代などが

愛用している。東方神起は，スマートフォン向け

数万人規模のファンを集めている。これら過去に

定額配信サービス「d ビデオ」でライブステージ

実績を持つ人気グループが今でも日本で集客でき

を生配信している。

ることは，KARA（257），少女時代（258），2PM など

これは，一つの大きな転換である。日本の音楽

がデビューした「K PO P ブーム」の余熱の影響

マーケットは世界的に見れば，
「ヴァーチャル空

として理解できるが，マス・コミュニケーション

間」
（音楽配信）よりも「現実空間」
（CD）がま

がまったく報じない「K P O P 第 2 世代」と言え

だ優勢である稀有な市場である。音楽配信への移

る無名の新人たちがファンを集めていることは

行が進んでいる欧米や韓国では，配信とパッケー

「ヴァーチャル空間」の影響の大きさを示す証左

ジの売上金額が既に逆転している。そのような中

である。EXO，B.A.P（259），BTOB（260），GOT7，

で，日本はまだ CD が売れる余地が残されている

防弾少年団，WINNER，CRAYONPOP（261），A

貴重なガラパゴス的マーケットであり，パッケー

Girl'sDay（263），
AOA（264）などが，
「KPOP
Pink（262），

ジの売り上げに限定すれば，アメリカを超えて世

第 2 世代」である。
「KPOP は終わった」とマス・

界第 1 位になる。欧米の大物アーティストが，近

コミュニケーションが報じる通り，テレビなどマ

年は日本の音楽番組への出演，朝のワイドショー

ス・コミュニケーションから韓国アーティストの

への生出演などを積極的にこなしているが，

姿は消えたが，ドームクラスの施設を初め，全国

（253）

KPOP アーティストは特に積極的である

。イ

のコンサート会場にはまだ多くのファンが詰めか

アイドルが生息する「現実空間」と「仮想空間」の二重構造

けている。これら「KPOP 第 2 世代」は，マス・
コミュニケーションがまったく取り上げないにも
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っていることも特徴的である。
また，
アイドル文化のなかった中国においては，

関わらず，毎日のように全国でイベントを行って

AKB48 の姉妹グループとして 2012 年 10 月に誕

おり集客をしている。理由は
「ヴァーチャル空間」

生して，上海を拠点に活動する SN H48 が，音楽

を利用した 2 つの方策にある。

イベントでの新人賞受賞など注目されるようにな

第 1 の方策は，新人を含め，アーティスト側が

り，5 期生オーディションの応募者は 10 万人を

日韓の距離を埋めるため，ネットサービスを上手

超えた（268）。S N H48 以外にも，2011 年からイン

く使っていることにある。彼らは，離日中でも，

ドネシア・ジャカルタで活動している J K T48，

公式サイトや Facebook，Twitter などでグルー

台湾・台北での活動が計画されている T PE48 な

プや自らの現況を積極的に発信する。
結果として，

ど AKB48 の海外姉妹グループの活動により，ア

実際に彼らに会う「現実空間」とネットを通じた

ジア各国で日本型のアイドル文化が形成されつつ

「ヴァーチャル空間」の両空間で楽しみを提供し
続けている。
第 2 の方策は，新曲が発売されると，所属事務

ある。

13．ま と め

所が PV などの動画をネット配信するため，音楽
を無料で聴けることにある。代替として，ファン

「アイドル」は，うつろいゆくもの，儚い存在

はリアルなイベントの入場料に費用をつぎ込む。

である。キティちゃんやミッキーマウス，サザエ

韓国では CD 市場が大幅に縮小し，KPOP は CD

さんなどのキャラクターと異なり，生身のアイド

（265）

が，日本市場

ルが劣化しないこと，変わらないことを続けるこ

でも，音楽はプロモーションと割り切って PV を

とは不可能であり，近年ではちょっとでも容姿や

ネット配信し，コンサート収入で稼ぐ戦略であ

体型が落ちると，インターネット上で「劣化」と

る（266）。

それを解消すべく，
騒がれてしまう（269）。2015 年，

ビジネスに重きを置いていない

このような「ヴァーチャル空間」を用いたプロ

アイドルアニメがエンタテインメント市場を席

モーションの成功は，事務所が小さくても健闘す

捲，
社会現象化した。アニメのアイドルは「劣化」

る若手グループの出現を促している。清純派で成

せず，純粋にグループのために頑張る理想の集団

功した A pi nk，セクシー系で台頭した Girl 's

であるとファンに映った。
「アイドル自体」は，

Day，独自路線を貫く CRAYON POP など，個

生きるためにどうしても必要なものでもなく，ど

性を売りに頭角を現すグループが目立つようにな

ちらかと言うと何か余計な存在である。しかし，

っている。韓国には写真週刊誌や青年誌がない影

そこがポイントであり，人間は余計な存在がある

響もあり，アイドルが水着姿になることも少ない

からこそ，心が豊かになりうる。アイドルが歌や

ため，ガールズアイドルたちが動画やテレビを使

踊りに必死に頑張るから，自分も一緒に頑張ろう

（267）

ってセクシーさをアピールする。キム・ヒョナ

，

と，ファンはアイドルを応援する。最低限の衣食

S-STAR，T-ARA などのアイドルが，肌の露出

住さえ揃えば，人は生きていくことができるが，

が激しい衣装と性的描写を思わせる挑発的なダン

たまには食べ過ぎる，飲み過ぎるということがな

スを披露し，その傾向がますます強まっている。

いと，豊かさを感じることができない。余計な二

エスカレートする事態を危惧した韓国放送通信審

割増し分が生活にあって，
初めて満足が存在する。

査委員会がテレビ局各社を召喚し，煽情的な露出

余計なものが人生に幸せをもたらすが，
「アイド

やパフォーマンスを控えるように勧告する事態も

ル」とはまさにそういう存在である。それ自体に

起こった。韓国にはグラビア・アイドルが存在せ

集中して楽しむ訳ではないものが，人を豊かにし

ず，レーシングモデルや，セクシーダンスで盛り

てくれる。
「アイドル」を「金儲け（ビジネス）
」

上げるプロ野球のチアリーダーがアイドル的にな

の対象として見るのではなく，
「人生に幸せをも
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たらすもの」
「人を豊かにするもの」と捉える感
覚が重要である。たとえば，アイドルが表現する
「おんがく」が「音学」ではなく「音楽」である
ことに，
「エンタテインメント」の本質が表れて
いる。そういう感覚を持つことにより，アイドル
を，もっと，好きになることができる。
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《注》
（1）
「アイドル」という言葉は，東京五輪があった 1964 年
に公開されたフランス映画「アイドルを探せ」で日本
に紹介されたと言われる。シルビィ・バルタンが映画
の主題歌を歌った。
（2）太田 [2011］32p.
（3）境 [2014］18p.
（4）北川 [2013］16p.
（5）T B S で放送された「柔道一直線」のヒロインを演じ
た吉沢京子は，アイドル的な人気を博した。初期のア
イドルは歌謡曲アイドルという見方がされため，除外
されがちであるが，テレビを中心に活躍した魅力的な
タレントという意味で，吉沢京子も十分にアイドルで
あった。
（6）岡崎友紀は 1970 年に TBS 系で放送された「おくさま
は 18 歳」で高木飛鳥役を演じ，キュートな魅力で身
慮した。ドラマは最高視聴率 33.1% を記録するなど大
ヒットした。ブロマイドの売り上げは約 4 年に亘って
1 位を記録した。
（7）小柳ルミ子は，宝塚音楽学校を首席で卒業後，1970
年に渡辺プロダクションから NHK 連続テレビ小説
「虹」で女優デビューした。歌手デビュー曲「わたし
の城下町」
（1971 年）が 130 万枚超の売り上げに。
「瀬
戸の花嫁」
（1972 年）もヒットした。
（8）南沙織は，沖縄の地元放送局のアシスタントとして働
いていたところ，CBS ソニーの目に留まり 1971 年 6
月にレコードデビューした。デビュー曲「17 才」が
50 万枚を超える大ヒットになった。小柳ルミ子と違い，
ドラマなど女優としてはほとんど活動せず，1978 年
に引退した。翌 1971 年に写真家の篠山紀信と結婚す
る。
（9）天地真理は，1971 年 10 月に「水色の恋」で歌手デビ
ュー後，ヒットを連発。5 曲がオリコン 1 位を獲得し
た記録は松田聖子の登場まで破られなかった。
（10）麻丘めぐみは，1972 年のデビュー曲「芽ばえ」と
1973 年「わたしの彼は左きき」が立て続けに大ヒッ
トした。彼女の髪型は「姫カット」として流行した。
（11）山口百恵は，1972 年「スター誕生！」準優勝する。
1973 年に映画「としごろ」でデビューする。1974 年
の「ひと夏の経験」が 75 万超のヒットを記録し人気
が爆発する。同年の映画「伊豆の踊子」で女優になっ
た。
（12）キャンディーズは，スクールメイツを経て 1972 年デ
ビュー。ヒット曲に恵まれずバラエティ路線を進むが，
1975 年「年下の男の子」が初めてのヒットとなる。
1977 年の日比谷野音コンサートで突然の解散宣言す
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る。1978 年の後楽園球場コンサートで引退した。
（13）ピンク・レディーは，1976 年に「ペッパー警部」で
デビュー。刺激的な振り付けが子供たちの人気を博す。
次のシングル「S・O・S」で初のオリコン 1 位。
「カ
メルン '77」
「渚のシンドバッド」
「ウォンテッド」
「UFO」
など次々とヒットした。1981 年解散した。
（14）山口百恵が芸能界を引退できたのは，ホリプロ所属
であったことが関係している。大きなプロでクション
であるホリプロのスタッフは，山口百恵が引退しても，
路頭に迷うことはなかった。一方，後年の宮沢りえの
貴乃花との婚約破棄は，ほぼ個人事務所（エムツー企
画）であったスタッフは，宮沢が結婚後に芸能界を引
退すると路頭に迷う恐れがあったことが大きく影響し
ている。
（15）太田 [2011］108p.
（16）岡島・岡田 [2011］pp.66-67
（17）村山 [2011］121p.
（18）斎藤環 [2015］104p.
（19）北川 [2013］35p.
（20）北川 [2013］35p.
（21）松田聖子は，1980 年「裸足の季節」で歌手デビュー。
サードシングル「風は秋色」から 1988 年「旅立ちは
フリージア」
まで 24 作でオリコン 1 位を獲得した。
「聖
子ちゃんカット」や「ぶりっこ」など多くの流行を生
んだ。
（22）松田聖子には，一貫した松本隆の世界を詩の世界が
作り上げられた。そこに大滝詠一，松任谷由実らが曲
を付けた。
（23）松本伊代は，1981 年「たのきん全力投球」で田原俊
彦の妹役オーディションで合格。デビュー曲「センチ
メンタル・ジャーニー」がベストテン入りした。セー
ラー服姿での歌が話題となった。
（24）小泉今日子は，1981 年「スター誕生！」で合格。
1982 年「私の 16 歳」で歌手デビューした。キャッチ
フレーズは「微笑少女」
。1985 年の「なんてたってア
イドル」で自らアイドルと称して大ヒットした。自身
を「コイズミ」
「厚木のヤンキー」と呼ぶサバけた性
格や女性誌の表紙を飾るオシャレさ，読書家という知
的な一面もあり，ファンが広がった。
（25）早見優は，1982 年「急いで！初恋」で歌手デビュー。
代表曲は「夏色のナンシー」
。元祖バイリンガルアイ
ドルとして活躍した。
（26）石川秀美は，1981 年，芸能事務所主催のオーディシ
ョンで合格し，1982 年「妖精時代」で歌手デビュー
した。
（27）中森明菜は，1981 年「スター誕生！」で合格し，
1982 年「スローモーション」でデビューした。2 枚目
の「少女 A」以降，ヒット曲を連発。1985 年「ミ・
アモーレ」
，1986 年「DESIRE 〜情熱〜」でレコード
大賞を 2 年連続受賞した。
（28）1985 年 7 月に発売されたおニャン子クラブの「セー
ラー服を脱がさないで」はタイトル，歌詞ともに衝撃
的であり，以降 2 年間，チャートのトップを独占し続
ける「おニャン子旋風」となった。対抗上，おニャン
子を仕掛けた秋元康に作詞を依頼，
「私はアイドル」
「ア
イドルはやめられない」と宣言する，アイドルがアイ
ドルを強烈に戯画化した歌詞の内容は従来のアイドル
の常識では有り得ないものであった。
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（29）1985 年頃から，レベッカや B OOW Y が登場，バン
ドブームが到来した。1989 年に発売されたバンド調
の「学園天国」は大ヒットした。
（30）小泉今日子は，1984 年に事務所の方針に腹を立て，
無断で髪を刈り上げにした。しかし，そのスタイルが
オシャレであると評判になり，自立した女性として受
け入れられ，男性だけでなく，女性ファンも広げた。
（31）アイドルに歌謡曲を売る以外にグラビアという役割
が加えられたのは，1975 年に初代クラリオン・ガー
ルに選ばれたアグネス・ラムの登場によってである。
ハワイ出身の小柄な中国系アメリカ人であったアグネ
スを東洋系の日本人と勘違いした人も多かったと言わ
れるが，後年の日本人アイドルのグラビアの可能性を
示した。
（32）薬師丸ひろ子は，1978 年角川映画「野生の証明」の
長井頼子オーディションでヒロインに選ばれデビュー
した。第 2 作目「翔んだカップル」
（1980 年）の後，
1981 年の映画「セーラー服と機関銃」に主演した。
興行収入 24 億円のヒットとなり同年の邦画で最大の
ヒットになった。同名主題歌もオリコンで 5 週連続の
1 位を獲得，86.5 万枚を記録した。当時高校 2 年生の
薬師丸ひろ子は，3 本目の主演作となった本映画で人
気女優となった。
（33）原田知世は，1982 年に「セーラー服と機関銃」のド
ラマ版に主演しデビューした。1983 年の映画「時を
かける少女」で映画初主演し，同名主題歌も 60 万枚
を超える大ヒットとなった。
（34）KADOKAWA 会長の角川歴彦は「薬師丸ひろ子は
国民的アイドルではありませんでした。特定のファン
が熱狂するマイクロスター。だからこそ芸能史に名を
刻みました」と言及する（
「日経ビジネス 2014.12.01」
69p.）
（35）中山美穂は，
原宿でスカウトされ，
1985 年のドラマ「毎
度おさわがせします」で女優デビュー。1985 年「C」
で歌手デビューも果たした。1987 年の主演ドラマ「マ
マはアイドル」での愛称「ミポリン」が定着した。
（36）斉藤由貴は，1984 年「ミスマガジン」グランプリで
芸能界入り。1985 年「卒業」で歌手デビューし，30
万枚のヒット。1985 年放送の「スケバン刑事」で麻
宮サキ役を好演。1986 年，NHK 麻ドラ「はね駒」で
ヒロインを演じた。歌手としても「卒業」
「悲しみよ
こんにちは」などヒット曲を出した。
（37）南野陽子は，1984 年女優デビューし，1985 年，ドラ
マ「スケバン刑事Ⅱ」に主演した。1985 年「はずか
しすぎて」で歌手デビューし，
「はいからさんが通る」
「吐息でネット」
などヒット曲が多数ある。
1992 年に
「寒
椿」で日本アカデミー賞主演女優賞。
（38）浅香唯は，1984 年，少女コミック誌主催のオーディ
ションで優勝。1985 年のドラマ「夏少女」で歌手デ
ビューした。1986 年「スケバン刑事Ⅲ」3 代目麻宮サ
キ役で主役。1988 年の映画「スケバン刑事」にも出
演した。
（39）おニャン子クラブは，1985 年 4 月スタートのフジテ
レビ「夕やけにゃんにゃん」の番組内アシスタントと
してデビューし，1985 年 7 月の「セーラー服を脱が
さないで」で大ブレイクした。
「友達より早くエッチ
したい」なんて青い性を歌う，そのインパクトは強烈
だった。結成時は 11 人，解散時は 19 人が在籍した。

1987 年 8 月の番組終了と共に解散した。特に活躍し
たのは 1986 年にオリコン・チャートを独占した時で
ある。1986 年は，シングルで 1 位を獲得した曲が年
間を通して 46 曲あったが，そのうちの 30 曲を同グル
ープの本体や派生ユニット，ソロが占めた。
（40）メンバーは会員番号で呼ばれ，番組内のオーディシ
ョンでメンバーが増える。その最中，写真週刊誌に喫
煙現場がスクープされ，初期メンバー 5 人がクビにな
った。しかし，スキャンダルをものともせず，人気は
沸騰した。その後，メンバーからは工藤静香や渡辺満
里奈，国生さゆりらが巣立っていく。
（41）後藤久美子はオスカープロモーションからデビュー
した。11 歳であった後藤は，1985 年，
「キットカット」
（不二家）
，
「元気であいさつ」
（ポッカ）
，
「スコッチ
EG」
（住友スリーエム）の 3 本に出演した。
（42）宮沢りえが有名になったのは，1987 年の「三井のリ
ハウス」の CM での白鳥麗子役である。都会の謎めい
た女の子が転校してきたという CM は，非常に印象的
であった。その後，
「ポカリスエット」
（大塚製薬）の
CM や映画「ぼくらの七日間戦争」では，元気で活発
な女の子を演じた。後藤久美子が静かな大人っぽさを
売りにしたのと対照的であった。宮沢は 1989 年に歌
手デビュー，カレンダーでふんどしルックを披露し話
題となった。1992 年には「Sa nta Fe」でヘアヌード
を披露した。人気絶頂期に裸になったが，イメージチ
ェンジはマイナスとはならなかった。
（43）1980 年代終盤から 1990 年初頭は，ドラマや CM，
バラエティで活躍する美少女系女優がアイドルを凌
駕。牧瀬里穂，観月ありさ，宮沢りえの 3 人は，アル
ファベットの頭文字を取って「3M」と呼ばれた。
（44）岡田有希子は，
1983 年「スター誕生！」でグランプリ。
1984 年「ファースト・デイト」で歌手デビューした。
1985 年「禁じられたマリコ」で連ドラ初主演した。
「ポ
スト松田聖子」と期待されたが，1986 年に投身自殺
した（享年 18）
。
（45）Winkは，1988 年に結成され，
「Sugar Baby Love」
でデビュー。1989 年の「愛が止まらない」
「淋しい熱
帯魚」がヒットし，レコード大賞受賞と紅白歌合戦出
場を果たした。アイドルらしからぬ無表情のパフォー
マンスが話題になった。アイドルの代名詞と言える
「笑
顔」を浮かべない戦略は，アイドルとしては邪道であ
ったが，結果的にアイドルらしくないことで受け入れ
られた。当時，渡辺美里やプリンセス・プリンセスが
活躍したが，彼女たちはアイドルではなかった。
（46）この時代，アイドルは歌手から分離し，様々な要素
と組み合わせ可能な一つの属性に転化した。
「バラド
ル（バラエティ + アイドル）
」
，
「グラドル（グラビア
＋アイドル）
」などである。かつでの「アイドル」＝「ア
イドル歌手」という意味づけは希薄になっていた。
（47）1994 年にフジテレビ「ビジュアルクイーン」に選ば
れた 16 歳の雛形あきこは，少年マンガやヤングマン
ガ誌のグラビアを飾った。中高生が雛形の水着に振り
向いた理由は同年代であることが大きかった。1987
年から始まった「アイドル冬の時代」は，
「グラドル」
の登場と共に，1994 年に春を迎えた。なお，韓国では，
グラビア・アイドルというあり方は，インターネット
上でしか成立しない。
（48）広末涼子は，1994 年に「クレアラシル」のオーディ

アイドルが生息する「現実空間」と「仮想空間」の二重構造
ションでグランプリに輝き，1996 年の NTT ドコモの
ポケベル CM でブレイクした。
（49）上戸彩は 1997 年，12 歳の時に「全日本国民的美少
女コンテスト」審査員特別賞を受賞した。2000 年連
続ドラマ「涙をふいて」で女優デビューした。2000
年に出演した「3 年 B 組金八先生」の性同一性障害役
を演じて，同年代のアイドル女優から抜け出した。
2003 年の「ひと夏のパパへ」で初主演，2004 年に「エ
ースをねらえ！」
，2005 年「アタック No.1」で主演す
るなど，女優としてブレイクした。2002 年まではア
イドルグループ「Z -1」というアイドルグループで活
動していた。
（50）1982 年生まれの深田恭子は，1996 年に行われた第
21 回「ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグ
ランプリに輝いた。1998 年のドラマ「神様，もう少
しだけ」でブレイクした。
（51）篠原涼子は，アイドルグループ「東京パフォーマン
スドール」に所属していた 1994 年に小室哲哉プロデ
ュースでアーティスト色を前面に出し，
「恋しさとせ
つなさと心強さと」で 200 万枚以上を売り上げる大ヒ
ットとなった。
（52）エイベックス＋小室哲哉によるダンス・ミュージッ
クのプロデュース・ワークは，1993 年デビューの
T R F からスタートしている。小室哲哉の功績は，ダ
ンス・ミュージックにアジア的な季節感を持ち込んだ
ことにある。彼により，日本のダンス・ミュージック
は，クラブ＝夜のイメージから離れることができ，一
般層にも身近になった。
（53）1983 年に開校した沖縄アクターズスクールは，日本
のダンス・ミュージックにおいて大きな役割を果たし
た。安室奈美恵（スーパーモンキーズの一員として
1992 年デビュー，1995 年ソロ転向）
，SPEED（1996
年デビュー）などを輩出した。
（54）安室奈美恵は，事務所がアーティストであることを
強調するために，あえて「アイドル」と呼ばせないよ
うに配慮していたが，茶髪にロングヘアー，細眉，ミ
ニスカートに厚底ブーツという「アムラー」ファッシ
ョンを真似するファンにより支持されたことは，明ら
かに時代の「アイドル」であった。同様に，ネイルア
ートや大きなサングラス，豹柄ファッションを真似さ
れた浜崎あゆみも「アイドル」であった。
（55）モーニング娘。は，1995 年から放送されたテレビ朝
日のオーディション番組「ASAYAN」から生まれた。
1997 年に行われた「シャ乱 Q ロックボーカリストオ
ーディション」
（グランプリは平家みちよ）の最終選
考に残りながら落選した中澤裕子，石黒彩，飯田圭織，
安倍なつみ，福田明日香の 5 人によって結成されたの
が，モーニング娘。だった。オーディションに落ちた
人間を集めて新たな物語を構築していく方法が，非常
にテレビ的であった。
（56）大人数のアイドルグループが隆盛を極める中，ソロ
で活躍するアイドルは 2000 年代に活躍した松浦亜弥，
藤本美貴以降，下火になった。ファンの好みが多様化
する中，一人の個性だけで多くのファンを獲得するの
は困難である。
（57）AK B48 グループやももいろクルーバー Z を初めア
イドルグループがひしめく「戦国時代」と呼ばれる。
今ではグループの数が 1,000（東京に 500 組，地方に
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500 組）を超えると言われる。しかし，2015 年 3 月に
は 2004 年にデビューした B e r r yz 工房が無期限活動
休止，2015 年 10 月にはアイドリング !!! が解散した。
CD 売り上げが落ちた訳でも，観客動員数が下がった
訳でもない。やることがなくなって，活動が行き詰っ
た訳でもない。
（58）2005 年 12 月 8 日から 2006 年 3 月 31 日まで「チー
ム A」による「PARTY が始まるよ」公演が行われた。
（59）最初のオーディションに合格したのは 24 人であった
が，公演までに 4 人が脱落し 20 人のメンバーでスタ
ートした（2006 年 1 月に篠田麻里子が加わり 21 名に
なる）
。当初は，48 人のメンバーが 24 人ずつ 1 軍，2
軍になり，ファンの人気投票で入れ替え制になるとい
うイメージであった。1 軍 24 人，2 軍 24 人の構成は，
劇場の広さが影響した。A K B48 劇場は最初から満員
だった訳ではない。初めて劇場が満員になったのは，
2006 年 2 月 4 日であり，オープンから 2 ヶ月後のこ
とであった。
（60）2006 年 2 月 1 日，A K B48 はインディーズ 1s t シン
グル「桜の花びらたち」でデビューする。この楽曲は
N T T ドコモ「テレビ電話」CM に使用された。セン
ターポジションは高橋みなみが務めた。続けて，2006
年 6 月 7 日にインディーズ 2nd シングル「スカート，
ひらり」が発売され，歌番組「ミュージックステーシ
ョン」に初出演を果たした。
（61）2006 年 10 月 25 日，
「会いたかった」でメジャーデ
ビューする。選ばれたメンバーが歌うという「選抜メ
ンバー制」が初導入され，前田敦子が初センターを務
めた。
（62）
2006 年 7 月 23 日，
シングル購入特典イベント
「AKB48
メンバーと行く浅草・花やしきツアー」が開催された。
（63）初めての冠番組「AKB 1 じ 59 ふん！」
（日本テレビ
系，
毎週水曜）
（2008 年 10 月〜，
現在の「AKBINGO」
）
まで，デビューから 2 年以上要したのは，あえてテレ
ビとの距離を置いた戦略の一つであった。
（64）境「2014」145p.
（65）境「2014」112p.
（66）西原 [2014］
（67）東山紀之は，
「少年隊」のメンバーで，
「ヒガシ」の
愛称で親しまれている。
（68）山下智久は，
「NEWS」の元メンバーで，脱退後はソ
ロとして活動。愛称は山 P。
（69）相葉雅紀 172cm，松本潤 170cm，櫻井翔 169cm，二
宮和也 165cm，大野智 163cm と公表されている。
（70）1996 年 5 月，メンバーだった森且行は S M A P を脱
退してオートレーサーになった。
（71）稲垣吾郎は 2001 年の道路交通法違反などで逮捕され
た。香取慎吾には 2009 年に泥酔騒動があった。
（72）2014 年 7 月 27 日に放送されたフジテレビ「S M A P
× FNS 27 時間テレビ」では，司会のダウンタウン松
本人志が「解散危機は何回くらいあったの？」と質問
した。香取慎吾は苦悶しながら
「3 か 4 くらいですかね」
と口を開いたが，他のメンバーは沈黙した。たまらず
香取慎吾が「言っちゃいけない感じか分からないけど，
あったじゃん」と促す。中居正広が「開けたらいけな
いチャックってある」と公開説教を始めると，香取慎
吾は「26，7 年やってきて 1 回も解散危機ないって訳
ないじゃん」と反論した。そしてクライマックスのノ
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ンストップ野外ライブを終えてフジテレビに向かう途
中，加藤綾子アナウンサーが森且行からの手紙が読み
上げるとメンバーは感涙した。グランドフィナーレで
は口々に「あれはダメ！あれはもう…」と感極まる反
則だと訴えた。そこで中居正広は改めて森且行の脱退
時を振り返り「香取君と一緒にね，森君の最初のレー
スを二人で観に行ったんですよ。覚えてる？負けちゃ
ったけど…」と優しい口調になった。その途端，再び
香取慎吾は「森君が辞めるって言った時，中居君が僕
に『解散しようか？』と言ったのが解散危機 1 回目で
す」と暴露してみせ，慌てた中居正広は「やめなさい」
と苦笑いした。最後は解散話を楽しむ節となり，グル
ープの結束を証明してみせた。
（73）2013 年フジテレビ「SMAPxSMAP」
。
（74）2015 年 3 月 30 日放送フジテレビ「SMAPxSMAP」
スペシャル。
（75）韓国では，グラビア・アイドルというあり方は，イ
ンターネット上でしか成立しない。
（76）君塚 [2012］107p.
（77）君塚 [2012］151p.
（78）2012 年韓国デビューの VIXX は，EXO，B.A.P など
の同期グループに当初は人気で劣ったが，2013 年「傷
つく準備はできている」で試みたダークなコンセプト
のイメージが受け，認知度がアップした。
（79）防弾少年団は，2013 年 6 月に韓国でデビューした。
2014 年 1 月に大阪，東京で実施した有料ライブ 3 公
演に計 6,500 人を動員した。2014 年 6 月，日本でのデ
ビューに合わせ，東京，大阪でリリースイベント＆ハ
イタッチ会を開催した。ヒップホップにありがちな悪
ガキのイメージを覆し，アイドル的ルックス，実力を
武器にする正統派である。
（80）EX O は， 東 方 神 起， 少 女 時 代 ら が 所 属 す る
「S.M.ENTERTAINMENT」が 2012 年 4 月に韓国で
デビューさせた 12 人組の男性グループである。韓国
人 6 人と中国出身者 6 人で構成されていたが，中国人
メンバー 2 人が脱退し 10 人になった。2014 年は 17
都市 30 公演のアジアツアーを開催した。4 月にさい
たまスーパーアリーナで催された初の単独公演には，
5 公演に 10 万人のファンが詰めかけ，チケットは売
り切れた。今や最もチケットが入手困難な韓国歌手と
言われる。
（81）WINNERは，BIGBANG の「YGENTERTAINMENT」
の新人 5 人組。2013 年に韓国のサバイバル番組で勝
ち 抜 き， 歌 手 デ ビ ュ ー の 権 利 を 得 た。 同 番 組 は
YouTube でも配信され，日本でも人気になった。
（82）GOT7 は，2PM 所属の「JYP Entertainment」から
2014 年 1 月にデビューした 7 人組。2014 年 4 月に M
ネットが横浜アリーナで実施したイベントに出演し
た。女子学生ら若年層の声援を独り占めにした。
（83）東方神起は 2015 年，活動休止した。メンバーのユン
ホが 29 歳（数え年 30 歳）でのタイミングは，数え年
30 歳の誕生日を迎えるまでに軍隊に入隊する義務へ
の対応であった。
（84）デビュー当時，野獣アイドルで一世を風靡した 2P M
も今や 30 歳目前である。ニックンの飲酒運転で活動
を自粛している間に，韓国では大型新人が続々登場し，
賞レースからも遠ざかっている。しかし，日本では安
定的な人気を誇り，2014 年はソロツアーも活発であ

った。
（85）1985 年 4 月にデビューした「おニャン子クラブ」は，
1987 年 9 月に代々木第一体育館で解散コンサートを
行い，2 年半で活動を終了した。
（86）2013 年の N H K 連続ドラマ「あまちゃん」では，主
人公の実母・天野春子役を小泉今日子，芸能界の母・
鈴鹿ひろ美役を薬師丸ひろ子が演じたが，二人ともト
ップアイドルであった。天野春子の「元ヤンキー，離
婚，元アイドル」というキャラクターは，小泉今日子
と重なっている。
（87）
「アイドルの寿命は 7 年」と言われていたアイドルの
常識を変えたのが松田聖子である。結婚や出産してか
らもずっと第一線で活躍することにより，
「ずっとア
イドルをやっていいんだ」という雰囲気が生まれた。
（88）2014 年末の「第 65 回 N H K 紅白歌合戦」には，松
田聖子，中森明菜，薬師丸ひろ子の 1980 年代のトッ
プアイドル 3 人が一堂に会した。中森明菜は 2014 年
夏にリリースしたオリジナルとカバーの 2 枚のベスト
アルバムが 25 万枚を突破する大ヒットを記録，大物
アーティストが新譜を出しても 3 〜 4 万枚しか売れな
い時代に，根強い人気を示した。
（89）2008 年 2 月に発売したシングル「桜の花びらたち
2008」でデフスターズレコードとの契約が終了した。
そして，2008 年 10 月に約 8 か月ぶりのシングル「大
声ダイヤモンド」がリリースされた。
（90）モーニング娘。の成功は，1999 年 8 月に第 3 期メン
バーとして当時 13 歳であった後藤真希が加入したこ
とが大きい。13 歳の金髪美少女は，圧倒的な存在感
を持っており，インパクトは大きかった。
（91）
「大声ダイヤモンド」は，
10 万枚のヒットを記録した。
「桜の花びらたち 2008」2.5 万枚から 4 倍に伸びた。
それまでの 6 位を更新する 3 位を記録した。
（92）太田 [2011］15p.
（93）かわいさを売りにするアイドルの場合，25 歳が一区
切りとなる。トーク力やセクシーさなど，別の魅力を
備えていないと，生き残ることは難しい。
（94）A K B48 の板野友美は 22 歳，前田敦子は 21 歳，高
橋みなみは 24 歳，篠田麻里子は 27 歳で，SK E の松
井怜奈（1991 年 7 月 27 日生まれ）は 24 歳になった
2015 年 8 月末に卒業した。
（95）2005 年 10 月 30 日に最終審査が行われた A K B48 オ
ープニングメンバーオーディションに合格した 24 名
のうち，2015 年末時点で AKB48 に在籍し続けるのは，
小嶋陽菜（合格時 17 歳）
，峯岸みなみ（合格時 12 歳）
の 2 人のみである。
（96）人材育成システムの構築は，吉本が中心のお笑い芸
人にも見ることができる。
（97）週刊東洋経済 2013.12.28-2014.1.4 号，171p.
（98）AKB48 の握手会では 40 代，50 代の中年男性が目立
つようになっている。新しくファンになる層が年々目
減りする影響により，ファンの平均年齢は上がってい
る。現在，A K B48 劇場では，50 歳以上のみ入場可能
な「シニア公演」も定期的に行われている。
（99）A K B48 総監督の高橋みなみは，
「前田敦子はものす
ごく輝いていたし，ものすごく面白かった。
『普通じ
ゃないアイドル』を作ってくれたのが前田敦子だった。
A K B48 に憧れる理由を前田敦子が作ってくれたんだ
と思います」と語っている。
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（100）2004 年 1 月「ハロプロ・キッズ」に所属していた
メンバー 8 人で結成，同年 3 月に C D デビューした。
2005 年に石村舞波が卒業，2007 年末に紅白歌合戦に
出演した。シングル 36 枚，アルバム 13 枚を発表，出
演コンサートは計 666 公演（うち海外公演 8 公演）
。
（101）℃ -ute は，2015 年に結成 10 周年を迎え，横浜アリ
ーナへも進出した。モーニング娘。の道重さゆりの卒
業に伴い，℃ -u te キャプテンの矢島舞美（1992 年 2
月 7 日生まれ，埼玉県出身）がハロプロの 5 代目リー
ダーに就任した。B e rry z 工房の活動停止により名実
ともに最年長としてハロプロ全体を引っ張るグループ
となった。
（102）℃ -ute キャプテンの矢島舞美は「℃ -ute もデビュ
ー 8 年。私たちも不安はありますが，今は目の前のこ
とをやっていくだけです」と言った。
（103）モーニング娘。は，2015 年に結成 18 年目を迎えた，
女子アイドルとしては異例の老舗グループとなってい
る。2014 年 11 月に道重さゆみが卒業して，2014 年 9
月に新加入した 12 期メンバー 4 人が 2015 年正月のハ
ロコンから本格的に活動開始した。
（104）岡島・岡田 [2011］pp.61-62
（105）岡島・岡田 [2011］61p.
（106）生身のアイドルがキャラクターと異なる特徴として，
スキャンダルの危険性がある。女性アイドルのスキャ
ンダルは，芸能人生命を奪うダメージになりうる。
（107）濱野 [2012］150p.
（108）AKB48 の握手会は，CD1 枚で握手券 1 枚を入手で
き，人気メンバーは 1 日でのべ 3,000 人と握手する。
メンバーにとっては握手会で人気を上げることが，自
分のグループ内のポジションを上げることになる。不
人気メンバーにとっては，自分のレーンがガラガラで
あれば，精神的に疲弊するため，ファンにとってはそ
んなメンバーを支えなければと更に C D 代を注ぎ込む
流れになっている。
（109）北川 [2013］pp.5-6
（110）握手会の回数は，2014 年岩手での握手会中に起き
た襲撃事件以前よりも増えているが，不人気メンバー
にとってはガラガラになった自らのレーンを見て精神
的に疲弊するばかりである。ファンにとってはそのよ
うなメンバーを支えようと更に C D 代を注ぎ込む流れ
になっている。
（111）HKT48 メンバーの矢吹奈子は「フライングゲット」
の際の握手会で指原莉乃のレーンに並んだ際，指原か
ら「可愛いね」と言われ頬を触られながら「AKB48
のオーディション受けなよ，入れるよ」と言われたこ
とにより応募してメンバーに加わった。
（112）2015 年 1 月 25 日，新潟を拠点に国内 4 つ目となる
AKB48 の姉妹グループ「NGT48」の結成と，2015 年
10 月 1 日に専用劇場で初公演を行うことが発表され
た。新潟市の人口は 80 万 4,315 人にしか過ぎず，
「地
元ファンと熱心な首都圏からのリピーターだけで採算
が採れるのか」という心配の声も挙がる。人口 100 万
人以下の年に専用劇場を設けるという試みは，
「ご当
地アイドル」の将来を占う試金石となる。
（113）コンサートにサプライズ演出を入れ，メンバーの成
長物語を見せるという売り出し方は，プロレスを参考
にしたとされる。日常にはないドラマがある。
（114）ももいろクローバー Z は，2015 年も福岡ヤフオク
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ドームで行った 2 日間が盛況に終わるなど，ライブは
安定した動員力を誇る。一方で，映画主題歌や K I SS
とのコラボ曲などの CD 売り上げは芳しくない。
（115）境「2014」16p.
（116）身長の高いアイドルは「かわいらしいアイドル」と
して推しても，ファンには好かれにくい。小さい方が
ファンの人気を得やすく「アイドルの黄金比率」が存
在する。
（117）杏，松下奈緒（174c m）
，とよた真帆（173c m）
，田
丸麻紀，松嶋奈々子（172c m）
，天海祐希，藤原紀香
（171cm）
，榮倉奈々，江角マキコ（170cm）
，木村佳乃，
山田優（169c m）
，新垣結衣，長澤まさみ（168c m）
など高身長の女優は多い。女優の高身長化の原因とな
っているのが，モデル出身の女優が増えたことである。
杏はパリコレクションに出演歴がある。
（118）乃木坂 46 は，A K B48 第 3 回選抜総選挙が行われ
大島優子に対し前田敦子がリベンジを果たした 2011
年 6 月，国民的アイドルとなっていた A K B48 の公式
ライバルをソニー・ミュージックが募集するという形
でオーディションが開催され誕生した。募集のポスタ
ーは，雑誌，テレビ，駅，インターネットと至る所に
貼られた。2011 年 8 月 22 日に，日本アイドル史上最
大規模となるオーディション応募総数 38,934 人の中
から選ばれた 36 人により A K B48 の公式ライバルと
して誕生した。グループ名の「乃木坂」は，最終オー
ディションの会場となった「SK E 乃木坂ビル」から，
「46」は A KB よりも人数が少なくても負けないとい
う意気込みが由来である。私立の女子高のような清楚
さがウリで，ビジュアル面においては A K B48 よりも
上という声も多い。シングル C D の売り上げも 50 万
枚超えを続けており，
「AKB48 公式ライバルグループ」
の名は偽りのないものとなっている。
「乃木坂 46 新プ
ロジェクト」メンバーの募集が行われることも明らか
になっており，妹グループ的な存在になる予定である。
一方で，人気メンバーと下位メンバーの間に A K B48
以上に厚い壁が存在することでも知られる。
（119）西野七瀬は，1994 年 5 月 25 日生まれ。大阪府出身。
もはや押しも押されない大エースに成長した。天性の
守ってあげたい感じと「この娘なら振り回されたい」
感じを有すると言われる。
（120）圧倒的美貌と知名度を兼ね備えた白石麻衣は女性フ
ァッション誌「Ray」の専属モデルとなり，女性ファ
ンが憧れる存在になっている。
（121）生駒里奈は，1995 年 12 月 29 日生まれ。生駒里奈
は秋田県出身で東京に馴染めず，猫背で自信がなく，
いつも泣いてばかりいた。しかし，デビュー前から活
動を続けていくうちに，どんどん綺麗になり，身長も
伸びて行った。
「アイドルは成長を見守りたい存在」
という王道から，メジャーデビュー曲「ぐるぐるカー
テン」ではセンターに抜擢された。
（122）生田絵梨花は，1997 年 1 月 22 日生まれ。幼少期を
ドイツで過ごし，歌唱力抜群。ピアノも弾けて，英語
も喋れる天才美少女として，デビュー当初から中心メ
ンバーとして活躍。幼少時代からピアノエリートとし
て育った生田絵梨花は，メジャーデビュー曲「ぐるぐ
るカーテン」で生駒里奈と共にフロントを務めた。
（123） 秋 元 康・ 総 合 プ ロ デ ュ ー サ ー は「 乃 木 坂 46 は
A K B48 の 5 年間を 5 カ月で追いつく」というスロー
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ガンの下，AK B48 の「神 7」にあたる「七福神」を
発表して，
「メンバー同士で戦うこと」を求めた。
（124）メジャーデビュー曲「ぐるぐるカーテン」では，西
野七瀬は 16 人の選抜メンバーから漏れアンダーメン
バーだった。デビュー曲のタイアップである明治「手
づくりチョコレート」の C M 撮影では，
「選抜のみん
なが撮影している間，ずっと待っていて。他のメンバ
ーと『私たち，必要なのかな？』って話していました。
『選抜と私たちじゃ，こんなに違うんだ』
」と雑誌イン
タビューで語っている。
（125）テレビ東京の冠番組「乃木坂って，どこ？」で，メ
ジャーデビューシングル「ぐるぐるカーテン」の P R
として，京都でティッシュ配りを行った際に，なかな
か通行人にティッシュをもらってもらえないことか
ら，鴨川の橋のたもとで，西野七瀬は泣いた。西野七
瀬は当時のことを「他のメンバーはティッシュを受け
取ってもらえなくても前向きに配ってるんですよ。で
も私は無理で。悲しくなってきて，ずっと川の方を見
て泣いてました。たくさんのカモをいるのを見ながら
『私，ダメだ。何してるんだろう・・・』って。でも
3 人が凄く励ましてくれたり，現場に来てくれていた
ファンの方が『俺が配ろうか？』って声を掛けてくれ
たりして。そこから何とか立ち直って，ティッシュを
配ることができました。当時は本当に弱かったから，
いっぱい迷惑をかけましたね」と語っている。
（126）メジャーデビューを果たし握手会が始まっても，西
野七瀬の口数はなかなか増えない。慣れてきても相変
わらず無口で控えめのままであった。しかし，ブログ
に載せるオリジナル度の高い絵や文章は，口下手な彼
女にとってファンを楽しませる大きな武器となってい
た。
（127）握手会人気やグッズ売り上げは，グループでダント
ツの N o.1 である。2015 年版乃木坂 46 オフィシャル
カレンダーでは，2 位の白石麻衣に比べて約 1.5 倍の
販売部数があった。
（128）初期の頃の握手会での対応は，ファンが「俺も応援
するから頑張れ」と言ったら，西野は「ななだって頑
張ってんねん！」と声を張り上げることもあったが，
成長するにつれ，西野の握手は「神対応」と呼ばれる
ようになっていた。しかし，それは決して生まれなが
らにして人とのコミュニケーションが上手かったから
ではない。ブログのコメントを全てチェックし誰が何
を書いたかを記憶したり，握手会は絶対に休まなかっ
たりという目に見えない努力が西野の評判に繋がって
いる。BUBUKA（2014 年 11 月号）pp.18-19
（129）ファンの間では，西野は踊りを頑張ることで知られ
る。西野は「歌も上手くないし，面白いことも言えな
い。だからみんなに自分を伝えるなら大きく踊るしか
な い と 思 っ て， そ こ だ け は 頑 張 る 」 と 言 う。
BUBUKA（2014 年 11 月号）pp.18-19
（130）秋元康総合プロデューサーは「本当に美しいお姉さ
んになってきた白石，ファンに圧倒的な人気の西野」
「西野七瀬の油断している時の表情が素敵だ。素顔の
西野七瀬が素敵ってことだ」
「どちらかと言うと一般
人に近い雰囲気なのに，いつの間にか癒されたり温か
い気分にされてしまう」とコメントしている。
「日経
エンタテインメント 2015 年 2 月号」59p.
（131）生田絵梨花「あなたのために弾きたい」
，
西野七瀬「ひ

とりよがり」などソロ曲を持つメンバーが「歌で計算
できる」と言われるが，数人に限られ，A K B48 に比
べ歌唱力が課題とされている。
（132）会話も成立しないほど控えめな性格で「アイドルに
向いていない」と思われていた西野七瀬が選抜の端か
ら努力して少しずつ上がって来て，ついにセンターま
で上り詰めた経緯は，A K B48 の前田敦子や大島優子
と異にする。泣き虫で引っ込み思案な性格の女の子が
少しずつ成長し，やがて夢を掴むというシンデレラス
トーリーに，ファンは共感した。ファンは「乃木坂
46 で初期の頃と一番変わったメンバーは誰かと聞か
れたら，乃木坂 46 ファンのほとんどが西野って答え
ると思いますよ。本当にそれくらい変わったし，変わ
った分だけセンターに近づいていったんです」
「西野
七瀬の成長の過程を見てこられたことが，自分は何よ
りも嬉しいんです。だからこれからも応援したいと思
えるんです」と証言する。BUBUKA（2014 年 11 月号）
pp.18-19
（133）デビュー以来，CD の売り上げは右肩上がりである。
2015 年は「N H K 紅白歌合戦初出場」という目標を明
確に掲げてスタートした。結果，大晦日の「紅白歌合
戦」には初出場して，メンバー 37 人全員で「君の名
は希望」を披露した。
（134）アイドリング !!! は，タレントや女優として活動する
菊池亜美，森田涼花，谷沢恵里香らを輩出したが，活
動期間 9 年で終了した。2015 年 10 月 5 日に日本武道
館でラストライブが行われた。
（135）アイドリング !!! は失敗したが，アイドル・ブームが
長期に亘り継続する中，若者の「テレビ離れ」に苦し
むテレビ局は，アイドルを番組コンテンツとしてだけ
でなく，動画配信事業，グッズ販売，イベント事業な
どの多角化でビジネスの拡がりや成長の可能性を期待
できるとして，積極的に展開しようとしている。フジ
テ レ ビ は 2010 年 か ら 毎 年 夏 に「T O K Y O I D O L
FESTIVAL」
（TIF）を開催し，アイドルのビジネス
多角化を図って来たが，2015 年 3 月から同イベント
のスケールを拡大し，
「TOKYO IDOL PROJECT」
をスタートさせ，夏に行われる TIF を軸にして，ラ
イブとウェブでの展開を強化している。吉本興業は
C S 放送の「スカパー！プレミアムサービス」に 24 時
間アイドル専門チャンネル「Kawaiian TV」を 2014
年 12 月に開局した。
（136）東京，大阪，名古屋，福岡に次ぐ国内 5 番目の 48
グループとして N GT48 が 2015 年 10 月に発足した。
しかし，これまでの 4 都市が人口 100 万人を超えるの
と比較すると，新潟市の人口は約 80 万人であり，都
市サイズが小規模である。唯一，地下鉄など私鉄が走
っておらず，自動車移動が多いため，劇場環境は大き
く変わる。また，メディアの数が少なく，メンバーが
増えても，それだけの仕事はない。準キー局のテレビ
局が多い NMB48 には研究生レベルでも仕事があるの
に対して，メディアが少ない名古屋の SK E48 は人気
メンバーでも仕事が少ない。新潟ではなおさらの状況
が懸念される。
（137）北川 [2013］182p.
（138）橋本環奈は，1999 年 2 月 3 日生まれ。福岡県出身。
小学 3 年生から芸能活動を開始，ほっともっと，マク
ドナルドの CM に出演，2009 年より，Rev.fromDVL
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に所属する。2013 年 11 月 2 日〜 4 日に上京するに合
わせて，過去のライブ写真がネット上で広まりブレイ
クを遂げた。11 月 7 日にはヤフーのトップページに
「福
岡のアイドルに騒然」の見出しが掲載され，1 週間で
時の人になった。2014 年 1 月に発売された女性誌
「an・
a n」の女性アイドル特集号では弱冠 15 歳で単独で表
紙になった。2015 年 2 月 3 日に 16 歳になった橋本環
奈は，地元の福岡から全国を巡る毎日を送る。
（139）西日本短期大学メディア・プロモーション学科は，
在学中からオーディションを受け，芸能事務所入りや
デビューを目指すのが主な目的である。メーク，オー
ディション対策などの実務科目の他，学科内でアイド
ルユニットが結成されて地元の祭りやイベントに出演
している。
（140）2015 年 7 月 29 日付日本経済新聞
（141）
「乃木坂 46」メンバーの衛藤美彩は大分県のアイド
ルグループ「CHIMO」のリーダーとなりメインボー
カルとして活動，
「ミスマガジン 2011」で約 1 万 5000
人の応募者の中からグランプリになりつつ，
「乃木坂
46」に入った。
（142）岡島・岡田 [2011］52p.
（143）Y ouT ube の再生回数は 1 億回を超えるという P V
では画期的な人気となっている。監督が蜷川実花でメ
ンバーが下着姿になって女の子のエロスを見せた。な
お，AKB48 が下着姿で PV に出るのは，モーニング娘。
が水着姿で登場して成功したことに影響されている。
1998 年にリリースされたモーニング娘。のファース
ト写真集は「モーニング娘。
」では，白い砂浜でメン
バー 5 人が水着姿を見せている。当時アーティスト寄
りのグループであれば水着になることはなかった。
（144）歌番組の 1 時間に，日本の大衆音楽が凝縮された。
その中から自分の好みの歌を選択した。
（145）ピンク・レディーの曲は，キャッチーで踊りが分か
りやすいため，子供たちが真似たが，
「渚のシンドバ
ッド」や「ウォンテッド」は大人でも聴くことができ
る歌であったため，全世代にヒットした。
（146）著名人や一般人のつぶやきをのぞき見することがで
きるトークアプリ。またそれに対して，
「やじうまコ
メント」を送ることで，会話を楽しむこともできる。
発案者が「ホリエモン」こと堀江貴文と，サイバーエ
ージェントの藤田晋社長であったことも話題となっ
た。
（147）ツイッターは決して有名人と会話するために作られ
たツールではないが，有名人にも気軽に話し掛けるこ
とが出来るし，場合によってはそれに反応してくれる
人もいる。
「有名人と話せる」という副作用をメイン
の目的として特化したサービスが「755」である。
（148）
「たとえば AKB48 とも話せる時代となった。
」とい
うコピーで，ライブ中にメンバーがケータイでファン
とやりとりしている様子を描く。
（149）テレビ CM では「いまや，乃木坂 46 だってハマっ
てる。
」のコピーで，メンバーとファンがトークを楽
しむ様子を描く。
（150）島崎遙香は，AKB48 第 9 期生。AKB48 の 40 枚目
シングル「僕たちは戦わない」で単独センターになっ
た。
（151）
「日経エンタテインメント 2015 年 5 月号」83p.
（152）フェアリーズは，2011 年 9 月にメジャーデビュー
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した。日本テレビの番組「スッキリ !」でグループ名
が 公 募 さ れ， 所 属 事 務 所 の 先 輩 の 安 室 奈 美 恵 や
SPEED らの DNA を受け継ぐ本格派のダンスと歌で
注目を集め，2011 年の日本レコード大賞最優秀新人
賞を受賞した。
（153）アイドルグループのセンターが全国的に認知された
のは，1970 年代のキャンディーズが最初である。お
姉さん的存在であった伊藤蘭をセンターにしたことに
より，人気が過熱した。センターの存在がグループの
人気を左右するということが確認された。1980 年代
には，おにゃん子クラブが新田恵利，中島美春，福永
恵規，内海和子のフロント 4 人をセンターとして売り
出す手法で成功した。その後，誕生した人気グループ
「うしろ髪ひかれ隊」の工藤静香，
「少女隊」の安原麗
子などは，3 人組ゆえにセンターが誰なのか見た目に
も分かりやすかった。
1990 年代後半にはモーニング娘。
が，安倍なつみ，後藤真希らを輩出し，メンバーの卒
業や加入を繰り返し，センターを次々に抜擢するスタ
イルを確立した。2000 年代には，A K B48 が総選挙な
どファンを巻き込んでの一大イベントへと進化させ
た。一方，2005 年にデビューした Perfume はセンタ
ーを決めずに曲の中でセンターが次々と変わっていく
スタイルを取り入れた。
（154）センターアイドルに求められる資質としては，ルッ
クス，歌唱力，トーク力など色々挙げられるが，一番
重要であるのは，多くのファンを惹きつけるキャラク
ターである。
（155）アイドルの人選に関わる出版社が時にアイドルに対
し有利な立場を利用した不祥事を起こすことがある。
2014 年 10 月，乃木坂 46 のメンバー松村沙友理が，
集英社編集者との不倫を報じられた。編集者は漫画雑
誌「ヤングジャンプ」でグラビアを担当しており，乃
木坂 46 が表紙に登場したこともある。漫画雑誌にお
いてグラビア頁は，登場タレントで部数が左右される
重要項目であり，人選やタレントの扱いにおいて公平
性に十分配慮する必要がある。マスメディアが介在す
ることにアイドルファンに不信を持たれることがあ
り，特に若者には直接的なコミュニケーションが採れ
る「ヴァーチャル空間」が好まれる傾向にある。
（156）岡島・岡田 [2011］72p.
（157）2014 年 5 月 25 日，岩手県滝沢市の岩手産業文化セ
ンター（アピオ）で開催した握手会において，のこぎ
りを持った男がグメンバーの川栄李奈と入山杏奈，2
人を守ろうとした男性スタッフを切りつけた。事件直
後にメンバーが S N S を自粛するなど影響が及んだ他，
他のアイドルも予定イベントを中止したり内容を変更
したりするなどの措置が取られた。川栄李奈は，本事
件の後遺症を理由として，2015 年 3 月 26 日，グルー
プからの卒業を発表した。襲撃事件以降わずか 41 日
で握手会は再開したが，握手会の回数は事件前よりも
増加している。
（158）
「アクターズスクール広島」出身の西脇綾香，樫野
有香，大本彩乃による 3 人組アイドルユニットである
Perfume は，1995 年，メジャーデビューを果たした。
地元である広島のローカルアイドル「ぱふゅ〜む」と
して活動していたが，2003 年に上京しユニット名も
「Perf ume」に変更した。メンバーが住む女子寮には
Web カメラが設置され，24 時間配信が行われていた。
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告知や独り言を言うためにメンバーがカメラに姿を見
せた。
（159）
「でんぱ組 .inc」は 2008 年に活動を開始した。
（160）Wakana，Keiko，Hikaru の 3 人組女性ボーカルユ
ニット「Kalafina」は天使の声でアニメソングを歌う。
アニメ「劇場版 空の境界」の主題歌でデビュー後，
ファン層を拡大している。
「魔法少女まどか☆マギカ」
など多くのヒット曲に携わると同時に，NHK 番組「歴
史担当ヒストリア」の楽曲も担当するなど，幅広い年
齢層のファンを獲得している。
（161）
「秋葉原ディアステージ」では，毎日何かしらのイ
ベントが開催されている。イベントの内容は，キャス
トの女子たちが考えている。ある歌手の誕生日が近い
ため，その歌手の ｢ 曲縛りイベント ｣，夏だから「夏
の上がる曲イベント」
，とことんヲタ芸が打てる「ヲ
タ芸ソングの日」など，ヲタ芸を見られる場所として
有名である。客はアニメやゲームに詳しい女子や，男
装やダンスユニットのクオリティも高い。今やワール
ドクラスの人気を獲得しつつあるでんぱ組 .inc の妹分
として 2013 年 3 月に同じディアステージ所属の最先
端ユニットとしてデビューした「妄想キャリブレーシ
ョン」は，カラフルでポップな衣装，めまぐるしい曲
展開と独自の世界観，めまぐるしく変化するダンス，
オタク要素の強いメンバーのユニークなキャラクター
は，他のアイドルグループにはない強烈な個性と，熱
いファンと一緒に作り上げる熱いライブパフォーマン
スで注目されている。
（162）AKB48 の曲は，ファン向けではなく，よりマスに
届く分かりやすくてキャッチーな曲が多い。
「ヘビー
ローテーション」の「Iwantyou」などファンが輪唱
したり，コールを入れたりして，一緒に盛り上がる余
白を残していることも特徴的である。
（163）仮面女子は，アイドルとしては極めて異端とも言え
るホッケーマスクがトレードマークの「芸能界に選ば
れなかった者たち」で構成される地下最強のアイドル
集団である。秋葉原にある常設劇場を拠点に 1 年 365
日ライブ活動を行っている。2015 年 1 月にリリース
した「元気種★」が，インディーズの女性アーティス
トとしては史上初となるオリコン・チャート 1 位を獲
得した。
「アリス十番」
「スチームガールズ」
「アーマ
ーガールズ」の 3 グループから構成される。
（164）izu（出岡美咲）は，1990 年 9 月 24 日生まれ。三
重県出身。ファッション誌
「JELLY」
の専属モデル。
「東
京ガールズコレクション」
「神戸コレクション」など
に多数出演している。2013 年には CD「ティーンズ」
で歌手デビューした。2014 年には YouTube デビュー
も果たした。
（165）西川瑞希は，
1992 年 11 月 16 日生まれ。東京都出身。
「Poptee n」専属モデル。中国語の話せるモデルとし
て台湾でも活躍中。
（166）木花清佳は，1995 年 4 月 19 日生まれ。東京都出身。
「チャンスの神様」でデビュー。iTunes で配信した。
（167）
滝口ひかりは，
1994 年 9 月 20 日生まれ。千葉県出身。
日本ツインテール協会から誕生した 2.5 次元のアイド
ルグループ「dro p」に所属する。バラエティ番組で
「2000 年に 1 人の美少女」として取り上げられ注目さ
れた。
（168）木下ゆうかは，数々の大食い番組に出演。福岡県出

身。
（169）まなこは，1993 年 3 月 3 日生まれ。神奈川県出身。
（170）
田中セシルは，
1998 年 9 月 21 日生まれ。東京都出身。
モデル。側転からハンドスプリング，プロペラなどあ
らゆる回転動画を投稿している。
（171）柴 [2015］
（172）太田 [2011］265p.
（173）初音ミクのライブイベントは，楽器演奏と初音ミク
が連動する「シンドロイド」という技術を用いる。
（174）乃木坂 46 メンバーは次々とファッション専属モデ
ル契約を結んでいる。メンバーは，白石麻衣「Ray」
，
西野七瀬「non-no」
，齋藤飛鳥「CUTiE」
，橋本奈々未，
松村沙友里「CanCam」という女性ファッション誌専
属モデル 5 人を擁する。2015 年 5 月 20 日発売の「an・
an」では，白石麻衣，西野七瀬，橋本奈々未，松村沙
友里と乃木坂 46 を兼任していた S K E48 松井玲奈の 5
人が表紙を飾った。
（175）A K B48 はアイドルをやりながら，水着グラビア，
バラエティ番組，ファッションモデルなど全部を行い，
アイドルの枠を飛び越えて，アイドルだけの人気に甘
んじなくなっている。過去の「グラドル（グラビア・
アイドル）
」は，写真集や D VD を出す以外に活動域
をあまり広げなかった。以前は，モデルがグラビアを
やると女性人気が低下するという風潮があったが，現
在は男性ファンがモデル目当てで女性ファッション誌
を購入したり，女性ファンがグラビア目当てで男性誌
を購入したりしている。
（176）佳子内親王は，2013 年 4 月に学習院大学文学部に
進学して小学校の教員免許も取得できる教育学科で授
業を受けていたが，
2 年生だった 2014 年 8 月に中退し，
2014 年 10 月に I C U の特別入学選考に合格，2015 年
4 月に教養学部アーツ・サイエンス学科に入学した。
幅広い分野について学んだ後，3 年生になる段階で専
攻を決める予定である。
（177）佳子宮が 2009 年，中学生時代に学校で撮影された
とみられる制服姿の写真がネットに公開された。実姉
の眞子宮は所属していた大学スキー部の合宿で前年に
撮られた写真がネット上に公開された際は，酒類の容
器が写っていたこともあり，飲酒疑惑まで取り沙汰さ
れる騒ぎとなった。
（178）恰好を代表する王女のうち，誰が最も美人かをネッ
ト投票で競う企画で，ドバイ王女に次いで 2 位に輝い
た。
（179）2015 年 4 月 2 日の国際基督教大学（I C U）の入学
式では，実際の佳子宮が帰宅するところを見ようと約
80 人が出待ちした。望遠カメラで撮影しようとする
パパラッチもどきの学生も登場している。アイドルの
プライベート写真は 1 点 3,000 〜 5,000 円であるが，
佳子宮の写真は 1 万円以上の価格が付いているためで
ある。
（180）1970 年代前半まで，女性アナウンサーは目立つ存
在ではなかった。女性の働く環境が整ってはおらず，
フジテレビでは 1972 年まで女性社員は 25 歳が定年で，
それ以上は臨時職員としての雇用だった。テレビ東京
は専門職としての女性アナウンサー採用が始まってお
らず，他部署から選抜している状態であった。
（181）下僕的・社畜的な男性アナウンサーとして典型的と
呼ばれるのが，T BS 安住紳一郎アナウンサーである。
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40 代を超えても威厳や貫禄がないとされる。フジテ
レビの伊藤利尋アナウンサーや笠井信輔アナウンサー
もこれに近い。
（182）1985 年に男女雇用機会均等法が成立すると，女子
アナの採用，番組出演が増えるようになる。1988 年
には，フジテレビの新人だった有賀さつき，河野景子，
八木亜希子が「花の三人組」として売り出され，2 年
目の中井美穂（1987 年入社）が「プロ野球ニュース」
のメインキャスターに抜擢された。
（183）1980 年代に入り，女性アナウンサーが「女子アナ」
と呼ばれるようになった。きっかけは，フジテレビの
山村美智子（1980 年フジテレビ入社）と益田由美（1977
年フジテレビ入社）である。山村は「オレたちひょう
きん族」で初代ひょうきんアナとして人気を集め，益
田は「なるほど！ザ・ワールド」のレポーターとして
世界中を飛び回った。
（184）T BS を定年退職した吉川美代子は，頑なに「女子
アナ」ではなく「女性アナ」と言って，この 2 つの仕
事を区別している。
（185）フジテレビが女性アナを女性芸人やグラビア・アイ
ドルのように使っているのに対して，日本テレビや
N H K では，ニュースや情報番組でメインの男性司会
者の横にいるアシスタントという扱いであり，
「ハイ，
続いては」という進行を行っている。
（186）韓国の女性アナウンサー，特にお天気キャスターは，
セクシーな服装がネット空間で話題になることが多
い。韓国では，日本と同様に女性アナウンサーのアイ
ドル化が進行している。最近はバラエティ番組などで
のタレント的活動も目立ち，若手女性アナウンサーが
肌を露出した大胆ファッションで男性誌のグラビアに
も登場した。
「放送人として品位がない」として波紋
を呼び，社会問題にもなった。
（187）かつて女人禁制だったスポーツの取材現場に女子ア
ナが訪れることも頻繁に行われた。フジテレビ「プロ
野球ニュース」で 1988 年に中井美穂が局の女性アナ
ウンサーとして初めて MC に抜擢されて以来，後任に
も女性アナウンサーが起用されるようになった。2000
年から担当した大橋マキは野球をまったく知らなかっ
たため，
「右中間ヒットは宇宙まで飛んでいくのかと
思った」という迷言を残した。1990 年代になると各
局の看板アナウンサーが球場に集まるようになり，プ
ロ選手と交際する女性アナウンサーも増えた。スポー
ツを担当した福島弓子（1989 年 TB S 入社）
，木佐彩
子（1994 年フジテレビ入社）
，柴田倫世（1998 年日本
テレビ入社）らは，のちのメジャーリーガー（イチロ
ー，石井一久，松坂大輔）と結婚した。また，河野景
子（1988 年フジテレビ入社）は横綱・貴乃花と結婚
した。欧米のメディアであれば「取材源との距離」が
問題になるところであるが，未熟な日本の女子アナに
対して報道者としての「倫理感」を求めることができ
ないため，
長野翼（内川聖一）
，
桝田絵里奈（堂林翔太）
，
下平さやか（長野久義）など，女子アナとプロ野球選
手の結婚はその後も続いている。
（188）フジテレビのアナウンサーである三田友梨佳の父親
は，東京日本橋で明治時代から続く有名劇場「明治座」
のオーナーであり，祖父の代から続く創業百年の老舗
である高級料亭「玄陶店 濱田家」
（ミシュラン三ツ星）
のオーナーとしても知られる。また，フジテレビ・秋
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元優理とテレビ東京・秋元玲奈の姉妹の父親は外務省
キャリア官僚である。
（189）N H K：杉浦友紀（ミス上智）
，日本テレビ：畑下由
佳（ミス成蹊）
，鈴江奈々（ミス慶応）
，TBS：古谷有
美（ミス上智）
，吉田明世（ミス成城）
，田中みな実（ミ
ス青学）
，出水麻衣（ミス上智）
，青木裕子（ミス慶応）
，
フジテレビ：内田嶺衣奈（ミス上智）
，本田朋子（ミ
ス立教）
，テレビ朝日：久富慶子（ミス青学）
，竹内由
恵
（ミス慶応）
，久保田直子（ミス立教）
，テレビ東京：
相内優香（ミス立教）
，大橋未歩（ミス上智）他，多
数存在する。テレビ局は採用する理由に「ルックスも
さることながら，ミスキャンに出場すると，キャンパ
スで最も注目される存在になる。学生時代から見られ
ることに慣れているため，新人アナ時代から物怖じす
ることがない。即戦力として活躍できるため，おのず
と経験値が上がって行く。そのため看板アナになる女
子アナが多い」ことを挙げている。ミス慶應大学に選
ばれた中野美奈子（2002 年入社）は「日本テレビで
はミス慶應と言わず面接で落ちたので，フジテレビで
は前面に押し出した」と女子アナの採用基準について
指摘している。
（190）フジテレビのアナウンサーである永島優美の父親は，
サッカー解説者の永島昭浩である。フジテレビからフ
リーへ転出した高橋真麻の父親は，有名俳優の高橋英
樹である。
（191）アメリカにはコロンビア大学，ミズーリ大学，ノー
スウェスタン大学，カリフォルニア大学バークレー校，
南カリフォルニア大学など大学院レベルの著名なジャ
ーナリズムスクールが存在する。ジャーナリズムスク
ールは，専門職業人としてのジャーナリストに欠かせ
ない倫理や技能を身に付けることを目的とする。日本
のマス・コミュニケーション業界は大学新卒一括採用
の慣行が根強く，社員教育は今でもほとんどすべて社
内教育になっているため，社員の能力は専門職という
より組織人としての色彩が濃い。このあたりの能力の
脆弱性が，社員に「終身雇用」が多い理由とされる。
（192）フジテレビの早朝の情報番組「めざましテレビアク
ア」のメインキャスターを 2015 年 3 月末から務めて
いる牧野結美は，2010 年のミス同志社大学を経て
2012 年に静岡朝日テレビに入社したが，新人時代に
担当したローカルニュースをきっかけに「カワイすぎ
る」と人気が出た。放送中，何度も原稿読みを間違え，
「かいしゃい（開催）されてます」
「〜でしゅ」とカミ
まくりした様子が動画サイトに投稿されると，一所懸
命な姿が「萌える」
「守ってあげたい」と男性に受け
ファンが激増した結果，人気は一気に全国区になった。
テレビ局も本来なら社員の未熟なスキルを批判すべき
ところであるが，逆にアイドル性の高さから抜擢人事
を行った。視聴者だけでなくテレビ局も女性アナウン
サーにアナウンス技術よりもアイドル的「カワイさ」
を期待している証左である。
（193）1988 年にフジテレビに入社した八木亜希子，河野
景子，有賀さつきは「花の 88 年組」と呼ばれ，ニュ
ース番組には出ず，バラエティやドラマ出演をこなし
た。女性アナウンサーのアイドル化（アナドル化）を
決定づけた存在である。しかし，アイドルとしての扱
いのために，
「初々しさ」を失うと人気が急落した結果，
有賀は 1992 年（4 年間）
，河野は 1994 年（6 年間）に
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退社するなど，寿命は非常に短かった。
（194）テレビ局が女性アナウンサーにアイドルとしての役
割を期待したことを示したのが，日本テレビが若手女
子アナウンサーの永井美奈子（1988 年入社）
，藪本雅
子（1991 年入社）
，米森麻美（1989 年入社）で 3 人組
歌手ユニット「DORA」を結成させ，アイドル衣装に
身を包んで歌わせたことである。
「DO RA」のデビュ
ー曲「いつまでもそばにいて」はオリコン 43 位を記
録した。また，DORA に習って系列局の讀賣テレビ
が当時の若手女子アナ 3 人衆だった植村なおみ，脇浜
直子，徳山順子で「NOR A」を結成させた。更に，
1993 年にバラエティ番組「ウンナン世界征服宣言」
の企画で入社 2 年目の大神いずみが DORA に挑戦状
を叩きつける形で歌手デビューした。フジテレビと日
本テレビのアナウンサーアイドル（アナドル）対決は
激化して，T BS やテレビ朝日もアナドルを生み出し
て対抗していく流れになり，現在は「女子アナ戦国時
代」と呼ばれるようになっている。
（195）フジテレビ加藤綾子アナ（2008 年入社）は，フジ
テレビ，日本テレビ，TBS に内定し，
「スーパー綾子」
として内定時から騒がれていた。
（196）滝川クリステルは，フランス人の父親と日本人の母
親を持つ。
（197）フジテレビ斉藤舞子は「ミス湘南コンテスト」でフ
ォトジェニック賞を受賞，その後，水着撮影会を開催
した。T B S 佐藤渚はジュニアアイドルとして「週刊
プレイボーイ」にグラビアを掲載，DVD をリリース
して，本格的に芸能活動を行っていた。フジテレビ平
井理央（2005 年入社）は写真集も出した元アイドル
であった。元「おはガール」で，
女優としても活躍，
「す
ぽると！」で「春の高校バレー」のリポートを担当し
ていた。同じくフジテレビ本田朋子は「ミス立教」受
賞後，大手アナウンサー事務所に所属して，学生なが
ら「すぽると！」のキャスターを務めた。2011 年に
は元「モーニング娘。
」5 期生の紺野あさ美がテレビ
東京に入社した。
2012 年フジテレビ入社の宮澤智は
「ホ
リプロスカウトキャラバン」ファイナリストで，学生
時代に情報番組「PON ！」
（日本テレビ）のお天気お
姉さんを務めた。2014 年 TBS 入社の皆川玲奈は，
2003 年に「全日本国民的美少女コンテスト」に出場
し審査員特別賞を受賞，2005 年に「ミスセブンティ
ーン」に輝き，その後はモデル・女優として活躍して
いた。
「アイドルが女子アナになる」という逆転現象
が起きている。1990 年代まではテレビ局が新人を一
から育て上げるという方針であったため，変に色の付
いた女性は敬遠されたが，視聴率争いを勝ち抜く「即
戦力」が求められるようになっている。
（198）かつて女性アナウンサーは，まだ色の付いていない，
「清廉性」のある純朴な女性が採用されていた。ミス
コン受賞歴はむしろ「手垢が付いている」と敬遠され
ていたが，近年は元タレントが多く入社するなど即戦
力が求められるようになっている。
（199）2015 年 4 月にキー局に入社した女性アナウンサー
は計 11 名であるが，ミスコン優勝者やタレント活動
歴のある大卒ばかりであり大学院を修了した高学歴者
は一人もいなかった。一度は日本テレビに内定を取り
消された笹崎里菜は 2011 年のミス東洋英和，TB S に
入社した宇内梨沙は 2013 年のミス慶應，フジテレビ

に入社した小澤陽子は 2012 年のミス慶應，宮司愛海
はミスサークルコンテスト 2010 である。そして，入
社前にもかかわらず，彼女たちの私服姿や太もも露出
写真が雑誌に掲載された。
（200）海外では同ステージの学歴をイコールパートナーと
してみる概念が根強く浸透しており，修士号の取得は
非常に重要視される。
（201）1988 年に八木亜希子，河野景子と共にフジテレビ
に入社した有賀さつきは，クイズ番組で珍回答を連発
し，旧中山道を「きゅうちゅうさんどう」と読むなど，
バラエティ番組専用アナウンサー（バラアナ）として
活躍した。フジテレビの寺田理恵子（1984 年入社）は，
「オレたちひょうきん族」でスカートをめくられたり，
水を掛けられたりしていた。近年も，バラエティ番組
で芸人にキャラクターをイジられる女性アナウンサー
が増加している。
「サンデー・ジャポン」の「ぶりっ
子キャラ」で脚光を浴びた TBS の田中みな実，
「モヤ
モヤさまぁ〜ず 2」でのホンワカした天然ぶりで人気
を集めたテレビ東京の大江麻里子（2001 年入社）
，錦
野旦に「うるせえよ，おしゃべり野郎」と暴言を吐い
たフジテレビ三田友梨佳など，独自のキャラや芸人と
の掛け合いで人気を得る女性アナウンサーが増加して
いる。フジテレビの看板アナウンサーに成長した加藤
綾子も，明石家さんまとの掛け合いで人気に火が付い
た。
（202）女性アナウンサーの中ではベテランである安藤優子
（フリー）は，東日本大震災時の報道で，水没する街
の映像に対し「家も車も人も流されていきます」とス
ポーツ中継のような実況を行い，ネットを中心に批判
された。フジテレビ・秋元優里アナウンサーは，震災
直後の菅直人首相の会見中に「アハハッ，笑えてきた」
と発言，津波の被害現場をレポートする同僚に「やっ
と水が引いてきたってとこですか？」という質問を行
った。
（203）2015 年 3 月に放送されたフジテレビ「ボクらの時代」
で，元フジテレビの八木亜希子（1988 年入社）は，
新人時代，初仕事のゴルフ大会のプレゼンターで，バ
ニーガールの衣装を着せられそうになったと語ってい
る。近藤サトは，温泉中継でバスタオル 1 枚でレポー
トした。寺田理恵子（1984 年入社）は，
「オールスタ
ー水泳大会」のレポーターの時に水着を着用，エアロ
ビクスが日本に上陸した時にレオタードを着たと語っ
ている。テレビ朝日「ニュースステーション」でサブ
キャスターを務めた小宮悦子も水着になっていたこと
が あ っ た。 日 本 テ レ ビ・ 薮 本 雅 子 は「 ス ー パ ー
J O C K Y」
（1993 年放送）の熱湯コマーシャルで，ス
タジオで水着に着替えた。テレビ東京の亀井京子
（2005
年入社）は，体を縛られて「どうですか？」と聞かれ
たり，バナナを食べさせられたりした，と語っている。
また，スポーツ番組では，胸を強調するためにわざと
横からのカメラアングルで撮られたこともあった。番
組進行表には「Y C（横乳）
」や「U C（上乳）
」と記載
されていた，と言及した。
（204）1990 年代，NHK も民放と同様に「女子アナ」を多
ジャンルに抜擢するようになった。久保純子（1994
年 N H K 入社）は N H K では異例の早さの 3 年目で東
京アナウンス室に配属され，ニュース番組でスポーツ
などを担当した。国民的人気を博し，1998 年に 26 歳
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の若さで「紅白歌合戦」の司会に抜擢された。モデル
になった局の PR ポスターが相次いで盗難されたほど
の人気であった。
（205）2008 年に入社したフジテレビ・加藤綾子，椿原慶子，
TBS・枡田絵理奈，加藤シルビア，日本テレビ・小熊
美香，テレビ朝日・竹内由恵，テレビ東京・相内優香，
秋元玲奈は「新黄金世代」と呼ばれるが，30 代直前
の年齢に差し掛かっている。1985 年 4 月 23 日生まれ
で 30 歳になった加藤綾子には，フリー転向やフジテ
レビ退社に関する報道が盛んに行われた。
（206）30 歳でフリーに転身する女性アナウンサーが多い
ことは男性アナウンサーと異なる役割を担っているこ
との証左である。30 歳のフリー転身は，草野満代
（N H K）
，大神いずみ（日テレ）
，柴田倫代（日テレ）
，
田丸美寿々（フジ）
，中井美穂（フジ）
，中村江里子（フ
ジ）
，31 歳のフリー転身は，渡辺真理（TBS）
，滝川
クリステル（共同テレビ）
，膳場貴子（NHK）
，永井
美奈子（日テレ）などがいる。
（207）1976 年，
日本テレビの村上節子（当時 39 歳）は，
「容
姿が衰えテレビ映りが悪くなった」という理由で異動
を命じられた。裁判で争って勝訴したが，その後，異
動した。日本テレビ大神いずみは「スーパージョッキ
ー」で水着姿を拒み，視聴者から抗議が殺到した。
（208）反発する小島慶子（1995 年 TBS 入社，フリー）も
39 歳で水着グラビア写真集を出している。また，著
書「わたしの神様」
（幻冬舎）で，女性アナウンサー
の枕営業（優良顧客を確保するために性交渉する営業
活動）の実態を明らかにしている。
「女子アナ限界年
齢は 30 歳」と言われ仕事が減った段階になると，半
井小絵（42 歳）
，
背山麻里子（35 歳）
，
竹中知華（33 歳）
など 30 歳を過ぎて水着写真集を出すアナウンサーが
多い。現在の女性アナウンサーは清廉な優等生ではな
く，したたかな野心家であると衆知され，
「女子アナ
幻想」は崩れつつある。
（209）2005 年，アーケードゲームからスタートした「ア
イドルマスター」は 2011 年にテレビアニメ化され，
2014 年には劇場版も公開された。ゲームの頃からの
熱狂的なファンの期待に応え，芸能事務所 765 プロダ
クションに所属する新人女性アイドルを瑞々しく描い
た。2015 年に放送された派生作品「アイドルマスタ
ー シンデレラガールズ」は関連 CD が 15 作品がラ
ンクインして，シリーズもの全体の累計で 1 位になっ
た。10 周年の目玉となる，2015 年 7 月 18 日，19 日
に行われた西武プリンスドームでのライブは計 10 万
人を動員した。
（210）
「アイカツ！」は，親友の霧友あおいに誘われ，ア
イドルの養成の名門校「スターライト学園」に編入し
た星宮いちごは，アイドル仲間との数々の出会いを通
じ成長し，いつしかトップアイドルへの道を歩み始め
る。そして，いちごは，強力なライバル校「ドリーム
アカデミー」と力を合わせたステージ対決という大舞
台で，憧れのトップアイドル・神埼美月とついに競い
合う。ドラマの盛り上がりと，2 年間の放送による
CG 技術の進化が，見事な相乗効果を生み出している。
（211）
「ラブライブ！」は，2010 年 6 月，雑誌「電撃 G’
smagazine」のショートストーリーから始まったアイ
ドル物語である。
「みんなでかなえる物語」をキーワ
ードにオールドメディア展開するスクールアイドルプ
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ロジェクトで，男女問わず幅広い層から人気を集めて
いる。都内にある廃校危機にある女子高校（
「音ノ木
坂学院」
）の女子高生 9 人がアイドルを目指す内容で，
AKB グループのようにセンターを決める選挙も行う。
2013 年のアニメ化で人気が爆発し，熱狂的なファン
を「ラブライバー」と呼ぶ。2014 年 1 月に発売され
たシングル「タカラモノズ」はオリコン・チャートで
デイリー 1 位，2015 年 5 月 27 日に発売されたベスト
アルバムは，6 月 8 日付のオリコン週間アルバムラン
キングでウィクリー 1 位を獲得した。テレビアニメ 2
期でアイドルグループ「μ 's」がラブライブ！で優勝
したように，ストーリーと大きくリンクする結果とな
った。アイドルグループ「μ 's」を読者が育てるよう
なイメージである。2015 年 6 月 13 日公開の映画「ラ
ブライブ！ The School Idol Movie」は，全国 121 館
の公開規模ながら興行収入で 3 週連続 1 位となり，観
客動員は 100 万人を超えた。2015 年夏の東北地方の
夏祭りにおいて，
「弘前ねぷたまつり」
（8 月 1 日）
，
「青
森ねぶた祭」
（8 月 2 日）で，キャラクターをかたど
ったねぶた 3 台が運行されるなど大きな話題にもなっ
た。
（212）
「A K B0048」の舞台は芸能活動が禁止された遙か未
来，伝説のアイドルグループとなった A K B48 の名を
襲名するグループ「A K B0048」は危険を顧みず，ゲ
リラライブを続けていた。オーディションで選ばれた
A K B48 の声優選抜メンバーが主要キャラクターを演
じている。歌もダンスも現行の AKB48 のモノを使用。
A K B48 メンバーの名前を代々襲名するという設定や
グループのセンターポジションのアイドルが消滅する
（センターノヴァ現象）という設定が，アイドルに神
秘性を与えていた。第 1 話は A K B0048 に憧れる主人
公が故郷を飛び立つ，アイドルアニメの王道になって
いる。
（213）
「うたの☆プリンスさまっ♪」は，女性向けの人気
恋愛ゲームのアニメ化。作曲家を目指して芸能専門学
校「早乙女学園」に入学した七海春歌が，アイドルを
目指す男子たちにパートナーとして自分の曲を作曲し
てほしいと望まれる。女性ファンにも受け入れられる
逆ハーレムの構造となっていて大ヒットしている。
（214）
「少年ハリウッド」は，劇場「ハリウッド東京」を
拠点に活動するアイドルユニット「少年ハリウッド」
のメンバーが，日に日にアイドルになっていくことで，
人間としても成長，変化してゆく物語。小説「ハリウ
ッド物語」の 15 年後を舞台に，原作者・橋口いくよ
がアニメのシリーズ構成・脚本・構成を担当している。
（215）
「幕末ロック」は，後に「幕末」と言われた時代，
徳川幕府は，
「愛獲（アイドル）
」の歌う「天歌（ヘブ
ン図・ソング）
」により民の心を奪い，いつわりの泰
平の世を築いていた。自由とロックを愛する男・坂本
龍馬と仲間の「志士（ロッカー）
」達は，熱いロック
魂を胸に，幕府の支配に立ち向かう。そんな史実に大
胆なアレンジを加えたユニークなキャラクターと世界
観，そして激しく華麗な音楽で，女性ファンを中心に
大きな反響を呼んだ。
（216）
「魔法の天使クリィーミーマミ」は，
「スタジオぴえ
ろ」が贈る魔法少女シリーズ第 1 弾。妖精から 1 年間
の期限付きで「願いがかなう魔法」を授けられた森沢
優は，アイドル歌手クリィーミーマミとなってデビュ
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ーする。現実と地続き感のある舞台設定や，優の心の
揺らめきに注目する作風は魔法少女のジャンルに新風
を吹き込んだ。
（217）
「Wake Up, Girls ！」は，仙台の芸能事務所が地元
の少女をオーディションしてアイドルグループを結成
する，生々しいタッチでつづられるアイドルアニメ。
実際に新人声優をオーディションし，キャラクター名
に声優の名前を使用，声優ユニットをデビューさせる
という，アニメと現実をリンクさせたプロジェクトと
なった。アイドルファン側やプロデューサー側など，
大人の視点を交えて芸能界の泥臭さを描いていること
も注目である。
（218）
「WHITE ALBUM」は，少し変わった性格だが平
凡な大学生の藤井冬弥と，彼の恋人でアイドルの森川
由樹，大人気アイドルの緒方理奈が織り成す三角関係
を中心に，狂騒のバブル景気を迎える直前，1986 年
の日本を舞台にした若者たちのナイーヴな青春群像が
描かれる。音楽アニメとしては，1980 年代アイドル・
ブームの頃の雰囲気を巧みに再現している点が魅力で
ある。
（219）
「プリティーリズム・レインボーライブ」は，ゲー
ム「プリティーリズム」を原作とする TV アニメ。プ
リズムショーはプリズム空間で行う，フィギアスケー
トなどを組み合わせたエンタテインメント。彩瀬なる
は，普通の中学生であったが，ショップの店長に選ば
れたことをきっかけにプリズムショーの世界に入って
行く。
（220）水樹奈々は，N H K 紅白歌合戦を 6 年連続で出演す
るなど，声優の代表格となっている。2013 年 11 月に
は自身初となる海外出演を台湾で行った。
（221）竹達彩奈は，
「けいおん！」中野梓役，
「俺の妹がこ
んなに可愛いわけがない。
」の高坂桐乃役で，天性の
アニメ声でブレイクした。
（222）花澤香菜は，2004 年，
「LAS T E XIL E」で声優デ
ビューした。見た目通りのやわらか癒し系ボイスで，
多くのアニメファンを虜にする。2012 年 4 月から歌
手活動も行っている他，声優ユニット「R O-KY UBU ！」のメンバーとしても活躍中であり，現在，日
本一忙しい声優と言われる。声優になる前は，売れな
い地下アイドルとして活動していたことが有名であ
る。実写映画にまで進出して，多くのファンを獲得し
た。2015 年 3 月 14 日のホワイトディ，花澤香菜は，
主演する実写映画「君がいなくちゃだめなんだ」の主
題歌で 8 枚目のシングルとなる「君がいなくちゃだめ
なんだ」のリリースイベントを開催したが，イベント
中にスーツを着たファンがステージに乱入する事件が
起きた。
（223）堀江由衣は，ゲーム『To He a r t』のマルチの声を
担当してブレイクした。アニメ「ミス・モノクローム
-The Animation-」ではミス・モノクローム役のほか
にキャラクター原案も担当している。
（224）悠木碧は，4 歳から子役として映画やテレビドラマ
で活躍した。2003 年，
「キノの旅」のサクラ役で声優
を経験し，声優業に関心を持った。2012 年の第 6 回
声優アワードで主演女優賞を歴代最年少の 19 歳で受
賞した。代表作には，
「魔法少女まどか☆マギカ」の
鹿目まどか役，
「戦姫絶唱シンフォギア」の立花響役
がある。

（225）小倉唯は，
「神様のメモ帳」アリス，
「ヤマノススメ」
青羽ここな，
「ロウきゅーぶ！」袴田ひなた，などの
役を演じている。2012 年 7 月，
「カンピオーネ！」の
エンディング曲「Raise」でソロデビューを果たした。
熱狂的なファンが多いことでも知られ，2015 年 7 月 5
日にはパシフィコ横浜でファーストソロライブを行っ
た。
（226）日笠陽子は，
「けいおん！」秋山澪役でブレイクした。
2009 年に若者の間で流行した「てへぺろ」の情報発
信者でもある。2013 年 2 月に「美しき残酷な世界」
で歌手デビューして，2013 年 10 月に初のワンマンラ
イブを開催した。
「ハイスクール D × D」リアス・グ
レモリー役，
「健全ロボダイミダラー」楚南恭子役，
「生
徒会役員共」天草シノ役などエッチなお姉さんの役を
演じることが多い。
（227） 喜 多 村 英 梨 は，2003 年，
「V S オ ー デ ィ シ ョ ン
2003」でグランプリを獲得，同年に「LAST EXILE」
の タ チ ア ナ・ ヴ ィ ス ラ 役 で 声 優 デ ビ ュ ー し た。
「WORKING!!」轟八千代，
「こどものじかん」九重りん，
「這いよれ ! ニャル子さん」八坂真尋など，クールな
女性から幼女，少年まで多彩な役柄で活躍している。
（228）高垣彩陽は，
「桜蘭高校ホスト部』上賀茂椿役で声
優デビュー。大学では声楽を専攻していて歌唱力が高
い。
「T A RI T A RI」坂井和奏役などで劇中で歌うシ
ーンがある。
（229）豊崎愛生は，2007 年，
「ケンコー全裸系水泳部 ウ
ミショー」の蜷川あむろ役で初出演し，
「けいおん！」
の平沢唯役でブレイクした。ほかに「とある科学の超
電磁砲」初春飾利役，
「めだかボックス」黒神めだか
役など。
（230）戸松遥は 2007 年に「がくえんゆーとぴあ まなび
ストレート！」のスイーツ生徒役で声優としてデビュ
ーした。アニメ「妖怪ウォッチ」で主人公ケータを演
じる。2009 年に声優ユニット「スフィア」を結成して，
ビジュアル系声優アーティストとして注目される存在
となった。
「スフィア」では，ムードメーカーとして
チームを盛り上げる。
「かんなぎ」ナギ役，
「ソードア
ート・オンライン」アスナ役などが代表作である。
（231）寿美菜子は，
「けいおん！」琴吹紬役でブレイクした。
声優ユニット「スフィア」の最年少メンバーであるが，
一番のしっかり者と言われている。振付を覚えるのが
早く，他のメンバーたちの指導役に回っている。ほか
に「響け !ユーフォニアム」田中あすか役など。
（232）
「i ☆ Ri s」は，エイベックスと声優事務所 81 プロ
デュースの共同オーディションで選ばれた 6 人で
2012 年に結成された。2014 年春からメンバー全員が
主要キャストとして出演しているアイドルアニメ「プ
リパラ」の主題歌としてオンエア中の「ドリームパレ
ード」が 2015 年 7 月 20 日付オリコン週間シングルラ
ンキングで 8 位にランクインした。
（233）
「プリパラ」は，アーケードゲームが人気の女児向
け作品である。ファッションやダンスなど女の子の憧
れが詰まった「プリパラ」を舞台に，主人公たちがア
イドルチームを結成して神アイドルを目指す物語であ
る。
（234）渕上舞は，もともとは弁護士志望だったが，水樹奈々
に憧れて声優を目指した。
「暗殺教室」潮田渚，
「蒼き
鋼のアルペジオーアルス・ノヴァー」イオナ，
「ガー
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ルズ＆パンツァー」西住みほ，などの役を演じている。
（235）青木瑠璃子は，2012 年に声優デビューした。
「アイ
ドルマスター・シンデレラガールズ」多田李衣菜役を
演じた。
（236）藤井ゆきよは 2009 年に声優デビューした。映画「サ
カサマのパテマ」パテマ役で主演に抜擢された。
「ア
イドルマスター」ではライブにも出演している。もと
もとは女優業がメインであったが，現在の青二プロダ
クションに移籍後は声優業に力を入れている。ミスイ
ンターナショナルの出場経験がある。
（237）山本希望は，
「アブソリュート・デュオ」ユリエ・
シグトウーナ役，
「アイドルマスター・シンデレラガ
ールズ」城ケ崎莉嘉役を演じた。
（238）飯田里穂は，2002 年から芸能活動を開始。2013 年，
「ラブライブ！」星空凛役で声優としての活動をスタ
ートした。
（239）楠田亜衣奈は，16 歳から専門学校に通って声優の
勉強をして，2011 年「ラブライブ ! !」東條希役で声優
デビューした。
（240）今村彩夏は，
「アブソリュート・デュオ」で穂高み
やび役を演じている。
（241）田所あずさは，2011 年 10 月 10 日，第 36 回ホリプ
ロスカウトキャラバンの次世代声優アーティストオー
ディションでグランプリを受賞した。
「極黒のブリュ
ンヒルデ」鷹鳥小鳥，
「電波教師」式鳥切子などの役
を演じている。
（242）優木かなは，2013 年に声優デビューした。
「精霊使
いの剣舞」リンスレット・ローレンフロスト役を演じ
た。
（243）田村ゆかりは，デビュー以来，声優アーティストと
して第一線で活躍している。
「王国民」と呼ばれる熱
狂的ファンが多いことで知られ，全国ツアーには 5 万
人超のファンが詰めかける。主な主演作は，
「魔法少
女リリカルなのは ViVid」高町なのは役，
「波打際の
むろみさん」むろみさん役，
「のうりん」木下林檎役，
「旦那が何を言っているかわからない件」カオル役な
どがある。
（244）松井玲奈は 2015 年 4 月から「電波教師」で声優を
行った。
（245）KARA の元メンバーで 2014 年に女優業を本格始動
させた知英（ジヨン）は，2015 年 4 月 18 日に劇場公
開された「名探偵コナン 業火の向日葵」で，作品の
舞台となる美術館の案内人の声でコナンを迎え入れる
役で声優デビューした。なお，同作品では女優の榮倉
奈々も声優している。
（246）アニメ映画「それいけ！アンパンマン ミージャと
魔法のランプ」で大島優子は声優を務めた。
（247）スマートフォンで自撮りできる装置
（248）君塚 [2012］73p.
（249）BABYMETALは，2010 年 11 月，
「アイドルとメ
タルの融合」をテーマに結成されたアイドルグループ。
メ ン バ ー は，S U-ME TAL，YUIME TAL，
M O AM E T AL の 3 人。
「さくら学院」から派生した
クラブ活動ユニットの「重音部」としてスタートした。
海外からも大きな注目を集めている。
「さくら学院」
は「義務教育限定ユニット」のコンセプトから，活動
は中学 3 年生までになっているが，SU-METAL の卒
業 を 睨 ん で 結 成 さ れ た。 な お，YUIME T AL と
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MOAMETAL は，2015 年 3 月 29 日に「さくら学院」
の卒業公演を行い，卒業した。
（250）日経エンタテインメント 2015 年 3 月号，pp.84-85
（251）2010 年，イギリスのオーディション番組「X ファ
クター」から誕生した「ワン・ダイレクション」は，
デビューアルバム「アップ・オールナイト」が初登場
で全米 1 位となった。5 人組であったが，2015 年 3 月
25 日，メンバーのゼイン・マリクが脱退すると公式
サイトで発表され，以降は 4 人で活動を続けている。
2015 年，京セラドーム大阪，さいたまスーパーアリ
ーナで行われた日本ツアーでは 6 公演で 20 万人を動
員した。
（252）アリアナ・グランデは，2015 年 1 月，ひらがなを
練習している様子を Twitter に上げるなど日本のファ
ンへのアピール度が高い。
（253）KPOP アーティストは，日本に長期滞在することな
く，日韓を行き来しながら，アジアの他国や欧米まで
視野に入れた活動を行っている。コアなファンから
「K PO P はハングルで聴きたい」という要望があって
も，日本語版の C D リリースが行われるのは，カラオ
ケでの普及や幅広いユーザー層への訴求を考えれば，
日本語版がやはりまだ必要であると判断されているた
めである。
（254）君塚 [2012］pp.77-78
（255）東方神起は，
2004 年にペ・ヨンジュ主演のドラマ「冬
のソナタ」が NHK で放送され，韓国ブームが巻き起
こっていた 2005 年に日本デビューした。音楽業界に
おいては，女性歌手では事務所の先輩 BO A が日本で
活動していたが，男性グループはほとんど目立ってい
なかった。韓国ではスターであったが，日本では
「J- PO P の新人」として位置づけられ，小ホールから
活動を開始した。日本語を勉強して，デビュー時から
曲はすべて日本語で歌った。当時は他グループでは考
えられなかった，トークも通訳を介することなく日本
語で行った。
（256）2012 年から 2015 年まで実施した全国ツアーの観客
動員数は 4 年間で 275 万人であり，海外アーティスト
として突出している。シングル売り上げ枚数 425 万枚
も海外アーティスト歴代 1 位，アルバムやミュージッ
ク DVD と合わせると 913 万枚で 329 億円となる。
（257）KARAは，2010 年に日本デビューし，男性歌手中
心だった K P O P ブームにガールズ人気を起こした。
2014 年にニコルとジヨンが事務所と契約でもめた結
果，脱退した。一時はグループ存続すら危ぶまれたが，
新メンバーに選抜オーディションを勝ち抜いたヨンジ
が 2014 年に抜擢された。キュートなルックスと天然
キャラで人気が爆発した。バラエティにも引っ張りだ
こで，今ではすっかり K A RA の顔になっている。元
メンバーのジヨンは日本で女優やモデルとして活動
し，同じく脱退組のニコルは韓国でソロ歌手になった。
（258）少女時代は，韓国の 8 人組女性グループ。2007 年
に韓国でデビューした。日本では 2010 年 8 月にシン
グル「G E N I E」でデビューした。美脚を活かしたダ
ンスとキャッチーな音楽性が人気を呼び，2010 年 10
月発売の「Ge e」はアジアの女性グループ初のオリコ
ン 2 位を獲得，日本レコード大賞新人賞を受賞した。
2011 年には N H K「紅白歌合戦」に初出場した。9 人
グループであったが，2014 年にジェシカが脱退し，
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アイドルが生息する「現実空間」と「仮想空間」の二重構造

現在は 8 人で活動中。2014 年 1 月にヨナ，スンヨの
熱愛が報道され，その後もメンバーの熱愛が続々発覚
して，ファンをやきもきさせた。2014 年末には，日
本デビューから 4 年で東京ドーム公演を実現した。
（259）B.A.P は，女 性グループ S E C R E T と同じ「TS
Entertainment」の弟分 6 人組。2013 年 10 月に日本
で CD デビューし，2014 年末から代々木競技場第一
体育館の 2 公演の他，14 公演を実施した。
（260）BT O B は，BEAS T，4Min u te ら の「C UB E
Entertainment」
から韓国で 2012 年 3 月デビューした。
2013 年末の台場，2014 年 5 月の千葉，7 月の大阪と，
日本での活動も活発である。
（261）CRAY O N PO P は，2013 年発表曲の「Bar B ar
Ba r」の不思議なダンスや衣装で一大ブームを巻き起
こした。ヘルメットや赤い頬かむりなど，奇抜な衣装，
ユニークなダンスが YouTube で話題になった。来日
イベントには，衣装を真似たファンが多く来場した。
2013 年末に発表した新曲に盗作疑惑が発生した。衣
装でのパクリ疑惑と散々で人気失速した。しかし海外
では個性的なスタイルが大絶賛で，2014 年，レディー・
ガガの招聘で米ツアーの舞台に立った。
（262）A Pi nk は，BEAS T や 4Min u te の「C UB E
Entertainment」の子会社に所属。KPOP ガールズブ
ーム以降，王道女性アイドルの新顔が不在であった中
で，男性を中心に人気を得た。清純派アイドルとして
2011 年デビュー当初から男性人気は抜群だったが，
2013 年にナウンが S HINee のテミンと「私たち結婚
しました」に共演して SHINee ファンの集中砲火を浴
びる羽目になった。しかし，おおむね男女ともに人気
は高く，2014 年日本デビューした。
（263）Gi rl ' s D ay は，2010 年 7 月韓国でデビューした。
日本未デビューだが，日本語公式サイトを立ち上げ，
イベント参加や単独公演など，積極的な活動を日本で
行った。2014 年 4 月には東京でファンミーティング

を開催した。恋愛体質の肉食系セクシー路線で成功し
た。2013 年に 16 歳年上のトニー・アン（元 H .O .T）
との熱愛・破局が報じられるなど，恋愛が解禁になっ
た途端，スキャンダルを連発した。2014 年はリーダ
ーのソジンが EXO の D.O との交際をほのめかしてフ
ァンをやきもきさせるなど，セクシーがアイドルの面
目躍如ぶりを見せている。
（264）AOAは，FTISLAND，CNBLUE の事務所「FNC
Entertainment」初の女性アイドルとして，デビュー
当初は楽器演奏（当て振り）していたが，売れずに断
念した。セクシー路線に方向転換してから人気が出始
め，2014 年は「LikeaCat」の猫ダンスと猫耳ダンス
で人気者になった。2014 年 3 月，日本武道館での事
務所公演に登場した。先輩の力で日本での活動も有利
となる。
（265）日本と韓国の音楽業界の最大の違いが著作権に対す
る慣習がある。日本では通常，コンサートや交流イベ
ントの撮影・録画を観客に認めていないが，韓国では
許可する。ファンが映像をインターネットで公開する
ため，宣伝効果があり，効率的にファンを増やすこと
ができる。
（266）日経エンタテインメント 2014 年 7 月号，p p .104105
（267）ダンスアイドルグループ「4minute」のメンバーで，
ソロ歌手としても活躍している。エキゾチックな風貌
から「21 世紀韓国のセクシーアイコン」とも呼ばれる。
（268）2015 年 7 月 25 日に収容人員 18,000 人の上海メルセ
デス・アリーナで「SNH48 選抜総選挙」が開催された。
投票券が付いたシングル「盛夏好声音」の M V は，
24 人の選抜メンバーが中国では珍しい全員水着姿で
撮影された（サイパン）
。
（269）
「元 A K B48・篠田麻里子，
『老婆のように』劣化 ! !」
のような記事が掲載される。

