
2 OCTOBER 2020

『テラスハウス』ショック①
～リアリティーショーの現在地～

メディア研究部  村上圭子　

はじめに

2020 年 5月23日，『TERRACE HOUSE 
TOKYO 2019-2020』（以下，『テラスハウス』）
に出演中だった22歳の女性プロレスラーの木
村花さん（以下，花さん）が亡くなった。SNS
上で番組の内容をきっかけとした誹謗中傷を受
け，それを苦に自ら命を絶ったとみられている。
その後，番組をめぐってさまざまな報道がなさ
れ，関係者の内部告発に近い証言も複数出て
きている。　

制作を行ったフジテレビは，番組の収録
と放送，自社の運営する動画配信サービス

「FOD」での配信を中止し，7月31日に社内横

断メンバーによる検証報告 1）を公表した。報告
では，制作スタッフにはSNSの炎上は予見で
きず，炎上をあおろうとするような意図はなかっ
たこと，SNSで花さんに対して批判的なコメ
ントが増えてからは，スタッフは彼女と電話や
LINEで連日連絡をとり合い，自宅にも複数回
訪問する等してきたこと，しかし，ケアや健康
状態への認識には結果的に至らぬ点があり力
が及ばなかったことが記されていた。それに対
し，花さんの母親の木村響子氏は，「外部の人
による調査ではなく，公正かつ真摯に調査が
行われたとは感じられない内容 2）」だと不信感
を募らせている。響子氏は7月15日に放送倫
理・番組向上機構（以下，BPO）に番組に人

2020 年5月23日，フジテレビ系列で放送されていたリアリティーショー『テラスハウス』に出演中だった22歳の
女性プロレスラー，木村花さんが亡くなった。SNS上で番組の内容をきっかけとした誹謗中傷を受け，それを苦
に自ら命を絶ったとみられている。本稿は，この花さんの死をきっかけに開始した調査・研究の1回目の報告であ
る。

そもそもリアリティーショーとは，定義もスタイルも曖昧な番組群であり，とらえ方もさまざまなものがある。お
およその共通項からまとめてみると，「制作者が設けたシチュエーションに，一般人や無名のタレント等を出演さ
せ，そこに彼らの感情や行動の変化を引き起こす何らかの仕掛けを用意し，その様子を観察するような番組」と
いったところだろう。欧米を中心にここ20 年で急速に増え，最近では放送だけでなく，有料動画配信サービス
で提供されることも増えている。

しかし，リアリティーショーは誕生当初から，出演者の心を“虚実皮膜”の状態に長時間置くストレス，出演者
に葛藤を与えるような仕掛けをする“社会実験”的な側面，視聴者が出演者の様子を“のぞき見”する倫理的課
題が指摘され，欧米では多くの出演者の自殺が報告され問題となっていた。そして，近年はSNSの普及により，
出演者はより誹謗中傷を受けやすい環境に置かれており，対応の必要性が叫ばれていた。

花さんの死のような痛ましい問題が繰り返されないため，メディア研究の分野では何を考えていくべきか。本稿
は１回目として，そもそもリアリティーショーとはどのような番組を指し，なぜここまで発展してきたのか，これま
で指摘されてきた課題や起きてきた問題はどのようなものだったのかについて，先行研究や海外事例のリサーチ
をもとに歴史をひもとき考察する。なお，出演者の尊厳と番組の制作を両立させるために必要な今後の対策のあ
り方や，SNS時代のコンテンツ文化の行方については，今回の論考を踏まえ，次回以降に考えていきたい。
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権侵害があったと申し立てる書類を提出，また
8月6日，自民党の会合 3）に参加し，その後の
会見ではSNS上で花さんに対して誹謗中傷を
行ったとされる発信者を特定し，訴訟を起こす
方針であると語った。

本稿のきっかけはこの花さんの死である。
筆者は以前から，リアリティーショーの持つ光

（発展）と影（課題）に関心を持っていたもの
の，特に“影”の部分についてこれまで考察を
行ったり問題提起をしたりしてこなかったこと
に忸

じく

怩
じ

たる思いを抱いている。花さんのよう
な痛ましい事案は，すでに欧米では繰り返し
発生し，問題となっていた。にもかかわらず
教訓を生かしきれなかったとしたら，悔やんで
も悔やみきれない。

そもそもリアリティーショーとは，定義もスタ
イルも曖昧な番組群である。「無名の出演者た
ちをある設定に投じ，その反応を見て楽しむド
キュメンタリーに準じたコンテンツ4）」とか，「プ
ロの俳優ではない人が，事前に設定された環
境の中で，カメラによって観察される台本がな
いショー 5）」といった言い方がされる。その特
質から，出演者の心を“虚実皮膜”の状態に
長時間置くストレス，出演者に葛藤を与えるよ
うな仕掛けをする“社会実験”的な側面，視聴
者が出演者の様子を“のぞき見”する倫理的課
題が絶えず指摘され，批判されてきた。一方
で，欧米を中心にここ20年で量産され，最近
では放送だけでなく有料動画配信サービスで
提供されることも増えてきている。

批判の内容や量産の背景は本論に譲るが，
筆者は，リアリティーショーのような番組群は，
内容の賛否はともかく，ほかのジャンルの番組
以上に，制作者・出演者・視聴者の三者の微
妙なバランスのもとに成り立っているものだと考

えている。この関係性のバランスが絶妙であれ
ば，ドラマやドキュメンタリーを超えるような，
人間の性

さが

や人間社会の本質を考えるための示
唆に富む内容を提供することができるし，三者
のバランスが崩れたらさまざまな問題が発生し
かねず，それが，現に欧米で数々の自殺者を
出してしまっている原因であると考える。当然，
このバランスを成り立たせることも含めて，責
任は番組を世に送り出す判断をした制作者に
ある。

近年，この三者の関係性に，SNSという存
在が深く関わるようになってきた。制作者と視
聴者の間はもちろん，それ以上に出演者と視
聴者とのつながりが番組視聴を盛り上げるとい
う効果を生んできた。一方で，SNSは番組の
視聴者だけでなく広く一般に開かれている匿名
の空間である。そのため出演者に対する強い
アンチのコメントや，視聴者ではない“通りす
がり”による悪質な“落書き”，ストレスを発散
したり炎上を目的としたりする“誹謗中傷”に
も遭いやすい。単なるネット上の書き込みに比
べ，フィードと呼ばれる自分の“庭”に誹謗中
傷が投げ込まれ，時にダイレクトメッセージとし
て“家の中”にまで投げ込まれてくる分，出演
者の精神的な負担は大きい。

こうした中，制作者・出演者・視聴者の三者
の関係性は変容し，バランスを保つことは至難
の業になってきているというのが昨今の状況で
あると思われる。制作者がすべての責任を背
負いきれる状況ではなくなってきているのであ
る。もちろん，三者の関係性の外側で，SNS
上の誹謗中傷についての社会的な対応策を講
じることは当然必要であるし，議論も進んでい
る。しかし，その対応策だけでは誹謗中傷を
ゼロにすることまではできない。とすると，こ
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こで出てくる問いは，そこまでのリスクを冒して
まで，そもそもリアリティーショーと呼ばれる
番組群は，制作され続けなければならないも
のなのだろうか，というものである。

現に花さんの死に関する報道をきっかけに，
リアリティーショーを制作することそのものに異
を唱える論考が多く出されている 6）。もちろん
番組が何らかのきっかけとなって尊い命が失わ
れた以上，こうした論調に大きく傾くのはある
意味当然であるといえよう。しかし，放送文化，
コンテンツ文化のあり方を考える立場の筆者と
しては，だから一律に制作はやめるべき，とい
う論に安易にくみすることは難しい。

なぜなら，リアリティーショーがテレビ番組
をあまり視聴しない若年層を惹きつけるコンテ
ンツであり，出演者の演技か素なのかはともか
く，葛藤を抱えることになった出演者がそれを
乗り越えていく姿に，共感したり励まされたり
する視聴者が少なからずいるからである。加え
て，欧米ではデジタルマーケティングとしてかな
りの収益を上げている番組もあり，そう簡単に
テレビ局が制作から手を引くことはないと思わ
れ，仮にテレビ局がリアリティーショーの制作
を抑制することになったとしても，各種動画配
信サービス等では制作が続けられることが想
定されるからである。さらに，SNSやYouTube
で誰もが発信者になれる状況が広がる中，リ
アリティーショーという名称ではないとしても，
同様の要素を持つ新たなコンテンツは今後も生
み出され続けると思われるからである。

なお，『テラスハウス』に関しては，フジテレ
ビと遺族の言い分が大きく異なっており，デリ
ケートな議論が長期化することが予想される。
そのため，筆者としては，長期的視野でこの
問題が社会に提起したテーマについて取り組ん

でいきたいと考えている。本稿は1回目として，
先行研究や海外事例のリサーチ 7）をもとにリア
リティーショーの歴史をひもとき考察する。な
お，出演者の尊厳を守りながら番組の制作を
行うような対策のあり方や，SNS時代のコンテ
ンツ文化の行方については，今回の論考を踏
まえ，次回以降に考えていきたい。

1. リアリティーショーの定義

「はじめに」でも触れたように，リアリティー
ショーについて明確な定義はない。そもそも日
本においては，リアリティーショーに関する研
究そのものが極めて少ないということもある8）。
そのため本章では，海外におけるいくつかの
解釈を紹介し，次章で歴史をみていくうえでの
認識の前提としたい。なお，海外の先行研究
では「リアリティーテレビ」と呼ばれることが
多いが，内容を見るとほぼ同類の番組群を指
しているため，本稿では混乱を回避するため，
以下は著書名および引用を除いては「リアリ
ティーショー」と統一する9）。

数多くのリアリティーショーが放送・配信さ
れているイギリスでは，著名な辞書にはすべて
記載があった。中でも最も詳細に記されている
のが『コリンズ辞書』である。そこには，「日常
生活あるいは日常生活を代表する形で，番組
制作者によって設定された状況の中で，普通の
人がどのようにふるまうかを見せることをねらっ
たテレビ番組の種類」と記されている10）。

海外では学術研究も豊富である。2012年
にニュージーランドのオークランド大学のミッ
シャ・カブカ博士 11）は著書『リアリティーテレ
ビ 12）』で，「リアリティーテレビとは，最も簡単
な言葉で定義すれば，「プロの俳優ではない
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人が，事前に設定された環境の中で，カメラ
によって観察される台本がないショー」である」
と定義している。また，2015年にアメリカの
ニューヨーク州レンセラー工科大学のジューン・
ディーリー准教授 13）は著書『リアリティーテレ
ビ 14）』において，リアリティーテレビは「事前
に計画された，しかしほとんどが台本なしの
番組で，ノンフィクション的な設定のもとでプ
ロの俳優ではない人が出演するもの」としてい
る。ただ，「当初，学者たちは1つのジャンルと
して定義しようと躍起になった」が，「文学・メ
ディア研究の分野では流動的で，これだ! と
決定できないものであることが共通認識となっ
ている」としている。2019年にイギリスのシェ
フィールド・ハラム大学のルース・A・デラー准
教授 15）は著書『リアリティーテレビ 16）』におい
て，「多くの学者はリアリティーテレビが何かを
きっちり定義するのは難しいだろう」としたうえ
で，学術研究でこの言葉が使われるようになっ
たのは「1990 年代ごろ」としている。

2. リアリティーショー
    　　　　        光と影の20年

ここからは，先行研究や海外事例のリサー
チをもとに，リアリティーショーの歴史をひもと
いていく。まず全体を概観しておく。

今日のリアリティーショーのような番組群が
開発され始めたのはおおよそ1990年代である
と言っていいだろう。その時期は前章で触れた
とおり，学術研究者たちがこの番組群を新た
なカテゴリーとしてリアリティーショーと呼称し
始めた時期とも一致する。

ただ，リアリティーショー時代が本格的に到
来するのは，全世界への普及に貢献する2つの

“ビッグコンテンツ”が誕生する2000年前後か
らである。それは『ビッグ・ブラザー』と『サバ
イバー』である。この2つには，今日のリアリ
ティーショーのコアといえる要素がほぼすべて
盛り込まれている。

この2つの番組が世に送り出されたあと，世
界中のテレビ局でリアリティーショーの量産が
始まる。安価な制作費で高い視聴率がとれる
こと，特にテレビ離れをし始めていた30代以下
の若年層の関心を集められることが大きな理由
であった。その後は，購入したフォーマットの
ローカライズや，そのエッセンスを取り入れた番
組開発を繰り返しながら，多様な番組が量産さ
れていく。ただ日本では，独自の番組開発の
歩みがあり，欧米のリアリティーショー文化がス
トレートには輸入されなかった 17）。

2010年代に入ると動画配信サービスが普
及し，番組開発やグローバル展開においては
NetflixやAmazon等のアメリカ勢OTTの存
在感が増してくる。それから少し遅れてSNSが
普及すると，制作者や出演者が積極的に発信
したり，出演者と視聴者が日常的につながった
りしながら，番組の視聴はより盛り上がりをみ
せるようになってくる。

こうした“光（発展）”の歴史の裏側には“影
（課題）”の歴史もある。番組が開発された当
初から，出演者が自ら命を絶つ等のさまざま
な問題が起きており，番組内容に対する批判
もあとを絶たなかった。欧州では，制作者が
出演者の精神的ケアを行うためのルールを作っ
たり，いくつかの国では，番組制作において
国の規制の導入をめぐる議論が続けられたり
してきた。さらに，SNSが普及し始めてから
は，誹謗中傷で苦しむ出演者が相次ぎ，リア
リティーショーの議論を越えて，SNS上の言論
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を規制すべきだという問題提起や，制度改正
の議論が起きている。

以上が本章の概観である。ここからは，筆
者なりに5つの時期に分けて歴史を振り返って
いきたい。

 2-1　揺籃期 ～1990年代まで

まず，そもそもなぜこうしたスタイルの番組
が1990年代に次 と々誕生してきたのか。ここで
は筆者が興味深いと感じた論考を2つ紹介して
おきたい。1つ目がテレビの送り手と視聴者の
関係からリアリティーショーの誕生について言
及した，2006年のNHK 放送文化研究所（以
下，文研）の越川洋氏の「テレビ表現の変遷」
に関する研究 18）であり，もう1つが前章でも紹
介したジューン・ディーリー准教授が著書『リア
リティーテレビ』の中で展開している，テクノロ
ジーの進化と普及に注目した分析である。

「リアリティーショーは
　　　　　　　 テレビ表現の第4段階」

越川氏は，フランスの放送制度のもとで番
組や番組編成がどのような変化をたどってきた
のかについて，フランスの研究者の成果を中
心にまとめている。2000 年前後，フランスで
は世界で最も早く，積極的に，学術界を中心
にリアリティーショーをめぐる議論がなされて
いた。これを踏まえ，越川氏は論考で，リア
リティーショーはテレビの送り手と視聴者の関
係において第 4 段階にあたるのではないかと
指摘している。

ちなみに第1段階はメッセージのテレビ，す
なわち番組の仲介者，伝達手段である。第2
段階は，身近な人々の日常生活を画面に映し出
し，視聴者とテレビ画面に登場する人々の結び

つきを重視する関係のテレビ，第3 段階は，一
般の視聴者が身の回りの課題やプライベートの
生活や体験をスタジオという公共の場で語る親
密なテレビ，である19）。リアリティーショーはこ
の歩みの次に位置づけられるというのである。

論考を読むと，送り手と視聴者の距離感が
だんだんと接近し，ついにはテレビの中で“送
り手が作る日常”に“視聴者の日常”が溶け込
んでいくという新たな段階に接し，日仏のメ
ディア研究者が大きな驚きと懸念を持ってその
現象を見つめているという，当時の雰囲気を感
じ取ることができる。

「テクノロジーの進化が
　　　 リアリティーショーを生み出した」

ジューン・ディーリー准教授は著書の中で，
リアリティーショーが生まれたきっかけを，テク
ノロジー進化の観点を重視しながら述べてい
る。

エポックメイキングな出来事として挙げてい
るのが，1980年代後半に人々の暮らしの中に
監視カメラが急速に入り込んできたということ
である（特にイギリス）。これは，リアリティー
ショーの歴史にとって最も大きな足跡を残した
と評される番組『ビッグ・ブラザー』が，作家
ジョージ・オーウェルが全体主義国家の恐ろ
しさを描いた近未来小説『1984年』に登場す
る統治者の名を冠していること，そしてその内
容が出演者の24時間の行動を数多くの監視カ
メラで追っていくものであるということがまさ
に象徴している。

もう1つのテクノロジーの進化は，制作者に
もたらされた，“出演者の生活を監視”するた
めのツールの充実である。著書では1980年代
後半に軽量カメラと出演者につけられる小型マ

1-2　構造変化の全体像（現状）
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イクが使われるようになったこと，1990年代半
ば以降には編集ソフトが簡素化し，デジタル機
器が安価になって携帯性が増したことが挙げ
られている。

ちなみに日本テレビでバラエティー番組の中
にドキュメント要素を導入した『進め！電波少
年』等を制作した土屋敏男氏も自身のブログに
おいて，1980年代にハンディーカメラが普及し
たというテクノロジーの進化が，番組にドキュ
メント性を持たせる鍵となったと記している20）。

 2-2　誕生期 1990年代～ 2000年初頭

『ビッグ・ブラザー』前夜

先行研究によると，リアリティーショーの原
点，もしくは火つけ役は『ビッグ・ブラザー』だ
とするものが多い 21）。このオランダ発祥の番組
が各国にフォーマット販売され，リアリティー
ショーの名を全世界に轟かせたことによるとこ
ろが大きい。だが，冒頭で述べたとおり，世界
では1990年代前半から，類似のスタイルの番
組が各国で開発・放送されていた。少し振り
返っておきたい。

＊アメリカ

アメリカでは1992年，音楽チャンネルとして
有名なMTVが『リアル・ワールド』という番組
の放送を開始した。「応募者の中から「現実生
活を飛び出した」7人の若者を選び出し，一つ
の家やアパートで一緒に生活してもらい，それ
を絶えず撮影する22）」というものである。特に
大きな仕掛けはない。シーズンごとに彼らの住
まいはニューヨーク，マイアミ等と変わってい
く。まさに，日本の『テラスハウス』を彷彿と
させる設定である。

この番組は，ケーブルテレビの中で最も高

い視聴率を誇る長寿番組となった。番組のプ
ロデューサーは当時のインタビューで，「視聴
者にとっての発見の1つは，これほどまでに異
なる若者たちがしまいには互いに理解し合い，
非常に感動的な関係を取り結ぶことになる」と
語っており23），当時，シカゴ在住のライターとし
てリアリティーショーの紹介記事を執筆した海
原江美氏も，「見ている人の共感を呼んだり素
直に楽しめる（中略），安心（？）してみられる
リアルTV」と評している24）。

その後，アメリカでは1998 年と1999 年に
相次いで，テレビ局がリアリティーショーを放
送することに伴う課題を描いた映画が公開さ
れる25）。中でも1998 年に公開された『トゥルー
マン・ショー』は，市民の生活がテレビ局によっ
て24時間監視され，その映像が視聴者に消
費されていくことの恐ろしさが描かれ，ゴール
デングローブ賞を受賞する等，大きな話題を
呼んだ。

アメリカ社会では，『ビッグ・ブラザー』上陸
前から，リアリティーショーの魅力についても
課題についても，ある程度認知されていたので
はないかと思われる。

＊公共放送

1990年代には公共放送においてもこうした
スタイルの番組が放送されていた。

イギリスのBBCでは，1999年から『キャス
トアウェイ2000』という番組の放送が開始され
た。この番組は，「イギリス社会の典型となる
ように28人の大人と8人の子どもを募り，1年
間孤立した村で共同生活させ，その様子を見
守る」というもので，「人間が本当に大事なもの
はなにか」を見つめ直すということがねらいの，
公共放送らしい“品位あるリアリティーショー”
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であった 26）。しかしこの番組は，その後，海
外から上陸する，刺激的な内容のリアリティー
ショーに駆逐されてしまったようである。

スウェーデンの公共放 送SVTは1997年，
オーディションで選ばれた人々が孤島でサバ
イバル生活を行うという内容の番組『エクスペ
ディション・ロビンソン』を開始した 27）。この番
組は，のちにアメリカで爆発的なヒットとなり，

『ビッグ・ブラザー』と並んで世界中の話題をさ
らうことになる『サバイバー』の原型である。こ
の番組において，今後のリアリティーショーの
典型的な仕掛けとなるある要素が取り入れられ
た。それは，投票によって追放する出演者を
決め，最後まで残った出演者には多額の褒賞
が与えられる，という“生き残り競争”の要素
である。この“生き残り競争”の番組はその後，
誰を追放するかを決めるのは，出演者同士か
視聴者投票のいずれかになっていくのだが，こ
の番組は前者の出演者同士で決められていた。

『ビッグ・ブラザー』誕生
　　　　　　 ～視聴者による“選別”～

リアリティーショー時代の到来を決定づける
『ビッグ・ブラザー』の放送がオランダで開始さ
れたのは1999年である。番組は放送直後から
熱狂的な人気を呼び，わずか1年の間に，ヨー
ロッパの20か国以上にフォーマット販売され
た。この事実をみても，いかにこの番組の登
場が当時の世界のテレビ界に大きな影響を与
えたかがわかる。

ただ，番組スタイルは，10人前後の男女の
出演者を郊外の一軒家「ビッグ・ブラザーハウ
ス」に隔離し，外界の人たちやメディアとの接
触を一切遮断した共同生活を9週間程度行っ
てもらうというもので，これまでのリアリティー

ショーとはさほど変わらないスタイルであった。
では，なぜこの番組に，リアリティーショー

時代の到来を決定づけるようなインパクトが
あったのか。その最大の理由は，番組の方針
を徹底的に押し通したことにあるのではないか
というのが，当時のさまざまな論考や記事に目
を通したうえでの筆者の見解である。番組の
発案者であるジョン・デ・モル氏によると，番
組の方針は「視聴者が全てを見通せる権力を
握ること28）」だという。

番組が視聴者に与えた最大の権力は，“生
き残る”出演者を“選別”することだった。こ
の番組では，スウェーデンの『エクスペディショ
ン・ロビンソン』とは異なり，競争の勝者を決
めるのはテレビの前の視聴者であった。視聴
者は出演者を“選別”する意識を持ちながら番
組を視聴し，番組の最後にテレビ画面に表示
される番号に電話して，自分が追放したいと
思う出演者の名を告げるのである。

出演者を“正しく選別する”ためには，視聴
者には出演者の“すべてを観察”する権力も
握ってもらわなければならない。そのため，「現
場では，20数台のカメラ，50台近くのマイクロ
フォン，100人程度のスタッフが家を囲み，挑
戦者たちの様子を24時間，見守っている。撮
影された様子は編集され，数日遅れで放送さ
れる」というすさまじい制作体制がとられてい
た。また，「インターネット・サイトではさらに，
男女が戯れるシーン，裸のシーンなども見るこ
とができてしまう」ような24時間ライブ配信も
行われ，“選別”の材料が提供された 29）。出演
者には，トイレと風呂以外のプライバシーは与
えられなかったという。
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『サバイバー』“革命”
　    　　 ～放送局による“燃料投下”～

リアリティーショーの普及に貢献したもう1つ
の“ビッグコンテンツ”が，翌年の2000年にア
メリカのCBSが制作した『サバイバー』である。
こちらは前述したとおり，スウェーデンの『エク
スペディション・ロビンソン』のフォーマットを
発展させたものである。報酬を手にできる最後
の1人になるため，“生き残り”をかけた戦いを
行うというスタイルは『ビッグ・ブラザー』と同
じだが，異なる点を以下に挙げる。

まずは舞台設定である。この番組では，南
太平洋等にある無人島で，送り込まれた十数
人の人種の異なる男女が39日間，放送局側が
設定した過酷なゲーム等に挑む。いわゆる“サ
バイバルもの”である。2つ目が，勝者を決め
る決定権は出演者同士による投票にある。こ
のことが，「束の間の団結が崩れ，友情が裏切
られる中で毎週だれが追放されていくのかが
視聴者の興味と想像をかきたて 30）」る要素と
なっていた。3つ目は制作手法である。この番
組は，39日間の撮影を終えてから入念に編集
して放送する形をとっている。ここは，ほぼ同
時進行で出演者の様子を実況する『ビッグ・ブ
ラザー』とは大きく異なる。これが，番組制作
に決定的な違いをもたらす。

CBSは全13回をワンシーズンとし，1回につ
き3日間ずつのダイジェストを放送した。制作
者はあらかじめ展開がわかっているため，視聴
者を盛り上げ，視聴率を上げていくための話題
作り，いわゆる“燃料投下”が行いやすい。そ
ういう意味では，ドラマと変わらないともいえ
るが，CBSは放送日の翌朝のモーニングショー
では必ず前夜の番組で追放された人をゲストに
呼ぶといった，露骨な方法で話題作りを行い，

視聴者はそれに熱狂していたようである 31）。
こうしたキャンペーンが功を奏し，第4話か

ら視聴率は圧倒的1位を継続し，最終回の14
話，2時間スペシャルは世帯視聴率28.6％と，

「アメリカのいわば『紅白』ともいえる『スーパー
ボール』に次いで2000年の視聴率ベストテン
の2位にランクされた」という。また，スポット
広告の単価は回を追うごとに上昇し，最終回
は1話だけでCBSの売り上げは40 億円近くに
なったとみられている 32）。

こうして，リアリティーショー誕生期におけ
る2大ビッグコンテンツ，『ビッグ・ブラザー』と

『サバイバー』は，前者が“リアリティー性”に
徹底的に重きを置くことで，後者は“ショー性”
に重きを置くことで，ともに視聴者を強く惹き
つけることに成功したのである。

誕生初期から問題山積

＊出演者がストレスから自ら命を絶つことに
しかし，この2 大ビッグコンテンツが登場す

る以前の1997年から，リアリティーショーでは
すでに出演者が自ら命を絶つという問題が発
生していた。
『サバイバー』の原型である『エクスペディ

ション・ロビンソン』に出演し，出演者同士に
よる投票の1回目で追放された男性が，追放
の1か月後に死亡した。その詳細がイギリスの
ガーディアン紙に記されていたので以下に紹介
したい 33）。

死亡した34歳の男性の妻によると，男性は
出演できることが決まったときにはとても喜ん
でいたという。しかし，島から追放されて帰っ
てきたときには，「（制作者は）私がやったよい
部分をカットし，私をバカのように見せた。私
が最悪で，追放される人物だと」と，とても落
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ち込んでいたという。この番組の取材に行き，
生前，この男性を取材していたという記者は，
男性は熱帯の孤島にいること，グループの中で
自分の場所を確保することの困難さ，追放され
ないかどうかというプレッシャーに苦しんでい
たという。

男性の死亡後，妻は公に番組の制作中止を
呼びかけたが，制作側は「この番組で亡くなっ
たことは証明されていない。医者に聞けば，彼
には問題があったと言うだろう」と，自殺は彼
の精神的な問題に起因するとして，番組は大
幅な編集を加えたうえで放送した。その後，
いったんは放送を停止するも，3週間後には放
送を再開した。

以上が記事の要約である。その後，この番
組は国民の半分が視聴するほどの人気番組と
なり，出演者の死が再び話題にのぼることは
なかった。また，遺族は訴訟を起こしておらず，
どこまで番組の制作側に問題があったのかは
不明である。ただ，リアリティーショーは誕生
期からすでに，出演者に大きなストレスを与え
るという危うさをはらんだものであったというこ
とは理解しておく必要があるだろう。

＊仏，独では規制機関を巻き込んだ議論に

リアリティーショーで行われている仕掛けは
出演者の尊厳を尊重しない“人体実験”であり，
その内容は視聴者に内在する“のぞき見”精神
を助長するという倫理的観点から，番組内容
をめぐり激しい議論が起きていたのがフランス
である。

2001年，『ビッグ・ブラザー』のフランス版
『ロフト・ストーリー』（Ｍ6）の放送が開始され
たその直後から，フランスでは独立規制監督
機関も巻き込んだ国家的ともいえる大議論が

引き起こされた。当時の『ル・モンド・ディプ
ロマティック』という月刊誌には，「カンヌ映画
祭もサッカーのチャンピオンズリーグの決勝ス
テージも，『ロフト・ストーリー』旋風の前にほ
とんどかすんでしまうほどの一大現象（中略）。
国民的サイコドラマか，はたまた全面的メディ
アショックか 34）」と，いささか冷静さを欠くよう
な論考記事が載せられている。
『ロフト・ストーリー』を放送する商業放送

局M6に対する批判はすさまじく，番組は「ゴ
ミ箱テレビ」，出演者は「マッドサイエンティス
トのモルモット」と呼ばれ，市民は局を取り囲
むデモ行進を行い，人権保護団体や有識者，
ほかの商業放送のTF1等は放送を行うM6に
次 と々クレームを寄せた。独立規制監督機関
である視聴覚高等評議会（CSA）はM6に対
し，出演者にカメラで撮影されない休息時間
を与えること，投票で排除されていく過程を強
調した放送をしないことを命令した 35）。命令を
受けたM6は，出演者に1日2時間の休憩を保
証し，視聴者投票においては，追放したい出
演者ではなく残留させたい出演者を選んでもら
うよう呼びかけの方法を変えることにした。ま
た，番組顧問として精神科医と心理学者を配
置するようにした。こうして放送が継続される
と，フランスでも『ロフト・ストーリー』は瞬く
間に700万人以上の視聴者を獲得する大人気
番組となっていったという。こうした中，当初
はM6を強く批判していたTF1も，リアリティー
ショーの放送に乗り出していったのである 36）。

フランスと同時期，ドイツでも番組を問題視
する声が相次ぎ，商業放送の監督機関で検討
が行われた。その結果，「参加者は番組のルー
ルについて十分な説明を受けたうえで，自己決
定によってプライバシーを100日間放棄する契
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約を結んでいるだけでなく，共同生活からの
自主的離脱も認められており，彼らの人間とし
ての主体性は確保されている」として，番組は
憲法にも放送法にも違反しておらず，国家の番
組への介入は許されないとの判断となった。た
だ，それは番組を野放しにしていいという意味
ではなく，監督機関はメディアの自律と視聴者
のメディアリテラシーの向上にその解決を委ね
るという立場をとったのである 37）。

 
 2-3　量産期 2000 年代～ 2010 年代前半

低コスト＆高収益で量産へ

ここまでみてきたように，出演者がストレス
がもとで自ら命を絶つ事例や，“人体実験”“の
ぞき見”といった番組内容への批判があったに
もかかわらず，リアリティーショーは2000年以
降，急スピードで世界各国において量産されて
いく。その背景には，何よりリアリティーショー
が視聴率を稼げる番組であること，特にテレ
ビ視聴が減っている若年層に訴求できること，
視聴者と双方向で制作する回路やネットの活用
に新たな番組制作の可能性を感じたこと，制
作費がドラマやコメディーを制作するよりも廉
価であること等，放送局にとって多くのメリット
があったことが挙げられよう。

番組制作費については，アメリカにおける
2001年段階でのリアリティーショー 1時間の
制作費は50万～ 100万ドルで，その金額は
当時のドラマの平均制作費の半分から3分の
2だったというデータもある 38）。高額な俳優の
出演料を抑制できるというのが最も大きな理
由である。また，番組の中に広告スポンサー
の商品をさりげなく登場させ，そこから収益を
得る「プロダクトプレイスメント」というビジネ
ス手法が欧米では一般的だが，さまざまなス

ポンサーにひもづくタレントや俳優が出演する
ドラマに比べ，一般人が出演するリアリティー
ショーは，制約がないためその手法がとりや
すいというメリットもあった。

以上のように，リアリティーショーは低コス
トで高収益が見込めることから，経営規模の
小さな放送局でも制作が可能であり，こうし
た局の中には，収益のほとんどをリアリティー
ショーに頼るようになっていった局も少なくな
いという39）。

豊富なバリエーション

こうしたことからわかるように，各局がこぞっ
てリアリティーショーを制作するようになった
ため，番組内容にも差別化が求められていく。
誕生期のリアリティーショーには，制作者側が
架空のシチュエーションを設定し，そこに一般
人に参加してもらい，その人たちの感情や行
動が変容するような葛藤を生む仕掛けを用意し
て，一定期間，視聴者がそれを観察するとい
う共通のスタイルがあった。しかし，2000年
以降はさまざまなバリエーションが開発され，
量産されていく。ここからは，アメリカとイギ
リスを中心に，どのようなリアリティーショーが
誕生し，定着していったのか，筆者なりに6つ
のジャンルに分けてみていきたい。

1）チャレンジ系

『ビッグ・ブラザー』『サバイバー』をルーツと
するジャンルである。出演者に一定の期間，特
定のシチュエーションに身を置いてもらいなが
ら，肉体的な試練や精神的な葛藤の中で，判
断力や障害に打ち勝つ力を試される内容のも
のを対象とする。勝ち抜いた出演者は褒賞を
得ることができる。舞台設定には幅広いバリ
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エーションがある。
例えば，現アメリカ大統領のドナルド・トラ

ンプ氏の決め台詞「You’re Fired !」でおなじ
みの『アプレンティス』（NBC）は，十数人の出
演者が，トランプが経営する会社で働くチャン
スをめぐって，共同生活をしながらビジネス活
動を行い，その内容を競う番組である。また，
4組のカップルを孤島に男女別々に滞在させ，
男性の周りには14人の美女，女性の周りには
14人の美男を置き，2週間の間に2人の絆が保
たれるのかどうかをテストする『テンプテーショ
ン・アイランド』（FOX）もこのジャンルといえる
だろう。

子ども版もある。ゴーストタウンとして設定し
た場所に40人の子どもだけを取り残し，それ
ぞれの子どもたちに役割を課し，40日間の暮
らしぶりが優秀だった子に賞金を与えるという

『キッド・ネーション』（CBS）である（イギリス
版は『ボーイズ＆ガールズ・アローン』（チャンネ
ル4））。最近では，スウェーデンで制作され，
2015年度に日本賞を受賞した『独裁者の部屋』

（Art89/UR）もこの中に入るだろう。この番組
は8人の若者が独裁者の指令のもとで8日間生
活しながら勝ち抜き戦を行うものである。

2）デート・求婚系

リアリティーショーの中でも最も数多く開発さ
れてきたのが，番組を通じて出演者がパートナー
を見つけるという内容である。恋愛リアリティー
ショーとも呼ばれている。若い男女がスペイン
の孤島のヴィラで生活しながらデート相手を射
止める『ラブ・アイランド』（ITV）や，ABCで
2000年初頭から放送され，日本版はAmazon
プライム・ビデオが制作する『バチェラー・ジャ
パン』もこれにあたるだろう。その内容は「1人

の独身男性「バチェラー」が，20人の選りすぐ
りの女性候補者の中から，豪華なデートやパー
ティを通じて，1人の結婚相手を選び出す40）」も
のである。なお，本家ABCでは女性版『ザ・
バチェロレッテ』も制作されている。このほか，
変わった仕掛けとしては，男性4人と女性1人
が数日間手錠でつながれて過ごし，その女性が
どの男性とカップルになるかを実験する『チェー
ンズ・オブ・ラブ』（UPN）等，かなりのバリエー
ションがある。

アジアでは，韓国で特にこのジャンルのリア
リティーショーが量産されており，『ハート・シ
グナル』（チャンネルＡ），『ラブ・キャッチャー』

（Mnet）等は日本でも人気がある。後述する
が，日本ではABEMAがこのジャンルに特に
力を入れている。

3）タレント・オーディション系

代表例として挙げられるのが，無名のシン
ガーを集め，メジャーレーベルとのレコード契
約をめぐりオーディションを行う『アメリカンア
イドル』（FOX→ABC）である。審査には，ス
タジオの選考だけでなく視聴者投票も反映さ
れる作りになっており，アメリカで一世を風靡
し，15年近く続く長寿番組となった。この番
組の原型はイギリスの『ポップアイドル』（ITV）
であり，その後継番組として『Ｘファクター』

（ITV）も制作された。このほか，オランダで
『ビッグ・ブラザー』を開発した制作者が開発
したオーディション番組『ザ・ボイス』も，多
くの国にフォーマット販売されている。また，
パンやケーキの焼き方を競うイギリスの大人
気番組『グレートブリティッシュ・ベークオフ』

（BBC→チャンネル4）も，優勝者がテレビで
レシピ番組を持つようになる等メジャーになる
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ための登竜門の役割を果たしているため，分
類するとすればここに入るのではないかと思わ
れる。

4）メイクオーバー系

2000 年代半ばから米英で量産されてきた，
家族，人生やキャリア，自宅，顔やスタイルを，
番組を通じてメイクオーバー（改善や更生，立
て直し）するものである。例えば，手に負えな
い子どもをすご腕のしつけ係（ナニー）がよい
子に変える『スーパーナニー』（チャンネル4），
落ちぶれたレストランを料理人が立て直す『ラ
ムジーズ・キッチン・ナイトメア』（チャンネル4），
自宅の改造を行う『エクストリーム・メイクオー
バー』（ABC），ダイエットをするプロセスを追う

『ビゲスト・ルーザー』（NBC）等がある。少し
毛色は違うが，社会階層等の生活環境が大き
く異なる2 組の家族の妻（母）を入れ替えて，
2 週間生活をともにする様子を観察する『ワイ
フ・スワップ』（ABC）もこのジャンルに入るだ
ろう。

5）セレブリティー系

リアリティー番組誕生期は一般人，いわゆ
る“素人”を出演させるのがリアリティーショー
の典型的スタイルだったが，次第にタレントや
資産家等のセレブリティーを出演者に起用する
番組も増えてきた。一般人向けのリアリティー
ショーのスピンオフ番組として有名人編が制作
されることもあるが，出演者に合わせて独自
に開発されることも少なくない。代表的なセレ
ブリティー系として人気を博した番組としては，
MTVがヘビーメタルアーティストのオジー・オ
ズボーンを追った『ザ・オズボーンズ』，パリ
ス・ヒルトンの生活を追う『シンプル・ライフ』

（FOX），『カーダシアン家のお騒がせセレブラ
イフ』（E !）等がある。また，セレブリティーが
アルコールやドラッグ依存から立ち直る様子を
描いた『セレブリティー・リハブ・ウイズ・ドク
タードリュー』（VH1）のような番組も登場した。

6）日常生活系

これは，制作者による大がかりな仕掛けや，
勝ち抜きや視聴者投票もなく，疑似的な日常に
人々を置いて，その人間模様を観察するシンプ
ルなタイプである。初期に開始したMTVの『リ
アル・ワールド』がその元祖であろう。MTVは，
のちに女子高生たちの生活を描いた『ザ・ヒル
ズ』も制作している。この領域はその後，リア
リティーショーとしての発展を遂げるより，むし
ろ『セックス・アンド・ザ・シティ』（HBO）のよ
うなドラマにその要素が生かされていく。日本
では，『リアル・ワールド』の再来とも称される

『テラスハウス』がこのジャンルに入るだろう。

以上，リアリティーショーを6つのジャンルに
分類したが，学術界にも定義そのものが困難
であるとの声があるように，リアリティーショー
を自称する，もしくは呼称されている番組の内
容にはかなりの幅がある。また，1つの番組
が複数のジャンルの要素を備えていることも少
なくない。そのため分類にはさまざまな見解が
あることも指摘しておく41）。

このほか，これらの分類には入れなかった
が，悩みごとを相談する家族等が出演するトー
クショー『ジェレミー・カイル・ショー』（ITV）
や，「ファイナルアンサー ?」で日本でもおなじ
みのクイズ番組『クイズ$ミリオネア』（ITV），
200 近い国にフォーマット販売された日本の

『￥マネーの虎』（日本テレビ）も，複数の論考
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ではリアリティーショーとして紹介されている。

番組の過激化と問題の深刻化

ここまで，欧米を中心に量産されてきたさま
ざまなリアリティーショーを具体的にみてきた
が，その中には，激化する視聴率競争を背景
に，シチュエーションの設定や仕掛けがかなり
過激なものも目立ってきている。制作者側に批
判が集中したり，実際に問題が起きたりした事
例をいくつか取り上げておく。

＊設定や仕掛けへの批判

制作の内容，特に設定や仕掛けに批判が集
中したものとして，先に触れた番組から2つ挙
げておく。1つ目が，CBSが制作した『キッド・
ネーション』である。設定は40人の子どもたち
がゴーストタウンで40日過ごすというサバイバ
ル系だが，子どもたちは長時間の撮影，つまり
は長時間の労働を強いられているとして，放送
局は児童労働規定に違反しているのではない
かとの申し立てが行われた。40人の出演者す
べてが未青年で，うち17人は10歳以下だった。
また，撮影中に子どもたちが火傷をしたり漂白
剤を誤飲したりという事故も起き，安全管理
に問題があったのではないかという指摘もなさ
れた。一方で，制作側を免責する契約書にサ
インした親にも責任があるのではないかという
声も上がっていた。テレビラジオ芸能界連盟，
有識者等からは，番組の放送を中止すべきだ
という意見が相次いだが，CBSは，「（リアリ
ティーショーが）テレビの業界図を変えるため
には，議論を引き起こさなければならない」と
強気だった42）。結局，番組は1シーズンで終了
した。

2つ目は『テンプテーション・アイランド』であ

る。この番組の仕掛けの最大の特徴は，カッ
プルを無理やり引き離し，彼らが誘惑を受けや
すい環境を作って気持ちを揺さぶり2人の絆を
試すというものだったが，それがあまりに非道
徳的だとして，放送当初から視聴者団体が抗
議した。それを受け，アメリカの連邦通信委員
会（FCC）は，局側に番組の宣伝をやめるよう
要請，ノースカロライナ州の局では放送そのも
のの中止を決めている 43）。

＊メディア報道が出演者を追い詰める

リアリティーショーが超人気番組となり国民
的関心が高まるにつれ，出演者たちは瞬く間
に，スターもしくはヒール役となっていく。出演
者には，番組に出演するストレスに加えて，マ
スメディアによる報道という新たなストレスが
加わっていく。

2007年，イギリス版『ビッグ・ブラザー』の
セレブリティー版で，出演者の差別的表現を含
んだやりとりが放送され，通信・放送監督機関
のOfcomに4万5,000 件を超える苦情が寄せ
られた。Ofcomは調査を行い，番組内の2つ
の発言が放送規定に違反したと結論づけた。
その後，出演者たちは“悪役”として報道され，
うち1人は精神状態悪化のため入院してしまう。
これまで歯に衣着せぬ発言で女性たちから人
気を集めていた出演者だった。もう1人の差別
発言を行った出演者も，メディアのインタビュー
に対し「自殺したくなった」と述べている 44）。

同じく2007年，アメリカでは，『海賊マス
ター』（CBS）という『サバイバー』に類するチャ
レンジ系のリアリティーショーの出演者が自ら
命を絶ち，前月にはその女性のボーイフレンド
も自殺していた。ボーイフレンドは生前，ネッ
ト掲示板に，彼女が番組に出演したことで人



15OCTOBER 2020

格が変化してしまい2人の間にいさかいが絶え
なくなったこと，そしてゴシップ誌にも彼女の
ことが書かれてしまったことを憂う内容を書い
ていた45）。

2013年，フランスでは，『サバイバー』のフラ
ンス版『コー・ランタ』（TF1）で，出演者の1人
が，詳細は不明だが，メディアで不当な非難を
受けていると抗議して自ら命を絶っている 46）。

以上は，いずれも番組での出演者の言動や
態度に関するメディアの報道が何らかの引き金
となって出演者を追い詰めた事案である。ス
ターになるのもヒールになるのも，あくまでリア
リティーショーという架空の舞台の中でふるま
う出演者としての姿を見た視聴者によって決め
られることである。しかし，ドラマのように，
まったく本人の性格やキャラクターと切り離さ
れた“演技”ではないところに，やっかいさが
ある。“素”の性質が，特殊な環境下で増幅し，
それが映像化されることも少なくないだろう。
アイデンティティーが崩壊しかねない精神状態
に置かれた中でのふるまいが，仮にそれが問
題を含むものであったとしても，メディアや視
聴者から容赦ないバッシングが浴びせられるこ
とは，あまりに出演者にとって暴力的なものだ
と言わざるを得ない。しかし，リサーチをして
いても，こうした事案について，謝罪や非を認
める制作者側のコメントはほとんど見当たらな
かった。

＊報じられる自殺者の背景

日本では，『テラスハウス』に出演していた花
さんの死に関する報道をきっかけに，欧米でリ
アリティーショーの出演者に自殺が相次いでい
るという記事が散見されるようになった。それ
らの記事によると，その数は海外で30人以上

とか，アメリカで21人といった数字が挙げられ
ている 47）。今回，アメリカのリサーチを依頼し
た津山恵子氏に協力してもらい，リアリティー
ショーに関する課題を取り上げた記事や報道の
中から，アメリカにおいて番組に出演中もしく
は出演後に自殺をしたと思われる人を22人に絞
り込んでもらい 48），さらに取材を深めてもらっ
た。その結果，うち4人については，明らかに
出演を苦にして自ら命を絶った可能性が高いと
いうことがわかった。また，22人のうち4人に
ついては，『セレブリティー・リハブ・ウイズ・
ドクタードリュー』という依存症を患っている人
たちが登場する番組の出演者であった。さら
に残りの14人のうち6人は薬物依存，2人はう
つ病を患っていたことも明らかとなった。

心理学者のナディン・カスロー氏はABC 
Newsの取材に対し，「精神疾患のある人々が
リアリティーショーに惹きつけられるのは，彼
らの精神疾患や，うまく演じて有名になりたい
ということに起因する可能性がある」として，
出演者のオーディション時に医療的な観点から
人選の判断をすべきと指摘している。番組の
実態をみてみると，精神疾患を抱えている人や
精神的に不安定な状態にある人に対し，番組
出演や仕掛けというストレスをかけて，そこで
の変容を観察するような設定の番組が散見さ
れることも事実である。出演者の感情や行動
の劇的な変容は番組にとってはインパクトをも
たらすが，同時にそれは本人にとっても同様で
ある。本人が出演を希望していたという理由
や，契約書に同意していたという理由，まして
やもともと精神疾患があったという理由で，制
作側が完全に免責されるということにはならな
いだろう。

ただ，自殺については，その引き金が番組
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の過激な仕掛けからくるプレッシャーなのか，
制作側のケア不足なのか，出演者に対する過
熱報道なのか，もしくは，そもそも本人に精
神的な疾患や薬物依存があったのかどうか等，
丁寧にその中身をみていかなければ，具体的
な対応策につながらないという側面もある。単
に“自殺したのは何人”といったセンセーショナ
ルな数字に流されることなく，日本が教訓にす
べきことをいかに学べるかという視点で，こう
した事例を見つめていく必要がある。

 2-4 日本における発展の系譜
         1990年代後半～ 2010年ごろ

日本では不人気だった欧米スタイル

欧米で番組が量産されていた時期，国内に
おけるリアリティーショーをめぐる状況はどのよ
うな様子だったのか。

日本では2001年，アメリカ版の『サバイバー』
と『テンプテーション・アイランド（日本名は『誘
惑の島』）』の放送が民放の地上波の深夜お 
よび BSで開始された49）。また，TBSは『サバ
イバー』の番組フォーマットを購入して日本版
の制作を進め，2002年4月から放送が始まっ
た。欧米でリアリティーショーが爆発的人気と
なる中，ほぼ時間差なく，日本でもリアリティー
ショーの放送が開始されたといえよう。

この日本版『サバイバー』の放送時間は毎週
火曜日の19時台，ゴールデンタイムということ
からも，TBSはかなりの力の入れようだったこ
とがうかがえる。放送開始から1か月半後に開
催された番組審議会において，TBSはこの番
組について「日本版ではより人間に密着し，（中
略）サバイバルを通し社会性・人間性を問う人
間ドラマであり，極限状態の人間が生み出す
迫真の感動物語を追っていく」と意気込みを

語っている。委員からは「アメリカでヒットした
ヨーロッパ発の番組と同じフォーマットが日本
でウケるのか，興味津々だった。アメリカ人と
違って日本人は，自分の思いというものをうま
く発言しにくいところがあり（中略），そこが今
後どう変わるのか興味深い」等と，期待を持っ
て今後を見守る姿勢が多くみられた 50）。

しかし，日本版『サバイバー』は視聴率が伸
び悩み，1年で放送を終了する。TBSは，BS-i

（現 BS-TBS）で放送していた本家，アメリカ
版の『サバイバー』も，同時期に放送を終えた。
また，テレビ朝日で放送されていた『誘惑の島』
も長くは続かず，その後，欧米のリアリティー
ショーは，有料動画配信サービスが開始され
るまで，FOX等海外系の多チャンネルサービ
スで放送される程度であった。

日本で欧米のリアリティーショーが流行らな
かった理由について，臨床社会学の観点から
リアリティーショーを分析した樫村愛子氏は，
2003年に発表した「『リアリティーショー』の社
会学的分析」の中で下記のように記している。

「私の授業で学生に『サバイバー』を見せて感
想を書かせたところ（中略），「人間の汚い側
面ばかり見せられてとても嫌だ」とする学生が
多かった。（中略）伝統的な日本版リアリティー
ショー 51）は必ず笑いのヴェールで梱包されて
いる。これに対し笑いのヴェールを外した輸
入版リアリティショーである『サバイバー』は
日本人にとってどう見て良いか解らない番組と
なったと思われる 52）」。

「日本版リアリティーショー」?

では，“笑いのヴェールで梱包されている”日
本版リアリティーショーとはいったいどんな番
組を指すのか？ 樫村氏は具体的な番組を示し



17OCTOBER 2020

てはいない。ただ論考内で，日本におけるテレ
ビやアイドルの歴史や文化について考察を行う
社会学者の太田省一氏の著書『社会は笑う ボ
ケとツッコミの人間関係 53）』を繰り返し参照し
ていることから，太田氏が取り上げている番
組群を「日本版リアリティーショー」ととらえて
いると推察していいだろう。　

太田氏は第3章の「「笑い」が「感動」に変
わるとき」で，1990 年代にスタートした日本テ
レビの『進め！電波少年』（以下，『電波少年』）
内の「猿岩石のユーラシア大陸横断ヒッチハイ
ク」，TBSの『ウンナンのホントコ！』内の「未
来日記」，同じくTBSの『ガチンコ！』内の「ガ
チンコファイトクラブ」を取り上げている。太
田氏の番組ごとの詳細な分析はここでは割愛
するが，総じていえば，これらのバラエティー
番組の1コーナーから，一般人もしくは無名の
芸人が，制作側が用意したシチュエーション
の中で，目標や与えられたタスクの達成に向け
て頑張るという企画が生まれてきたことがわか
る。そして視聴者はツッコミながらテレビを見
て「笑い」「共感」し，そして「感動」するとい
う視聴スタイルが作られてきた。また，社会
心理学者の兼高聖

まさ

雄
お

氏は，これらの番組が
視聴者に提供しているものを「気楽な物語性」
と名づけ，バブルがはじけて以降，「パーソナ
ル」で「コンビニエント」な時代の気分にマッ
チするものだと論じている 54）。

2001年に「世界を席巻する「リアリティー・
ショー」～人気の現状と問題点～」をまとめた
文研の重森万紀氏は，「日本のバラエティー番
組の中で，リアリティー・ショーに似ていると
思われる 55）3番組」として，『恋愛観察バラエ
ティーあいのり』（以下，『あいのり』），『電波少
年』『ASAYAN』（テレビ東京）を挙げている。

重森氏は，これらの番組と欧米のリアリティー
ショーを比較し，①挑戦者の必死な姿，②挑
戦者の素朴な姿（素顔），本当の感情，③話
題性（賞金獲得，試験合格……），④虚実の
皮膜，という共通点はあるものの，①画面上
の「本性」「露骨さ」の度合い，②性描写，③
タレントの活用，の違いがみられると指摘して
いる。

「ドキュメントバラエティ」の系譜

前項に挙げた番組のうち，代表的な番組 2
つについて内容を紹介しておく。

＊『あいのり』

1999年にフジテレビで開始した『あいのり』
は，前年の1998年の『男女8人恋愛ツアー ! 
TOKIOのな・り・ゆ・き!!』を発展させたもの
である。一般から応募した男女7人がラブワゴ
ンという車に乗って海外を旅しながら，異文化
を体験するとともに仲間と恋愛感情を育んでい
く様子をドキュメントタッチで描くVTR部分と，
それを見ながらタレントがコメントするスタジオ
部分で構成される。そして，番組で最も重要な
仕掛けが，旅の途中で好きな相手ができたら
帰国のチケットを渡して告白し，相手が了解し
カップル成立となったらそろって帰国，相手が
了解しなければ1人で帰国，というものであっ
た。番組は9年半続き，その間92の国と地域
を訪問，誕生したカップルは44組，うち8組が
実際に結婚した。そして番組では「あいのり募
金」も行い，6つの学校が建設された 56）。

番組はその後，フジテレビのCS放送やNetflix
で続編が作られている。ちなみにNetflixでは

『あいのり』の過去作品および続編を視聴する
ことができるが，番組ジャンルは「結婚&恋愛
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リアリティ番組」に分類されている。

＊『電波少年シリーズ』

また，1992年に放送を開始した日本テレ
ビの『電波少年シリーズ』では，先にも触れた

「猿岩石のユーラシア大陸横断ヒッチハイク」を
1996年にスタートする。当時無名だったお笑い
コンビ猿岩石に所持金10万円だけを渡し，香
港からヒッチハイクをしながらゴールのロンドン
を目指すという企画である。生活費を稼げずに
野宿をしたり，食事がとれず栄養失調になって
入院したりと彼らの壮絶な旅の様子を撮影した
VTRを，観客を入れたスタジオで視聴すると
いうスタイルだった。番組ではこのほかにもさま
ざまなコーナー企画が制作されているが，その
中には，アメリカの『サバイバー』を彷彿とさせ
るものもあった。「電波少年的15少女漂流記」

（2001年），「15カ国少女漂流記」（2002年）と
いう，15人の少女が無人島から脱出するまでを
描くドキュメントである。ちなみに『サバイバー』
では出演者たちは“生き残り”をかけた争いを
するが，この企画はその逆で，出演者が皆で
力を合わせて助け合い，いかだ作り等をしなが
らなんとか脱出を試みるものであった。

現在，『電波少年』は有料動画配信サービス
Huluで視聴することが可能だが，こちらも「リ
アリティーショー」の番組ジャンルの中に入って
いる。

＊「ドキュメントバラエティ」

ただ，『電波少年』のプロデューサーだった
土屋敏男氏は，自身の制作してきた番組をリ
アリティーショーとしてくくられることには違和
感を覚えているようである。2020 年5月末～
6月初旬に更新した自身のブログ，「ドキュメ

ントバラエティ 57）とリアリティショー」の中で，
「日本の多くのバラエティ番組は「リアリティ
ショー」というより「ドキュメントバラエティ」の
系譜にあると言って間違い無いと思います。そ
こをゴッチャに語ると見間違えることが多い」
と見解を述べている。「日本のドキュメントバ
ラエティって実は大したことが起きないのがほ
とんどなんですね。（中略）微妙な気持ちの変
化を追うと言うのが今でも日本のドキュメント
バラエティのやり方」であるとし，ドラマティッ
クなシーンを撮るために何日もかけて入念にリ
ハーサルを行う欧米のリアリティーショーとは
大きく異なり，「日本では状況だけ作ってあと
は出たとこ勝負（中略），歴史的に虚実の“実”
へのこだわりが見る側も作る側も強くあるよう
に思います」と述べている。

制作者・出演者・視聴者の関係性

ただ，「虚実の“実”」にこだわるということ
は，反転するとすぐに“やらせ疑惑”にも発展
するということでもある。前述した『電波少年』
も『あいのり』も，放送中そして放送が終了し
たあとも，そうした報道や批判が出されてきた。

中でも最も話題となった1つが，前述した『電
波少年』の「猿岩石のユーラシア大陸横断ヒッ
チハイク」である。ヒッチハイクの旅のはずな
のに，タイからミャンマーまで飛行機で移動し
ていたことが報道されたのだ。当時，タイから
ミャンマーまでは両国の陸路が閉ざされていた
ためのやむを得ない対応だったが，放送でそ
れを説明していなかったため，やらせではない
か，という疑惑が生じたのである。　

ただ，こうした疑惑ですら番組の一部に取
り込んでしまうのが当時の制作者のしたたかさ
であった。番組は“検証委員会”と称して日本
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テレビのVTRがあるという倉庫にカメラを入
れ，猿岩石にはボイスチェンジャーで声を変え
て覆面インタビューし，その様子を“検証番組”
として放送した。当時を振り返って土屋氏は，
こういう内容を「すぐさま放送したから世間は

「こいつらに怒ってもダメだな」ってなったのよ」
と語っている 58）。

この番組はこうした“やらせ疑惑”だけでな
く，“アポなし取材”等，物議を醸すコーナー
が多く，批判は絶えなかった。ただ，出演者
の多くは一般人ではなくタレントが起用されて
いたこと，そしてそれ以上に，制作する土屋氏
自らが「T部長」としてテレビに自らをさらし，
視聴者の番組へのツッコミや批判の矢面に立っ
ていたことが，制作者・出演者・視聴者の三
者にある種の“共犯関係”を作り出し，それが
この番組の世界観を成立させていたのではな
いかと筆者は考えている。
『あいのり』は，一般人の出演者同士が，異

国で長期間生活をともにしながら，恋愛という
最もデリケートでナイーブな人間関係の葛藤を
カメラの前にさらすという意味で，『電波少年』
よりも，より欧米のリアリティーショーに近い特
徴があると思われる。番組では当初から，や
らせがあった，いやいやそれは演出だ，といっ
た記事やネット上での議論が繰り広げられてき
た。出演者自身がブログや週刊誌の取材で，
制作側からやらせを強要されたと告発すること
もある 59）。ただ，制作側があるシチュエーショ
ンを設定しているという時点で，この番組はド
キュメンタリーではなく，土屋氏の言葉を借り
れば「ドキュメントバラエティ」である。そのた
め，どこまでの演出が許容される範囲なのか
とか，どの線を越えたら“やらせ”との批判に
あたるのかについての判断は，やはり制作者・

出演者・視聴者の三者の関係性に委ねられる
ことになるのではないだろうか。ただ，先の『電
波少年』のときよりも，より制作者が気をつけ
なければならないのは，出演者が一般人の多
感な若者たちであるということだ。制作者は，
彼らの1人1人のメンタルな部分にどれだけ敏
感に，そして人格を尊重しながら制作できてい
たのだろうか。

また，この番組が放送されていた2000 年
代は，今日のようにSNSは普及していなかっ
た 60）が，2ちゃんねるやブログ等，個人のネッ
ト上での発信が急速に拡大していく時期とちょ
うど重なっていた。そのため，ネット上ではす
でに出演者への人格攻撃も含めた誹謗中傷が
始まっていた。アシスタントプロデューサーだっ
た中垣佐知子氏は，当時の葛藤を，番組の内
容や制作の裏側を描いたブックレットに綴って
いる。少し長いが引用しておく。
「実は9年半のうち何度も番組から離れよう

と思ったことがある。メンバーは旅が終わって
帰国してから放送が終わるまでの間少しの誤
差がある。なので自分の放送が終わる前には
帰って来ているのだが，ネットでの誹謗中傷に
落ちこんでしまうメンバーが大勢いた。「（ネッ
トは）見ないほうがいいよ」と言っても自分が
何を言われているのかやはり気になるらしく。
そして泣きながら電話がかかってくることもあっ
た。そんな時，何もできない自分に悔しかった。
ありのままを映し出すあいのり。時に参加する
メンバーにとっては残酷な部分もあり，番組ス
タッフとしての自分と1人の人間としての自分と
の間で葛藤し辛くなった。事務所所属ではな
い一般の子たちばかりのメンバーを雑誌が勝手
に取材する，そんなことからも守ってあげられ
ないことに悲しくなったし，自ら勝手に取材を
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受けたりするメンバーがいるときにはとても裏
切られた気分になった。／そんなことがある度
に逃げ出したくなった。／しかし，旅や恋愛を
通して成長していくメンバーたちの姿，そして
最終的には「あいのりに行けてよかった」そん
な声をメンバーたちから聞き，そこでまた一か
ら頑張ろうと思いその繰り返しで9年半が経っ
ていた 61）」

この番組が幕を閉じたあと，SNSが本格的
に普及し，視聴者はもちろん出演者も，そして
制作側も，SNSを積極的に活用していくこと
が当たり前の時代を迎えることになる。こうし
た中，これまで日本においては，ぎりぎりとも
絶妙ともいえるバランスで保たれてきた，制作
者・出演者・視聴者の三者の関係はどう変わっ
ていったのか。次節でみていきたい。

 2-5　SNS・OTT 隆盛期 2010 年代～現在

『テラスハウス』スタート

2012年，フジテレビで『テラスハウス』がス
タートする。「この番組は，男女6人がひとつ
屋根の下で生活をします。番組が用意したの
は，すてきなおうちと，すてきな車だけです。
台本は一切ございません」と冒頭でコメントす
るのが定番である。番組は，彼らの生活を記
録したドキュメントと，それを見ながらタレント
たちがスタジオで出演者の言動にツッコミを入
れながらおしゃべりするという構成になってい
る。カメラが追うのはおしゃれなシェアハウス
に集うおしゃれな若者たち6人の共同生活。ご
飯を作ったり洗濯をしたりという暮らしの様子，
夢に向かって努力したり挫折して孤独に悩む
姿，互いに惹かれ合ったりすれ違ったりといっ
た恋愛の葛藤，友情や裏切り，けんかといった
人間模様等，若者の“日常”を丁寧に拾い上げ

ていくというのがおおよその特徴といったとこ
ろだろうか。共同生活でのルールは特に設けら
れておらず，シェアハウスを出ていきたいときに
は申し出ればいいということになっている。出
演する若者は，売り出し中のモデル，タレント，
プロのサーファー，薬剤師，大学生，スポー
ツ選手，ミュージシャン，アーティスト等多彩
なプロフィールではあるが，一般の若者と比べ
ると，やはり出演者もかなりおしゃれである。
人選はスカウトやオーディションを通じて行わ
れていた。

この番組について，遠藤龍之介社長は会見
ではっきりリアリティーショーである，と述べて
いる 62）。では，このリアリティーショー『テラ
スハウス』はどのような形で生まれてきたのか。
前節で紹介してきたような「ドキュメントバラエ
ティ」の系譜を汲むものなのか，それともまった
く異なるところから生まれてきたものなのか。

企画を提案したフジテレビの太田大氏は，メ
ディアのインタビューで番組誕生秘話について
語っており63），その内容には経緯と太田氏の思
いがよく表れているのでいくつか発言を紹介し
ながら考察してみたい。

＊番組企画の経緯

太田氏は2009年，「常々やりたかった“欧米
のリアリティーショーみたいな番組”を，この人
と一緒に作りたいと思い立ち」，制作会社のイー
スト・エンタテインメントの松本彩夏プロデュー
サーに声をかけ，ともに企画を練り上げたとい
う。ただ，当時の会社の反応は，「「日本では
そういうリアリティーショーは受けない」「番組
にするものなの？」という感じ」だった。そのた
め，松本氏と企画書の精度を上げたあと，「当
時の編成の常務（フジテレビ常務取締役・大
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多亮氏）が可能性を見出してくれて，3年越し
で企画が通りました」と語っている。

太田氏はオランダやイギリス，アメリカでた
くさん生まれた青春リアリティーショーをよく見
ていたそうで，大学のゼミの卒業論文のテー
マは「リアリティーショーのテレビ界における意
義と功罪」だった。1979 年生まれの太田氏が
学生時代だった2000 年前後といえば，まさに
リアリティーショーの誕生期である。この当時，
日本では，欧米で生まれた新たな番組スタイ
ルの“罪”の部分をクローズアップする記事が
数多く出されていた。太田氏は当然そうした
記事についても目を通していたと思われるが，
そのうえで，フジテレビに入社し，リアリティー
ショーの“功”の部分を自身の手で制作したい
と考えていたのであろう。

一方，太田氏はこうも述べている。「従来の
日本のテレビによく存在していた 64），ルールと
ゴールがある恋愛バラエティーではなく，若者
たちの生態をただただ切り取っていきたい」，

「当時，バラエティー番組はいろんな色のテロッ
プが入ってきて，画面がごちゃごちゃしている。

（中略）そんな中，「純粋にデザインとして自分
が魅かれるものを作りたい」と思うことが多く，
ただ，「それは既存の価値観を崩さないと受け
入れてもらえない 65）」とも思っていました」。本
人に確かめたわけではないのでうがちすぎかも
しれないが，前者は『あいのり』，後者は『電
波少年』もしくはそれに類似したバラエティー
番組を想定しているようにもみえる。いずれに
せよ，日本の「ドキュメントバラエティ」に対す
るアンチテーゼという意味合いも入ったところ
から『テラスハウス』の企画が生まれたのでは
ないかと筆者は推察している。

＊「日本型リアリティーショー」

もう少し太田氏のインタビューをみていこう。
彼が提案時に示した企画意図は，①ネット世
代の若者たちのリアルな生態を届ける，②次
世代のスターを輩出する，③ビジュアル的に
明確なデザインコンセプトのある番組を作る，
だったという。欧米のリアリティーショーにな
ぞらえてみると，②はまさに無名からスターを
発掘する“タレント・オーディション系”，③の
デザインコンセプトは“セレブリティー系”のよ
うな番組が意識されていたのかもしれない。
ただ，①の“日常生活系”については，前述し
たが，実は欧米型では少数派である。太田氏
は「ヒール的なキャラクターがいかにもヒール
然と描かれるのが通常のリアリティーショーだ
とすれば，『テラスハウス』はもっとリアルな，
ドキュメンタリー性を重視している。（中略）一
人一人のキャラクターを多面的に描くことで，
そこから生まれるドラマを楽しんでいただき
たい 66）」と語る。この発言には，過激さを増
す欧米型リアリティーショーに対してもアンチ
テーゼ的なニュアンスがうかがえる。

実はこの太田氏の発言は，「微妙な気持ち
の変化を追うと言うのが今でも日本のドキュメ
ントバラエティのやり方」「日本では状況だけ
作ってあとは出たとこ勝負（中略），歴史的に
虚実の“実”へのこだわりが見る側も作る側も
強くある」という，先に紹介した『電波少年』
を制作した土屋氏の発言に通じるところがあ
る。土屋氏はこうした日本人のこだわりを，微
妙な仕草や表情の変化を見て感じる日本人
の「侘び寂び」文化を例示しながら論じてい 
る 67）のだが，まさに『テラスハウス』も，のちに 
Netflixで海外に配信されると，「可愛く，静か
な，軋轢のない日常。これまでのどぎついリア
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リティーショーの解毒剤 68）」「ほとんど何も起き
ないのだが，（中略）番組は非常に退屈だが，
心地よい 69）」等といったように，日常を淡 と々描
くことそのものが高い評価を得ていくのである。

以上のことから，『テラスハウス』とは，欧米
のリアリティーショーと，日本人らしさを生かし
た「ドキュメントバラエティ」の歴史の接合点で
生まれた，初めての“日本型リアリティーショー”
である，と言っても過言ではないのではないだ
ろうか。

「ソーシャルテレビ」の時代とその終焉

『テラスハウス』が誕生した2012年は，「ソー 
シャルテレビ」という言葉を放送業界界隈でよ
く耳にするようになったころであった。この言
葉は，アメリカではテレビに関するネットの周
辺ビジネス全般を指していたようである70）が，
日本ではテレビ視聴との関係で用いられてき
た。2012年 4月に「ソーシャルテレビ推進会
議 71）」を立ち上げたメディアコンサルタントの
境治氏によると，視聴者がテレビを見ながら
SNSを使う，もしくはテレビ局が SNSを通じて
視聴者とつながることを意味するもので，使わ
れ始めたのは2011年ごろ72）からだという73）。

また，日経BP社では，2012年に「ソーシャ
ルメディアとの融合で変わるテレビの世界」と題
して，「ソーシャルテレビ・アワード」を開始して
いる74）。『テラスハウス』は2014年のアワード
を受賞している。「放送とソーシャルメディアの
相乗効果でエンタテインメント性を高め，それ
を番組の求心力につなげるという施策」が評価
されてのことだった。この年，『テラスハウス』
のTwitterのフォロワー数の伸び率は前年比4
倍，Facebookのファン数も審査対象の全38
番組でNo.1だった 75）。

具体的な「施策」は，放送中に番組スタッフ
や出演者がTwitterで実況を行うことで，視
聴者と双方向でオンエアを楽しんでもらうこと，
YouTubeを使って出演者のオフショットやエキ
ストラコンテンツ，オンエアされなかった動画
を配信することで，放送以外の時間でも視聴
者が SNSで盛り上がれるような仕掛けを作っ
たこと等である。今日ではいずれも一般化した
取り組みであるが，振り返れば『テラスハウス』
は，こうした取り組みの先駆者であったといえ
よう。

ただ，地上波における視聴率（世帯視聴率）
は芳しくなく，上層部からはもっとわかりやす
い内容にしろと注意されていたという。番組を
企画した太田氏は譲らず，スタイルを変えず放
送しているうちに，「『何かしゃれたものをやっ
てるよね』と，ルックに興味を持ってくださる人
と，個性豊かな住人たちの行動にリアルタイム
でツッコミを入れてくださるSNSユーザーが増
えてきた」と，2013年半ばには，若年層を中
心に支持されているという手応えを感じるよう
になってきたという76）。

このソーシャルテレビという言葉だが，数年
後の2015 年ごろにはすでに下火となり，今日
はほぼ使われることはなくなっている。当時テ
レビ局は，オンエア中に“局主導”でスマホに
さまざまなことを仕掛ける番組連動に熱心だっ
た。こうした局の取り組みが存在感を持つの
は，『テラスハウス』のような制作側や出演者
による実況や，視聴者投票やクイズ，クーポン
配布等である。ただ，スマホの主導権は視聴
者，つまりスマホユーザーにある。テレビ局が
リアルタイム視聴率を稼ぐために視聴者の時
間を占有したり，リスク管理のために視聴者を
囲い込んでコミュニティーをコントロールしたり
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するようなセカンドスクリーン型（ファーストス
クリーンはテレビ）と呼ばれる“局主導”の発
想は嫌悪され，あくまで“視聴者主導”で番組
を楽しむ流れが SNS時代の主軸となっていく
のである。

また，この言葉が下火になった2015年とい
えば，Netflix，Amazonプライム・ビデオが日
本でサービスを開始した年である。個人によ
るライブ配信やYouTuberの台頭もこのころか
らである。SNSで盛り上がる動画コンテンツ
の主役は，必ずしもテレビ番組ではなくなって
いくのである。

強まるOTTの存在感

＊フジテレビとNetflixの提携
再び『テラスハウス』の話に戻ろう。制作陣

がようやく手応えを感じるようになってきたころ
から，複数の出演者がタレントとして活躍し始
めたり，YouTube動画が1億回再生を突破した
りする等，『テラスハウス』ブランドは次第に若
年層を中心に浸透してきていた。一方で，週刊
誌によるやらせ疑惑報道や，出演者のプライバ
シーをどう守るか等，問題も絶えなかった 77）。

こうした中，2014年9月，フジテレビは番組
の放送終了を発表する。亀山千広社長（当時）
が会見で説明した放送終了の理由は，あくま
で視聴率の低迷であった。23時台では視聴率
8％から2 桁をねらいたいところだったが，5～
6％を行き来していたためだという。この当時，
フジテレビ全体が視聴率の低下に苦しんでいた
こと，また，現在とは異なり世帯視聴率が絶
対的な指標となっていたことも，放送終了の判
断材料としては大きかったと思われる。会見で
は，「旬で新しいものではあったが，この手の
番組は旬が過ぎると難しくなるので，今が潮時

だと判断した」とのコメントもあった 78）。
しかし，2015年2月に映画版『テラスハウス 

クロージング・ドア』が公開されると，13億円
の興行収入のヒットとなり，放送が終了しても
なお『テラスハウス』には根強い人気があるこ
とが裏づけられる。そして同年6月，新作の制
作が発表される。秋に日本でサービスを開始
する予定のNetflixとの提携の目玉として『テラ
スハウス』が掲げられたのである79）。　

当時Netflixは50か国に対して配信を行っ
ていたが，よりビジネスを世界に広げる戦略と
して，各国でのオリジナルコンテンツの制作に
力を入れていた。その主軸はドラマであった。
2013年に『ハウス・オブ・カード』が動画配信
事業者として初のエミー賞に輝き，ドラマの
制作には知見も自信もあった。

そのためフジテレビに対しても，あくまで求
めるのはオリジナルドラマの共同制作だった。
しかし，フジテレビは加えて『テラスハウス』を
強く売り込んだという。Netflixが若年層の獲
得をねらっていると考え，「日本でローンチして
最初にダッシュがかけられるのはこれしかない
と強く押した 80）」という。その後『テラスハウ
ス』は，Netflixの予想を裏切るかのように，日本
の若年層だけでなく，世界の幅広い層の人たち
の心をつかむ人気コンテンツとなっていく。

＊Netflixのリアリティーショーへのまなざし

ここからはNetflixのリアリティーショーへの
まなざしについて少しみておこう。

現在はドラマに加えて，リアリティーショー
のオリジナルコンテンツ（共同制作も含む）も
量産しているNetflixだが，2015 年5月の投
資家向けカンファレンスではこう話している。

「リアリティショーは“使い捨て”の性質のもの
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で賞味期限も長くない，我々にとって素晴らし
いカテゴリーではなかった 81）」。しかし，2020
年2月のインタビューでは一転，リアリティー
ショー制作について，「テレビのカテゴリーと
してはあらゆる種類があり（中略）それらすべ
てをカバーして，1つずつのカテゴリーでベス
トのものを届けていきたい」「放送禁止用語に

「ピー」を重ねなくていいので，リアリティー
ショーとしてよりリアルに見えるだろう82）」と積
極的な姿勢をみせている。

Netflixは，今やアメリカにおいては6割以
上の世帯，ヨーロッパ諸国においても3～4割
近くの世帯が加入する国もあるほどの巨大な
サービスである。より裾野の広いユーザーの
支持を集め続けるためには，当初模索してい
た骨太のオリジナルドラマだけでなく，大衆が
好むリアリティーショーというジャンルについて
も自ら積極的に制作していかなければならない
と，どこかで戦略を切り替えたとみて間違いな
いだろう。

以下，最近話題となっているNetflix制作の
リアリティーショーをいくつか挙げておく。

まず，日本人の主人公が世界を席巻するほ
どの人気を博したのが，2019年1月に配信を
開始した『KonMari～人生がときめく片づけの
魔法～』である。これはいわゆるリアリティー
ショーのジャンルでは“メイクオーバー系”にあ
たる。片づけコンサルタントの近藤麻理恵（こ
んまり）が，全米各地の依頼人の家庭を訪問
し，片づけ術を伝授し，家庭の様子や依頼人
の心情の変化のプロセスを追う。“片づけ”の
対象を，家庭から町全体にまで広げた新シー
ズンも制作されている。

同じ“メイクオーバー系”としては，シェフな
どプロの職業を持つゲイ5人がユーモアたっぷ

りにダサい男女を変身させてみせる『クィア・
アイ』，“デート・求婚系”では『ラブ・イズ・ブ
ラインド』が人気作品としてウェブの記事等で
取り上げられることが多い。相手の顔を見な
いまま，つまり“ブラインド”したまま10日間や
りとりを続け婚約を決めて初めて面会，2人は
本当に成婚までいくのか，を観察する番組で
ある。人は先入観なくどれだけ心を通わせら
れるか，という挑戦的な“社会実験”でもある
が，この企画に対して賛否は分かれるところだ
ろう。また，2020 年1月に配信が開始された

『ザ・サークル』は，リアリティーショーではあ
るが出演者たちは一切リアルに接しないのが
特徴だ。1つのアパートの別々の部屋に住む若
い男女がつながるのはSNSのみ。互いを評価
し合いながら1人ずつ追放していき，最後の1
人に残れたら賞金10万ドルを手にできるという
スタイルは典型的な“チャレンジ系”だが，コロ
ナ禍時代の気分に合った番組である。

こうして改めてNetflixの『リアリティー番
組』のカテゴリーを見ると，膨大なオリジナル
コンテンツ数とその多様な内容に驚かされる。
中には，本稿では内容を紹介するのがはばか
られるようなかなり過激な内容だったり，番組
概要に目を通しただけで，出演者の精神面に
負担をかけるのではないかと懸念される内容
だったりするものもある。Netflixはよく，自分
たちでなければできないものを制作すると語っ
ているが，放送局の制作する番組とはどこが
異なる特徴なのかについては，もう少し番組を
視聴してみないと筆者には判断できない。

また，欧米の事例でみてきたように，リアリ
ティーショーにはさまざまな課題がつきまとう。
Netflixはそのあたりにどのような対処をしてい
るのか，何らかの内容面や制作における自主
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的な基準やルールは設けられているのか。制
作する局や制作会社との責任分界はどうなって
いるのか……。また，各種規制のある放送番
組とは異なるため，欧米において規制機関が
どこまでOTTに対応するのかも気になるとこ
ろである。

＊リアリティーショーにこだわるABEMA

今，日本のテレビ局や動画配信サービスを
見渡して，最も数多くリアリティーショーの制
作を行っているのはABEMAだろう。その
ABEMAが力を入れているのは，特に10 ～
20 代の女性向けの恋愛リアリティーショーで
ある。

2020 年5月，運営会社のサイバーエージェ
ントは，恋愛リアリティーショーの出演者を意
識したネット上の誹謗中傷に関する相談窓口の
開設を発表した 83）。弁護士事務所とも連携し，
誹謗中傷を行っている発信者の特定のための
取り組みを進め，訴訟に向けた手続きも行うと
いう。『テラスハウス』に出演していた花さんが
亡くなったことを受けてのことだった。

こうした対応をいち早く打ち出したのは，
ABEMAにとって恋愛リアリティーショーが要
のコンテンツであることにほかならないからだ
ろう。文研が2019年11月に実施した「メディ
ア動向利用調査 84）」によると，16 ～ 29歳の女
性の約37％がABEMAを利用しており，ほか
の層と比べて群を抜いている。その多くは，「若
い女性が胸キュンする企画 85）」のABEMAオ
リジナルの恋愛リアリティーショーを楽しんで
いることが推察される。

2020年7月には“本気の恋愛がしたい”男
女の高校 生を募集する『「ABEMA」恋愛リ
アリティーショーオーディション2020』を開

催，8月からは，ABEMAの恋愛リアリティー
ショーの中では最も早い段階から制作されてい
る『オオカミ』シリーズの最新作が開始されて
いる。花さんの死によって，リアリティーショー
の課題がクローズアップされる中においても，
ABEMAはひるまず積極的に制作し，配信を
進めているように見える。そこにはどのような
経営判断があるのだろうか。また，ABEMA
は最近，恋愛だけでなく時事問題を扱う番組
にも「報道リアリティーショー」という冠をわざ
わざつけている 86）。どのような意図と戦略を
もって，この言葉を使っているのだろうか。

以上，NetflixとABEMAという2つのOTT
のリアリティーショーへの取り組みを簡単にみ
てきたが，このほか，Amazonプライム・ビデ
オでも数多くのリアリティーショーのオリジナル
コンテンツが制作されている。制作の舞台が
放送局からOTTへと拡大する中，それぞれの
事業者がリアリティーショーに内在する課題へ
の対策も含めた今後の戦略をどのように描いて
いるのかについては，次回に向けて詳細に取
材していきたいと考えている。

SNSで変容するリアリティーショー

＊“主戦場”はSNSへ
時計の針を2015年に戻そう。『テラスハウス』

はこの年，再び新作を世に送り出すことになる。
Netflixで先に配信し，そのあとに地上波の深
夜に放送するというスタイルである。このころ
からSNSの普及も加速していく。

番組に出演する若者は，売り出し中のモデ
ル，タレント，プロのサーファー，薬剤師，大
学生，スポーツ選手，ミュージシャン，アーティ
スト等であるということは先に述べた。これは，
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『テラスハウス』の企画意図の1つに「次世代の
スターを輩出する」ということが織り込まれてい
るがゆえの人選であろう。視聴者である一般の
若者からみると，自分とはかなりかけ離れた所
にいる人たちであるが，プロのタレントほど遠く
はない。その“近すぎず遠すぎず”という距離
感こそが，視聴者が出演者に自身の喜怒哀楽
を重ねたり，将来の夢を思い描いたりするのに
ちょうどいい塩梅となり，人気を呼んできたの
ではないかと筆者は感じている。

そして，“次世代のスターになりたい”という
気持ちを内在させてこの番組に出演している彼
らは，それぞれ個人のTwitterやInstagram
等のアカウントで積極的に発信している。この
ことも，番組の知名度や好感度を高めている。

そして視聴者は，出演者の発信をフォロー
し，SNS上ではファンコミュニティーのようなも
のも作られ，番組を離れたSNS上で，両者の
距離はぐっと縮まっていく。出演者たちの発信
は番組に関する内容はもちろんのこと，モデル
や俳優等として自身の“リアル”な活動を伝える
ものもある。フォロワーも，番組に出演してい
る姿を見てファンになった人もいれば，番組以
外の彼らの活動を通じてつながった人もいる。
SNSの世界においては，『テラスハウス』の“リ
アル”と彼らの活動の“リアル”に境目はなく，
視聴者は番組を視聴する以上に高い熱量で出
演者と結びついていくのである。

このことは，制作者・出演者・視聴者の三
者の関係に決定的な変容をもたらす。『テラス
ハウス』のファンであることを公言する評論家
の宇野常寛氏はブログで下記のように記して
いる。
「既にこの番組の主戦場はSNS―具体的に

はTwitterとInstagram―にあった。『テラス

ハウス』に出演する若者たちのほとんどが，若
いモデルや俳優の卵や，野心を持ったアーティ
ストだ。彼らは番組を通じて，若者たちの支
持を獲得して，インフルエンサーになることを

（特にInstagramのフォロワーを増やすことに
よって）目指している。そのため，番組上の振
る舞いでいかに自分の好感度を上げるかを競
うゲームをプレイすることになる。（中略）そこ
にはSNSを前提とした時代を生きる若者たち
の「リアル」が切実ににじみ出ていた 87）」

宇野氏の言葉をなぞれば，出演者は制作者
が用意した“偽物のリアル”の中で“本当のリア
ル”を生き始めてしまったということになるだろ
う。宇野氏ほどリテラシーが高ければ，こうし
た“多層化”した状況を興味深く視聴すること
もできるだろうが，多くの視聴者はどこまでそ
の状況を理解して視聴することができていただ
ろうか。

また，番組が出演者たちの自己実現の場と
なっていくことは，制作者の企画意図（スター
を輩出する）に大いに合致するものだが，用意
した舞台装置（“偽物のリアル”）上で，出演
者が，制作者が意図しない“本当のリアル”を
持ち込み，それが番組そのものを乗っ取りか
ねない状況になってくれば，制作者もそれをす
べて許容するとはならないだろう。番組を演出
するのも，出演者を撮影するのも，その映像
を編集するのも，舞台装置を作った制作者だ
からである。こうした中で，制作者と出演者の
関係に変化が生じなかったとは思えない。

また，出演者の中には，こうした多層化し
たリアルを器用に生き抜いている人もいれば，
ないまぜになってしまい何が本当のリアルなの
か，その境界線がわからなくなってしまう人た
ちも少なくないだろう。『テラスハウス』は，目
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立った仕掛けがない日常を切り取るというスタ
イルであるため，大仰な仕掛けがあるスタイル
のリアリティーショーよりも，よりやっかいさを
出演者は抱えることになったのではなかろう
か。そしてこの状況に置かれたうえに，強いア
ンチや，匿名の通りすがり，炎上目的の愉快
犯等が渦巻くSNS上で誹謗中傷が浴びせられ
るのである。こうした中でどのように自己の精
神的バランスをとっていけばいいのか，筆者に
は想像もつかない。

以上は，筆者の推察も交えた分析であるが，
SNSの登場によって，当初，制作者が計算し
尽くしたはずの，制作者・出演者・視聴者の三
者の，“絶妙”だったバランスが，大きく崩れて
いったことだけは間違いないだろう。

＊SNSによるリアリティーショービジネス

海外では，SNSの台頭によって，リアリティー
ショーにまったく異なる状況が生まれていた。
SNS活用で最も成功していると称されるイギリ
スの事例をみておく。

その番組は，ITVで放送され，高い人気を
持つ『ラブ・アイランド』である。改めて番組を
レビューしておく。番組は，スペインの孤島の
ヴィラで8週間若い男女が生活し，そこでの
恋愛模様を観察しながら，視聴者投票で最後
に1人だけを残し，その出演者が賞金を得る
という，斬新さがあるとは言えない典型的なス
タイルである。しかし，この番組は，視聴の
約6割を，テレビ視聴が少ない16～24歳が占
めており，広告収入も2019 年の時点で7,700
万ポンド（約100 億円）を上げている 88）。なぜ
こうした成功がもたらされているのか。

その鍵がSNS活用である。以下に2つのポ
イントをまとめてみる。

1点目が，視聴者参加をより高める手段の活
用である。この手の番組は視聴者投票で出演
者を“追放”するのが定番化しているが，この
番組では単なる投票だけではなく，SNS上に

「好きなカップル」「嫌いなカップル」「番組を降
りてほしい人」「どの人を優遇してほしいか」等
のさまざまな投稿フォームを用意し，視聴者は
視聴中に投稿を促される。そしてその結果は，
番組の制作に生かされるようになっている。こ
れまで視聴者に与えていた“のぞき見”と（追
放したい人の）“選別”の権限に加えて，出演者
の人生を“演出”する権限も与えたのである。
このことが視聴者をより加熱させていったこと
は間違いないだろう。

2点目が物販である。番組が最も積極的に活
用しているSNSはInstagramであるが，そこ
では出演者がヴィラで撮影した画像を投稿し，

「ショップ・ザ・ルック」（番組で見たものを買お 
う）と題して，スポンサーや提携しているファッ
ションブランドなどのサイトのリンクを貼ってい
る。番組公式アカウントのフォロワーは2020
年8月末現在で310万人を超えており89），スポ
ンサーの1つ，ある女性向け洋服メーカーは，
番組のシリーズが放送されている間，月間で売
り上げが67％増加したという90）。番組におけ
るプロダクトプレイスメントとSNSとの連動は
広告主にも非常に好まれており，この番組のス
ポンサーになるには350万ポンド（約5 億円）
支払う必要がある，といった報道もある91）。

この『ラブ・アイランド』の事例は，制作者
が SNS上で出演者を活用しながら，視聴者を
巧妙に操るビジネスモデルを構築したと言って
いいだろう。
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＊追い詰められる被害者たち

しかし，「光（発展）」があれば「影（課題）」
があるのがリアリティーショーの最大の特徴で
ある。この番組ではこれまでに出演者3人，そ
の恋人を加えると4人が自ら命を断ったと報告
されている92）。

「番組を卒業した時，私に対してネガティブなも

のが集中したせいで，すごくすごく暗いところへ落

ちていきました。ポジティブで，すごく良い人たち

もいましたが，いつでもポジティブなものよりネガ

ティブなものに気を取られてしまいました。その人

たちが私について言っていることは真実なんだと

信じ始めました」
2018年に32歳で命を絶ったソフィー・グラ 

ドンさんが，亡くなる2か月前にオンラインで開
催されたいじめに関するカンファレンスで語って
いた言葉である。彼女は元ミス・イギリスで，
慈善活動にも力を入れ，ボーイフレンドとの交
際も順調だったという。彼女の死後，そのボー
イフレンドも20日後にあとを追った。

26歳で自ら命を絶ったマイク・タラシティス
氏は，番組でついてしまった本来の自分とは
異なるイメージに苦しみ，「放送後，テレビ局
はサポートしてくれないし，助けてもくれない」
と不満を述べていたという。友人で自らもリア
リティーショーに出演した経験を持つ男性は，
BBCの取材にこう答えている。
「（マイクのニックネームである）“マギー・マイク

（暑苦しいマイク）”の呼び名は彼をそこまで困ら

せなかったと思う。なぜなら，SNS にはそれ以

上にひどいものが飛び交っていたからね。半年

とか1年という期間で一般人からいきなりセレブ

リティになって，“あの番組の男”になるのは，す

ごく多くのことに折り合いをつけなくちゃいけない

んだ」

2020 年2月，この番組の司会をしていたキャ
ロライン・フラック氏が自ら命を絶った。フ
ラック氏はこの番組を人気番組にした立役者
の1人と言われてきた。彼女の場合は番組の
中での言動がきっかけではなかったが，交際
相手に対する暴行疑惑が発生し，それをめぐ
る400 件弱のメディア報道やSNSによる批判
や誹謗中傷に苦しんでいた。以下は，フラック
氏が2016 年にコメントした内容をBBCが報じ
たものである93）。彼女は当時からリアリティー
ショーに出演しており，誹謗中傷を受け続けて
いたが，主体的に人生を生き抜こうとする前向
きな姿勢が感じられた。
「ソーシャルメディアは本当の人生と思えたりも

するけれど，そうではないことを覚えておかないと」

「すべての人があなたをいつも好きなわけではない

し，すべての人があなたを美しいと思うわけではな

い。でも，意見とあざけりは違うと思う」「自分が

（公の場に）出ることを決めたのだから，文句は言

えない。素晴らしい仕事だし，人生も素晴らしい」

「自分で処理できなくなったら，家に帰るし，この

業界を出るわ」

3. 次回に向けて

イギリスでは現在，こうしたリアリティー
ショーの出演者の自殺が相次いでいることを
受け，その対策のため，さまざまな動きが出て
きている。

2019年7月から2020年7月まで，放送やメ
ディアの規制機関であるOfcomは，視聴者参
加型の番組で出演者を守るためのルールについ
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て，意見募集を行い 94），以下の項目を放送規
則に加えることを提案した。「放送局側が番組
参加者に対し，参加することでどのような損害
を被る可能性があり，どのような負の影響が出
るかなどについて説明し，これに十分な同意を
得ること」「「傷つきやすい人 」々および参加する
ことで損害を被るリスクがある人々に対し，十
分なケアを提供すること」。

また，SNSに対しても例えば，ソーシャルメ
ディアの利用者にIDと写真を義務づけ，匿名
を不可とするなど厳しい規制をかけるべきとい
う声も出ている。こうした状況も踏まえ，現在
Ofcomが規制の是非も含めて検討中であると
いう。

日本では総務省の2つの研究会 95）で，SNS
上の誹謗中傷を防いでいくための議論が急
ピッチで進行中である96）。また，花さんの母
親，木村響子氏が書類を提出したBPOでは，
審理が開始されるかどうか，これから判断さ
れることになる。番組を制作したフジテレビは，

『テラスハウス』の今シーズンの制作・放送・配
信を中止し，検証報告を公表したが，今後は
どのような対応を考えているのだろうか。そし
て，本文でも触れたが，リアリティーショーを
制作する事業者がOTTにも広がる中で，今回
の花さんの死や欧米の課題を教訓に，制作す
る側の責任として，何を学び，何を具体的な行
動として示していくのか。そして視聴者やSNS
ユーザーはまた，今回の一件から何を学んで
いけばいいのか。

こうして挙げるだけでも，講じなければなら
ない対策はあまりに膨大で多岐にわたってい
る。ただ，このような今ある課題にどう対処し
ていくべきか，という視点とは別にもう1つ，リ
アリティーショーという番組が持つ構造そのも

のについて考えていく必要もある。“のぞき見”
に吸い寄せられていく人々の心情，“社会実験”
に対する制作者のあくなき興味，SNS時代の
制作者・出演者・視聴者の新たな関係性……。
それらを考えたうえで，これまで約20年の放
送文化の中で培われてきたリアリティーショー
なるスタイルを単に捨ててしまうのではなく，
今後，コンテンツ文化として昇華させていくた
めにはどうすればいいのか。筆者が今後向き
合って考えていきたいのは，どちらかといえば
後者，つまり対策より今後のほうである。ただ，
前者と後者は密接不可分であり，前者を考えて
いくことが，同時に後者を考えていくことにつ
ながると信じ，次回以降，さらに認識を深めて
いきたい。

おわりに

『テラスハウス』については，筆者も頻繁で
はないものの，ときどき視聴したりSNSものぞ
いたりしながら，恋や友情や人生の夢をきらき
らしながら語り合う若者の“リアル”を感じ，心
華やぐ時を過ごさせてもらっていた。改めて，
花さんのご冥福をお祈りしたい。そして，本
編執筆終了後の8月26日，ABEMAが制作
する恋愛リアリティーショー『いきなりマリッ
ジ シーズン4』に出演していた濱崎麻莉亜さん
が自ら命を絶ったことがわかった。麻莉亜さ
んはAmazonプライムの『バチェラー・ジャパ
ン シーズン3』にも出演していた。彼女の死が
リアリティーショーとどのような関係があるの
かについて詳細はわかっていないが，2件続
いたリアリティーショー出演者の死を，社会は
重く受け止めなければならないだろう。筆者
もメディア研究の立場で何ができるのかを考
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え，その知見を制作現場にも示していく責任
を担っていかなければと痛感している。

 （むらかみ けいこ）
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