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『テラスハウス』ショック②
～制作者と出演者の関係性を考える～

メディア研究部		村上圭子　

はじめに

フジテレビ（以下，フジ）系列で放送され，
有料動画配信サービスFOD 1）およびNetflix
で配信されている『TERRACE HOUSE 2）』
は，国内だけでなく海外にも若年層を中心に
多くのファンを持つ，日本におけるリアリティ番
組の代表格である。しかし，2020年5月23日，
『TERRACE HOUSE TOKYO 2019-2020（以
下『テラスハウス』）』に出演中だった女性プロ
レスラーの木村花さん（当時22歳。以下，花さ
ん）が，番組内での行動をきっかけにSNS上で

誹謗中傷を受け，それを苦に自ら命を絶ったと
見られて以降，新作の制作は行われていない。

本稿は，花さんの死を無駄にしないために
メディア研究の分野でやるべきことは何か，そ
れを考えて始めた研究の2回目の報告である。
本誌2020年10月号 3）の1回目では，「リアリ
ティーショーの現在地」と題し，定義そのもの
が曖昧なまま多用されてきたリアリティ番組 4）と
いう番組ジャンルそのものについて考察した。
これらの考察は2回目の本稿の前提となるもの
であるため，少しだけその内容を振り返ってお
きたい。

本稿は，フジテレビ系列で放送され，有料動画配信サービスNetflixでも配信されているリアリティ番組『テラス
ハウス』に出演中だった女性プロレスラーの木村花さんが亡くなったことをきっかけに開始した研究の2回目の報告
である。
1回目の報告では，リアリティ番組の歴史を整理し，世界各国で制作されている番組をタイプごとに分類した。そ

のうえで，リアリティ番組の“光と影”について考察した。“光”とは，なぜここまで世界中の放送局やOTT事業者
がこぞって制作し，多くの人々を魅了するジャンルに発展してきたのか，“影”とは，番組の出演を機に自ら命を絶っ
たり精神的に病んだりといった状況に陥る人がなぜ後を絶たないのかである。
一方，『テラスハウス』そのものの考察については，1回目の執筆時，花さんの母親の木村響子氏は「放送倫理・

番組向上機構（BPO）」に審理を申し入れており，またフジテレビは社内検証の結果報告を公表した直後というタイ
ミングであったため，花さんをめぐる動向の詳細な記述は控えることとした。
2回目の本稿では，2021年3月にBPOの放送人権委員会の決定が公表されたことを受け，『テラスハウス』問題

そのものを主軸に扱っていく。まず，委員会の決定文から問題の経緯を振り返る。そのうえで，制作側と出演者と
の関係性にはなんらかの構造的な問題があったのではないかという筆者なりの視点を提示する。
次に，リアリティ番組に代表される，一般の視聴者に近い“素人”が継続的に出演したり，その出演者がSNSで

積極的に発信したりすることを前提とする番組を制作し，放送・配信する場合，制作側にどのような姿勢と対応が
求められるのかについて考える。具体的には，花さんの死を受けてフジテレビが進めている対策と，リアリティ番
組先進国のイギリスで進む規制の2点から考察する。
最後に，誰もがSNSやネット配信で発信できるようになった時代において，番組制作のプロフェッショナルである

放送局は，信頼を得続けていくためにどのような姿勢で出演者に向き合うべきか，そして，発信や自己表現を求め
る若者たちに対して何を提供していけるのか，今後に向けた役割を考えていきたい。
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まず，約20年の歴史の整理と，世界各国で
制作されている番組のタイプ別分類の作業を通
じて，筆者はリアリティ番組と呼称される番組
の共通項を以下のように提示した。「制作者が
設けた架空の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
や行動の変化をひき起こす仕掛けを用意し，そ
の様子を観察する」という内容である。

次に，リアリティ番組の“光と影”について
考察した。“光”とは，なぜここまで世界中の
放送局やOTT事業者がこぞって制作し，多く
の人々を魅了するジャンルに発展してきたのか，

“影”とは，番組の出演を機に自ら命を絶った
り精神的に病んだりといった状況に陥る人がな
ぜ後を絶たないのかである。特に“影”の部
分については，花さんの死後，欧米ではリアリ
ティ番組出演者の中に自ら命を絶った人たちが
数多くいる，という趣旨の報道が繰り返されて
いたため，いたずらに死者数を“一人歩き”さ
せるのではなく，その実態や背景を詳細に調
べたうえで方策を考えていくべきではないかと
警鐘を鳴らした。さらに可能な範囲ではある
が，アメリカとイギリスにおいて，これまで番
組に出演したあとに自ら命を絶った人たちにつ
いて調べた。その結果，少なからぬ数の人々
が，出演前から精神疾患やドラッグ中毒の既
往歴を抱えていたこと，そして番組の中には，
そうした人たちの立ち直りのプロセスを追うこ
とを“売り”にした内容のものがあり，そこでさ
まざまな問題が生じていたこともわかった 5）。
一方，『テラスハウス』そのものの考察につい

ては，1回目の執筆時，花さんの母親の木村
響子氏（以下，響子氏）はNHKと民放連によ
る第三者機関の「放送倫理・番組向上機構（以
下，BPO）」に審理を申し入れており，またフジ

は社内検証の結果報告 6）を公表した直後とい
うタイミングであった。両者の見解は大きく食
い違っていた。そのため，『テラスハウス』につ
いては日本のリアリティ番組の特徴を考察する
中で言及したものの，花さんをめぐる動向の詳
細な記述は控えることとした。

さて，2回目の本稿では，2021年3月にBPO 
の「放送と人権等権利に関する委員会（以下，
放送人権委員会もしくは委員会）」の決定 7）と
して見解（以下，決定文）が公表され，同年6
月には，フジからBPOに対応と取り組みに対
する報告 8）が行われたことから，『テラスハウ
ス』問題そのものを主軸に扱っていく。まず，
委員会の決定文から問題の経緯を振り返る。
そのうえで，制作側と出演者との関係性にはな
んらかの構造的な問題があったのではないか
という筆者なりの視点を提示する。さらにそ
の視点から，『テラスハウス』の制作の現場を
再検証する。

次に，リアリティ番組に代表される，一般の
視聴者に近い“素人”が継続的に出演したり，
出演者がSNSで積極的に発信したりすること
を前提とする番組を制作し，放送・配信する
場合，制作側にどのような姿勢と対応が求め
られるのかについて考える。具体的には，花さ
んの死を受けてフジが進めている対策と，リ
アリティ番組先進国のイギリスで進む規制の2
点から考察する。

最後に，誰もがSNSやネット配信で発信で
きるようになった時代において，番組制作の
プロフェッショナルである放送局は，信頼を得
続けていくためにどのような姿勢で出演者に向
き合うべきか，そして，発信や自己表現を求め
る若者たちに対して何を提供していけるのか，
今後に向けた役割を考えていきたい。
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1. 『テラスハウス』問題を振り返る

「はじめに」で触れたように，番組を制作し
たフジと花さんの母親の響子氏との間では，当
初から事実関係をめぐる見解が大きく食い違っ
ていた。響子氏はBPOに対して，「娘の死は
番組内の「過剰な演出」がきっかけでSNS上
に批判が殺到したためだとして，人権侵害が
あった 9）」と申し立てたが，フジは，社内検証
の結果，制作スタッフが花さんに特定の行為を
「指示，強要」した事実はなく，またSNSの炎
上も予見できず，あおろうとする意図もなかった
とした 10）。響子氏は，この検証の内容だけで
なく，第三者委員会という形をとらず内部の調
査のみで検証を終わらせたフジの姿勢そのも
のに対しても不信感を募らせていた 11）。BPO
による双方へのヒアリングは，こうした状況の
もとで実施され，2021年3月30日に委員会決
定が公表された。本章では，61ページに及ぶ
決定文からこの問題を振り返る12）。

 1-1　花さんはなぜ自ら命を絶ったのか

決定文には，花さんが『テラスハウス』に関
わってから亡くなるまでの経緯が散発的に記さ
れている。関係者へのヒアリング等で明らかと
なった内容を拾い上げ，筆者なりに時系列に
経緯をまとめてみた。

〈2019年〉

・8月29日

花さん，フジ・制作会社との同意書兼誓約

書に署名

制作会社のプロデューサーと1時間かけて
同意書兼誓約書の内容を読み合わせ。プロ

デューサーがSNS使用時の心構え・注意点
を説明するとともに，スタッフが「自分の心
のアンテナの感度レベルを，1から5や10に
するつもりで，豊かな感覚をもって，ここで
の生活をしてほしい」「スタッフは相談にもの
るし提案もするが，本人の気持ちを最優先す
る」等と説明した。

・9月2日　

花さん，テラスハウスに入居

・12月3日　
第20話で花さん初登場

〈2020年〉

・1月21日

“コスチューム事件”撮影

花さんが洗濯機に置き忘れたプロレスの試合
用コスチュームを男性出演者（以下，A氏）が
誤って乾燥させ，縮んで着られない状態と
なってしまった。花さんにとっては，東京ドー
ムのリングでも着た大切なもの。花さんはA
氏に怒りをぶつけ，ごめんとしか言わないA
氏がかぶっていた帽子をとって投げ捨てた。

●1月22日　

花さん，友人と制作現場の件をやりとり

花さんの友人はこの日，スタッフから「ビンタ
しちゃえば」と指示があったということを花さ
んから聞かされる（※フジ側はこの内容を否
定している）。

・1月23日　

A氏，テラスハウスを退去し出演終了

・1月下旬　
花さん，友人に誹謗中傷について相談

番組に起因した誹謗中傷をネット上で受けて
悩んでおり，“コスチューム事件”の配信につ
いて怖がっていたという。　　　
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●2月15日　
未公開動画のための撮影　
花さん，撮影中に過呼吸のような状態に陥
る（※響子氏側は，花さんはその場から逃げ
たのにカメラに追い回されたと主張。フジ側
は，花さんが落ち着いてから撮影を継続し
たと主張している）。

・3月28日　
コロナ禍で撮影中止に

テラスハウスでの出演者およびスタッフとの
共同生活は休止。花さんは帰宅。

・3月31日　
Netflixで第38話（“コスチューム事件”）配

信開始

SNS上およびダイレクトメールで花さんへの
誹謗中傷が多数投稿される。花さんは自宅
で自傷行為を行い，その写真を友人に送信
し自身のSNSにも公開。花さんの行為をス
タッフが知り，電話およびLINEで連絡。

・4月1日　

花さん，病院へ

プロレス仲間に付き添われ整形外科を受診
する（その後，4月中旬まで自傷行為を繰り
返す。スタッフにはその画像をLINEで送っ
たり悩みを相談したりしていた）。

▲4月4日　

スタッフからフジの番組責任者に報告

番組責任者は花さんと直接連絡はとらず，社
内でも自傷行為の情報が共有されず。
スタッフは花さんにテラスハウスでの共同生
活の再開を提案する（※実施されず。花さん
は下旬までプロレス仲間宅に同居）。

▲4月8・9日　

スタッフが花さんの自宅訪問

スタッフは花さんに精神科の診察を提案（※

実施されず）。
▲4月19日　
スタッフが再度訪問し，花さんにSNSアプリ
の削除を提案（※削除したがその後復活）。

・4月28日

FODで第38話を配信開始

▲5月3日　

スタッフが花さんのSNSアカウント再開を

確認

●5月14日　

YouTubeで未公開動画を3本配信開始

（※スタッフは，花さんは“コスチューム事件”
の背景が視聴者に十分伝わっていないと不
満を表明していたとして，配信されていない
内容をきちんと伝えれば，花さんの評価を回
復できるのではと考えて実施を決定したと説
明している。一方，花さんは動画作成や内容
について意見を求められたことはなく，公開
も突然の出来事だったという）

・5月中旬　

YouTubeでの配信後，再び誹謗中傷が増加

花さんが「未公開でまた荒れ始めた」とス
タッフに報告する。
花さん，自身の“卒業プラン”（テラスハウス
退去）をスタッフに提案。
A氏から花さんに連絡あり。コロナ禍が落ち
着いたら食事に行くことを約束。

・5月19日　

第38話をフジテレビ系地上波で放送

花さん，スタッフとLINEでやりとり。非難
のダイレクトメールの存在を報告。
今後の撮影再開を前提とした相談を行う。

・5月23日　

花さん亡くなる
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以上が，花さんが『テラスハウス』と関わり
を持ってから自ら命を絶つまでの約9か月の経
緯である。

日付の前に●と示したのは，制作側と申立
人の響子氏側の見解が食い違っている点，▲
は制作スタッフが花さんにサポート等の提案を
したものの実現しなかった点である。

次節からは，委員会決定の内容を見ていく。
　
 1-2　権利侵害はあったのか ?

委員会決定は，フジ側に権利侵害があった
かどうかと，放送倫理上の問題があったかど
うかの2つの観点から見解が述べられている。
以下，それぞれ内容の主要なポイントを押さえ
ておく。まず権利侵害はあったのかについて
である。

「視聴者の行為を介した人権侵害」に関する
　　　　　　　          放送局の責任は?

申立人である響子氏は，Netflix配信後に花
さんが数多くの誹謗中傷を受けていたにもかか
わらず，その後も，未公開動画の公開や地上
波での放送を行うことは，花さんに対する誹謗
中傷を誘発させ精神的苦痛を与えることになる
ことは疑いようがなく，人権侵害は明らかであ
る，と主張した。

これに対し，フジは配信後に花さんに対して
「各種の対応を行っており，漫然と本件放送を
行ったわけではない」と主張した。また，放送
に起因するSNS等の投稿に誹謗中傷が含まれ
る可能性が認識可能な場合に局の責任が免れ
ない，ということになると，「放送局の表現の
自由や報道の自由を不当に制限する」ことにな
るとして認められない，とした。

委員会では，責任を負うべきは「非難を行っ

た者のはずである」こと，違法な書き込みの多
くは放送の趣旨や内容と関係ないところにまで
及んでいるとした過去の事例と同様であること
等から，「それ自体は違法性を含まない内容の
リアリティ番組の放送に関し，インターネット上
で出演者に対して誹謗中傷がなされること（さ
らに，それに起因する被害が生じること）につ
いて，放送局に人権侵害の責任を問うことは
困難」とした。

具体的な被害（花さんの自死）は
　　　　　　　　　　 予見可能だったか

そのうえで委員会は，今回のケースでは，
番組がNetflixで先行配信されたあと，すで
に花さんが誹謗中傷を受けていたことから，
フジが「特段の対応をすることなく漫然と実質
的に同一の内容を放送・配信することは，具
体的な被害が予見可能であるのにあえてそうし
た被害をもたらす行為をしたものとして，人権
侵害の責任が生じうるものと考えられる」とし，
放送だけでなく，先行配信から地上波放送ま
での間におけるフジの花さんへの対応のあり方
について検討した。

まず，花さんがNetflix配信後に誹謗中傷を
苦に自傷行為を行っていた状況に対して，制
作スタッフが行った対応を検証した。委員会で
は，制作スタッフが花さんへの連絡や自宅訪
問を行っていたことから一定の対応がなされて
いたと判断した。

次に，Netflix配信の1か月半後に未公開動
画を配信したことについて検証した。これに
ついて響子氏側は，「制作陣が炎上を盛り上が
りと感じ，動画を出せばおいしいと思った」と
考えるほうが自然だと主張した。一方，フジ
は，未公開動画については先にNetflixで配信
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された内容に対する花さんの不満・要望に応
えるために制作したものであると主張した。委
員会は，響子氏の主張は採用できないものの，
フジの動画の編集に関して配慮に欠ける点が
あったとした。

そして，地上波で放送したことについては，
花さんの気持ちが前向きになり，回復の兆候
が複数見受けられたことを踏まえ，フジが総
合的に判断したことには一応の慎重さがうかが
えるとした。そのうえで，「具体的な被害が予
見可能であるのにあえてそうした被害をもたら
す行為をしたとは言えず，人権侵害があったと
までは断定できない」とした。

本人の意思に反するような言動を
強要されたことはあったか?

これは，平たく言えばフジから花さんに対
して“やらせ”のようななんらかの強要があり，
それに従わざるを得ない状況であったのかどう
かということである。ここは，双方の見解が最
も対立していた点であった。

委員会では，花さんが制作スタッフから，「ビ
ンタしちゃえば」と指示されていたかどうかは
不明であるが，それに類する指示があった可
能性は否定できないとした。しかしそのうえで，
仮にこうした指示があったとしても花さんは実
際にビンタをしていないこと，また，映像に収
められている花さんのA氏への怒りは相当程
度に真意が表現されていると理解されることか
ら，制作スタッフからの花さんに対する「提案
やアドバイス」もしくは「演出や指示」の詳細
は不明だが，「本人の意思決定の自由を奪う程
度のものではないと見られる」とした。

また，響子氏が問題視した，出演者が制作
側に対して損害賠償額の予定を規定する同意

書兼誓約書についても，「出演者を過度に緊張
させたり，精神的に拘束したりする背景となる
可能性があり，適切とは言えない」としながら
も，最終的に「自由な意思決定の余地が事実
上奪われているような例外的な場合に当たると
いう意味での自己決定権や人格権の侵害があ
るとは言えない」と判断した。

 1-3　放送倫理上の問題はあったのか?

以上のように委員会は，人権侵害は認めら
れないと判断した。そのうえで，放送を行うと
する決定の際の配慮が十分だったのかについ
て，放送倫理上の問題としてさらに検討が必
要であるとした。

検討の前提として委員会は，リアリティ番組
が，「出演者が誹謗中傷によって精神的負担を
負うリスクはフィクションの場合よりも格段に高
い」とし，「出演者がしばしば未熟で経験不足
な若者」であり，「状況を設定し，さらに出演
者を選んで制作・放送しているのが放送局」
であることから，放送局には「出演者の身体
的・精神的な健康状態に特に配慮をすること
が求められる」とした。

そのうえで，未公開動画撮影の際の花さん
の状態をシグナルとして捉えられたのではない
かということ，自傷行為が繰り返されるように
なってから地上波放送まで1か月半程度しか
経っていないということ，コロナ禍による緊急
事態宣言という別な要因によって，花さんが，
不安が募りがちな状態に置かれていたこと，こ
れらの状況から，「いわば「素人判断」で意思
決定をするのではなく，木村氏の精神状態を
適切に理解するために専門家に相談するなどの
より慎重な対応が求められたのではないか」と
した。
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加えて，こうした対応がなされなかった背景
には，制作担当者（イースト・エンタテインメン
ト）側から制作責任者（フジ）への報告が遅れ
たこと，制作責任者が直接花さんへの対応を
とらなかったこと，そしてフジの上層部でこの
問題が共有されず協議もされなかったことがあ
るのではないかと指摘した。

一方で，申立人の響子氏側が強く主張して
いた，制作側による過剰な編集，演出があっ
たのではないか，という点については，問題は
あるとは言えないとした。また，フジが検証を
十分に行わなかったとする響子氏の主張につい
ては，委員会の「番組の事後的な検証のあり
方の審理はそこからはかなり距離がある」とし
て，判断を避けた。

 1-4　BPO 見解の意義と課題　

ここまで，放送人権委員会の見解を示した
決定文に沿いながら，その内容を整理した。
ここからは今回の審理と決定の意義と課題に
ついて考察する。

審理・決定の意義について

最大の意義は，放送局にとって配信やSNS
等のネットサービスの活用や，それがもたらす
さまざまな作用・反作用が放送局の業務と密
接不可分となっている今日的状況を前提にした
うえで，放送局の責任がどうあるべきかが議論
され，判断が示されたということだろう。放送
番組を審理の対象とするBPOにおいて，ここ
まで踏み込んで議論が行われたのは初めてで
あった。

また，リアリティ番組という固有の番組ジャ
ンルの特殊性や，SNSによる誹謗中傷がもた
らす出演者への影響の考察が深く行われたう

えで，出演者に対する精神的なケアの重要性
と，それに対する制作側の放送局の責任が明
確に示されたということも重要なポイントであ
ろう。

そして，委員会決定の結びのコメントが，当
該局のフジだけでなく広く放送業界に向けられ
ていたこと13），さらに決定文を公表した記者
会見の場では，ABEMAのような配信サービ
スにおいても多くのリアリティ番組が制作され
ていることに触れ，そうした事業者にもこの決
定文を読んで考えてもらいたいとコメントした
ことも意義深いと感じた。　

放送と通信の垣根が急速に低くなる中で，
BPO自身の責任が及ぶ範囲と果たすべき社会
的役割について，設置者であるNHKと民放
連が，今後，どのように考えていくべきかが問
われた決定文であったとも言えよう。

　
決定の課題について

〈BPOの謙抑性〉
委員会決定後，申立人の響子氏は記者会見

で，「人権侵害が認められない結果については，
すごく歯がゆく悔しい思いです」と述べた。そ
してフジに対しては，「出演者をコマの一つで
はなく，ひとりの人間として大切に扱ってほし
い」と訴えた 14）。
確かに今回の委員会決定は，番組を端緒と

した誹謗中傷とその後のフジの対応によって娘
を失ったと感じる母親の思いには，到底応えら
れる内容ではなかった。しかしそれは，BPO
という組織そのものが持つ宿命であると言わざ
るを得ない部分もある。

これまでのBPOの委員会決定すべての内
容を分析し論考にまとめた文研の塩田幸司氏
は，BPOの活動を，「メディアの言論・表現の
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自由を守りつつ，人権など市民の権利を擁護
しメディアの質を高めるというジレンマの中で，
BPOの各委員会が放送現場を委縮させない
ようにメディアの自律性を最大限尊重するとい
う謙抑性を持ち続けていた」と評している15）。
今回の決定文も，全編を通してこうしたBPO
の謙抑性を強く感じる内容であった。　

〈制作側に対するヒアリングの限界〉

筆者はBPOの謙抑性を否定するつもりは毛
頭ないし，それこそが放送事業者自らが設置
しているBPOの最大の特徴であるとも考えて
いる。また，花さんという当事者がいないこと，
響子氏がフジへの不信感を募らせていたこと，
花さんのマネージメントを担当していた芸能事
務所が花さんの死の約2か月前に契約を解消
していたこと等の難しい状況下でヒアリングを
実施し，本決定をとりまとめざるを得なかった
BPOの苦労も想像に難くない。だが，それら
を斟酌してもなお，「委員会の事実認定は困
難」という文言が繰り返し登場する決定文を読
んで感じるのは，制作側に対するヒアリングに
ついてだけは，もう少し謙抑性を排して臨むべ
きではなかったかということだった。

響子氏の申し立ての根源にあるのは，亡く
なった娘と制作スタッフもしくはフジとの関係
性，つまり出演者と制作側の関係性のあり方に
ついての問いかけである。ヒアリングは，今回
の問題をめぐる事実の認定に関する質問が中
心になることは理解できる。しかしそれにとど
まらず，日ごろからの制作者の姿勢や制作の
体制について，その心情も含めて聞くことはで
きなかったか。例えば，制作側は出演者とどの
ような関係性を作ることが望ましいと考えてお
り，そこにはどのような葛藤があったのか。出

演者との間でこれまでどのようなトラブルを抱
えたことがあり，どのような方法で解決を模索
してきたのか。現場を預かる制作会社とフジ
の制作責任者とはどのような役割分担をしてい
て，互いの連携はうまくいっていたのか等であ
る。こうした点を問うことによって，制作側と
出演者との関係性に問題があったとしたらそれ
は何に起因しているのか，それはリアリティ番
組がゆえのものなのか，それとも両者の契約の
あり方の課題なのか，または制作体制や放送
局の体質といった課題なのか等，その答えに少
しでも近づけたのではないかと思うのである。

筆者は制作側と出演者の関係性において，
なんらかの構造的な問題があったのではない
かと考えている。なぜそう考えるのか，以下，
述べていきたい。

〈制作者本位前提の出演者本位?〉

『テラスハウス』の出演者は，番組に出演す
るにあたり，「同意書兼誓約書」を結ぶことに
なっている。まずそこでは，「演出や編集を含
む撮影方針やスケジュール及び待遇など番組を
制作及び配信・放送するために必要な一切の
事項に関して，全て放送局側の指示・決定に
従うこと」を誓約させられる。一方，署名に先
立つ読み合わせでは，スタッフから「スタッフ
は相談にものるし提案もするが，本人の気持ち
を最優先する」という「心構え」が伝えられて
いる。

この時点で，制作側から出演者に対しては，
制作者本位と出演者本位という，真逆のメッ
セージが同時に伝えられているのではないか。
このダブルスタンダードとも言える制作側のメッ
セージは，フジ側が意図しているかどうかはと
もかくとして，現場においては制作側に都合の
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よい解釈，もしくは言い訳を行うことを可能に
していると思われる。そのことは，しばしば出
演者を混乱させ，制作側への不信感につながっ
たり，出演者が精神的に苦しんだりする状況を
生み出してしまう要因となっているのではない
だろうか。筆者は，これが制作側と出演者に
横たわる構造的な問題であると考える。この
視点で『テラスハウス』の3つの制作の現場に
ついて改めて見てみよう。

＊“コスチューム事件”の演出

このシーンの撮影をめぐって，制作スタッフ
は花さんに対して，「ビンタしちゃえば」と言っ
たとされている。フジ側はこうした経緯を否定
しているため“事実認定は困難”である。しか
し，制作スタッフがかけてくる言葉について，
花さんをはじめ出演者は，それを「演出や指
示」ととればいいのか，それとも「提案やアド
バイス」ととればいいのか混乱することは想像
に難くない。そして，放送局の“指示”に従う
ことを誓約させられている立場で，これはあく
まで制作側の“提案”だからと，毅然として
突っぱねることができる出演者はどのくらいい
るだろうか。この視点で花さんの行為を捉え直
すと，ビンタまではいかないけれど帽子をはた
くことで指示に従った，という見方もできるの
ではないか。

＊未公開動画の制作・配信

2度目の誹謗中傷の引き金となった，未公開
動画の制作とYouTubeでの配信の現場ではど
うだったのだろうか。制作スタッフは，未公開
動画は，Netflixの配信で描かれた内容に対し
て不満を表明した花さんの気持ちに応えるため
に制作したとしており，ヒアリングでは，「通常

は，出演者からの『ここを使って欲しい』，『こ
こを使って欲しくない』などの要望は受け付け
ていません」としたうえで，「花さんが3月31日
に自傷行為に及んでいたこともあり，その心情
に配慮することは重要である」と考えたと話し
ている。

しかし，動画の内容について花さんに意見
を求めたことはなく，YouTubeでの公開につい
ても花さんは知らされていなかったという。こ
の経緯を見るかぎり，制作側が，“出演者本人
の気持ちを最優先にする”と唱えながら，実
際は“すべて放送局側の指示・決定”で行っ
たものではなかったか。

花さんは未公開動画配信に向けた追加の撮
影の現場では過呼吸を起こしていた。そしてそ
の後は自傷行為を繰り返しており，それをSNS
に投稿する等，精神的に相当追い詰められて
いた。この時点で，制作側は普段以上に注意
深く花さんの思いを聞き，そして丁寧なコミュ
ニケーションとサポートを行うことが必要な状
況であったと思われる。

BPOの決定文では，制作側について「配
慮に欠ける点がある」という言葉で総括してい
る。だが，響子氏が指摘するように，「動画を
出せばおいしいと思った」という気持ちが制作
スタッフの中には少しも潜んではいなかったと
本当に言えるのか。仮にそこまでの感情はな
かったにせよ，番組制作を遂行させようという
制作者本位の思いが，花さんの悩みに寄り添
わなければという思いを上回ってはいなかった
だろうか。

決定文における「少数意見」によると，花
さんは制作スタッフについて，「「これも撮る前
に○○さんにめちゃ煽られたからね」（原文実
名），「編集ではやっぱり面白いようにいじられ
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ますね」，「スタッフにも悪意感じる」，「スタッ
フは信用できない」，「これでまた炎上するんだ
ろうな」，「炎上して話題になって製作陣は満
足かな」（原文ママ）」等と，知人やほかの出
演者に打ち明けていたという。

＊地上波放送の判断

地上波での放送は，Netflixの配信からわず
か1か月半程度で行われている。制作側へのヒ
アリングでは，花さんが友人のサポートを受け
ていること，医師のアドバイスを受けた行動を
実践して落ち着いてきていること，本人がSNS
を再開したり撮影続行に意欲を示したりしてい
ることを“回復の兆候”と捉え，“総合的な判
断”で放送を行ったとしている。

決定文では，この“総合的な判断”の詳細
は明らかにされていない。ただ，現場を預かる
制作会社と，番組に責任を持つフジの間には
意識の差があり，フジには事の重大性に対す
る認識が甘かったのではないかということが指
摘されていた。

筆者は記者会見で，現場の制作スタッフと，
フジの制作責任者の両者に，花さんが置かれ
た状況に対する認識や花さんへの思いに温度
差は感じられなかったかを質問した。花さんの
状況について継続して間近で見て相談にも乗っ
ていた制作スタッフは，多くの視聴者の目に触
れる地上波で放送することについては，さすが
に躊

ちゅう

躇
ちょ

があったのではないかと推察したからで
ある。一方で，現場を制作会社に任せ，問題
が報告されても直接花さんに連絡をとらなかっ
たフジの側は，よほどの事情がないかぎり通
常どおり放送しようと考えたはずである。だと
すると，制作会社とフジの番組責任者の間で，
放送するかどうかをめぐって意見の対立や軋轢

があったのではないか……。これは筆者の推
察であり，願望でもあった。しかし会見では回
答を得ることはできなかった。

決定文の少数意見の中には，「初期の抑うつ
症状が一番つらい急性期だけでなく，社会復
帰を準備している回復期にも，自死の恐れが
高まる」という情報を紹介し，こうした情報は
専門的知見を有していなくても得ることはでき
ると指摘している。“回復の兆候”こそが“危
険な兆候”であることも少なくない，というこ
とを，現場の制作スタッフはどこまで認識し，
危機意識を持っていたのか。そして，その危
機意識は，フジの番組責任者とどれだけ共有
されたうえで，総合的に判断されたのか。

委員会はこうした厳しい質問にどこまで踏み
込んだのか，決定文からはうかがい知ること
はできない。フジによれば，制作スタッフは強
いショックを受けているとのことであり，その
ためこうした質問は難しかったのかもしれない。
ただ，この問いは当然のことながら制作責任
者にも投げかけられるべきものである。地上波
放送が，花さんが自ら命を絶つ引き金になった
という事実がある以上，この点についてはもう
少し明らかにしてほしいと感じた。

もちろん，番組は組織で制作されており，最
終責任者はフジであるということは言うまでも
ない。筆者には犯人捜しという意図はまったく
なく，ショックを受けている制作スタッフを追
い詰めようという気持ちもないことは確認のた
めに記しておく。

制作スタッフは敵か味方か?

なぜ筆者がここまで制作側と出演者の関係
性にこだわるかというと，出演者と直接向き
合って制作を行うスタッフは，番組の制作と出
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演者のサポートやケアを両立させることはでき
るのか，できるとすればどのようなことが必要
なのか，できないならば代わりにどのような仕
組みが必要なのか，ということを探ることに直
結すると考えるからである。
『テラスハウス』の制作スタッフが，出演者を

「コマの一つ」としてしか見ていなかったのか，
「ひとりの人間として大切に扱う」意識が欠落し
ていたのかはわからない。筆者は今も，そう
でなければいいと思っているし，もしも花さん
にはそう映っていたとしても，制作スタッフ自身
も，なんらかの葛藤を抱えていたのではないか
と推察している。そうした状況の中で，制作責
任者であるフジの社員がどのような立ち位置で
向き合っていたのか，それについてもわからな
いままである。

出演者たちには，『テラスハウス』を出てい
く（卒業する）自由は与えられていた。しかし，
有名になりたい，自己実現を賭けてチャンスに
したい，そんな思いで出演を希望しチャンスを
つかんだ若者たちにとって，卒業という選択を
自ら下すことはそう簡単なことではないはずだ。
そして，その卒業も，制作者によってどう編集
され，どんな番組になっていくのか，出演者に
はわからない。花さんは亡くなる直前，自身の
“卒業プラン”を制作スタッフに提案していたと
いう。これまで制作主導で行われてきたと思わ
れる番組の演出や編集を，せめて最後の回くら
いは，出演者である自分の「気持ちを最優先
する」ストーリーに仕立てたかったのではない
だろうか。そしてもしかしたら，制作スタッフも，
親身になって花さんの提案に耳を傾け，可能な
範囲で一緒にプランを立てようと考えていたの
ではないか。もちろん，以上は筆者の想像に
すぎないのだが……。

どうすれば，花さんは自ら命を絶たずに済ん
だのだろうか。そして今後，同じようなことが
起きないようにするためには何が必要なのだろ
うか。次章以降でも引き続き考えていきたい。

放送倫理検証委員会で
　　　　　　　　審理すべきとの意見も

最後に，BPOに関して少し触れておく。BPO
には，今回の問題を審理した放送人権委員会
のほかに，「放送倫理検証委員会」と「放送と
青少年に関する委員会」という2つの委員会
がある。今回は響子氏の申し立てを受け，「裁
判によらず自主的な機関として紛争解決にあた
る，苦情処理機関としての役割 16）」として放送
人権委員会で審理されたが，放送倫理および
番組の向上，虚偽の放送に関する審議・審理
を行う放送倫理検証委員会でも取り上げるべ
きではないかとの意見も聞かれた 17）。

放送人権委員会では，これまで紹介してき
たように，人権侵害とともに放送倫理違反の
検証を扱うが，その検証のあり方や，放送倫
理検証委員会との役割分担については，これ
までも多くの問題提起がなされてきた。文研の
塩田氏は，「人権委が放送倫理違反の判断を
継続するのであれば，弁護士，法律家が多数
を占める委員のメンバー構成を見直し，放送を
よく知る人を加えるといったことも検討する必
要がある」と指摘している18）。
本稿はBPOのあり方そのものを論じること

を目的としているわけではないのでこれ以上の
深入りはしない。しかし，先に述べた，制作
側へのヒアリングにおける委員会の踏み込みの
甘さという指摘と通じる点があると思われるの
で最後に記しておく。
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2. フジテレビの取り組み

2021年6月25日，フジはBPOに対して，「放
送人権委員会決定第76号に対する対応と取り
組みについて 19）」という報告書を提出した。筆
者はそれに先駆けてフジに取材を行い，書面
にて得た回答を文研ブログ 20）に掲載した。本
章ではこれらをもとに，フジが進めている対策
についてみていく。

 2-1　SNS 対策の部署を新設

花さんの死から約10か月後の2021年3月，
フジは社内にSNS対策の専門部署を新設し
た。この取り組みは，リアリティ番組だけでな
く，SNS時代の番組制作全般に関わる課題へ
の対応策である。少し長くなるが，文研ブログ
の当該部分について再掲する 21）。

＊新たな部署を設置

弊社は，これまで SNSに限らずネット世論に

対しての危機管理対応について，積極的な対応

手段を講じることには慎重な姿勢でした。インター

ネット掲示板などでの匿名のひぼう中傷について

も，こちらから反論すれば，かえって火に油を注

ぐことになりかねないとの認識もありました。こう

したことから，脅迫や殺害予告など，危険性があ

る場合を除き，沈静化するのを待つという対応が

中心でした。しかし今回，『テラスハウス』の件を

受けて，日々ものすごいスピードで進化変容して

いくSNSやネットのリスクに対して，会社として

対処する専門部署が必要であると考え，全社を

広くサポートする部門である総務局内に「コンテン

ツ・コンプライアンス室」と，その下部組織として

「SNS 対策部」を新たに組成しました。

＊SNS対策部の目的	　　

SNS 対策部は，フジテレビが放送・配信する

コンテンツ制作部門をバックアップするとの理念の

下，「ひぼう中傷は許さない」という強い姿勢を示

すとともに，出演者本人や関係者に寄り添い，メ

ンタルケアを積極的に行うことを基本方針として

活動しています。 

SNS 対策部の主たる目的としては以下の3点

になります。 

1）SNS上のリスクについての注意点を明らかに

して，出演者や関係者，コンテンツに関わる

炎上等が発生した際の対応方針や対応フロー

を盛りこんだSNSガイドラインを新たに作成し

ました。このガイドラインを社内で共有するこ

とで，リスクを避けながらSNSを積極的に活

用できるよう後押しすることが最も重要な担務

です。このガイドラインは SNS 対策の基本と

して位置付けており，制作現場で幅広く活用

されるためにWEB化も実施しました。今後

についても風化させないために逐次アップデー 

トしていく予定です。 

2）ネットやSNSでのトラブルの際に速やかに相

談できる顧問弁護士，精神科医・臨床心理士

などの専門家との連絡体制を構築し，出演者

や番組制作担当者のメンタルケアを実施して

います。 

3）外部の専門会社に委託したSNS 監視システム

で，24 時間 365日， ネットやSNS上のネガ

ティブ情報を検知・集約しています。異常を

検知した場合には，初期消火を図るべくコン

テンツ制作に関わる全てのセクションと連携し

ながら，組織的に対応してゆく仕組みを構築，

また突発的な事案への対応についても臨機応

変に対応しています。 今回作成したガイドライ

ンにより，今まで社内で見解が統一されてい
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なかった「どういうことが起きたら炎上なのか」

「どういうことに気をつけてSNSで発信すべき

か」「もし炎上した時はどうすれば良いか」等

について，具体的な考え方や対応の方向性を

示しています。そして社員やスタッフが現場で

使いやすいように，ガイドラインをスマートフォ

ン等で見られる環境も整えました。今後も状

況に応じて，このガイドラインを更新し，フジ

テレビのSNS 対策を社内で共有していく予定

です。

＊全社的に取り組む	

SNS 対策は，番組・放送関連だけでなく，全

社的な観点での対策が必要と考えています。今

回 SNS 対策部を設立したことにより，リスク管

理機能を全て移管した訳ではありません。たとえ

ば番組出演者がSNS上のトラブルに巻き込まれ

た場合，まず対応すべきは番組制作担当者であ

り，その番組を所管する担当部局とSNS 対策部

が連携をとって対処する方針です。SNS 対策部

員は編成部や制作部門などと兼務する形で全社

横断的に配置されており，社内のコミュニケーショ

ンツールで，常時，各部署の動向と，ソーシャル

リスニングによるSNS・ネットの情報及びリスク

要因を共有しています。SNS 対策部は，番組制

作現場と緊密に連携しながら，さまざまな問題に

迅速に対応し，解決を目指す組織であり，現場

から離れた部門であることのデメリットはありませ

ん。SNS 対策部員は，リスクを感知した時点で積

極的に現場に働きかけ，出演者及び番組制作担

当者の正確な状況把握，各部署との情報共有，

弁護士やメンタルヘルスの専門家といった外部と

の連携，また場合によっては警察への相談等，

番組制作の現場だけでは対応しづらい部分をバッ

クアップしていきます。また，制作現場からSNS

対策部に相談するルートとしては，当事者（出演

者）や関係者が直接相談できる緊急連絡先を開

設しており，前述のガイドラインWEB 版で直接相

談できるシステム構築も現在進めています。SNS

対策部の部員達が日々重視している事は各制作

現場，制作担当者達への積極的な声がけ，コミュ

ニケーションです。何気ない声がけの一言，地道

な行動の積み重ねが，当事者や制作担当者が相

談しやすい環境を醸成し，早期にリスクの芽を摘

む事に繋がると考え，コミュニケーション不全を起

こさない新たな運営を実現してまいります。 

BPO の放送人権委員会のご指摘を重く受けと

めております。今後は，出演者や関係者が SNS

上でひぼう中傷を受けた際，積極的な情報収集

の上，出演者及び所属事務所など関係者の理解

を得ながら，必要に応じて顧問弁護士，警察等

と逐次相談し，内容によっては投稿者に警告文

を送付したり，発信者情報開示請求などの法的

措置を取ったりすることで，ひぼう中傷を許さな

い強い姿勢で臨みます。

＊出演者に“安心感”を提供　

このように，出演者の周囲の人間が積極的に

対策を講じることは，ひぼう中傷の抑止だけでな

く，悩んでいる人へのケアの観点からも重要であ

ると考えています。一方で臨床心理士や精神科医

などのメンタルケアの専門家とも，すでにアドバイ

ザリー契約を結んでおり，出演者や関係者がいつ

でも気軽に相談できる体制を整え，番組制作現

場において「守られている」という安心感が得ら

れるような環境を整備していきたいと考えていま

す。また出演者のSNSについてリスクが懸念され

るような番組を制作する際には，SNS 対策部が



47OCTOBER 2021

番組企画段階からコミットし，リスクを可視化す

るチェックリストを作成し，制作準備段階，制作

中，放送，放送後など，フェーズ毎に，具体的

な対応を図り，制作現場をバックアップすること

を検討しています。出演者ケアで最も重視すべき

は，番組制作担当者，放送関係者1人 1人の意

識と地道な行動です。制作者は，出演したコンテ

ンツが放送，配信されることの影響の大きさや怖

さ，ともすれば人生が一変する可能性もあること

を，出演者に十分理解してもらうとともに，出演

時だけの一時的な付き合いだけではなく，より長

期的な影響を考慮し，出演者に寄り添う覚悟で

向き合うことが重要と考えます。

上記のフジの回答からは，SNSの炎上や誹
謗中傷等の問題にどう向き合うのかについて，
現場任せにせず全社的に取り組むという決意
が感じられた。また，SNS対応のみならず，広
く全般的に出演者へのケアを行っていこうとし
ていること，そして，出演者が制作スタッフに
悩みを伝えられない状況も想定し，SNS担当
部署による緊急の相談ルートを設けていること
等，出演者本位に考えていこうという姿勢も感
じられた。フジは，BPOに指摘された，SNS
上での誹謗中傷への対策および出演者へのケ
アの体制の整備に対しては，具体的かつ詳細
な内容を示していると言っていいだろう。また
これらの内容は，フジだけでなく，多くの放送
局やコンテンツを制作するOTT事業者にも参
考になると思われる。

 2-2　出演者との関係性のあり方

筆者は前章で，『テラスハウス』には，制作
側と出演者の関係性に構造的な問題が潜んで

いるのではないかと述べた。これは，SNS上
の誹謗中傷の有無にかかわらず，また，出演
者がケアを必要とする状態に陥るかどうかにか
かわらず指摘すべき問題だと考えている。

そのため筆者はフジへの質問の最後に，響
子氏が，フジには誹謗中傷対策をするだけで
なく，出演者をコマの一つではなく，ひとりの
人間として大切に扱ってほしい，という発言を
していることについて，番組制作を担うプロ
フェッショナルとしてどのように受け止めている
のかを問うた。下記がフジの回答である。

弊社は，日頃より番組の出演者の方 と々はしっ

かりとしたコミュニケーションを心掛けて制作にあ

たっております。しかし，BPO 放送人権委員会

の決定では，「出演者の精神的な健康状態に対す

る配慮に欠けていた」との見解が示され，本件に

おいては，私たちのケアの在り方，健康状態につ

いての認識について，至らぬ点があったとの指摘

を重く受け止めております。今後は，SNS上のひ

ぼう中傷の行為そのものへの対応と同時に，ひ

ぼう中傷のターゲットとなった出演者へのケアを

含めた対策を強化し，十全な体制のもとに番組制

作に臨みたいと考えております。

以上のように，残念ながらフジからは，SNS
対策と出演者のケアに取り組むという答えが繰
り返されるにとどまった。コロナ禍で対面取材
が難しかったという事情もあるが，現段階では
筆者も，ヒアリングが十分でなかったと指摘し
たBPOと同様，踏み込みが足りない取材しか
できておらず，忸怩たる思いを抱いている。

2021年4月14日，フジの番組審議会では，
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BPOの決定文公開についての報告が行われ
た。審議委員からは，「制作過程での出演者
とのコミュニケーションが重要である」等の意
見のほか，「表現の自由との関係においても，
非常に難しい問題である」との意見が出された
という22）。
フジはBPOに提出した取り組み報告の「お

わりに」でこう述べている。「何よりも私たちは
制作者と出演者の関係の在り方について，改め
て自らに問うていかなければならないと考えて
います。リアリティ番組に参加する，将来の夢
やまだ見ぬ世界への憧れと希望を抱き，可能
性に溢れた出演者たちの一人ひとりの想いや状
況に，どう向き合っていくのか。制作者，放送
局としての認識の在り方と覚悟が問われている
のだと思います 23）」。
花さんが亡くなって1年半が過ぎようとして

いるが，フジはまだ，申立人である響子氏に
直接お悔やみを伝えられていないという。1日
も早く，その日が来ることを願ってやまない。
そのためにも，フジは「難しい問題」から目を
そらさず，「制作者と出演者の関係の在り方」
について問い直し続けてほしいと思う。

3. イギリスで進む規制強化

日本では，花さんの死をきっかけにリアリティ
番組の“影”の部分が一気にクローズアップさ
れたが，欧米では以前から多くの問題が起き，
それに対する対応策もとられてきた。そこには
放送局や放送業界による自主的な取り組みだ
けでなく，放送・メディアの独立規制機関によ
る規制も行われている。

イギリスでは2021年4月5日，規制機関であ
るOfcomがリアリティ番組を意識した放送コー

ドの改訂を発効させた 24）。放送コードとは，
Ofcomが放送局に対して，番組・コンテンツ
を制作する際に守るべき項目を示したものであ
る。放送コードに違反しているかどうかを調査
するのもOfcomであり，調査のきっかけは視
聴者から寄せられる苦情が大半であるという。
苦情の数や番組名，調査結果は定期的にウェ
ブサイトに公開される。そして，同じ放送局が
複数回違反する等の重大なケースでは，罰金
を科す，放送免許の期間を短縮する処分を下
し，場合によっては免許を取り上げることもあ
るという25）。

他方，日本においては，放送法のもと，具
体的な規律の内容については，放送局や放送
業界が自主的に基準 26）を設けている。また，
視聴者の苦情に対してはNHKと民放連によ
る第三者機関であるBPOが審理する仕組みを
とっていることは前述のとおりである。このよ
うに，日英では制度が大きく異なる。ただし，
規制の個々の項目や中身については，日本の
放送局や業界の自主的な取り組みにも大いに
参考になる点があると思われる。とりわけ，こ
こまで述べてきた制作側と出演者との関係性
については示唆に富む内容があると思われる。
本章では，最新の放送コードの中身について
詳細に見ていきたい。

 3-1　放送コード改訂の背景

中身に入る前に，なぜイギリスで今回の改訂
が行われたのか，その背景に触れておく。

SNSの浸透で“光と影”が顕在化

イギリスは世界の中でもリアリティ番組先
進国の1つである。2000年にスタートしたリ
アリティ番組の元祖とも言える『ビッグ・ブラ
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ザー 27）』をはじめ，多くの番組が制作されて
きた。イギリス在住のメディアジャーナリスト
としてこの問題を注視してきた小林恭子氏 28）

は，当初から出演者のプライバシー侵害や，
視聴者が出演者の生態をのぞき見すること
の是非が問題となっていたものの，出演者は

「私生活が暴かれるのを承知で出ているのだ
から」と，それほど大きな問題としては認識
されていなかったと振り返る。

しかし，SNSが浸透するにつれ，番組に伴
う“光と影”が極端な形で顕在化してくる。イ
ギリスでその象徴的な存在と言える番組が，
2005年からITVが制作し，世界各国への
フォーマット販売で成功している『ラブ・アイラ
ンド』である。この番組は，孤島で若い男女
が8週間の生活をともにする様子を観察すると
いう，リアリティ番組としてはオーソドックスな
スタイルである。しかし，近年はTwitterや
Instagramの活用に注力し，コミュニティー作
りやEコマースとの連動等を積極的に行ってき
た。その結果，視聴の約6割は16～24歳と
若年層に熱狂的な支持を受けるようになり，そ
れに伴い広告収入も，最新シーズンでは1,200
万ポンド（日本円で約18億円）となる等，放
送局にとっては新たな成功モデルとなってい
る。一方で，SNS上の誹謗中傷に悩まされる
等で，出演者ら計4人が自ら命を絶つという問
題にも直面している。Ofcomへの苦情も，多
いときは1回の番組で延べ2万5,000件近くが
寄せられている 29）。

イギリスではこの番組以外のリアリティ番組
においても，出演者が自ら命を絶ったり，精
神的に悩みを抱えたりする問題が繰り返されて
おり，そのたびにOfcomに苦情が寄せられて
きた。

積極派・ITVの取り組み

こうした中，放送局では自主的なルールを
作って対策に乗り出す動きも出てきた。先の

『ラブ・アイランド』をはじめ，放送局の中で最
も積極的にリアリティ番組を制作しているITV
がその代表例である。ITVは医師やメンタル
ヘルスの専門家等に，『ラブ・アイランド』に出
演する人たちの番組参加のプロセスを検証さ
せた。そして，その結果を踏まえて，2019年5
月に制作者が守るべきルール，「注意義務 30）」
を作成し公表している。

その根幹をなすのは，番組制作者が出演者
の健康と安全に責任を持つということである。
その補則として，番組のリスクの程度に応じて，
何をするべきか，リスクをどう判断するかも詳
細に示されている。　

低いリスクの場合には，制作前の段階では
「出演者から同意（インフォームドコンセント）
を得る」「番組の性質，目的，出演者は何を求
められるかを説明する」「同意を与える能力に
影響を与えるような健康問題などを抱えている
かどうかを査定する」等が，撮影中には「スト
レスやメンタルヘルス問題の兆候があるかどう
かをモニターする」「ITVのコンプライアンスあ
るいはリスクチームからアドバイスを得る」等
が挙げられている。放送後のアフターケアとし
ては，「放送後の制作側の連絡情報を提供す
る」「常にサポートを提供できることを出演者
に明確にする」「SNS上での敵意あるコメント
についてのアドバイスを与える」等である。

高いリスクがあると思われる番組の場合に
は以下の項目が加わる。制作前には「番組出
演による負の面，例えばオンラインでの攻撃，
知人らがメディアにその人についての情報を売
る可能性があることなどを教える」等。撮影中
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は「専門家による心理学上のアドバイスを24時
間提供できるようにする」「出演者の健康を管
理する担当者を置くこと」等。アフターケアとし
ては「フィードバックの時間を持つ」「それまで
の生活に戻るため，あるいはメディア報道へ
の対処などを支援する」「カウンセリングを提
供する」等である。

規制強化に向けた動き

しかし，このルールはあくまでITVという1
つの放送局による自主的なルールであること，
また，こうしたルールを設けたにもかかわらず，
ITVでは出演者が自ら命を絶つ問題を食い止
められていないことから，Ofcomが規制とし
て，出演者を守るためのルールを放送コードに
盛り込むことになった。小林氏によると，この
規制強化の動きは，近年イギリスで起きている
メンタルヘルスに対するイメージアップを図る動
きや，幸福感（ウェルビーイング）についての意
識の高まりといった文化上の変化によって，心
身への危害をもっとオープンにしていこう，そ
して懸念を発信していこうという社会的な動き
とも連動しているという。

 3-2　Ofcom 放送コード改訂の詳細

今回の改訂の主眼は，コードの中のセクショ
ン7にある「出演者のウェルフェア（以下，福祉
と訳す）が守られるようにすること」と，セク
ション2にある「（出演者の福祉が守られるこ
とによって）視聴者が守られるようにすること」
の2点になる。それぞれ見ていく。

出演者に対する責任

〈セクション7「公正性」〉
出演者の福祉を守るために改訂したポイン

トは2点ある。1点目は，放送局が出演者に対
して果たすべきインフォームドコンセント（十分
な説明と理解・合意）の内容の追加，2点目
は，放送局に対する出演者への十分なケアの
提供の義務づけである。

＊インフォームドコンセント

放送局はリアリティ番組だけでなくすべての
一般的な番組において，出演を依頼した人に
対し，適切な段階で説明し，理解・同意を得
る内容が決められている。改訂前からあった6
つのポイントを下記に示す。
「1．番組の性質，目的，なぜその人が出演

を依頼されたのか」「2．いつどこで最初に放
送されるか」「3．（番組に対して）どのような貢
献になるのか」「4．番組内容に大きな変更が
生じたとき，どのような変更になるのか」「5．
契約上の権利や義務について」「6．放送前に
視聴できるのか，その場合，その人が変更を
加えることができるのか」

今回の改訂では，7点目として次の点が追加
された。「7．出演によって生じる，その人の福
祉を左右するかもしれない負の影響について，
放送事業者あるいは制作者がこれを軽減する
ためにどのような手段を講じるつもりなのか」。

＊ケアの提供

7点目の追加に伴い，「出演者へのインフォー
ムドコンセントに加えて，放送事業者は以下の
人々の福祉について，十分なケアを提供するこ
と」という項目が新設された。そして，ケアの
対象者として以下の2つのタイプが示された。

1つ目が「番組に参加する“ぜい弱な人々”」
である。“ぜい弱な人々”とは，「定義はさまざ
まだが，学習障がい者，メンタルヘルスの疾
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患者，遺族，脳障がいを持つあるいは認知症
の人，トラウマを持っている人，病んでいる人
あるいは末期患者，を含む人 」々である。番組
に出演する前から，もともとなんらかの疾患が
あったり，課題を抱えたりしている人を指して
いる。

2つ目が「番組に参加することによって，“危
害を受けるリスクがある人々”」である。「公衆
の目にさらされることに慣れていない」出演者，

「番組が人工的な，あるいは構成された空間の
中で撮影されるもの」「番組が新聞，メディア，
SNSから高い注目を受けるもの」「番組の編集
上の主眼が対立，紛争，感情をかき乱すような
状況を含むもの」「番組が，その人にとってセ
ンシティブな，人生を変えるような，あるいは
私的な領域について議論する，暴露する，あ
るいは関与する必要がある場合のもの」の出演
者が想定されている。

放送事業者は2つのタイプの出演者へのケ
アの適切なレベルを決めるにあたり，「番組
フォーマットに関連する，潜在的リスクを識別
する」「潜在的リスクが存在する場合，それぞ
れの場合のリスクレベルを査定する」「制作過
程において，こうしたリスクをいかに回避する
かを識別する」必要があるとした。Ofcomは
改訂に合わせ，リスク査定のガイダンスも公表
した。

視聴者に対する責任

〈セクション2「危害と侮辱」〉
本セクションの冒頭には，番組を視聴してい

る人が，番組によってなんらかの精神的危害を
与えられたり，侮辱的な内容で傷ついたり気分
を害したりしないようにするため，放送局は一
般市民（視聴者）を守ることが求められる，と

記されている。そのうえで，これまでは下記が
記されていた。「放送事業者は，侮辱を発生さ
せる可能性がある要素については，（番組の）
文脈によって正常化されるようにする。このよう
な要素には，侮辱的言語，暴力，性行為，性
的暴行，屈辱，苦悩，人間の尊厳の踏みにじ
り，差別的言動（例えば，年齢，障がい，ジェ
ンダーの再認識，妊娠，人種，宗教，性，性
的指向，結婚，シビル・パートナーシップを理
由とした差別的言動）が含まれる」。

今回の改訂ではそこに，「出演によって重大
な危害が生じるリスクにさらされていると思わ
れる人々の扱い」が加わった。もともとが“ぜ
い弱”な状態にあったり，テレビに出演するこ
とに慣れていなかったりする出演者，または出
演者自身が傷ついたりするおそれのある番組
については，それを視聴する視聴者の側も傷
つく可能性がある。特にトラウマを抱えていた
り，もともと“ぜい弱”な状況にあったりする
視聴者はなおさらそうである。そのため，放
送局は出演者だけでなく，番組で出演者を見
る視聴者についてもケアすることを意識して番
組制作に努めなくてはならない，そのことが明
確に示されたのである。

 3-3　イギリスの事例から何を学ぶか

ここまで，イギリスの最新の放送コードにつ
いて見てきた。このうち，日本の放送局が参
考にすべき内容として2点論じておきたい。

インフォームドコンセントへの認識

イギリスにおいては，制作側と出演者との関
係性の前提として，インフォームドコンセントが
非常に重要な要素であるということを，今回の
放送コードの改訂を調べて確認することがで
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きた。これは，制作側に対して，演出・撮影・
編集・送出といった制作のプロセスを“聖域”
にさせず，出演者と適切な時期に“対等”なコ
ミュニケーションをさせるようにしたものだと筆
者は理解した。こうした項目があらかじめ提示
されていることで，出演者は“安心感”を持っ
て現場に臨むことができるだろう。この“安心
感”は，何かあったときにケアの体制が用意さ
れているということで得られるものとはまったく
次元の異なるものである。

一方，日本の放送現場では，こうしたイン
フォームドコンセントに対する認識が浸透して
いるとは言い難い。『テラスハウス』の一件で
も，制作側は出演者への説明を尽くそうという
姿勢以上に，制作のプロセスを“聖域”にしよ
うとする姿勢が目についた。また，BPOの決
定文を受けてまとめたフジの取り組み報告 31）

や筆者の質問への回答を見ても，SNS対策や
SNSで誹謗中傷を受けた出演者へのケアにつ
いては能弁だが，出演者に対する一般的なイ
ンフォームドコンセントについての意識は薄い
と感じざるを得なかった。

さらに俯瞰すると，そもそも「日本放送協会
番組基準」や「日本民間放送連盟放送基準」，
またNHKと民放連による「放送倫理基本綱
領 32）」を見ても，放送局の責任については，
視聴者に対する言及は多いが，出演者や被取
材者，番組に参加する視聴者に対する言及は
ほとんど見られない。今後も日本においてこ
の状況は変わらないのか。この点については，
次章で改めて触れたい。

出演者との向き合い方

今回改訂された放送コードの中で，あらか
じめどのような人たちがハイリスクなのか，そ

れが具体的な病名や属性を伴って示されたこ
とについては，抵抗を感じなくもなかった。た
だ，筆者が論考で何度か指摘しているとおり，
リアリティ番組には精神的な疾患を抱えたり，
ある種の“ぜい弱性”を抱えたりした人たちが
出演を希望する場合も少なくない。特に数多く
のリアリティ番組が存在するイギリスでは，当
事者たちに向けた事前の注意喚起という意味
でも，こうした項目が必要だということなのだ
ろう。この点については，リアリティ番組が乱
立状態にあるわけではない日本とは大きく背
景が異なると感じた。

ただ，社会に認められたい，有名になりた
い，多くの人たちから必要とされる存在になり
たいといった承認欲求は，大なり小なり誰しも
が持っているものであり，その人々の欲求を放
送局が利用し，人々もまたその舞台としてテレ
ビ・放送を利用することで成り立つ番組も少な
くないという傾向は，イギリスも日本も同じであ
ろう。さらに，今いる環境が厳しかったり，心
身の状態が悪かったりする人の中には，現状か
ら一刻も早く抜け出したい，そのためにどうす
ればいいのかと考え，メディアに露出して有名
になることがその最短の道，もしくは一発逆転
劇になるのではないかと考える人がいるという
のも，ある程度共通するのではないかと思われ
る。

これまでのリアリティ番組は，放送局は本人
に降りかかるリスクを察知しながらも，そうし
た人たちの欲求を，番組を盛り上げるために
巧みに利用し，ビジネス化してきた側面が少な
からずあったのではないだろうか。そして視聴
者も，出演者があらわにする感情の揺れや起
伏の激しさを，“友だちの友だち”くらいの距
離感で，共感したり反発したり，時にバッシン
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グもしながら楽しんできたのではないだろうか。
今回のOfcomの改訂は，こうした制作側と視
聴者のいびつな共犯関係にくさびを打ち込み，
そのはざまに入り込んで苦しむ出演者を救済し
ようとしているのではないかと感じた。

とはいえ，ハイリスクグループであると特定
し，一くくりにしてこうした人々のメディア露出
のチャンスを奪ってしまうことは問題であろう。
特に若いころは，承認欲求の高さと低い自己評
価とのはざまで揺れる不安定な精神状態に置
かれることのほうがむしろ自然であると言って
もいい。こうした若者たちの発信や自己表現の
場としては，すでにSNSやYouTube，多様な
配信プラットフォームが主な舞台となっているこ
とも少なくないが，一斉同報で多くの視聴者を
持つテレビ番組についても，今のところは，若
者たちにとって有力なメディアの1つであるとい
うことは間違いない。だとしたら，放送局はこ
うした出演者とどう向き合っていくべきか……。
こちらも次章で考えたい。

 3-4　OTT への規制は ?

今回見てきたのはOfcomの放送コードだが，
Ofcomの規制は，放送サービスだけでなくオ
ンデマンドサービスにも及んでいる。対象は放
送局だけでなく，もっぱらネットでコンテンツを
提供しているOTT事業者も含まれる。ここも，
日本におけるBPOとは大きく異なる点である。

ただ，OTT事業者に対する規制は放送局
に比べて極めて緩い。加えて，Ofcomが公開
している対象事業者のリスト33）を見ると，イギ
リスでも加入者数が多く，リアリティ番組も数
多く制作・配信しているNetflixやAmazonの
姿は見当たらない。これは本部がイギリスにな
い事業者は規制・監督の対象外となっている

ためだという34）。ただ，2021年8月31日には，
OTT事業者のコンテンツに対する規制につい
ても，放送と同等かそれに類するような内容に
強化するかどうかについての意見募集が開始さ
れた 35）。継続して注視していきたい。

4. SNS 時代の
プロフェッショナルメディアの責任

ここまで，リアリティ番組の問題とその対策
について，制作者と出演者の関係性を強く意識
しながら考えてきた。しかし，両者の関係性，
もう少し広げて取材者と被取材者の関係性ま
でも含めると，この問題は古くから存在する
テーマであるとも言える。

制作者や取材者は，出演者や被取材者に対
して，どこまで演出や取材の意図を細かく説明
すべきなのか。また，制作のプロセスにおい
て，出演者や被取材者の要望や不満にどこま
で耳を傾けるべきなのか。対立が生じたときに
はどこまでコミュニケーションを深めればいい
のか。番組制作に携わったことがある者なら，
誰しも日々悩み続けているはずだ。

もちろん出演者や被取材者の意図をあえて
汲まず，信頼を裏切る形であっても放送するこ
ともある。そのことに公共性や公益性があると
判断される場合であり，権力の監視や隠ぺい
を暴く局面等が該当するだろう。逆に，もし仮
に出演者や被取材者のプライバシーを放送局
が守りきれなかった場合に，相手や関係者に
具体的な損害が及ぶ可能性があるという局面
では，放送前になんらかの配慮を行うことも考
えられるだろう。

いずれにせよこれらは限られた局面での判
断である。通常の現場では，放送法第3条の，
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「何人からも干渉され，又は規律されることが
ない」という番組編集の自主・自律を前提とし
つつ，出演者や取材者との間で，信頼関係と
緊張関係のバランスをとりながら制作が進めら
れている。そしてそれが，制作者個人の経験
で積み上げられ，組織内で共有・継承されて
いるのが日本の放送業界の特徴である。その
ため，前章で触れたようなインフォームドコン
セントの明文化という議論は，日本の現場では
なじみにくい。

一方で，SNSが普及し，一般の人たちも日
常的に発信する時代を迎える中，制作者と出
演者，取材者と被取材者という垣根が低くなっ
てきていることも事実である。最近はニュース
やドキュメンタリーの分野であっても，制作者
と視聴者の両者が相談したり共闘したりしなが
ら，立場を越えて番組やコンテンツを作り上げ
る手法も増えてきている。そんな中，SNS時代
にさらに発展を続ける『テラスハウス』をはじ
めとしたリアリティ番組は，若い一般の出演者
と制作者が一蓮托生の状態の中で関係を構築
し，台本なきドラマを紡いでいく，その難しさ
を魅力に昇華させていく力量が問われる現場
であると筆者は捉えていた。花さんの死という
痛ましい状況を生んでしまったのは事実だが，
その一方で，現場でもさまざまな新たな模索が
あったのではないだろうか。

筆者は今後，日本においても，放送局はイ
ンフォームドコンセントについての議論を行うべ
きだと考えている。これまでは個々の現場の頑
張りで信頼を積み上げてきたが，同時に不信
や不満も生じさせてきた。プロフェッショナル
メディアとして社会から信頼される存在であり
続けるためにも，出演者や取材者への姿勢を
自律的に社会に明示していくことも必要では

ないだろうか。
そのうえで，なんらかの不安定さを抱えなが

らも前を向いて生きていこうとする人たちの発
信や自己表現，そしてそれを通じた成長や挫
折，そこからの立ち直りを，ネット上の誹謗中
傷等への適切なサポートや精神面でのケアを
提供しながら支援していくという役割を，放送
局が果たしていくことはできないだろうか。そ
れが，単に発信の舞台を提供するだけのネット
上のプラットフォーム事業者ではない，またプ
ロのタレントを養成するプロダクションではな
い，放送局ならではの取り組みではないかと思
う。そしてその現場は，ケアが必要な人たち
を排除するのではなく，包摂していくような場
であってほしい。
『テラスハウス』を制作してきたフジに対して

は，「これからも制作を続けてゆくことが木村
花さんへの供養になると思う36）」という番組審
議会委員の発言もあった。また，今回の審理
に参加したBPOの委員からは，「当番組には，
一面，SNS時代の放送の希望もあった。優れ
ていたところも含めて検証し，今後の番組に
チャレンジしてほしい 37）」との発言もあった。
筆者もまた，プロフェッショナルメディアとして
のフジの今後に期待している。

おわりに

花さんのように，SNS上の心ない言葉に傷
つく人は後を絶たない。本稿では番組や放送
局との関わりの中で，どこまで対策が進んでき
たのかを見てきたが，社会におけるSNSの誹
謗中傷対策の動向について最後に触れておき
たい。

対策の大きな動きの1つが，2021年4月28日
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に公布された「改正プロバイダ責任制限法 38）」
である。誹謗中傷を受けた被害者がその内容
を投稿した人物に対して損害賠償請求などの
訴えを起こす場合，まずは人物を特定するとこ
ろから始めなければならない。これまでの制
度では，被害者は情報開示の手続きをSNS運
営会社と投稿者が利用する接続業者のそれぞ
れに対して行わなければならず，人物特定には
半年から1年近くかかることもしばしばだった。
今回の改正によって，被害者は裁判所に申し
立て，裁判所が投稿者の情報を開示させるか
どうかを判断し，SNSの運営会社や接続業者
に命令を出すという新たな手続きが設けられ
た。被害者の負担をできるだけ軽くし，被害
に迅速に対応できるようにするのがねらいで
ある。

こうした動きを後押ししたのが，花さんの母
である響子氏の訴えや行動 39）である。響子氏
は2021年9月3日，誹謗中傷の被害者と加害
者を減らすことを目標に啓蒙活動を行っていく

「Remember HANA40）」というNPOを設立し
た。9月3日は花さんの誕生日にあたる。

メディア研究に携わる筆者の役割は，メディ
アの問題として「花さんを忘れない」ことであ
る。引き続き取り組みを進めていきたい。

 （むらかみ けいこ）

注：
 1） フジテレビ公式動画配信サービス

https://fod.fujitv.co.jp/s/
 2） 2012年にフジテレビ系の地上波で放送開始。

2015年からはNetflixで配信が開始し，地上波に
先行して配信が行われるようになった

 3） 村上圭子「『テラスハウス』ショック①～リア
リティーショーの現在地～」『放送研究と調査』
2020年10月号

https://www.nhk.or.jp/bunken/research/
domestic/20201001_6.html

 4） 海外においては，「リアリティーショー」と称され
ることが多いため，1回目の原稿では呼称を統
一した。ただ，BPOの決定文やフジのプレスリ
リース等で「リアリティ番組」という呼称が使わ
れていることから，本稿では「リアリティ番組」
と統一する

 5） 注3）P15参照 
 6） フジテレビ「「TERRACE HOUSE TOKYO 2019-

2020」検証報告」（2020年7月31日）
https://www.fujitv.co.jp/company/news/
200731_2.pdf

 7） BPO放送人権委員会決定 第76号「リアリティ
番組出演者遺族からの申立て」に関する委員会
決定（2020年3月30日）
https ://www.bpo.gr.jp/?p=10741&meta_
key=2020

 8） フジテレビ「放送人権委員会決定第76号に対す
る対応と取り組みについて」（2021年6月25日）
ht t p s : //www. b p o . g r . j p /wo r d p r e s s /
wp - c ont ent /t heme s /c o dex /pd f / brc /
determination/2020/76/taiou/76_taiou_cx.pdf

 9） BPO放送人権委員会 議事概要第285回「「リア
リティ番組出演者遺族からの申立て」審理開始…
など」（2020年10月20日）

 10） 注6）参照
 11） 「テラスハウス問題の検証結果 木村花さん母「不

信感しかない」」『NHK NEWS WEB』（2020年7
月31日）

 12） 本章の内容は，文研ブログ「＃313「『テラスハ
ウス』ショック」 BPO「見解」公表を機に考える」

（2021年4月8日）を再構成したものである
https://www.nhk.or.jp/bunken-blog/2021/04/08/
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