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はじめに 

2018 年 12 月 8 日、NGT 山口真帆暴行強姦未遂事件が起こった。この事件やそれに付随

する問題についは、さまざまな分野の専門家、評論家や、ウェッブページ、ブログ、５ち

ゃんやツィッターに投稿する匿名仮名実名の人たちによって論じられてきたが、明らかに

なった諸事実やかなり確からしい諸推定をもとに、事件の発生やその後の展開を、運営会
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社経営陣、厄介ファンや NGT メンバーたちといった諸主体の行動を導いた動機にまで遡

って解明する作業はなされてこなかった。 
株式会社 AKS 第三者委員会による調査報告書 1（以下、『第三者報告』と略称する）は

委員である弁護士３名によってまとめられたが、それについての記者会見を委員ではなく

調査対象となった AKS の社員が行っていることだけからしても、中立的な第三者によっ

て事件の背景や原因の究明が十分に行われたものとは言い難く、ファンとメンバーとの繋

がり一般や新潟の地域的特性の問題を事件の原因として挙げて有効性を欠いた提言を行っ

ていると、多くの人々が批判した。 

事件を巡る諸主体に 動機付け
インセンティブ

を与えた大きな要因としては、2017 年以降のリクアワ

（楽曲版総選挙）や選抜総選挙における不自然で作為的な順位や票数から、NGT に有利

な投票結果をもたらすシステマティックな不正が存在すると断定でき、誰がどのような意

図をもっていかなるやり方で不正を行ったかについて断片的で対立する複数の説明が提起

されてきたが、それらについて『第三者報告』は全く検討を加ないままスルーした。 
その点に関する私の検討結果を手短に予示すれば、以下のようになる。大量の票が

NGT の話題作りのために楽曲やメンバーに分配されており、AKS はイベントを管理する

立場を不正に利用して NGT の躍進を捏ち上げた。2017 年初、リクアワ結果発表の際に山

口を襲った実行犯笠井宏明が NGT の楽曲に無限投票ができたとツイートして騒ぎになっ

た。2017 年５月末の選抜総選挙速報後も NGT メンバーへの無限投票疑惑が広まり、笠井

の属する厄介ファン集団（軍団と略称する）のいなぷぅがさかんに荻野由佳が不正で 1 位

になったなどとツイートした。軍団が持ち出した無限投票疑惑は AKS による不正投票の

実態を覆い隠したのであり、軍団と AKS の間には共犯関係があるのではないかと疑われ

る。 
軍団が不正票の一部を行使できたかどうかにかかわらず、軍団は不正票を行使する主体

になりすまして大量投票を餌に NGT メンバーに接近するようになり、彼らとの繋がりを

容易に受け入れたメンバーがいることや、荻野由佳と山口真帆は軍団との繋がりを拒否し

たため襲われたということも、総選挙における NGT メンバーの票の変動や、軍団とメン

バーの関係の変化から推測することができる。 
このような不正投票システムの解明に基づいて、山口真帆事件とその後の展開について

検討する。 
 
（１）背景 

【ⅰ】グループ運営会社とプロダクション 

 新潟に本拠を置くアイドルグループ NGT48 の運営会社である株式会社 AKS は、東京秋

葉原の AKB48 と博多の HKT48 を現在も運営しており 2、その会社組織としての沿革をふ

                                                 
1 株式会社 AKS 第三者委員会［2019］『NGT48 第三者委員会調査報告書 平成 31 年３月 18 日』

https://ngt48.jp/news/detail/100003226、2019 年３月 22 日閲覧。 
2 以下、AKB は AKB48 の略称と、それ以外の 48 のつく姉妹グループとを併せた総称として使用し

（文脈からどちらか判別しづらい場合は、前者を AKB 本体と呼ぶ）、NGT、HKT などは個々のグル
ープの略称として使用する。 

https://ngt48.jp/news/detail/100003226
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まえなければ、山口真帆襲撃事件に関する同社の対応にネットを中心とする多くの一般

人、スポンサー企業・自治体が批判したにもかかわらず、なかなか改善されず、山口や山

口を支えて来た NGT メンバーの菅原りこと長谷川玲奈が追い出されるように卒業するこ

とになったのはなぜかを理解することはできない。 
 2005 年 12 月 8 日に誕生した AKB48 劇場は、そこに所属する AKB メンバーのマネジメ

ントを当初はオフィスフォーティエイトに委託していたが、2007 年７月３日に卒業生も

含む主要メンバーのプロダクションへの移籍を発表した 3。ホリプロ（板野友美・大島麻

衣・河西智美）、プロダクション尾木（小嶋陽菜・高橋みなみ・峯岸みなみ）、太田プロ

（大島優子・小野恵令奈・前田敦子）、パーフィットプロダクション（増山加弥乃）、

office48（秋元才加、中西里菜、宮澤佐江、梅田彩佳、奥真奈美、小林香菜、佐藤夏希、

野呂佳代、増田有華、卒業生・今井優）、プラチナムプロダクション（渡邊志穂）、AZ-
ENTERTAINMENT（卒業生・星野みちる）で、交渉中のメンバーもいるとし、「各プロ

ダクションに所属したメンバーは、今まで通り劇場公演に出演いたしますので、いっそう

の応援をお願いいたします。」とされている。そして、2008 年６月 28 日のチームＢ公演

で、多田愛佳・菊地彩香・仲川遥香・平嶋夏海・渡辺麻友の５名のプロダクション尾木へ

の移籍が発表された 4。 
AKS は AKB の運営管理のために 2006 年 1 月 20 日に設立され、「AKB48 は事務所無

所属の少女を採用し、暫定的に AKS という AKB48 の事務所に所属。日々、公演などの活

動を行い、やがて大手芸能プロダクションから声がかかり、所属する事務所が決まるとい

うスタイルをとっている。平凡な少女が、夢を追いながら AKB48 として活動し、事務所

が決まり、スターになっていくというプロセスを歩む……という芸能界の最も“夢”のある

部分を見せるのが結成当初からのコンセプトだという。5」と説明されているように、ま

だ大手芸能プロダクションに所属していない、どこにでもいそうな少女が AKB メンバー

として暫定的に AKS に所属するのが、当初のあり方だった。そのなかで人気の出たメン

バーに大手プロダクションから声がかかって、歌手や女優などとして独り立ちしてゆくプ

ロセスを、かつての『スター誕生！』のような所属事務所やレーベルを決めるオーディシ

ョン番組ではなく、250 人程度しか収容できない小規模劇場でみせるようなアイドル育成

シミュレーション・ゲームのリアル版が本来の AKB であり、その管理会社が AKS だっ

た。 
 AKB 劇場で人気が出たメンバーは大手プロダクションに所属し、アイドルとしてデビ

ューするとともに AKB から卒業し、欠員を補充するオーディションを行うというのが当

初の構想だった 6ので、2007 年７月３日に多数のメンバーのプロダクションへの移籍が発

                                                 
3 「メンバー移籍に関するお知らせ」『ＡＫＢ48 Official Blog〜1830m から〜』

https://ameblo.jp/akihabara48/entry-10038637344.html、2007-07-03 18:21:32。 
4 「チーム B 公演にて！！」https://ameblo.jp/akihabara48/entry-10110782780.html、2008-06-28 15:53:58。 
5 「AKB48・柏木由紀が異例の“女子高生お天気お姉さん”に」『ORICON NEWS』2009-03-26 08:00、

https://www.oricon.co.jp/news/64549/full/。 
6 最初のオーディション直後に「只今、オープニングメンバーの募集は締め切っております。／が、引

き続き追加メンバーの募集は行なっております。／４８劇場は常に新しいスターを発掘する為の募
集を行なって参ります。／４８メンバーを本気でメジャーデビューさせていく事が目的ですから、
最大４８名の定員があるだけで、／デビューに伴う欠員などが当然出てくる事が予想されます」

https://ameblo.jp/akihabara48/entry-10038637344.html
https://ameblo.jp/akihabara48/entry-10110782780.html
https://www.oricon.co.jp/news/64549/full/
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表された際に、移籍したメンバーは卒業して劇場公演には出場しなくなるのかという質問

があり、「移籍に伴い『劇場公演は？』／という質問もいただきますが、劇場公演につき

ましては／現状どおり引き続き行って参ります。／もともとのコンセプトが劇場公演での

経験を積み重ね、いろいろな／メディアに AKB４８のメンバー達が露出をしていくこと

が目的ですので／他の仕事が入った時には劇場に来ることが出来ない日もあるかも／しれ

ませんが、AKB48 を卒業するということではありませんので／ご安心ください。7」とさ

れた。AKB がシングル CD を出してしだいに人気が高まってゆくとともに、AKB そのも

のがアイドルグループとして脚光を浴びるようになり、2007 年７月に多数のメンバーが

プロダクションに移籍しても AKB を卒業せず、そのメンバーとして劇場公演でも重要な

位置を占め続けたことで、劇場管理会社でメンバーが最初に所属する AKS と一般の芸能

プロダクションとの境界が曖昧になった。 
 このような経緯で、AKS はグループやその本拠地である劇場の運営と、他のプロダク

ションに所属していない個々のメンバーのマネージメントとを共に担うことになり、グル

ープの利害と個々のメンバーの利害とが相反する場合には、個々のメンバーの利益が他の

プロダクションに移籍したメンバーほど守られないという問題を抱え込むことになったの

ではないかと思われる。山口真帆は AKS 所属だったので、このことは暴行事件後の AKS
の対応を考察する上でも重要な論点となるだろう。また、NGT を卒業して研音、クロコ

ダイル、エイベックス・マネージメントに移籍した山口真帆、長谷川玲奈、菅原りこ 8

は、卒業してプロダクション入りするという AKB 48 本来の構想にいわば先祖返りしたと

みることもできる。 
 2010 年 3 月 24 日、25 日に横浜アリーナで行われた AKB48 のコンサート『AKB48 満
席祭り 希望 賛否両論』で、AKB48 の各チーム所属メンバー全員の所属事務所が決まっ

たことが発表されており 9、AKB 人気の高まりに乗じて、メンバーが暫定的に所属する

AKS からプロダクションへとできる限り移籍させるという方針がこのころには確立して

いたと思われる。 
 コンサート『業務連絡。頼むぞ、片山部長! in さいたまスーパーアリーナ』最終日であ

る 2012 年 3 月 25 日、AKB の横山由依、SKE の松井玲奈ら 15 名に大手プロダクションか

らオファーがあり、移籍交渉をすることが発表された 10。「横山は Not yet〔AKB メンバ

ーからなるユニット 11〕の大島〔優子〕や指原莉乃、北原里英から『ようこそ～』と歓迎

                                                 
（「逆襲！」https://ameblo.jp/akihabara48/entry-10005040702.html、2005-10-11 16:51:39） 

7 「お知らせ」https://ameblo.jp/akihabara48/entry-10031857065.html、2007-04-26 16:17:43。 
8 「山口真帆所属のお知らせ」『KEN ON News & Topics』2019.05.25、https://www.ken-

on.co.jp/headline/20190525_4743/、「長谷川玲奈 所属のお知らせ」https://www.crocodile-
ltd.com/news/post-992、2019/6/10、「元ＮＧＴ菅原りこ『一皮むけます』エイベックス入り」『日刊ス
ポーツ』https://www.nikkansports.com/entertainment/news/201907090000715.html、2019 年 7 月 10 日 4
時 0 分。 

9 「AKB48 コンサート『満席祭り 希望 賛否両論』公開リハーサルとセットリスト(2)」『スクランブ
ルエッグ』Last Updated: 2010/03/30、 

 http://www.scramble-egg.com/artist/akb48/117sanpi03.htm。 
10 「AKB 横山＆SKE 松井玲奈ら 15 人が所属事務所移籍へ」『オリコン転職 キャリアニュース』

https://career.oricon.co.jp/news/2009099/full/、2012 年 03 月 26 日 12 時 29 分。 
11 〔 〕内は引用者注記、以下同様。 

https://ameblo.jp/akihabara48/entry-10005040702.html
https://ameblo.jp/akihabara48/entry-10031857065.html
https://www.ken-on.co.jp/headline/20190525_4743/
https://www.ken-on.co.jp/headline/20190525_4743/
https://www.crocodile-ltd.com/news/post-992
https://www.crocodile-ltd.com/news/post-992
https://www.nikkansports.com/entertainment/news/201907090000715.html
http://www.scramble-egg.com/artist/akb48/117sanpi03.htm
https://career.oricon.co.jp/news/2009099/full/
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され、市川美織はプロダクション尾木所属の高橋みなみらから祝福されていた。」（同）

というように、大手プロダクションに移籍することは AKB のメンバーにとって夢をかな

えるための第一歩となる大きな目標であり、それによって卒業後も芸能活動を継続する資

格が得られると認識されていたようである。人気メンバーが大手プロダクションに次々と

移籍すると同時に卒業すればグループ自体の人気を維持できないため、卒業は先延ばしに

されがちになったが、いつでも安心して卒業できるよう、一人前の芸能人へのパスポート

を手にするという意味合いが、大手プロダクション移籍にはあったと思われる。 
 しかし、それ以降、AKS から大手プロダクションへの現役メンバーの移籍はしばらく

滞り 12、2017 年になってようやく、４月に須田亜香里(SKE)が TWIN PLANET、小島真子

（AKB）がサンミュージックに移籍した。同年の第 9 回選抜総選挙で第５位に躍進した荻

野由佳（NGT）はその翌月にホリプロからオファーされて９月に移籍し 13、９月に加藤玲

奈(AKB)と向井地美音(AKB)が髙橋みなみや小嶋陽菜らのいるプロダクション尾木の関連

会社 Mama & Son に移籍し 14、11 月には中井りか（NGT）の太田プロ移籍が発表された
15。しかし、2018 年の第 10 回選抜総選挙で 7 位以内のいわゆる神セブンに選ばれたメン

バーのうち、第３位の宮脇咲良（HKT）、第５位の岡田奈々(STU キャプテン、AKB 兼

任)、第７位の武藤十夢（AKB）は AKS 所属のまま今日に至っており、人気メンバーの

AKS からプロダクションへの移籍が抑制される傾向は変わっていないようである。 
 

【ⅱ】AKS の変遷と NGT 創立 

 2012 年夏以降 AKS 所属メンバーのプロダクションへの移籍が滞ったのはなぜだろう

か？ その間における運営会社の変遷は、AKB 48 の姉妹グループが次々とできるのに伴

ってかなり複雑であるが、それをたどってゆくと、手がかりがえられるかもしれない。 
 AKS は、AKB の主たる創設者である秋元康、窪田康志、芝孝太郎の３人の頭文字をと

って名付けられ、窪田が代表取締役社長に就任したが、窪田は『週刊文春』2010 年２月

18 日号に掲載された AKB48 メンバーとの関係の記事を巡って名誉毀損の損害賠償と謝罪

記事掲載を求めて東京地裁に訴え、2013 年９月３日に 165 万円の支払を命じる判決が出

た 16。2010 年から 2013 年にかけて、窪田は有力メンバーとのスキャンダル報道にまきこ

まれて苦しみ、それと並行して AKS への影響力を強めていったのが京楽産業であった。 

                                                 
12 https://ja.wikipedia.org/wiki/AKB48、2019 年７月 23 日閲覧。 
13 「ＮＧＴ荻野由佳ホリプロと契約『苦手な演技も挑戦』」『日刊スポーツ』2017 年 7 月 11 日 23 時

29 分、https://www.nikkansports.com/entertainment/akb48/news/1853930.html。 
14 http://tp-co.jp/topics/ske４８須田亜香里、当社に所属となりました/、2017.03.31、「AKB48 小嶋真子

『サンミュージック』移籍で決意新た 総選挙上位宣言も」『ORICON NEWS』
https://www.oricon.co.jp/news/2088749/full/、2017-04-06 14:14、「ＡＫＢ加藤玲奈と向井地美音が小嶋
陽菜らの後輩に」『日刊スポーツ』、
https://www.nikkansports.com/entertainment/akb48/news/1883434.html、2017 年 9 月 5 日 23 時 1 分。 

15 「【独占撮影画像あり】NGT48 中井りか、太田プロダクションへの所属が決定 ！ショールームでサ
プライズ発表『みなさんがいてくれたからこその大きなチャンス。これをしっかり受け止めた
い。』」『ショールームプレスリリース』2017 年 11 月 17 日 23 時 36 分、
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000026205.html。 

16 「文春、AKB の記事で名誉毀損 １６５万円賠償命令」『共同ニュース』
https://web.archive.org/web/20131230234748/http://www.47news.jp/CN/201309/CN2013090301001937.html
、2013/09/03 17:40 。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/AKB48
https://www.nikkansports.com/entertainment/akb48/news/1853930.html
https://www.oricon.co.jp/news/2088749/full/
https://www.nikkansports.com/entertainment/akb48/news/1883434.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000026205.html
https://web.archive.org/web/20131230234748/http:/www.47news.jp/CN/201309/CN2013090301001937.html
https://web.archive.org/web/20131230234748/http:/www.47news.jp/CN/201309/CN2013090301001937.html
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 AKB48 の姉妹グループとしてまず、名古屋に SKE48 ができて 2008 年 10 月５日から劇

場公演がはじまったが、劇場が置かれたサンシャイン栄を運営する京楽栄開発の子会社ピ

タゴラス・プロモーションが SKE48 メンバーの所属事務所になった。 
 ３番目の姉妹グループとして、大阪難波に NMB48 ができて 2011 年１月１日に初公演

が行われた。劇場はなんばグランド花月向かいの base よしもと（現よしもと漫才劇場）

を改装して作られ、運営はメンバーのマネジメントを含めて、2009 年２月に設立された

京楽産業８0％、吉本興業２0％の合弁会社 KYORAKU 吉本．ホールディングスが行い、

CD はよしもとアール・アンド・シー（現・よしもとミュージック）から出すというよう

に、京楽産業と並んで吉本興業の影響力が強く、SKE を牛耳り、AKS への影響力を強め

た京楽は、大阪では吉本との協調路線を採っていたと思われる。 
 2011 年 10 月 31 日には「今後 SKE48 も AKB48 と運営管理会社を同じくすることに

よって、知名度と認知度のさらなる飛躍を目指すことになりました。／具体的には 2011 
年 11 月 1 日をもちまして、SKE48 全メンバーの所属事務所および株式会社 ピタゴラ

ス・プロモーションにて SKE48 事業に従事してきたスタッフは、全員、株式会社 AKS に

所属、 転籍となります。17」と発表された。それと同時に、AKS は京楽の出資を受入

れ、榎本善紀京楽産業代表取締役社長、細井孝宏同取締役の２名が AKS の取締役となっ

ている。 
  なお、2011 年 11 月 26 日に博多の HKT48 が４番目の姉妹グループとして劇場公演をは

じめたが、運営会社は AKS であり、合格したメンバーは AKS に所属した。 
 このようにして、京楽産業は姉妹グループ SKE48 を資金に関して独力で、NMB48 を吉

本興業とともに創立するだけにとどまらず、本店である AKB48 を運営する AKS への影響

力を、窪田の名誉毀損訴訟に乗じて増していったと思われる。2012 年 12 月１日には京楽

産業より吉成夏子が AKS 取締役に就任しており、窪田としても敗訴して社長を退任する

ことになるようなリスクに備えて京楽の出資や度重なる取締役派遣を認めざるをえなかっ

たと思われる。吉成は京楽産業出身とされている 18が、実は「ゲーム・ソフト大手サクセ

ス社のオーナーで投資家としても有力な」吉成隆杜の長女である 19。 
窪田は約１億１千万円の損害賠償を求めたが、判決ではわずかに 165 万円の支払を命じ

られた文芸春秋は「承服できない。控訴する」とコメントを出す（注 16 と同じ）という

ように尾を引き、2014 年１月 29 日には吉成が代表取締役（窪田と２人）に就任、榎本と

細井は取締役を退任、同年６月末には窪田が代表取締役を退任し、京楽産業が窪田から株

式を買い取り、吉成が代表取締役社長に就任した。このように、窪田の訴訟と並行して

AKS は京楽産業のものとなり、派遣取締役のひとりだった吉成が AKS のトップとなっ

た。 
第１回〜第５回選抜総選挙で常に１位か２位だった、実力人気ともにトップで 24 歳と

年長でもある大島優子が 2013 年末の紅白で卒業を発表して 2014 年 6 月 9 日に卒業し、大

                                                 
17 http://www.pyp.co.jp/info111101.pdf、 2011 年 10 月 31 日。 
18 竹内一晴［2019］「あの SKE48 に買収価格『30 億円』の価値はあるか 買った KeyHolder 社は乃木

坂人脈も使う凄腕」『東洋経済オンライン』2019/04/06 5:00、https://toyokeizai.net/articles/-/274561。 
19 吉川圭一［2019］「AKB による世界支配戦略」『Viewpoint』2019/5/01、

https://vpoint.jp/column/135746.html。 

http://www.pyp.co.jp/info111101.pdf
https://toyokeizai.net/articles/-/274561
https://vpoint.jp/column/135746.html
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島らメンバーの運営への影響力が低下したことも、AKS トップの交替を容易にし、経営

陣のメンバーに対する権力もその結果強まったと思われる。 
 AKS 所属メンバ−のプロダクションへの移籍は窪田のスキャンダル訴訟のさなかでも行

われているので、それが滞ったのはスキャンダル訴訟とは別の理由によると思われる。停

滞は 2012 年夏以降であるが、従来から大規模な移籍は春のコンサートで発表されていた

が 2013 年春のコンサートでそれが途絶えたのであり、多数のプロダクションが一斉に移

籍を嫌ったとは考えにくいので、送り出す側の AKS の方針に大きな変化が生じたのでは

ないかと思われる。そういう視点に立つと、目立つ出来事としては吉成が 2012 年１月に

取締役に就任し、2014 年 6 月末に代表取締役社長となっていることである。吉成は、人

気が出て来たメンバーの転籍を抑えることで AKS の利益を増やし、それを通じて発言権

を増してついに窪田を追い出して代表取締役社長にまで登り詰めたという筋書きを背後に

想定できるのではなかろうか？ 
 そうだとすれば、長い目でメンバーを育て、グループを離脱しても芸能界でやってゆけ

るようになってから卒業させるという、アイドル育成シミュレーションゲームのリアル版

として始まった AKB 本来の目的に変えて、人気メンバーの稼いだ利益をできるだけ AKS
が確保するという短期的な目的が、吉成の実権獲得とともに、しだいに幅を利かせるよう

になっていったことになるだろう。 
2013 年春は、メンバーのプロダクションへの移籍が発表されないだけでなく、第５回

選抜総選挙において劇場版 CD に個別握手券と投票券とがつくようになることも発表さ

れ、投票券を転売して個別握手券を大量に確保することでまとめ出しできるなど、その弊

害が発表直後から多くのファンによって指摘されてきたが、反映されることはなく、2014
年の第６回選抜総選挙後の握手会でひどいまとめ出しにあったと話題になった若手人気メ

ンバー村山彩希は翌年から総選挙に出場しなくなった 20。 
握手券まとめ出し問題は『第三者報告』もとりあげるようになるが、2013 年春にこの

問題がクローズアップされはじめたのである。吉成の AKS 内での立身出世とともに、メ

ンバーのプロダクションへの移籍が抑えられ、個別握手券つき劇場版 CD に投票券もつけ

られるようになって常軌を逸した握手券まとめ出しを誘発するようなったのであり、メン

バーの将来やメンバーとファンとの健全な関係を犠牲に目先の利益を追求するような体質

が徐々に強まるとともに吉成体制が形成されていったように思われる。 
第 1 回から第 4 回までの選抜総選挙では前田敦子と大島優子が交互に 1 位となってきた

が、2013 年の第 5 回選抜総選挙では中高年男性ファンや中国人ファンの資金力によって

指原莉乃が 1 位になり、同年末の紅白で大島優子は卒業を発表して 2014 年 16 月に卒業し

た。渡辺麻友は 2012 年の第 4 回総選挙では髙須クリニックの高須幹弥が投じた大量票で

柏木由紀を抜いて２位になり、2014 年の第 6 回総選挙では中国人組織票によって指原を

抜いて 1 位になった。前田や大島という初期のトップが卒業して特定のファンやファン組

織の資金力を武器に総選挙を戦う指原や渡辺が台頭してきた（注 20 と同じ、（２）〜

                                                 
20 平山朝治［2019］「ＡＫＢレインボー経済」『筑波大学経済学論集』第 71 号、

http://doi.org/10.15068/00154855、 83-9 頁、 

http://doi.org/10.15068/00154855
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（３））ことと、窪田から吉成へという AKS トップの交代とは、AKB の金権体質を相互

に促進しあうという補完関係にあった。 
大島が卒業した直後の 2014 年６月末に AKS の創業者窪田が退任して吉成が代表取締役

社長となり、株式も窪田から京楽産業に買い取られ 21て以降の AKB とその姉妹グループ

を巡る新たな動きとしてまず着目されるのが、国内では５番目の姉妹グループとして

NGT48 が結成されたことが挙げられる。HKT48 結成後、2012 年 5 月 17 日にインドネシ

ア・ジャカルタで JKT48 初公演が行われ、2013 年 1 月 12 日に中国・上海で SNH48 初公

演が行われたように、太宰府以来のアジアへの門戸であった博多に続いて人口の多いアジ

アの主要都市への進出が AKS の主たる方向性であったが、国内では 5 番目の 48 グループ

SPR48 を札幌に設立すると 2014 年 9 月 5 日に秋元康がトークアプリ 755 で明かした 22。

しかし、2015 年１月 25 日に東京ドームシティーホールで行われた『AKB48 リクエストア

ワー セットリストベスト 1035 2015』最終公演で、国内 5 つめの姉妹劇場・グループ

NGT48 が新潟に誕生し、SKE 支配人の今村悦朗が NGT 支配人に就任することが発表され

た 23。 
秋元は 755 で「なぜ、新潟になったのかは知りません」「クリエイティブなことだけを

任されています 24」と述べ、泉田裕彦新潟県知事との対談では「実は僕も、直前まで知り

ませんでした。10 月に劇場オープンの予定で、NGT48 をやることに決まったのが 1 月。

スタッフが“間に合いますかね”と聞いてきて、『エッ、新潟？』と僕も驚いたほど。世間

の噂通り、僕もずっと札幌か沖縄だと思っていましたから。25」と語った。新潟 NGT 設

立は 2014 年 9 月に 755 で札幌 SPR だと公表した秋元に相談することもなく密かに立案・

決定され、それを通して 2014 年 6 月末に窪田に代わって代表取締役社長となった吉成の

AKS 独裁体制が成立し、そのモニュメントが NGT であった。 
2015 年 3 月 26 日には AKB チーム K 副キャプテンの北原理英が NGT にキャプテンとし

て移籍し、柏木由紀が AKB チームＢと NGT を兼任することが発表された 26。新グループ

初期メンバーがオーディションで決まる前に既存グループからの移籍が決定される前例

は、AKB 研究生中西優の SKE 移籍、AKB チームＫの宮澤佐江と同チームＢの鈴木まりあ

の SNH 移籍とがあったが、前者は研究生から正規メンバーへの昇格であり、後者は 1 期

生オーディションの第 1 次審査終了後に移籍が発表され、就労ビザがとれないため 2013

                                                 
21 その後、AKS の全株式は 1000 万円というただ同然の価格で吉成が譲り受けている。株式会社

KeyHolder［2018］『株式会社 AKS より SKE48 事業の承継に向けた基本合意書の締結ならびに新規
事業開始の検討に関するお知らせ』2018 年 11 月 13 日、
http://www.keyholder.co.jp/dl/20181113_ske48.pdf?s.5bea4fe00e614104n23k。 

22 「ＳＰＲ48 が来春札幌に誕生 秋元氏明言」『日刊スポーツ』2014 年 9 月 6 日 7 時 25 分 紙面か
ら、https://www.nikkansports.com/entertainment/akb48/news/p-et-tp0-20140906-1362374.html。 

23 「新潟に NGT48 誕生 10・1 新劇場オープン」『ORICON NEWS』2015-01-25 19:50、
https://www.oricon.co.jp/news/2047717/full/。 

24 「秋元Ｐなぜ新潟かは『知らない』」『デイリー』2015.01.27、
https://www.daily.co.jp/newsflash/gossip/2015/01/27/0007692881.shtml。 

25 泉田裕彦・秋元康「地方創生もエンタメだ」『GQ』2015 年 4 月 28 日。 
26 「AKB 春の衝撃人事一覧――川栄卒業、北原 NGT 移籍、生駒留学解除」『ORICON NEWS』2015-

03-26 21:51、https://www.oricon.co.jp/news/2050670/full/。 

http://www.keyholder.co.jp/dl/20181113_ske48.pdf?s.5bea4fe00e614104n23k
https://www.nikkansports.com/entertainment/akb48/news/p-et-tp0-20140906-1362374.html
https://www.oricon.co.jp/news/2047717/full/
https://www.daily.co.jp/newsflash/gossip/2015/01/27/0007692881.shtml
https://www.oricon.co.jp/news/2050670/full/
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年１月 13 日のお披露目公演では観客席におり、10 月 11 日になってようやく劇場初出演
27というように、新グループ立ち上げにあまり貢献していなかった。 

NGT 新キャプテン北原の選抜総選挙の順位は、2009 年（第１回）13 位、2010 年 16
位、2011 年 13 位、2012 年 13 位、2013 年 21 位、2014 年 19 位と、2012 年までと比べて

その後下降気味だったが、NGT キャプテン就任が発表された 2015 年 11 位、2016 年 12
位、2017 年 10 位と、NGT キャプテンに内定して以降はそれ以前の最高順位だった 13 位

を上まわっており、2018 年４月 18 日に卒業公演を行って以降、NGT のキャプテンは空席

になってきた。柏木は 2009 年９位から、８位、３位、３位、４位、３位、２位になって

2016 年５位（2017 年以降出馬せず）とトップクラスの人気を長年維持してきた。既存グ

ループの人気上位メンバーである北原がキャプテンとなり、トップクラスの柏木が兼任す

ることを周知した上で他の初期メンバーを公募し、移籍キャプテンや兼任人気メンバーが

支配人と並んで審査員になるという立ち上げの経緯には前例がなく、柏木と北原の知名度

と人気によって全国から多数の応募者を呼びこもうと意図していたと思われる。 
2013 年３月４日に HKT が初公演を行って間もない６月 16 日、指原莉乃は HKT に移籍

して翌年４月 28 日に劇場支配人となった 28が、もともと大分市出身である。北原は愛知

県一宮市出身で地元の SKE との兼任も務めたことがあり、柏木は鹿児島市出身で HKT の

若手ホープ宮脇咲良と同郷というように、両者とも新潟とはとくに縁がなく、地縁の濃い

既存グループがあるにもかかわらずキャプテンや兼任として NGT の嵩上げに動員された

背景には、NGT が先行他グループと渡り合ってゆくためには強力な助っ人がトップ２と

して必要だという吉成の意向があったのではなかろうか。 
2016 年１月 10 日に NGT 劇場がオープンして公演がはじまり、同年７月 11 日に AKS

は Y&N Brothers（秋元康・伸介兄弟の会社）と業務委託契約を結び、法的にも秋元康・

伸介氏はプロデュースに限定して AKS、AKB グループに関与することになり、運営に口

を出せなくなった。さらに同年 10 月に AKS は NMB の運営権を KYORAKU 吉本．ホー

ルディングスから取得し、同年 12 月に NMB メンバーのマネージメントは吉本興業子会

社であるプロダクション Showtitle が行うことになった。このように、NGT の立案設立活

動開始を通して AKS は秋元兄弟を運営から排除し、NMB の運営権を取得して、AKB 姉

妹グループ全体を独裁的に運営できることになった。こうして、吉成代表取締役社長のも

とでゼロから企画され、活動をはじめた NGT は、吉成にとって自分の AKS 社長としての

力量を、良くも悪くも世間に公知するバロメータになった。 
NGT は、グループとしての初期人気を北原・柏木という第１回以降の選抜総選挙で上

位を占めてきた AKB の主力メンバーの移籍によって嵩上げしたため、オーディションに

合格した初期メンバーと当初より劇場に繁く通う地元ファンとの関係を基盤としてグルー

プの地位を高めてきた従来の姉妹グループとは極めて異なる性格を持つことになった。と

りわけ、主力メンバーだけでなく厄介と呼ばれる金遣いが荒く素行不良なファンの多くも

外部から新潟にやってくることになった。さらに、AKS は NGT が先発姉妹グループに追

いつき、追い越すことを目指して AKB グループ全体の運営をめざすことになり、AKB 坂

                                                 
27 https://ja.wikipedia.org/wiki/SNH48#略歴、2019 年 7 月 27 日閲覧。 
28 「指原莉乃がＨＫＴ劇場支配人兼任に」『デイリースポーツ』2013 年 4 月 28 日、

https://www.daily.co.jp/newsflash/gossip/2013/04/28/0005938571.shtml。 

https://www.daily.co.jp/newsflash/gossip/2013/04/28/0005938571.shtml
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道界隈の厄介ファンも、NGT に目を付け、運営といわば一体化して、NGT を盛り上げよ

うとしたと思われる。 
たとえば、山口のストーカーで襲撃事件の実行犯笠井宏明は元来、2014 年 6 月の第 6

回選抜総選挙で 5 位だった SKE のメンバー松井玲奈のストーカーとしてファンの間では

有名で、今村が SKE 劇場支配人だった同年７月には松井の新幹線指定席の隣席をゲット

しているので、SKE 運営が融通したのではないかと疑われている 29。松井は 2015 年６月

に SKE を卒業し、SKE 支配人のころ厄介に甘いとして知られていた今村が NGT の支配人

に異動したこともあって、笠井は新たに設立される NGT を新たにターゲットとし、オー

ディション合格者の山口に目をつけたと思われる 30。松井玲奈の太客として優遇してきた

笠井を NGT 運営は歓迎し、山口の太客にしようとしたのではないかとも疑うことができ

るだろう。後に、笠井は山口の太客で事件前から繋がっていたという噂を AKS が流すに

至るのも、SKE 松井玲奈の太客として新幹線の隣席を斡旋してきたような背景に遡って理

解しなければならないと思われ、笠井が山口の向かいの部屋を借りたいと言えば便宜を図

るようなことがあったとしても不思議ではない。 
 

（２）NGT 不正投票を隠蔽した無限投票疑惑 

【ⅰ】2017 年リクアワの NGT 不正投票システム 

 リクアワとは AKB の楽曲版総選挙イベントの略称であり、2008 年以来毎年１月に投票

結果発表が行われてきた。『AKB48 グループ リクエストアワー セットリストベスト

100 2017』の最終公演が 2017 年１月 22 日、東京ドームシティホールで行われ、25 位から

１位までがカウントダウン形式で発表され、NGT48 の「Max とき 315 号」が投票対象 969
曲中の１位になった。トップ 10 曲は、以下の通りであった。 
 

10 位 アイスのくちづけ（AKB シングル c/w） 
9 位 今ならば（NMB シングル c/w 渡辺美優紀卒業曲、山本彩作曲ソロ） 
8 位 心のプラカード（AKB シングル） 
7 位 君はどこにいる？（AKB シングル c/w NGT 曲） 
6 位 Make noise（AKB シングル c/w HKT 曲） 
5 位 NGT48（NGT 公演曲） 
4 位 月と水鏡（AKB 公演曲 横山由依ソロ） 
3 位 赤いピンヒールとプロフェッサー（AKB アルバム曲 松井珠理奈ソロ） 
2 位 47 の素敵な街へ（AKB シングル c/w AKB チーム８曲） 
1 位 Max とき 315 号（AKB シングル c/w NGT 曲）31 

                                                 
29 https://twitter.com/eA07i0okyfQRshU/status/1171221611095048192、午前 9:39 · 2019 年 9 月 10 日と、そ

こでスクリーンショットが添付されている 2014 年７月８日の@maxpepon のツイート。 
30 古くからの SKE ファンは「実行犯の笠井は今村と一緒に SKE から NGT に来た」

（https://twitter.com/eA07i0okyfQRshU/status/1177748290634317824、۹:۲۰۱۹ ،سبتمبر ۲۸ · ص ٥٤ 午
前 9 時 54 分 ·2019 年 9 月 28 日）と表現している。 

 
31 「NGT48 旋風!「Max とき 315 号」969 曲の 1 位に輝く【リクアワ 25→1 位】」『ORICON NEWS』

2017-01-22 19:25、https://www.oricon.co.jp/news/2084859/full/ の楽曲説明に若干加筆を加え、NGT に
ついては太字にした。 

https://twitter.com/eA07i0okyfQRshU/status/1171221611095048192
https://twitter.com/eA07i0okyfQRshU/status/1177748290634317824
https://www.oricon.co.jp/news/2084859/full/
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この結果について、以下のような論評がみられた。 
 

毎年、リクアワの投票期間にはメンバーが自分たちの出ている曲への投票を呼び

掛け、ファンもそれに応えて、自分が推しているメンバーやグループの曲へ投票し

ている。今回のリクアワもそのような投票がファンの間で繰り広げられていた。今

回は新潟に拠点を構える NGT48 のファンが、NGT48 にとって初のオリジナルソン

グ「Max とき 315 号」への投票を積極的に呼び掛けたり、全国 47 都道府県から代表

メンバーで構成される AKB48 チーム 8 のメンバーとファンは、ライブ定番曲「47
の素敵な街へ」が “今年こそ悲願のリクアワ 1 位を取るぞ” という強い意気込みの

もと積極的に投票を呼び掛けていた。そのため「この 2 曲のどちらかが 1 位を取る

だろう」と多くのファンも思っており、投票が始まった 2016 年 12 月から、ファン

の間では“47 vs 315”と言われるほどの激しい争いが繰り広げられていた。 
（中略） 
しかし、NGT48 は“強すぎた”の一言に尽きるだろう。AKB48 が登場してから 10

年目の年に誕生した NGT48 は、今年のリクアワで「Max とき 315 号」以外にもト

ップ 10 に 3 曲（5 位「NGT48」、7 位「君はどこにいる？」）がランクインする快

挙を成し遂げた 32。 
 

NGT の「Max とき 315 号」とチーム８の「47 の素敵な街へ」の１位争いというのが大

方の予想であったので、それぞれのファンは自分の推しメンが所属するグループ・チーム

の１位候補曲に票を集中させようとするだろうから、各グループ・チームで１位の曲と２

位以下の曲との間には大きな差がつくはずであるにもかかわらず、NGT の曲がベストテ

ンのなかに３曲も入っているのは極めて不自然であり、NGT のファンは１位を確保する

のに必要な票がどれくらいかを予測し、それを投じた上で余分な票を他の２曲に回してい

ることになり、NGT ファンの票の多くはごく少数の者がどの曲に投じるかを決定したも

のとしか考えられない。上位 200 曲をみると NGT の楽曲は 3 曲だけであり 33、その順位

が 1 位、5 位、7 位となっているので、「Max とき 315 号」を 1 位にし、他の２曲も大き

な差をつけずに上位に入れるという意図のもとで、ごく少数の者が NGT 楽曲に投じられ

た票のかなりを一括操作していたことになるだろう。 
しかも、リクアワについては各楽曲の投票数は公表されていないので、得票数などに

関する過去の非公開の情報を得た上で 1 位獲得に必要な票数を割り出し、それを差し引い

て他の２曲の票数を決めていると推測できるので、非公開情報にアクセスできる立場の少

数の者が投票を行っていたことになる。それは、AKS 内の NGT 運営かその委託を受けた

                                                 
32 「AKB48 グループ『リクアワ 2017』は NGT48 に軍配 チーム 8 の課題と今後への期待」『Real 

Sound』2017.01.30、https://realsound.jp/2017/01/post-11141.html。 
33 https://48pedia.org/AKB48 グループリクエストアワー_セットリストベスト

100_2017#.E3.82.BB.E3.83.83.E3.83.88.E3.83.AA.E3.82.B9.E3.83.88、https://48pedia.org/AKB48 グルー
プリクエストアワー_セットリストベスト 100_2017/順位、の両ウェッブページを 2019 年７月 26 日
「NGT」で検索した結果。 

https://realsound.jp/2017/01/post-11141.html
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者ということになるだろう。さらに言えば、投票締め切りが 12 月 14 日午後３時で結果発

表まで１ヶ月以上もあるので、投票集計後に NGT 票を加算することもできたはずだ。 
「投票資格は、AKB48 グループの各種有料サービス会員および AKB48 の 46th シング

ルである『ハイテンション』に封入された投票券が対象となる 34」が、AKB およびその

姉妹グループ（オーディション資格に既婚者を含むなど特殊な SDN を除く）のなかでシ

ングルＣＤの売上が最も少ないのが NGT であり、2019 年 7 月 29 時点でのオリコンの累

計売上げが 1st『青春時計』（2017 年４月 12 日発売）20 万 8247 枚、2nd『世界はどこま

で青空』（2017 年 12 月６日）20 万 1800 枚、3rd『春はどこから来るの』（2018 年４月

11 日）16 万 5917 枚、4th『世界の人へ』（2018 年 10 月３日）17 万 5607 枚であるのに対

し、姉妹グループの 2017 年以降 2018 年末までのシングル CD 売上をみると、SKE は 34
万枚以上、NMB は 27 万枚以上、HKT は 26 万枚以上である。参考までに STU は 1st『暗

闇』（2018 年１月 31 日）18 万 6278 枚、2nd『風を待つ』（2019 年２月 13 日）30 万

8983 枚であり、NGT が逓減傾向を示しているのに対して STU は 2nd が 1st を大きく上ま

わっている。このことからして、2017 年リクアワで NGT に投じられた票の多くは、シン

グル『ハイテンション』封入投票券以外の各種有料サービス会員資格などによるものにな

り、他グループのファンに比べて、ＣＤによる投票に比して有料サービス会員資格などに

よる投票が非常に多いことになる。しかも、上述のようにごく少数の者が、過去の非公開

情報または当年の投票集計結果に基づいて投票の意思決定をしていることになる。有料サ

ービス会員のひとつが AKB48 公式ファンクラブ「二本柱の会」会員であることから、の

ちになると NGT の楽曲やメンバーにリクアワや総選挙で大量票を投じていると思われる

存在は柱王と呼ばれることになるが、以上の考察から、柱王は 2017 年１月のリクアワに

おいてすでに存在し、過去の非公開情報または当年の集計結果に基づいて大量票を投じて

いたことは確実であろう。NGT の楽曲やメンバーだけが有利になるよう、公表されてい

る投票規則に反して意図的に投票結果が歪められていたのだから、偽計業務妨害や詐欺に

該当する違法な不正投票であることは間違いないと思われる。 
 NGT 票を巡る問題にヒントを与えてくれる事例がある。2018 年夏に、韓国の視聴者参

加型オーディション番組 PRODUCE 101 の第３シーズンとして、日本側からは AKB48 グ

ループのメンバーが参戦して PRODUCE48 が行われ、合格した 12 人が IZ*ONE としてデ

ビューしたが、そのファイナリスト 20 人の最終順位はあらかじめ決まっており、発表さ

れた得票は捏造であることが発覚した 35。 

                                                 
34 https://48pedia.org/AKB48 グループリクエストアワー_セットリストベスト 100_2017#cite_ref-hoho1_1-

1、2019 年７月 26 日閲覧（詳細は https://ameblo.jp/akihabara48/entry-12219562620.html）。 
35 「[단독] 아이즈원 탄생시킨 ‘프듀 시즌 3’도 조작 정황」『KBS NEWS』입력 2019.08.30 

(11:57)수정 2019.08.30 (21:46)、
http://mn.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4273425&fbclid=IwAR0GOs8H1kg6TKnm8YRWqgWnxLiqRbr7wDr
17jUYsaqCUODTbMuW3X1ybyc、（日本語による要約紹介は、「IZ*ONE を誕生させた PRODUCE 48 
にも投票操作疑惑が浮上。。」『韓流速報』2019/08/30 13:30 入力、
https://kt.wowkorea.jp/album/256290.html） 、「プデュ最終ステージの 20 人は最初から順位が決まっ
ていた…視聴者投票とは無関係の『PD ピック』を PD2 人が認める（東亜日報）」『All About GIRLS' 
K-POP』、https://girlskpop21.blogspot.com/2019/11/20pdpd2.html、原文は「시청자 투표와 무관한 ‘PD 
픽’… 노래 부르기전 1~20 위 정해져」『donga.com』김재희 기자 입력 2019-11-08 03:00 수정 2019-
11-08 03:00、http://www.donga.com/news/Society/article/all/20191108/98268423/1 （PD とはプロデュー

https://ameblo.jp/akihabara48/entry-12219562620.html
http://mn.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4273425&fbclid=IwAR0GOs8H1kg6TKnm8YRWqgWnxLiqRbr7wDr17jUYsaqCUODTbMuW3X1ybyc
http://mn.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4273425&fbclid=IwAR0GOs8H1kg6TKnm8YRWqgWnxLiqRbr7wDr17jUYsaqCUODTbMuW3X1ybyc
https://kt.wowkorea.jp/album/256290.html
https://girlskpop21.blogspot.com/2019/11/20pdpd2.html
http://www.donga.com/news/Society/article/all/20191108/98268423/1
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 全メンバーの総得票率の小数点５桁を丸めたところ小数点３桁と４桁が全メンバーでゼ

ロになり、そうなる確率は 10 の 38 乗分の 1 よりも小さいことが PRODUCE48 での不正

投票の証拠とされた（注 35 の『KBS NEWS』記事）。このように、意図的な票操作があ

ると仮定しない限り確率的にまずありえない結果がみつかれば、それは投票集計における

不正の証拠になる。リクアワにおける不正は、票数が公開されない限り PRODUCE48 と

同じ方法が使われていたかどうかは解明できないが、確率的にまずありえない結果である

かどうかは、票数によらなくても解明でき、上述のようにリクアワ 2017 上位 200 曲に入

った全ての NGT の曲が 1、5、7 位になることはそうであり、不正票による捏造の証拠に

なる。 
PRODUCE48 のファイナリスト 20 人のうち日本人の第 3 回順位→第 4 回最終順位は、

１位→２位 HKT 宮脇咲良、２位→15 位 AKB 宮崎美穂、６位→17 位 AKB 竹内美宥、８

位→20 位 NMB 白間美瑠、９位→６位 HKT 矢吹奈子、10 位→18 位下尾みう、11 位→９

位 AKB 本田仁美、17 位→16 位 AKB 高橋朱里だった 36。 
第３回では合格枠の上位 12 人のうち日本人は過半数の 7 人だったが、結果的に３人の

み合格し、そのなかでも宮脇は 1 位から２位に落ち、地理的に韓国とは対馬海峡を挟んで

近い HKT が日本人上位２人、15 位から 20 位という下位は 19 位をのぞいて日本人ばかり

というように、第３回から第４回にかけて韓国勢が躍進して韓国でも人気が高い宮脇を無

名の新人が抜き、合格者の 3/4 を占めるという風に、韓国の国民感情に迎合するような出

来レースであったことが読みとれる。さらに、 AKS 所属の HKT・AKB メンバーをのぞ

いて唯一 20 位に入った Showtitle 所属の NMB 白間美瑠は第３回８位から大きく落ちてお

り、AKS 所属の HKT を最優先し、次に AKS 所属の AKB、Showtitle 所属の NMB は冷遇

という日本人内順位付けのもあらかじめ決められた出来レースだったことを示唆する。 
 第３回の投票結果に反して、日本人に明らかに不利で、日本人内でも AKS の意向を反

映していると思われる順位が最終的に得られることはまずあり得ず、意図的な捏造順位以

外によって説明することはできない。さらに、韓国側スタッフのみが独断で決めたとは思

えず、AKS と韓国側との間に何らかの意見交換があったのではないかと疑う余地があ

る。PRODUCE48 における順位の捏造は 2017 年リクアワにはじまる NGT 不正優遇の経験

を応用して行われたのではないかと疑い得る。PRODUCE48 に不正があるとされた直後か

らそれへの AKS の関与疑惑と 2017 リクアワ以降の NGT 票の不正疑惑とが、相互に他を

補強する形で高まり、５ちゃんなどで議論された 37。 

                                                 
サーのことである）、「検察の公訴状が公開、『IZ*ONE』と『X1』メンバー全員を視聴者投票前に決
定」、『Wow! Korea』2019/12/05 23:41 配信、最終更新：2019/12/06 02:19、
https://www.wowkorea.jp/news/enter/2019/1205/10246891.html。 

36「『PRODUCE48』宮脇咲良が返り咲き！“デビュー圏内大変動”1 位～20 位生存者決定＜第 3 回順
位発表式＞」『modelpress』2018.08.25 01:19、https://mdpr.jp/news/detail/1788235、
「『PRODUCE48』宮脇咲良らデビューメンバー12 人決定 日本人は 3 人」『modelpress』
2018.08.31 23:36、https://mdpr.jp/news/detail/1789811、「プロデュース 48 本当の順位と脱落メンバ
ー判明！IZ*ONE 投票操作で解散の可能性？」『Dairy Rose』2019 年 11 月 8 日 
https://daily-rose.com/produce48-izone/ )。 

37 「IZONE 投票操作を受け、再び AKB 総選挙不正疑惑が炎上中 wwwwwwwwwwwwwwwww」『ヤバ
イ！ニュース(・∀・)』2019 年 11 月 07 日、http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/471396262.html。 

https://www.wowkorea.jp/news/enter/2019/1205/10246891.html
https://mdpr.jp/news/detail/1788235
https://mdpr.jp/news/detail/1789811
https://daily-rose.com/produce48-izone/
http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/471396262.html
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2017 リクアワ以降の NGT 票の不正については、過去のリクアワにおける非公開の得票

情報か、当年の集計結果を不正に利用しているのではないかという疑惑は生じなかった。

以下のように、不正なプログラムによって無限に投票を繰り返すことができることを指摘

するツィート（削除済み）が現れたためである。 
  
まほまーる@Sassite 
みなさんはご存じでしょうか？ 
 
全支店 mobile、柱の中で NGT48mobile だけブラウザで戻るを使うとリクアワ無限投票

ループができたことを 
2017 年 1 月 22 日 18:58 
 
この問題を巡ってただちに２ちゃんねる（2017 年 10 月１日より「５ちゃんねる」に名

称変更）のスレッドができた 38。１月 22 日、リクアワの上位 25 曲投票結果発表をした最

終公演は 17:00 開始であり、その最中に上のツイートがなされている。ツイートしたまほ

まーる@Sasshite09 がスマホを操作する写真が、翌日２ちゃんねるに「まほまーるさんの

御尊顔」として公開されたので、まほまーるがブラウザバック投票したのは事実だと本人

やその仲間がアピールしていることになるだろう。 

 

図１ リクアワ 2017 無限投票告発ツイートをしたまほまーる@Sasshite09 

出所：http://i.imgur.com/soiZG88.jpg。以下からのリンクがある。『【リクアワ】 不正投票 
NGT ヲタを許すな！ ★2』>>1、2017/01/23(月) 09:06:20.25 ID:YdkqsOBZr、
https://shiba.5ch.net/test/read.cgi/akb/1485129855/。 
  

                                                 
38 『【リクアワ】不正投票 NGT オタを許すな [無断転載禁止]©2ch.net』>>1、2017/01/22(日) 

19:13:37.77 ID:KGelo1/A0、https://shiba.5ch.net/test/read.cgi/akb/1485080017/。 
 

http://i.imgur.com/soiZG88.jpg
https://shiba.5ch.net/test/read.cgi/akb/1485129855/
https://shiba.5ch.net/test/read.cgi/akb/1485080017/
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図１から、まほまーるは目の前でこの写真を撮らせており、写真の公開も本人か本人の

承諾を得た本人に近い人物のいずれか（ID:YdkqsOBZr）が行ったと思われる。まほまー

るはのちに山口真帆襲撃によって逮捕された実行犯笠井宏明であると指摘された 39。 
リクアワ 2017 の投票期間は 2016 年 11 月 15 日（火）AM10:00 から 12 月 14 日（水）

PM3:00 までと１ヶ月もあり 40、その間 NGT mobile でだけ無限投票が行われていたとすれ

ば、NGT の楽曲が１〜３位を独占できたと思われる。しかし、すでに述べたように、１

位獲得に必要な票数を求めた上で、残りの票を他の２曲に回していると思われることか

ら、一定の大量票が意図的に配分されており、無限投票ができるという情報を得た複数の

人が競って無限投票をしていたとは考えられない。したがって、無限投票が行われていた

というまほまーる説は、誰かの意思を忠実に実行できるような規律のある集団だけが無限

投票していた場合を除いて誤りだと思われる。 
また、無限投票の不正を告発するのならば、無限投票できると気付いてただちに行うべ

きであり、投票締め切りから１ヶ月以上すぎた結果発表の最中に行うことはありえないだ

ろう。まほまーるは発表された結果を取り消して投票し直すよう要求したわけでもない。

したがって、過去の得票数か当年の集計結果という非公表情報をもとに NGT 票を加算す

るという不正の実態を覆い隠すために、無限投票ができたという虚偽の情報を流布するこ

とが、まほまーるの狙いだったのではないかと思われ、NGT 票を捏造した運営とグルで

あったと思われる。 
 

【ⅱ】2017 年選抜総選挙の NGT 不正投票システム 

2017 年の第 9 回選抜総選挙は 5 月 30 日から投票がはじまり、翌日速報として暫定順位

が発表された。それによれば、選抜メンバー枠の 16 人は、 
 
1 位  55,061 票 荻野由佳（NGT48 Team NIII） 
2 位  34,641 票 松井珠理奈（SKE48 Team S） 
3 位  32,340 票 指原莉乃（HKT48 Team H） 
4 位  27,614 票 渡辺麻友（AKB48 Team B） 
5 位  25,032 票 本間日陽（NGT48 Team NIII） 
6 位  24,947 票 須田亜香里（SKE48 Team E） 
7 位  21,667 票 高倉萌香（NGT48 Team NIII） 
8 位  21,151 票 宮脇咲良（HKT48 Team KIV） 
9 位  17,047 票 高橋朱里（AKB48 Team 4） 
10 位 16,867 票 岡田奈々（AKB48 Team 4） 
11 位 12,396 票 加藤夕夏（NMB48 Team M） 
12 位 12,031 票 横山由依（AKB48 Team A） 
13 位 11,961 票 倉野尾成美（AKB48 Team 8） 

                                                 
39 「まほまーる @Sasshite09 氏が不正投票を示唆するツイートをしていた件／なお、まほまーること 

#笠井宏明 は山口真帆さんに対する暴行容疑で 2018 年 12 月 9 日に逮捕されています。」
https://twitter.com/gscom_s/status/1089771516781223936、午後 3:25 · 2019 年 1 月 28 日。 

40 https://ameblo.jp/akihabara48/entry-12219562620.html、2016-11-15 10:00:00。 

https://twitter.com/Sasshite09
file://hashtag/%E7%AC%A0%E4%BA%95%E5%AE%8F%E6%98%8E%3fsrc=hashtag_click
https://twitter.com/gscom_s/status/1089771516781223936
https://ameblo.jp/akihabara48/entry-12219562620.html
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14 位 11,864 票 川本紗矢（AKB48 Team 4） 
15 位 11,373 票 沖田彩華（NMB48 Team BII） 
16 位 11,363 票 久保怜音（AKB48 研究生） 
 

であり、半年前のリクアワと同じく、1 位、5 位、7 位を NGT が占めた。 

 

図２ 速報暫定１位発表直後の荻野由佳（１位）を祝福する山口真帆（24 位） 

出所：「“新星”ＮＧＴ荻野が暫定１位！珠理奈、指原らを抑え大躍進！運営は不正投票疑

惑を否定」『zakzak by 夕刊フジ』https://www.zakzak.co.jp/entertainment/ent-
news/photos/20170601/enn1706011100016-p1.htm。 
 

速報 1 位の荻野由佳が約 5 万５千票を獲得したことに関して、CD についている券では

選挙対策組織が整っている松井珠理奈、指原莉乃、渡辺麻友のような上位常連メンバーで

も投票開始からわずかの時間でこれだけの票を投じることは物理的に無理であるから、各

種有料サービス会員の票のモバイル投票であろうとされたが、半年前のリクアワと同様、

ブラウザバックによる無限投票ができることを検証したと主張するツイートが 2017 年 5
月 31 日午後 9:18 に現れた。「Ken.／@KenRiche7／【検証】／／AKB48 総選挙速報発表

で話題の NGT48mobile を利用した不正投票、画像①〜④(時刻に注目)を繰り返すことに

よりスピーディかつ無限に投票できます。運営さんは何らかの対応をお願いします。〔画

像①〜④は図 3 に掲げる。〕」 

https://www.zakzak.co.jp/entertainment/ent-news/photos/20170601/enn1706011100016-p1.htm
https://www.zakzak.co.jp/entertainment/ent-news/photos/20170601/enn1706011100016-p1.htm
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図３ 第９回選抜総選挙無限投票告発ツイート１ 

出所：https://twitter.com/KenRiche7/status/869890820295450626、午後 9:18 · 2017 年 5 月 31
日。 
 
画像は図 3 の左から①〜④と並んでおり、21:14 分に①画面で投票すると②が表示さ

れ、同じ端末で 21:15 にブラウザバックにより①と同じ画像を表示させて投票すると④
が表示されたということだ。②では上部に「投票完了」とあるが④では下部に「NGT48 
TEAM NIII / 荻野由佳に／投票しました」と表示されているのは②の画面を下にスクロー

ルすると④になるからにすぎないことが、り ゅ ー せ ー@with__Sakura の同日午後

11:11 ツイートに添えられた動画から解る（図 4）。 
 

   
図 4 第９回選抜総選挙無限投票告発ツイート２ 

出所：https://twitter.com/with__Sakura/status/869919170804056064、午後 11:11 · 2017 年 5
月 31 日（動画のスクリーンショット）。 

 
公式サイトでは、システム管理会社／株式会社ゴンドラ社／代表取締役 古江恵治と弁

護士 矢部陽一の連名で【一部の Mobile/Mail サイトでの選抜総選挙投票に関するお問い合

https://twitter.com/KenRiche7/status/869890820295450626
https://twitter.com/with__Sakura/status/869919170804056064
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わせについて】というタイトルのもと「システムについて万全を期しておりますが、一部

のファンの皆様から、不正な重複投票を懸念する声が上がりましたので、改めて細部に渡

り調査をいたしました結果、そのような事実は一切ございませんでした。／／すべてが厳

正な監視の下、公正に投票が行われていることをご報告いたします。」という 2017.06.01
の日付け入り文書が公開された 41。 
すでに半年前のリクアワ結果発表以降、NGT Mobile 投票サイトではブラウザバックに

よる無限投票ができたというまほまーるのツイートを巡って一部の AKB ファンのあいだ

で議論されてきたことを受けて、総選挙投票の前に同様の騒ぎが起きないようプログラム

は念入りにチェックされていたはずなので、間髪を入れず無限投票はないという公式発表

をすることができたと思われる。翌 6 月 2 日にはより詳しい技術的な報告がなされた。そ

れによると、ブラウザバックによる重複投票と指摘された事象は NGT のほか AKB、
HKT、STU の Mobile／Mail 会員サイトでみられ、「立候補者を選択→投票確認→投票完

了→ブラウザバックにて投票確認→再び投票で完了」という画面推移で、「再投票時に投

票済みであることが表示されず、投票完了と表示されてしまうことで、あたかも二重に投

票が行われているように見受けられる遷移となっています。42」と説明されている。 
NGT Mobile／Mail において、あるメンバーに投票したあとで同じ会員権で別のメンバ

ーに投票しようとすると、すでに投票済みのメンバーについて投票完了と表示されるとい

う検証結果も動画つきでツイートされた 43。このことから、同じメンバーに再投票しよう

としても同様に扱われているため②と④は同じ画像になるにすぎず、この場合も重複投

票は無効になっていたと思われる。 
また、軍団に属する者には、まほまーるが山口真帆推しのように、それぞれ推しメン

がおり、無限投票が有効かもしれないと彼らが思っていたとすると、各人が勝手に自分の

推しメンをより上位にしようと、それぞれの推しメンのファン仲間に情報を流して無限投

票をするよう誘うだろう。「疑惑の投票方法が有効なのか、無効なのかは私含め誰にも証

明できませんが、私は速報発表前から方法が NGT の一部で広まっていたことは把握して

おり、どのメンバーの陣営が試していたかもある程度掴んでいたからこそ、速報発表後い

ち早く問題提起できたわけで。その立場から言わせてもらうと…以下自粛／午後 1:36 · 
2017 年 6 月 1 日·Twitter for iPhone44」と Ken.は述べているように、実際に無限投票を試み

ていた NGT メンバーの陣営があり、そのメンバーの速報票数が多かったらしい。NGT 投

票不正を行った運営や、共犯のまほまーるらの軍団が、その不正方法が露見することのな

                                                 
41 http://www.akb48.co.jp/sousenkyo49th/news/34。スクランブルエッグ編集長@s_egg は午前 1:02 · 2017

年 6 月 1 日に上記文書を引用ツイートしている
（https://twitter.com/s_egg/status/869947182215856128 ）ので、告発を受けた検証作業は短時間で終わ
り、何も問題がないことが確認された。 

42 『【補足】「AKB48 49th シングル 選抜総選挙」一部の Mobile/Mail サイトでの投票に関するお問合わ
せについて』https://www.gon-dola.com/news/news2017060201.html、2019 年８月 25 日閲覧。 

43 「件の NGTmobile の重複投票について簡単に検証してみました／しっかり最初の投票以外は弾かれ
るようになってるみたいですね」https://twitter.com/ms28_awabi/status/870092762581835776、午前
10:40 · 2017 年 6 月 1 日。 

44 https://twitter.com/KenRiche7/status/870137047863906304、2019 年８月 25 日閲覧 

http://www.akb48.co.jp/sousenkyo49th/news/34
https://twitter.com/s_egg/status/869947182215856128
https://www.gon-dola.com/news/news2017060201.html
https://twitter.com/ms28_awabi/status/870092762581835776
https://twitter.com/KenRiche7/status/870137047863906304
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いよう、不正な票加算の多いメンバーのファンにブラウザバックによる無限投票ができる

という情報をあらかじめ流して試みさせたと思われる。 
軍団の主要メンバーのひとり、いなぷぅさレモン��@inapooh0725（「いなぷぅ」と

略称する 45）は、Ken.が総選挙の無限投票についてツイートした 2017 年 5 月 31 日午後

9:18（図３）のわずか 10 分後の午後 9 時 28 分に「おおみねが不正して荻野１位してて吹

いた」と不正投票についてツイートをはじめ、同日午後 10 時６分に「不正投票で５万票

入れるんで任せてください！」、翌６月１日午前２時 20 分に「不正投票で 1 万票投票し

て 500 万稼いでいい？」と続けた 46。 
１票 500 円とし、６秒に１回ブラウザバックで再投票できるとして１分で 5000 円、１

時間で 30 万円となり、単純作業の手間賃としては法外に高いので、誰もいなぷぅに頼ま

ず、自分や知り合いで試みるだろう。したがって、いなぷぅのオファーはブラウザッバッ

クによるただ同然の投票はできないことを前提したものと思われ、いなぷぅらの軍団は速

報後もブラウザバック以外の不正投票の権利を５万票分持っておりそれを売り出している

ということを意味する 47。いなぷぅが不正投票勧誘ツイートをしはじめた 2027-06-01 
2:20:07 はブラウザバックによる無限投票が有効となるようの瑕疵はないと周知する公式

発表を引用したツイート（注 41 と同じ）の約１時間 18 分後であることからも、いなぷぅ

はブラウザバック以外の不正投票を宣伝していると思われる。１票 500 円は、ネットオー

クションでの１票 800 円程度という相場と比べてかなり割安であり、有効票だという保証

があれば買い手が現れることを期待できる。 
おおみねが荻野を速報で不正に１位にしたといなぷぅが言うのもブラウザバック以外

の不正ということになる。さらに、2017 年 6 月 6 日のツイートでは「NGT48 と違って不

正はしません。／正規料金で新潟に向かっています。／／僕と繋がりたい NGT メンバー

は DM ください。」といなぷぅはツイートしており、これは、まだ票が余っているので投

票してほしい NGT48 メンバ−は DM くださいという意味だろう。ここでの繋がり云々

は、投票の価格として１票あたり 500 円を払えなければ代わりに枕営業などの性的サービ

スや情報の供与で支払うようそれとなく仄めかすような表現であり、票を餌に枕営業など

を NGT メンバーに持ちかけていると思われる。 
運営の公式発表の通り無限投票はできなかったとしても、半年前のまほまーるの無限

投票ツイートで騒ぎになったため、プログラムに問題がないか念入りにチェックされてい

たはずなので、みかけ上無限投票ができるかのような推移が NGT を含めて多くのグルー

プで残ることは、普通ならば考えられない。半年前と同様の無限投票騒ぎが起こることを

運営は期待して、そのような見かけ上のバグを残していたか、新たに作ったとしか考えら

れない。その騒ぎが起これば、運営が一定の大量票を行使してリクアワや総選挙で NGT
の楽曲やメンバーの順位を不正に嵩上げしていることを隠蔽できるからだ。 

                                                 
45 ネットでは個人姓名が特定され、拡散しているが、ここでは本姓名には触れない。 
46 いなぷぅのツイートは削除されているものが多いが、スクリーンショットがインターネットで拡散

されている。いなぷぅツイートのスクリーンショットを網羅して要約し、時系列の表にしたものも
公開されている（https://imgur.com/a/DIg0kLv、2019 年６月８日更新 ）。 

47 柱王票を 10 万程度とし、その 8 割は速報発表前に使っていたとすると、5 万票余っているはずはな
い。速報の荻野票と同程度の票を速報後に上積みして荻野を逆転できると宣伝しているが、宣伝通
り投票できたわけではないだろう。 

https://imgur.com/a/DIg0kLv
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2017 年総選挙において無限投票が有効でなかったことは間違いないと思われるが、

NGT メンバーの票獲得が半年前のリクアワの票獲得と同様、不正であることは間違いな

い。軍団が運営から柱王票行使権の一部を得ていた可能性はあるが、柱王票全体をコント

ロールできたとは思えない。しかし、少数の者が意のままに大量票を配分していることを

示すようなリクアワや総選挙速報の結果が出ているので、軍団は自分たちこそが大量票を

持ち、意のままに投票できると主張して柱王になりすますことはできる。 
山口真帆は 2017 年の総選挙速報で 9,966 票を獲得して 24 位になり、NGT メンバーの

なかでは荻野、本間、高倉に次ぐ 4 位だった。それを受けて山口は、速報直後のショール

ームで今村との間の速報前のやりとりを人形劇で再現し、山口の順位を落とすのが俺の作

戦だ、速報を見てみろと今村は言っていたにもかかわらず速報結果が良かったので、ファ

ンのおかげで今村を見返せたとコメントした（図５）。 

 
図５ 今村悦朗（右手で持つシナモロール）とのやりとりを再現する山口真帆 

出所：https://twitter.com/sr_ngt_48/status/869929419300683777、午後 11:51 · 2017 年 5 月

31 日。 
 
このなかで注目すべきは、今村が総選挙速報結果を左右するような票の操作を自分が

できることを前提して山口の順位を落とすと言っていることである。NGT 不正票捏造に

今村が関与しているならば山口の順位を落とすことはできたと思われるが、今村の発言と

は逆に 24 位、NGT では 4 位という好成績だったので、山口は自分のファンが頑張って今

村を見返せたと喜んだ。軍団が柱王票の一部を行使でき、笠井が山口にかなりの票を速報

で投じたのかもしれないが、そうではなかったとしても、笠井は柱王になりすまして山口

に恩を売ろうとしただろう。いずれにせよ、今村ら運営と笠井は共謀して、総選挙速報好

結果は笠井のおかげだと山口に恩を売ろうとしていたのであろう。 
2017 年５月 31 日の速報のあとも投票が行われ、2017 年 6 月 16 日 15 時 00 分に締め切

られて翌日結果が発表された。それに対してブラウザバック無限投票を告発した後、有効

か否かについて保留していた Ken.は「個人的な感想としては、やはり速報までの不正投

票は有効だったのでしょうね。48」とツイートした。有効と判断する根拠を Ken.は挙げて

いないが、速報結果と最終結果とを比較することによって速報投票の際に不正があったと

する某アイドルライターの議論があらわれた（同様の議論はほぼ同時に複数の人がしたよ

うだ）。 

                                                 
48 https://twitter.com/KenRiche7/status/875553779801669632、午後 0:21 · 2017 年 6 月 16 日。 

https://twitter.com/sr_ngt_48/status/869929419300683777
https://twitter.com/KenRiche7/status/875553779801669632
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「最終得票数から速報得票数を引いた分のみ、不正が入る余地がほぼなかったと言え

ます。つまり最終得票数における中間得票数の割合〔（最終得票数−速報得票数）÷最
終得票数のこと〕を出せば、不正の影響を受けているかいないかが一目瞭然と言うこ

とです」 
 
その一覧が以下の通りだ。ちなみに不正投票と思われる得票数が多いほど、％が低く

なっている。 
 
5 位 荻野由佳――24.8％ 
10 位 北原里英――91.3％ 
13 位 本間日陽――39.2％ 
23 位 中井りか――85.3％ 
25 位 高倉萌香――24.3％ 
41 位 西潟茉莉奈――67.2％ 
53 位 山口真帆――52.1％ 
70 位 宮島亜弥――50.3％ 
（71 位の加藤美南、77 位の角ゆりあは速報圏外のため算出不可能） 
速報 1 位で最終順位 5 位の荻野、速報 5 位で最終順位 13 位の本間、速報 7 位で最終順

位 25 位の高倉が、極端に数字が低いことが分かる。 
 
「ランクインした 80 名のうち、速報から順位を 40 位以上落としたメンバーが 2 名い

ます。それが 74 位の AKB48 の茂木忍と、78 位の SKE48 の高畑結希です。このふたり

は中間得票数が少なかったためにランクダウンしたのですが、このふたりの中間得票

数割合は茂木が 48.5％で高畑が 53.8％でした。5 位の荻野は速報値の 1 日で 55601 票を

獲得し、その後の 16 日間で 18307 票しか投票されていません」（同・ライター）49 
 
 このライターはブラウザッバックが不正の手段であり、速報後不正ができなくなったと

前提したうえで推論しているが、そうではなく、１０万票程度の票を運営が（一部は軍団

が共謀して）NGT メンバーの速報順位を上げるために加算したと考えることもでき、

NGT 速報で大量投票する存在は柱王と呼び慣わされるようになった。無限投票が速報直

後できなくなったと仮定しなくても、柱王がなぜ開票開始翌日に締め切られる速報に大量

票をぶち込み、速報後にはあまり投票しないかは、説明できる。2015 年総選挙速報では

１位の指原莉乃が 38,151 票、2016 年総選挙速報では１位の渡辺麻友が 42,034 票、２位の

指原莉乃が 41,127 票と、スクリプトを組んで大量のモバイル票をぶち込むか、運営の手

で不正に加算する以外のやり方で速報に間に合うよう５万票も投票することは、トップク

ラスの人気があり選挙対策組織も整っている渡辺麻友や指原莉乃でも不可能なことは

                                                 
49 「『AKB 総選挙』上位 NGT48 メンバーへの不正投票を告発する証拠」『まいじつ』2017.06.24 

21:00、https://myjitsu.jp/archives/24786。 

https://myjitsu.jp/archives/24786
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2016 年までのデータで明らかなので、速報集計までに５万票投じれば速報１位になるこ

とは確実だと予想されていたと思われる。それに対して、速報後５万票投じてもあまり高

い順位は期待できないことは、2016 年の総選挙における NGT キャプテン北原は最終得票

50,190 票で最終順位 12 位であることからもわかる。 
北原を超えるには５万票以上必要で、それを速報で荻野にぶちこめば速報１位は確実で

あり、速報 1 位で話題をさらうことで速報後荻野に投票を決めるファンもかなりいるので

最終結果でも荻野は北原を上まわって、兼任の柏木を除けば NGT１位になることができ

ると容易に予測できたはずだ。そのような予測をもとに、柱王は 10 万票程度の手持ちの

うち約半分の 5 万票を速報で荻野に投じたと思われる。荻野以外のメンバーについても、

速報に多くの票を投ずるほうが速報で目立ち、それ以降の票の上積みが期待できるので、

最終順位も高くなる。 
以上から、無限投票は有効ではなく、10 万票程度のモバイル票を持つ柱王がスクリプ

トを組んで NGT メンバーに投票したか、あるいは 10 万票程度を不正に加算したと仮定し

ても、第 7 回総選挙の投票結果にみられる NGT メンバ−の得票の特色をうまく説明するこ

とができる。モバイルでブラウザバックによる多重投票ができたのではないかという疑惑

は公式発表で否定され、それは種々の傍証からして信じてよいと思われるので、NGT メ

ンバーの速報と最終結果を説明することができる仮説は柱王（運営と、一部は共犯の軍

団）説以外にないことになる。軍団メンバーにはそれぞれ推しメンがあり、一定票をリク

アワや総選挙速報の結果にあらわれるように計画的に配分するような統制が軍団内に働い

ているとも思えないので、軍団が柱王そのものであるとは考えにくいが、柱王票の一部を

軍団がもらい、笠井ら主要成員に分配された可能性はあり、そうでなくとも、軍団員は自

前の資金で投票しならがら柱王になりすまし、お目当ての推しメンに次回は荻野票のよう

にもっと投票できると示唆して言い寄ることができたと思われる。 
速報発表を受けて、次のようなことがあった。 
 

NGT48 は、AKB48 49th シングル選抜総選挙速報の結果を受け、デビューシングル

『青春時計』カップリング 3 曲のフル尺 MV を期間限定で公開した。 
 
この度公開されたのは、速報 1 位の荻野由佳がセンターをつとめる「出陣」、速報 5

位の本間日陽がセンターをつとめる「純情よろしく」、そして速報 7 位の高倉萌香と

加藤美南が W センターをつとめる「暗闇求む」の 3 曲。同楽曲の MV は、AKB48 49th
シングル選抜総選挙速報にて、各メンバーが高順位にランクインしたことを記念して

急遽公開された。荻野由佳がセンターをつとめる「出陣」は 13 分以上の大作 MV。特

典 DVD 以外でフルバージョンが公開されるのは今回が初めてのこと。50 
 

 

                                                 
50 「NGT48、シングル『青春時計』カップリング 3 曲 MV 期間限定フル公開 荻野由佳センター曲

も」『Real Sound』2017.06.05、https://realsound.jp/2017/06/post-80478.html。 

https://realsound.jp/2017/06/post-80478.html
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 『青春時計』は 2017 年４月 12 日に発売された NGT のデビューシングルで、表題曲の

センター中井りかをのぞけば、カップリング曲のセンターは荻野、本間、高倉と加藤であ

り、大作「出陣」の荻野、「純情よろしく」の本間、「暗闇求む」Ｗセンターの高倉とい

う順で抜擢重用されており、速報順位と一致する。ＣＤ表題曲センターの中井は荻野、本

間、高倉よりも知名度や人気が高く、柱王の介入がなければ速報でも最終順位でもカップ

リング曲センターの３人より高い順位になるはずだったが、中井の順位は速報 83 位、最

終 23 位だった。 
センターに抜擢された中井と昨年の総選挙で実績のある加藤ほど人気はないが NGT 運

営が推したい荻野、本間、高倉の３名が４月発売のデビューシングルのカップリング曲で

優遇され、５月末発表の総選挙速報で高得票を得たのであり、速報における NGT 上位３

名の柱王票は、運営の意思がストレートに反映されていると見ることができる。 
 柱王票の一部の行使を自分たちで自由に決めることができるようになったか、あるいは

柱王になりすました軍団は、それを武器にメンバーとの関係を求めるようになったと思わ

れる。2019 年３月 21 日、『第三者報告』に関する AKS の記者会見の前日、山口は登録

しているファンに限定して配信されるモバイルメール（モバメ）で次のように書いていた

（実際に配信されたのは会見のあとだった）。 
 
どうすればよかったんだろう。 
どうしたらこんな目に遭わないで済んだのかな 
2 年前繋がろうと言われて断らなきゃよかったんでしょうか 
他の人と一緒に繋がればこんな目に遭わないで済んだのかな 51 
 
この文面から、2017 年に山口は厄介から繋がろうと誘われて、他の人は繋がったが自

分は断ったことがわかる。２年前のいつごろかは不明だが、おそらく総選挙速報の順位の

よかった NGT の推しメンに、軍団成員が投票の見返りとして繋がることを求めたのだろ

う。2016 年４月 17 日に行われた佐渡トキマラソンで「白とピンクのパーカーのヲタク」

が山口に最初から最後までずっと並走してしつこく話しかけ、山口が「なんでやめてって

何回も言ってるのにやめてくれないの？まほは真剣に走りたいのに」と怒って泣いたた

め、ストーカーとして山口ファンの間で悪名が高く、「NGT の仕事で走ってるときに襲

われたらどうすんの？ ／このストーカーがノコギリ持ってたらどうすんだ？って話。」

と、このときすでに山口に暴行することを危惧されていた、山口推しストーカーがまほま

                                                 
51 「NGT48 山口真帆『2 年前繋がろうと言われて』『生きてるのがつらい』と悲痛」『WEZZY』

2019.03.26、https://wezz-y.com/archives/64588。 

https://wezz-y.com/archives/64588
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ーること笠井宏明であり 52、笠井は佐渡トキマラソンの直後山口と DM をやりとりしてる

と吹聴したが、本人以外誰も信じなかった 53。 
ストーカーは一般に恋愛妄想（被愛妄想）を持ち、相手も自分のことを好きだと信じ

込んでおり 54、「相手につきまとい、相手に一方的にかかわってゆくうちに、相手もまた

自分を愛してくれると思いこんでしまう」（福島［2002］135 頁）ので、笠井も佐渡トキ

マラソンで山口に嫌われたことを自覚できず、ストーカー特有の恋愛妄想にとらわれて、

おそらくメンバーから登録者に一斉送信メールが送られ、登録者はそれに返信できるとい

うモバメで一対一の意思疎通ができていると思い込んでしまつて、ＤＭ交換の吹聴をしだ

したと思われ 55、2017 年のおそらく速報後山口に繋がるよう誘ったのも笠井ではないか

と思われる。求められて繋がったメンバーがいることは、のちのツイートで山口が「犯人

との私的交流は現メンバーが認めてる」（注 234 と同じ）と述べていることからもわか

り、山口のほか複数のメンバーが繋がるよう求められ、他のメンバーのようにそれに応じ

ていれば自分があったような強姦やその未遂のような被害には合わなくてすんだだろうと

山口はみている。笠井（被告 1）は民事訴訟の第一準備書面で、2017 年秋ころからＤＭを

山口に送っても返信してくれなくなったと述べており 56、総選挙の結果を餌に 2017 年夏

ころから笠井は山口に交際を求めたが拒否されたことをこう述べているのだろう。 
 

【ⅲ】2018 年リクアワにおける NGT の「大躍進」 

 『AKB48 グループ リクエストアワー セットリストベスト 100 2018』（2018 年１月

19～20 日、2 日間 4 公演）の最終公演で、リクアワの 21〜１位曲が発表された。ベスト

テンは、 
 

                                                 
52 『NGT がマラソンに参加した結果 粘着ヲタにがっつかれてメンバー号泣き [無断転載禁

止]©2ch.net』>>1、2016/04/18(月) 08:03:22.13 ID:PkXHKxnsF、>>19、2016/04/18(月) 09:17:05.31 
ID:9KqClM9Td、https://shiba.5ch.net/test/read.cgi/akb/1460934202/。笠井はこのスレッドでは「白とピ
ンクのパーカー男 まほりんお兄さんって奴ですよ 厄介軍団の一人です。」（>>26）とされている
が、それも笠井のあだ名のひとつである（「AKS/NGT 運営とまほりんお兄さんの笠井さんは仲良
し？『相変わらず金持ってるオタクを優遇する運営だわ 20170420』」『ヤバイ！ニュース(・∀・)』
2019 年 09 月 01 日、http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/469465809.html、で引用されている、
2017/04/13 の書き込み）。 

53 「NGT 裁判、2016 年に笠井氏が山口さんとの DM を言いふらしている 5 ちゃんの書き込みが見つか
る【NGT 支配人 今村悦朗】」『ヤバイ！ニュース(・∀・)』2019 年 09 月 27 日、http://www.jikenjiko-
hukabori.com/article/470508466.html。 

54 福島章［2002］『新版 ストーカーの心理学』PHP 新書、75-6、84-5 頁。恋愛妄想はクレランボー症
候群とも呼ばれる（G. ドゥ・クレランボー、木村敏夫・時澤哲也・関忠盛・山岸一夫訳［1984］
『熱情精神病』、木村敏夫・時澤哲也・関忠盛・山岸一夫訳、金剛出版）。 

55 @maho_yamaguchi で山口がツイッターを始めたのは 2018 年 8 月なので、この笠井の主張はおかし
いとされ、モバメとそれへの返信と取り違えているのではないかとも推測されている。笠井の山口
との繋がりの主張は他のメンバーの話題が元ネタだと思われるものが多く（注 113 を参照）、これは
次の話題と 2017 年総選挙後疎遠になったという時期も一致する。NMB 須藤凜々花推しの chapp は
モバメと返信のやりとりや握手会を通じて須藤と婚約したと信じるに至ったが 2017 年総選挙での須
藤の結婚宣言で裏切られたというストーリーを連続ツイートしている
（https://twitter.com/chappuken/status/911199422222000128、午後 9:04 · 2017 年 9 月 22 日〜 
https://twitter.com/chappuken/status/911266246611439618、午前 1:29 · 2017 年 9 月 23 日）。 

56 「《NGT 裁判速報》被告男性が山口真帆と”私的つながり”主張「マンション廊下などで会い衣服やア
クセサリー等を贈った」『文春オンライン』2 頁、https://bunshun.jp/articles/-/14282、2 頁。 

 

https://shiba.5ch.net/test/read.cgi/akb/1460934202/
http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/469465809.html
http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/470508466.html
http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/470508466.html
https://twitter.com/chappuken/status/911199422222000128
https://twitter.com/chappuken/status/911266246611439618
https://bunshun.jp/articles/-/14282
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10 位 Get you!（AKB アルバム曲 サシニング娘の曲） 
9 位 青春時計（NGT シングル） 
8 位 月と水鏡（AKB 公演曲 横山由依ソロ曲） 
7 位 緑と森の運動公園（AKB シングル c/w NGT 曲） 
6 位 ロマンティック病（HKT シングル c/w） 
5 位 Max とき 315 号（AKB シングル c/w NGT 曲） 
4 位 花占い（SKE アルバム曲 松井珠理奈ソロ曲） 
3 位 下の名で呼べたのは…（NGT シングル c/w NGT 研究生曲） 
2 位 47 の素敵な街へ（AKB シングル c/w） 
1 位 世界はどこまで青空なのか？（NGT シングル） 
 
となり、昨年同様１位は NGT で、そのほか３位、５位、７位、９位と NGT がベストテン

の半数を占めた。なかでも、３位の「下の名で呼べたのは…」はデビューシングル『青春

時計』の NGT48 CD 盤（劇場盤）に収められた曲であり、NGT メンバ−のうち 2018 年１

月１日にチーム NIII の 16 名に入れなかった研究生 10 名の初オリジナル曲である。チー

ムの正規メンバーに選ばれなかった研究生にオリジナル曲を与えても NGT だけでなく

AKB 全体のなかで２位になるということは、彼女らにはまだファンがあまりついていな

いはずなので、普通ならば考えられないことであり、ここにも柱王票の一元的な意図的分

配が露骨に現れている。 
NGT の曲が研究生の曲も含めてベストテンに５曲入ることを前提としても、作為性が

ない場合、NGT の曲が奇数順位だけに入り、研究生の曲が３位になる確率は、手触りに

差のない●石４個、❸石１個と○石５個を混ぜ合わせ、目隠しして一列に並べ、

●○❸○●○●○●○となる確率で、 
(4/10)×(5/9)×(1/8)×(４/7)×(3/6)×(3/5)×(2/4)×(2/3)×(1/2)×(1/1)＝2880÷3,628,800＝0.00079365

となり、1260 回に１回程度しか起こらない珍事である。したがって、10 位以内の曲はす

べて正当な得票で集計して 10 位以内だったと仮定しても、捏造順位である確率は約

99.9％でほぼ確実と判断でき、そのうえ、実人気を考慮すれば、正当な投票で研究生の曲

以外の NGT の曲がベストテンに４曲以上入る可能性はほぼ皆無であり、NGT 研究生の曲

が３位以上になる可能性もほぼ皆無であるから、PRODUCE48 の最終順位が捏造であるこ

とが確率的にほぼ確かであることに勝るとも劣らず、リクアワ 2018 のベストテンは捏造

順位であると断定してよいだろう。 
2018 年４月 13 日に NGT は従来のチーム NIII と研究生の区分を廃止して、チーム

NIII、チームＧの２チームに変えることを発表し、同年６月 30 日より２チーム制に移行

しており、研究生を正規メンバーに昇格させて２チーム制とするための実績作りとして研

究生の嵩上げをする意味が 2018 年リクアワにおける研究生オリジナル楽曲の上位入りに

はあったことになる。あらかじめ２チーム制への移行をめざしてリクアワ順位が運営によ

って演出されていた可能性が高いのではなかろうか。このことによって、不正な柱王票を

行使しているのは AKS である疑いがさらに濃厚になった。 
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 また、シングル表題曲でベスト 25 に入っているのも１位と９位の NGT の２曲だけで

あり、同時期の AKB および姉妹グループ（デビューシングル発売前の STU を除く）のシ

ングルのうち NGT は最も売上が少ないのと全く逆の結果となっている。シングル売上と

リクアワ順位の齟齬からも、NGT には実人気とは正反対の投票結果をもたらす柱王の大

量不正票が存在することが読みとれる。2017 年総選挙速報までは無限投票が可能だった

とする説がかなり有力だったが、遅くともその後は無限投票できないようになっているは

ずだと多くの人は判断し、NGT の背後に柱王と呼ばれる謎の巨額出資者がいるというこ

とが AKB ファンの間では通説となり、柱王は「株などで数億円を儲けた個人レベルの成

金なのか？ 新潟財界からの支援なのか？ はたまた、NGT の所属レーベルであるソニ

ーミュージックの資金が動いているのか？57」と取り沙汰された。巨額出資者がいるとし

ても、リクアワ非公開情報（過去の得票数か当年の集計結果）を利用して一元的に票の配

分を行っているので、AKS と共謀して不正を行っていることになるし、AKS が単純に票

を加算しているだけかもしれず、この場合、大量票を AKS 自身が買っているとも解釈で

きる。 
非公開情報の利用をはじめとする違法な不正である柱王票行使を隠蔽する意味が、2017

年のリクアワと総選挙速報における無限投票疑惑にはあったが、2018 年リクアワ以降、

柱王の大量票行使を隠す術がなくなったにもかかわらず、柱王は AKS 以外の巨額出資者

であり不正とは言えないという説が有力になったのは、無限投票の嫌疑が晴れたため柱王

票行使主体が AKS ではないかと疑う人もあまりいなくなったからであろう。ここでも、

無限投票疑惑は不正投票の隠れ蓑となっていた。 
いなぷぅは、2017 年総選挙速報直後のツイートでは、無限投票以外の不正を前提に自

分も不正投票できると売り込んでいたことを見たが、2017 年 11 月 30 日午前 5:37 には

「俺がメンバーだったら NGT モバで無限投票出来るのわかった時点で家族巻き込んで睡

眠時間削ってでも絶対に 80 位に自分を入れる。」とツイートしており、大量票の一括行

使という NGT 不正投票の真相を隠すために貢献している。2018 年リクアワの投票期間は

2017 年 11 月 21 日 10:00 から 12 月 11 日 PM3:00 までであり 58、投票期間のちょうど中頃

に無限投票を煽るようなツイートをしていることになる。2017 リクアワ結果発表の最中

にまほまーるが無限投票を宣伝しだしたこととあわせて、不正とは無限投票のことである

と宣伝して不正の真相を隠蔽する役割を軍団が担っていることになる。2018 年 3 月に今

村は軍団を「犯罪はしててもあいつら可愛いんだよ 59」と庇ったが、ここでの犯罪とは

NGT 不正投票で、軍団は AKS の犯罪の共犯者だということであろう。 
 

 

                                                 
57 2019 年８月 27 日閲覧。「なぜ？ AKB リクアワ 2018 で NGT48 が大勝利！ 理由は大富豪による大量

投票？ チーム 8 は今年も涙」『48ers』2018/01/21 UPDATE、http://48ers.info/I0000057。 
58 http://www.akb48.co.jp/lp/request_hour/2018/about.html、2019 年 11 月 17 日閲覧 
59 https://twitter.com/KipdChan/status/1083341266526433280、午後 9:34 · 2019 年 1 月 10 日。 

http://48ers.info/I0000057
http://www.akb48.co.jp/lp/request_hour/2018/about.html
https://twitter.com/KipdChan/status/1083341266526433280
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【ⅳ】2018 年選抜総選挙を巡る軍団と NGT メンバ−の動き 

 2018 年の第 10 回選抜総選挙に関しては、軍団員がどの程度柱王票の一部を行使しえた

のかは判然としないが、自前でもある程度出費しているだろう。2017 年５月、軍団の有

力メンバーぶんとくが総選挙用シングル発売前の全国握手会で NGT の中村歩加に 3000 枚

まとめだしした 60ことから推測して、メンバー一人について１万票程度個人ないし少人数

の資金で総選挙に投票するのが軍団としては限度ではないかと思われるが、軍団成員が柱

王になりすましていた可能性があり、その場合には荻野のようにメンバー一人について最

大５万票程度投票できるとみせかけただろう。軍団の自前の資金と柱王なりすましとを

NGT の個々のメンバーは区別できないので、総選挙結果に対する軍団の影響力を、荻野

票を最大値として過大評価しがちになるだろう。これらのことをふまえると、軍団とメン

バーとの間の関係と総選挙の投票結果との間に関係があると推論できる。 
その関係を検証するための資料として、下のように、氏名、NGT メンバーの２チーム

制のもとでの所属チーム、2017 年の総選挙速報・最終結果、2018 年の速報・最終結果

を、2017 年速報順位（○囲い数字）に従って上から順に並べてみた。（以下、1 行に収ま

るようフォントを調整してください） 
 

氏名   チーム 2017 速報   最終      ／ 2018 速報     最終      

①荻野由佳 ＮⅢ  1 位 55,061 票 5 位 73,368 票／ 1 位  59,531 票  4 位 81,629 票  

②本間日陽  Ｇ  5 位 25,032 票 13 位 41,230 票／ 22 位 10,038 票 16 位  39,241 票  

③高倉萌香 ＮⅢ  7 位 21,667 票 25 位 28,623 票／ 84 位 5,164 票 67 位 21,182 票  

④山口真帆  Ｇ  24 位  9,966 票 53 位  20,888 票／ 83 位 5,187 票  70 位 20,654 票  

⑤宮島亜弥  ＮⅢ 31 位 8,401 票 70 位 16,930 票／ 総選挙辞退・卒業          

⑥西潟茉莉奈 ＮⅢ 34 位 7,983 票 41 位 24,401 票／ 62 位 6,147 票   24 位 32,096 票  

⑦中村歩加   ＮⅢ  52 位 5,994 票 80 位圏外   ／ 19 位  10,531 票  64 位 21,332 票  
⑧中井りか  Ｇ  83 位 4,404 票 23 位 29,953 票／ 46 位 6,942 票   37 位 26,701 票 

⑨太野彩香  ＮⅢ 89 位 4,199 票 80 位圏外   ／  7 位 17,332 票  53 位 22,292 票 

⑩北原里英     92 位 3,948 票 10 位 45,684 票／ 卒業 

⑪奈良未遥  ＮⅢ 94 位 3,848 票 100 番外    ／ 120 番外     21 位 33,962 票 

⑫加藤美南  ＮⅢ  100 位圏外   71 位 16,641 票／ 9 位 13,905 票  30 位 29,305 票 

⑬角ゆりあ  ＮⅢ  100 位圏外   77 位 15,990 票／ 120 番外    100 番外 

⑭長谷川玲奈 Ｇ   100 位圏外   80 位圏外   ／ 11 位 12,622 票 77 位 18,563 票 

⑮山田野絵  ＮⅢ 100 位圏外   80 位圏外   ／ 20 位 10,302 票 91 位 15,699 票 

⑯西村菜那子 ＮⅢ 100 位圏外   80 位圏外   ／ 29 位 9,057 票 43 位 25,244 票 

⑰小熊倫実  ＮⅢ 100 位圏外   80 位圏外   ／ 107 位 4,194 票 69 位 20,913 票 
 

この順番にほぼ従いながら、上記メンバーについて検討してみよう。 
①荻野由佳 

                                                 
60 「【速報】NGT48 全握で 3000 枚出しが現れる？【中村歩加】」『AKB48 タイムズ（AKB48 まとめ）』

2017/05/06 18:03、http://akb48taimuzu.livedoor.biz/lite/archives/51225834/comments/343348/。 

http://akb48taimuzu.livedoor.biz/lite/archives/51225834/comments/343348/
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２年続けて速報１位だった荻野由佳は２度も中の見えない車のなかに引き去られそう

になったと、2018 年 8 月 14 日に放送された『ザ！世界仰天ニュース 2 時間スペシャル』

で激白し、「話を聞いていた陣内智則は、『「仰天ニュース」でする話ちゃうで』と指

摘。笑福亭鶴瓶も『警察や、警察にせな』と訴えていた。61」 
荻野はこの番組の放送中、 
 

私の命の危機、、！ 
 
その時はもう本当に 
あ、わたし終わる。と、思いました… 
 
� 
 
放送中です！ 
是非ご覧ください〜�� 
午後 9:09 · 2018 年 8 月 14 日 62 
 

とツイートしていた。 
この一年前、いなぷぅは 2017 年総選挙のあと、不正投票で高順位になったと荻野を批

判するツイートを、次のように繰り返した。 
 

荻野由佳、自分のヲタクが前にいないからって最前のヲタク叩くのやめろー 
自分が人気ないの自覚してくれー不正投票で今年は入っても対策されたから来年は

80 位すら入れないよー 
2017 年 8 月 22 日 15 時 45 分 
 
荻野センターはイライラやばい。 
不正投票の順位とか NGT シングルに反映させなくていいだろ。 
本来人気ないやつセンターにして NGT の評判下げるだけやん、２日連続イライラす

るわ 
2017 年 9 月 7 日 20 時 30 分 

 
人気がないのに不正な大量票で総選挙速報 1 位、最終結果でも 5 位になったというこ

とを荻野は自覚していないと、いなぷぅは難癖をつけている。ここでは不正とは「対策さ

れた」としているので無限投票のことであり、実際には 2017 年リクアワのときから無限

投票ではなく柱王票だったのだが、まほまーるが流し始めた無限投票というデマを 2017
年総選挙のあとまでいなぷぅは繰り返している。 
                                                 
61 「荻野由佳、誘拐未遂事件を激白！『車の中に引き去られそうに…』」『エンタメ RBB』2018 年 8 月

15 日（水） 09 時 48 分、https://www.rbbtoday.com/article/2018/08/15/162792.html。 
62 https://twitter.com/yuka_ippaiwarae/status/1029339342701875200。 

https://www.rbbtoday.com/article/2018/08/15/162792.html
https://twitter.com/yuka_ippaiwarae/status/1029339342701875200
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しかし、いなぷぅは「荻野のこと嫌いになるのは諦めた」と 2018 年１月 10 日にツイ

ートし、同年 2 月 25 日には「いなぷぅ５〔いなぷぅ推しメン・ベスト５、実際はベスト

10〕／中井りか／太野彩香／清司麗菜／西潟茉里奈／荻野由佳／本間日陽／佐藤杏樹／山

口真帆／高倉萌香／村雲颯香……ワースト１／加藤美南／NGT48、辞めないか？」とツイ

ートしたように、いなぷぅにとって荻野は NGT で５位になった。 
いなぷぅは 2018 年 8 月 12 日、荻野とサマステ前に喧嘩して荻野と中井にブロック 63さ

れたと証拠写真つきでツイートした。サマステは７月 14 日から始まった 64ので、そのこ

ろから喧嘩して荻野と中井にブロックされたようだ。ブロック・ツイートの翌々日に誘拐

未遂事件を荻野は公にしたので、荻野らがいなぷぅをブロックしたのも犯人がいなぷぅら

軍団一味だと疑ったからではなかろうか。 
 
しかし、11 月 21 日には、 
 

いなぷぅ３〔いなぷぅの推しメンベスト３〕 
荻野由佳 
清司麗菜 
佐藤海里 
荻野にはかなり楽しませてもらったけど荻野居てこれなら誇りの丘はもういいかな 
１回のセックスより１回のレス 65と思っていたけどセックスの方が気持いいわ w 

 
と、いなぷぅ３（いなぷぅの推しメンベスト３）のトップに荻野を格上げして意味深なツ

イートをしており、事実かどうかはともかく荻野とセックスしたとそれとなく自慢してい

るらしい。いなぷぅは自己顕示欲が強いとされているので、彼のツィートを全て真に受け

ることはできないが、2017 年総選挙速報後さんざんけなしてきた荻野の評価が 2018 年に

なると上がり始め、山口真帆事件の１ヶ月前ころには NGT 一推しにまで変化した背景に

何かあるのではないかと思わせようとしていることは否定できないだろう。 
軍団が柱王票の一部を行使できたのではないかと私は推測しているが、荻野の場合、

軍団が自前の資金で５万票買えるはずはないし、荻野を１位にするのはデビューシングル

『青春時計』カップリング曲「出陣」のセンター起用という運営の荻野ゴリ推しの延長上

にあり、いなぷぅはそれに反発して 2017 年夏には荻野をたたいたのかもしれない。しか

し、いなぷぅは 2017 年の総選挙速報の前から無限投票ではない不正投票を知っており、

自分も不正投票ができるというツイートをして総選挙における運営との密接な関係を示唆

しいた。 

                                                 
63 ツイッターで A がＢにブロックされると、 ＡはＢのプロフィールにアクセスすると「Ｂさんはあ

なたをブロックしました」と表示されてＢのツイートを閲覧できなくなり、Ｂに DM も送れなくな
り、AB 相互のフォローが解除される。A はＢのプロフィール等を普通に閲覧できる。 

64 「サマステ 2018 音楽ライブの日程と出演者、SHINee、48 グループ、けやき坂 46 など」『マニのッ
ブログ』https://www.google.co.jp/amp/s/step1000.net/4494.html/amp、2019 年８月３日閲覧。 

65 この場合のレスとは、「劇場公演やイベントで、ファンの言動に対しメンバーが、指差すなど何かし
らの反応を示すこと。通常、『認知』されているファンがレスを返される。」（https://48pedia.org/用語/
ら行#.E3.82.8C） 

https://www.google.co.jp/amp/s/step1000.net/4494.html/amp
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総選挙における大量票というアメでメンバーを誘惑するだけではなく、意に従わなけ

れば荻野に対するように路上での誘拐・強姦を試み、山口に対するように住所を特定し、

帰宅を狙って強姦を試みるというのが、軍団の実体であろう。そのような異常な凶暴性

は、2016 年４月 17 日佐渡トキマラソンでの笠井の常軌を逸したストーカー行為を見たフ

ァンが早くから危惧していたことだ。荻野が誘拐未遂を警察に通報できていれば、それ以

降の NGT を巡る事態の展開は大きく異なっていたと思われるが、今村悦朗が軍団懐柔策

をとっていたため、荻野は 2 度の誘拐未遂いずれについても警察に通報できず、テレビで

の告発も NGT のイメージ悪化を避けたい運営に鎮火されて泣き寝入りを余儀なくされ、

荻野のいなぷぅら軍団との対決姿勢が薄れていったのではなかろうか？誘拐未遂や暴行強

姦未遂の被害者という共通点があるにもかかわらず、事件後荻野が山口と協調しなかった

ことも、そのような背景があったとすれば理解しやすくなる。 
 

②本間日陽・③高倉萌香 
柱王が行使しうる総票数が 2017 年速報と 2018 年速報であまり変わらないとすると、

2017 年に NGT で２位だった本間と３位だった高倉が 2018 年には大きく順位・票数とも

に落としており、この２人の票が削られ新たにテコ入れするメンバーに再配分されたと考

えることができる。本間は速報の大量票がなくても自力で最終 16 位となっており、運営

の期待に答えたと言えるが、高倉の最終得票はあまり伸びなかった。 
 

④山口真帆 
 軍団が柱王票の一部を行使できたか同程度の票を自前で速報前に行使したとすれば、山

口真帆は「2 年前繋がろうと言われて断」った（注 51 と同じ）と明言しているので、そ

れに対するペナルティーが速報 24 位から 83 位、9,966 票から 5,187 票という大きな落ち

込みとして現れている可能性がある。 
 2018 年の速報結果は繋がらなかった山口に対する笠井の報復だったとすれば、その後

山口に再度、票を回復させることを餌に繋がるように誘ったが色よい返事をもらえなかっ

たと思われる。笠井は 2017 年秋ころからずっと山口との関係が疎遠だったと、『被告ら

第一準備書面』で述べている（注 56 と同じ）。総選挙のあと 2018 年７月９日にいなぷぅ

は「冷静になると（ならなくても）山口が１番可愛いがガチで推してたら今頃殺されてる

だろうから助かった」とツィートしているのは、2017 年と 2018 年の総選挙の票などで誘

う笠井を山口が頑なに拒絶し続けたことを知った上でのことではなかろうか。 
山口のように、2017 年速報で高順位高得票だが最終で下落、2018 年速報で前年速報よ

り大幅下落というパターンのメンバーには、軍団の誘いを断ったため票で報復された可能

性があると推測できるだろう。それに該当するのは、本間、高倉、山口に限られる。山口

は速報票を除いた最終得票を 10,922 票から 15,467 票と、本間と同様に大きく伸ばしてい

るので、実人気は着実に上昇していたことになり、襲撃事件告発によって山口の知名度と

人気が全国レベル・世界レベルに暴騰する前提になっていたと思われる。上り坂の山口

は、本人にとっては思い出したくもない事件に遭遇したが、禍転じて福となし、絶好のチ

ャンスを掴んで一躍トップアイドルになった。荻野はテレビでの告発を封じ込められて泣
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き寝入りを強いられ、山口の事件後も山口と協調できなかったが、山口は自宅侵入を退ぞ

けて実行犯逮捕に至り、運営に対しても批判の矛先を向けたことが、軍団から似たような

被害を受けた 2 人の運気の分かれ目になった。 
 

⑤宮島亜弥（②本間日陽・⑬角ゆりあ・⑨太野彩香） 
 2017 年に NGT 速報 4 位だった宮島亜弥は、2018 年総選挙に出馬せず、卒業した。宮島

は愛称があやにゃんで、2017 年９月に行われたじゃんけん大会で宮島は山口とにゃんま

ほを組んで出場しており、山口とほぼ同じ速報票数だったので、軍団からの誘いに対抗す

るという意味合いがにゃんまほ結成にはあったのかもしれない。宮島は 2018 年 3 月 20 日

の公演を急遽出場停止し 66、27 日に体調不良によって活動休止し 67、5 月 22 日の復帰公

演で「復帰したばかりで心苦しいのですが、体調を崩してお休みをいただいていた間、治

療を続けてきました。ですが、自分でも思う以上に体が動かなくて、思ったより〔「よ

り」は「ほど」の意味か？〕よくならなくて、休養している間、たくさん悩んで、両親と

もたくさん話し合って、これ以上メンバーに私の体のことで迷惑をかけたくない、自分の

将来のことを考えたとき、二十歳だし、先に進むには卒業した方がいいと思い決めまし

た」と卒業を発表した 68。 
 2018 年 3 月 20 日のショールームで本間日陽は、その日のリハーサルで研究生が辛い思

いをするようなことがあったが、「〔研究生は〕負けないでほしい、みんなに、みんなの

気持が報われてほしいなーって思います、本当に」「おかしいことばっかりだなー、て思

うし」「人はね、簡単には変わらないし、変えられないと思うけど、ここまでしちゃうか

ねー、て思うけどねー」と語り 69、研究生だった宮島はその日公演を急遽休演していたの

で、「ここまでしちゃうかねー」という出来事がもとで宮島が休演したと本間は示唆した

いようだ。 

  
図６  2018 年３月 20 日 NGT48 劇場公演 

                                                 
66 「2018/03/20 NGT48「PARTY が始まるよ・えちご雪椿」公演 奈良未遥 生誕祭」『やっぱり現場は

楽しいね』2018-03-25 16:35:08 、https://ameblo.jp/muutajapan/entry-12361182251.html。 
67 「NGT48 研究生・宮島亜弥が活動休止！ 休業理由は本間日陽、角ゆりあらの内紛の炎上か。卒業

の可能性も濃厚」『48ers』2018/04/01 UPDATE、http://48ers.info/I0000156。 
68 「NGT48・宮島亜弥が卒業発表！ 理由はイジメ・内紛か？ 研究生から昇格し、体調不良からの復

帰直後に……」『48ers』2018/05/22 UPDATE、http://48ers.info/I0000251。 
69 https://twitter.com/speranzom/status/1094617694421303296、午前 0:22 · 2019 年 2 月 11 日。 

https://ameblo.jp/muutajapan/entry-12361182251.html
http://48ers.info/I0000156
http://48ers.info/I0000251
https://twitter.com/speranzom/status/1094617694421303296
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出所  注 65 と同じ。 
 
宮島の休業翌日の 3 月 28 日、本間日陽は次のようなモバメを書いた。「これからやる

こと！／From:hinata1110@mls.ngt48.com／あやちゃんがいないことを／当たり前にしたく

ないな。／／いろいろ騒がせておいて何言ってんだ。／て思う人もいるかもしれない／／

でも私が迷惑をかけてしまった／あやちゃんにも／ファンの方にもできる償いは／／それ

しかないから。／／許されることはなくても、私は頑張る。70」 
3 月 20 日のリハーサルで本間が問題にしたことが原因で、宮島は休業に至り、その問

題を風化させないために頑張ることが償いになると言いたいようだ。本間は何を問題にし

たのか明言していないが、本間も宮島も 2017 年総選挙速報票が多かったので、山口同

様、軍団から繋がるよう誘いがあるなど軍団とトラブルがあり、そのことをリハーサルで

問題にしたのだろうか？ 
宮島が活動休止を発表した３月 27 日のショールームで太野彩香は「今日は仕事でいや

なことばっかりだった」「証拠も根拠もないのに」「そんな中二病みたいなことしない

し」「証拠とかないわけ、ってかんじ」「もうそんなことにかまってる暇はないんだ、私

は。私はね、そんな簡単に裏切らないです」と言った 71が、誰を裏切らないのか？宮島ら

メンバーなのか、宮島を休業に追い込んだ厄介ファンなのか？と疑わせるような口振り

だ。3 月 30 日のショールームで太野は、憲法、法律、罰条を勉強して、こっち側は悪く

ないと言い返したい、盗撮が法に触れるか触れないかなどと話し 72、法律違反か否かとい

う問題が宮島の休業に関するトラブルと関わっていることを匂わせた。3 月 20 日の公演

に太野は出演したが、本間は出演していない 73ので、本間は太野を批判するようなことを

言いにリハーサルに出向いて、研究生を巻き込んだ騒ぎになり、問題に関係があった宮島

が太野と一緒の舞台に上がれなくなって休演したとすれば、全て辻褄があうのではなかろ

うか？ 
本間のショールームと同じ 3 月 20 日、角ゆりあもインスタストーリーで同じ件に触

れ、「『人に迷惑をかけるような大人になりたくない』『謝ることができない大人になり

たくない』などと激しい怒りを述べていました。／さらに、8 人いるはずの研究生に関し

て『私たち 7 人の努力が報われるように』との文言もあり、くだんの『迷惑をかける人

物』が研究生の一人であること、メンバー内で激しい対立が起きていることが明白になっ

たのです。」と、宮島が本間や角に批判されたとみる解釈がある 74が、角の投稿はその日

の公演での MC のお題「こんな大人にはなりたくない」をふまえているので、「こんな大

人」は 20 歳以上のメンバー（宮島のほか太野も該当する）だけでなく、「人に迷惑をか

                                                 
70 https://imgur.com/BXiNleE、2019 年 8 月 6 日閲覧。 
71 https://twitter.com/speranzom/status/1095356945538732033、午前 1:20 · 2019 年 2 月 13 日。 
72 https://twitter.com/speranzom/status/1096736793934921728、午前 1:20 · 2019 年 2 月 13 日

https://twitter.com/speranzom/status/1096736797508468736、午後 8:43 · 2019 年 2 月 16 日。 
73 「【出演者】／研究生→角ゆりあ、日下部愛菜、清司麗菜、髙橋真生、中村歩加、奈良未遥、西村菜

那子／チームＮⅢ→小熊倫実、菅原りこ、太野彩香、長谷川玲奈、村雲颯香、西潟茉莉奈」（のりた
ま［2018］「2018/03/20 NGT48「PARTY が始まるよ・えちご雪椿公演 奈良未遥 生誕祭」『やっぱり
現場は楽しいね』、2018-03-25 16:35:08、https://ameblo.jp/muutajapan/entry-12361182251.html。） 

74 NGT48 研究生・宮島亜弥が活動休止！ 休業理由は本間日陽、角ゆりあらの内紛の炎上か。卒業の
可能性も濃厚」『48ers』2018/04/01 UPDATE、http://48ers.info/I0000156。 

https://imgur.com/BXiNleE
https://twitter.com/speranzom/status/1095356945538732033
https://twitter.com/speranzom/status/1096736793934921728
https://twitter.com/speranzom/status/1096736797508468736
https://ameblo.jp/muutajapan/entry-12361182251.html
http://48ers.info/I0000156
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ける」という表現から軍団などの厄介ファンの可能性もある。また、「今日の研究生公演

／ちゃんと見ててください／私たち 7 人の努力が報われる／ように。」（同）とあるの

で、急遽休演した宮島を除く、出演研究生 7 人となっているのであって、角は宮島が迷惑

をかけたため除いたのではなかろう。「謝ることができない」とは、厄介ファンとの繋が

りを指摘された太野が「証拠も根拠もないのに」と居直って謝らなかったことを指してい

るのではなかろうか。したがって、本間や角が批判しているのは宮島ではなく太野か厄介

ファンかあるいはその両者と思われ、宮島はショックで太野と共演できなくなったが、他

の研究生は頑張ったのだろう。 
以上を総合すると、厄介ファンが宮島の休業の原因らしく、太野は厄介ファンとのか

かわりを疑われており、法に触れる恐れのあることをするような厄介ファンを裏切らない

とショールームを通じて彼らに伝えようとしているのではないかと疑われる。太野がショ

ールームを使って軍団と連絡を取ったことが明白な例もあり、後述する。 
宮島休業後、自分が指摘した問題を風化させないよう頑張ると本間は言っていたと思

われる。本間は 4 月 11 日発売予定の 3rd シングル『春はどこから来るのか？』でセンタ

ーを務め、4 月に卒業する北原里英からの NGT キャプテン継承をテーマとし、北原が持

つ紙吹雪を出す機関銃のようなものを受け渡され、柏木が「よかったね」と祝福するとい

う MV が 3 月 19 日に公開された 75。北原は厄介と対立していなぷぅに 1 番嫌われていた

（図 9 左）し、太野にも嫌われていたらしい 76ので、本間は北原の軍団との戦いを受け継

ぐのは自分だという使命感に駆られて翌日のリハーサルに乗りこんだのだろう。これから

は自分が北原に代わって彼らと対峙し、メンバーを守らなければという決意が 3 月 28 日

のモバメにも込められていたのだろう。2018 年 4 月 13 日に行われた「NGT48 単独コンサ

ート ～朱鷺は来た!新潟から全国へ!～」で NGT チームＧが結成され、キャプテンに本間

日陽、副キャプテンに山口真帆が就任することが発表され、翌 14 日に『北原里英卒業コ

ンサート〜夢の 1115 日 新潟の女になりました!〜』があった。 

  

                                                 
75 小林勇貴監督［2018］『〈期間限定〉 NGT48 3rd シングル「春はどこから来るのか？」MUSIC 

VIDEO Full ver. / NGT48[公式]』2018/03/19 に公開、
https://www.youtube.com/watch?v=_YybtAuT4YE。 

76 清司麗菜がツイートした動画（ https://twitter.com/official_seiji/status/1058678202321620992、 午後
8:12 · 2018 年 11 月 3 日）がその根拠とされている（「【映像】NGT 太野彩香【右】の北原里英に対
する態度が完全拒否。いなぷぅに対してと違いすぎて引いた」『ヤバイ！ニュース(・∀・)』
http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/463752481.html、2019 年 01 月 20 日）。 

https://www.youtube.com/watch?v=_YybtAuT4YE
https://twitter.com/official_seiji/status/1058678202321620992
http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/463752481.html
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図７ 『春はどこから来るのか』MV 

出所：注 75 と同じ。 
 
太野がかかわりを疑われたらしい厄介ファンについての手がかりもある。2018 年 2 月

23 日早朝、照明をつけずにショールームをはじめた太野は「起きちゃったー。いなぷぅ

起きてんのかい」と言い、いなぷぅは「あやかにのショウルーム一言目がいなぷぅおきて

んのかーい www はさすがに釣られたわ�」と 6 時 50 分にツイートしたことから、「い

なぷぅ」「あやかに」と呼び合う親しい仲だということがわかる。 
いなぷぅは宮島が休業を発表した 3 月 27 日に、「宮島かいせー〔『第三者報告』の

丙〕とのパパ活バレたか！？」「宮島とのパパ活ばれたかいせーくん、ツイッターに現れ

ないから怖い人に存在消されたぽいな」とツイートした。「『パパ活』とは“肉体関係な

しでお金に余裕のある年上男性とデートや食事を共にしてお小遣いをもらう活動”や“肉体

関係なしで経済的援助を受ける現代の新しい男女の関係”などいろんな言葉で説明されて

います。77」ということからして、宮島はかいせーに肉体関係を求められたが応じなかっ

たというようなことがバレたので休業を発表したらしいといなぷぅは言っているのだろ

う。 
2018 年３月は、メンバーの住所が流出する問題が起こったころである（注 59 と同

じ）。太野は盗撮が処罰の対象となる場合とならない場合があるとツイートしていたが、

個人情報漏洩についても同様であり、「刑罰が定められている個人情報保護法も不正競争

防止法も／いずれも親族友人のような関係の個人ではなく／情報に関連する（取扱）事業

者だけが処罰対象になります／／ですので、アイドルグループの他のメンバーは／これら

の法律では罰せられません／／さらに刑法には秘密漏示罪がありますが／これも、一部の

特殊な職についている人だけを処罰する犯罪なので／これにもあたりません 78」と、山口

真帆襲撃事件に関連して弁護士が指摘している。情報漏洩がもとで犯罪が生じた場合、漏

らした者は故意、未必の故意または過失による幇助となり、『第三者報告』によればメン

バーのＡはそれに該当するだろうが、実際に犯罪が生じない限り他のメンバーによる情報

漏洩それ自体が処罰の対象となることはない。 

                                                 
77「パパ活とは？パパ活の意味と正しいやり方をパパ活女子が解説【事件に巻き込まれない為にもチェ

ック！】」『melby』2019/07/22、https://melby.jp/papakatsu/ 。 
78 アトム法律弁護士事務所［2019］「【NGT48 山口真帆さん暴行被害】もし他のメンバーが加害者に加

担していたら刑罰を受ける？」『所長・弁護士コラム』2019-01-09、https://www.ichifuna-
law.com/10922/。 

https://melby.jp/papakatsu/
https://www.ichifuna-law.com/10922/
https://www.ichifuna-law.com/10922/
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太野は、自分に対する批判に反論するため情報漏洩で処罰されるかどうか調べたようで

あり、3 月ころメンバーの住所が厄介に漏れたことがファンの間で問題になった（注 59
と同じ）。太野が宮島の住所をかいせーに漏らし、かいせーが宮島にアプローチしたとい

ったような疑惑を本間は問題にしたのではないかと推測できる。山口真帆襲撃事件におい

ても、山口の向かいに住んでいた太野から山口の住所を聞いたと実行犯笠井は供述した。

太野は宮島や山口をはじめとする複数のメンバーの住所を軍団に教え、宮島卒業や山口襲

撃を引き起こしたのではないかと疑われ、山口の事件に関しては故意、未必の故意または

過失による幇助が疑われる。 
 

⑥西潟茉莉奈 
 西潟茉莉奈（『第三者報告』の C）以下のメンバーの多くは、山口真帆襲撃事件が報道

されると、山口や山口襲撃犯を含む軍団との関係についてさまざまに取り上げられてい

る。 
 西潟は、2018 年速報の順位・得票とも前年速報より下がっているが、2018 年最終は 24
位で、デビューシングルでセンターだった中井りかの 37 位を上まわる、という特異な動

きをしており、2018 年の速報では軍団からペナルティーを受け、その後軍団との関係が

よくなったのではないかと思われる。柱王票は運営が操作している場合には速報に重点的

に配分されることが多いと思われるが、軍団が行使権を譲与されている場合には、速報に

は少なく、その後に多く配分するようなこともメンバーによっては起こると思われる。仮

に軍団は柱王になりすましているにすぎないとしても、速報後自前の資金である程度の票

を加減することができると思われる。 
 西潟はいなぷぅにかいせー（『第三者報告』で山口の帰宅時間をメンバーＡから聞き出

した丙）との関係についてしばしばツイートされてきた。「さっき奈良のショウルームで

かいせーと西潟がキスしてましたよ」（2018 年 2 月 14 日 79）、「かいせーの西潟ドヤり

に吹いたんで大丈夫でした」（2018 年 2 月 16 日）、「聞いてもいないのにかいせーが西

潟への愛を永遠と語ってきて今日も眠れなさそう、、、」（2018 年２月 17 日）、「かい

せーは絶対年上の方がいいってか年上じゃないと面倒見切れないから西潟さんとはお似合

いだと思う。」（2018 年 2 月 27 日）とあるように、2018 年のバレンタインころから西潟

はかいせーと恋愛関係（枕営業と無関係な純粋な恋愛かどうかは疑わしい）にあったらし

く、このことは山口真帆も知っており、事件直後かいせー（丙＝Ｃ）と対峙した際、彼か

ら次のような発言（波線は『文春書き起こし』）を引き出し、そこでかいせーが西潟との

関係をうっかり自白していたようだ。「C＝丙＝かいせー：ん？ 西潟も俺否定しなかった？ 

B 君たちに否定してなかったのは普通にただ単に知らないからだと思うけど、俺は普通に知って

るから否定した。否定したよ。／『Ｂ君たちに否定してなかった』は、音声を 0.5 倍速で再生した

ところ『（ピー音）と(？)じぇびが否定しなかった』と聞き取れた。じぇびはＡ＝笠井のこと。し

たがって、『Ｂ＝北川とＡ＝笠井が西潟に連絡したことを否定しなかったのはただ単に西潟との

連絡方法を知らなかったからだと思うけど、俺は普通に西潟との連絡方法を知ってるから連絡し

                                                 
79 「暴行事件発覚後、この同じ SR で男の声が聞こえると話題になる」（https://imgur.com/a/DIg0kLv） 

https://imgur.com/a/DIg0kLv
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たことを否定した』という意味と解釈できる。つまり、Ｃと西潟は携帯で連絡を取れ合える仲と

いうことをうっかり白状していたと思われる。80」 
いなぷぅによれば、かいせーは西潟との関係と並行して宮島亜弥にも接近してトラブル

になったようであり、先に引用したいなぷぅツイート「宮島とのパパ活ばれたかいせーく

ん、ツイッターに現れないから怖い人に存在消されたぽいな」の「怖い人」は西潟のこと

ではないかと思われ、宮島が休演した 3 月 20 日公演に西潟も出演していたので、西潟が

嫉妬から宮島につらくあたるようなことがあったかもしれない。 
 2018 年 5 月 26 日にいなぷぅは「かいせーとの束縛にて西潟と握手したら西潟家〔西潟

のファン組織〕に威嚇された上に西潟に説教されてヂンオワキムチ〔人生終わったレッド

カード＝退場〕／まぁでもあやかに〔太野彩香の愛称〕の 5 倍は楽しいな」とツイートし

ている。総選挙投票開始直前のことであり、西潟が軍団に説教するようなことがあったた

め、軍団は西潟の速報票を前年より大きく減らしたと思われる。 
 その後西潟と軍団の関係はよくなったらしく、総選挙後の 2018 年 6 月 30 日にいなぷぅ

は「ディマリア〔アンヘル・ディ・マリアのことか？〕にかけて聖母マリア〔西潟〕ショ

ウルーム開始はかいせーしか勝たない」と、詳細な意味は不明瞭だが西潟とかいせーの良

好な関係を示唆するツイートをし、7 月 29 日に行われた NGT ボーリング大会では西潟の

チームに笠井宏明（甲、まほまーる）、かいせー（丙）がおり、軍団メンバーが特定メン

バーのチームに集中することは公平な抽選ではありえず、メンバーが応募葉書を見ていた

のでチーム参加者を選べたのではないかとも言われている 81が、単に応募口数が多いほど

当たりやすいためだという説もあり、実情はよくわからない。 
笠井とかいせーが山口真帆襲撃事件を引き起こしたことから事件の背景としてこのボー

リング大会がファンの間で注目されることになり、「山口氏は、C 〔西潟〕について、

平成 30 年 10 月 7 日に行われた握手会の際に甲〔笠井〕から『Ｃがお前の家に行けって

めっちゃ言ってくるんだけど。』などと言われ……新潟警察署の警察官から、甲が、当該

マンションの他新潟市内に 3 つのマンションを借りており、そのうちの 1 つが C が居住

するマンションであると聞いた等を指摘して、本件事件への関与を主張している」（『第

三者報告』、9 頁）と述べていることの傍証として、笠井とかいせーがボーリング大会の

西潟チームにいたことがしばしば取り上げられるようになった。さらに、西潟と同じマン

ションを笠井はかいせーとともに借り、このマンションを生活の拠点としていたと笠井自

身が明かし（『被告ら第一準備書面』）、笠井とかいせーは西潟と同じマンションに住

み、ボーリング大会でも西潟と同じチームを組んでいたことから、西潟が事件に関与して

いるのではないかという疑いがさらに高まった。 
 
                                                 
80 https://twitter.com/vyc13162/status/1172012925432647680、午後 2:03 · 2019 年 9 月 12 日、添付画像。 
81 https://twitter.com/gdgd1046/status/1089499605832630272、午後 9:25 · 2019 年 1 月 27 日、「メンバー×

犯人グループ」『新潟まとめ・画像集積所』https://www65.atwiki.jp/ngtinpbs-nakama/pages/19.html、
2019 年 8 月 1 日閲覧。応募資格は 3rd シングル『春はどこから来るのか？』封入の『全国握手会参
加券 or スペシャルプレゼント応募券』３枚で１口、一人何口でも応募できる（「『NGT48 感謝祭』
第 1 回ボウリング大会 開催のお知らせ 参加メンバー決定（4 月 10 日更新）」『ソニーミュージッ
クオフィシャルサイト』2018.04.10 、https://www.sonymusic.co.jp/artist/ngt48/info/492900）が、西潟
にはは軍団のほかに西潟家と呼ばれるファン集団があり、西潟家を排して軍団が西潟チームの当選
者４名中２名を占めたため公正な抽選ではなかったのではないかという疑惑を引き起こした。 

https://twitter.com/vyc13162/status/1172012925432647680
https://twitter.com/gdgd1046/status/1089499605832630272
https://www65.atwiki.jp/ngtinpbs-nakama/pages/19.html
https://www.sonymusic.co.jp/artist/ngt48/info/492900
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図８ NGT ボーリング大会西潟チームの笠井宏明（甲）とかいせー（丙） 

出所： https://img.atwikiimg.com/www65.atwiki.jp/ngtinpbs-
nakama/attach/19/66/4Eh6UgvQ8cnCPi4_3XKhf_10606.jpg （逮捕されなかった丙ことかいせ

ーの氏名は黒塗りで隠し、笠井宏明はグレイスケールでも見やすいよう明るさとコントラ

ストを調整した） 
 
⑪奈良未遥 
 西潟と近い票の動きは奈良未遥にもみられ、かいせーと西潟がバレンタイン・キスした

のは奈良のショールームだといなぷぅがツイートしているように、奈良は西潟派で軍団に

も近いようだ 82。 
 
⑦中村歩加 
 中村歩加は、2019 年 2 月３日に、山口真帆、菅原りこ、長谷川玲奈、村雲颯香ととも

にツイッターのプロフから NGT48 表記を削除しており 83、襲撃事件をめぐって山口によ

                                                 
82 「【悲報】NGT48 奈良未遥さん、西潟茉莉奈さんの握手会勝利モバメでツーショット、再びいなぷ

ぅとの関係がクローズアップされる」『ヤバイ！ニュース(・∀・)』2019 年 04 月 07 日、 
http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/465025498.html。 

83 「山口真帆が twitter から『NGT48』を削除した理由は？脱退･卒業や引退説を調査！」『ネタときど
きグルメ』、2019/02/04 2019/04/17 更新、https://romeci.net/2019/02/04/yamaguchi-maho-
retirement/#NGT48-2。そのなかで引用されている２月３日のツイートによれば、山口、菅原、長谷
川、村雲が削除し、中村もなかった。菅原、長谷川、村雲はチームＧ山口派としてよく知られてい
るのに対して、5 月 18 日の山口・菅原・長谷川の卒業公演に日下部愛菜、小熊倫実、角ゆりあ、高
沢朋花、高橋七美、渡辺歩咲、村雲颯香が参加した（「NGT 山口真帆、異様な卒業公演 最後まで
“山口選抜”と他メンバーとの軋轢隠さず表現」『Sponichi Annex』2019 年 5 月 18 日 20:31、
https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2019/05/18/kiji/20190518s00041000422000c.html ）ものの
中村は参加せず、本間日陽、奈良未遥、高倉萌香、向井地美音（AKB３代目総監督）とともに 2019
年 5 月 20 日に山口からツイッターのフォローを外された（「【速報】NGT48 山口真帆が向井地美音
総監督、本間日陽、中村歩加、奈良未遥、高倉萌香の Twitter フォローを外した模様！！！」
『AKB48 タイムズ（AKB48 まとめ）』2019 年 05 月 21 日 01:59 23:00、

https://img.atwikiimg.com/www65.atwiki.jp/ngtinpbs-nakama/attach/19/66/4Eh6UgvQ8cnCPi4_3XKhf_10606.jpg
https://img.atwikiimg.com/www65.atwiki.jp/ngtinpbs-nakama/attach/19/66/4Eh6UgvQ8cnCPi4_3XKhf_10606.jpg
http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/465025498.html
https://romeci.net/2019/02/04/yamaguchi-maho-retirement/#NGT48-2
https://romeci.net/2019/02/04/yamaguchi-maho-retirement/#NGT48-2
https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2019/05/18/kiji/20190518s00041000422000c.html
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る NGT 運営批判を支持する立場を表明したことになる。中村は 2017 年 5 月の NGT 全国

握手会で軍団メンバーのぶんとくに総選挙前に 3000 枚握手券まとめだしをされて 2 時間

半も握手させられ 84、2017 年、2018 年とも速報票が多かったので、軍団からのアプロー

チに辟易し、山口に共感するところがあったのではなかろうか。 
 
⑧中井りか 
中井りかは、NGT デビューシングル『青春時計』のセンターとして将来を期待され、

実人気もあるので、柱王票なしで勝負させられていたと思われる。2018 年総選挙最終発

表直前に、文春砲の直撃を受けた際に交際相手と報じられたのは軍団の一員（文春説によ

ればリーダー）だが、おそらく彼のことを中井は「人間不信だったときに支えてもらっ

た」「恋愛関係ではない 85」と話した。そのように支えてもらったのに恋愛ではないとい

うのは常識的には強弁にも聞こえるが、中井も恋愛で枕営業を意味しているのではなかろ

うか。 
 

⑨太野彩香 
太野彩香は、2018 年 5 月 26 日いなぷぅがツイートで西潟と対比しならが触れているこ

とから、総選挙直前に太野といなぷぅら軍団との間に何かあったことが覗われる。そし

て、2017 年総選挙では速報 89 位 4,199 票、最終 80 位番外と柱王票の恩恵を受けなかった

と思われる太野は、2018 年総選挙では速報 7 位（NGT 内で荻野に次ぐ 2 位）17,332 票を

獲得した。前年速報と比べて、1 万票程度の柱王票あるいは軍団票が新たに太野に配分さ

れたと思われる。 
太野は 2018 年 5 月 19 日のショールームで「ジョー会なう…あー！叙々苑！」「あやか

にちゃん行くの忘れてショールームとかはじめちゃったけど大丈夫かな？言い出しっぺが

ショールームしてます。イェーイ 86」と明言していたジョー会とは、軍団の一員である北

川丈（『第三者報告』の乙）の名を冠する会であり、軍団とりわけ北川との関係を太野は

公言していたことになる。 
同年 6 月 6 日のショールームの最後に、ギフトを投げた人の名前を読んでいるうちに、

いなぷぅと親しいたくやぎをみつけて「たくやぎいたんだ」と反応し、たくやぎの書き込

み「じょー会叙々苑好きな…」を読んで「叙々苑行かなきゃ」と話し 87、同年 6 月 15
日、総選挙最終結果発表前日のショールームでは、軍団のひろよしのメッセージをみつけ

て「ひろよしじゃん」と親しげに話しかけ、「早くジョー会しましょう。アヤカニが〔総

                                                 
http://akb48taimuzu.livedoor.biz/archives/55331491.html ）ので、山口とは多少距離があるらしい。 

84 「【速報】NGT48 全握で 3000 枚出しが現れる？【中村歩加】」『AKB48 タイムズ（AKB48 まとめ）』
2017/05/06 18:03、http://akb48taimuzu.livedoor.biz/lite/archives/51225834/comments/343348/。 

85 「『私もファンと…』NGT“緊急学級会”でメンバーが涙の懺悔」『週刊文春』2019 年 4 月 18 日号、
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190411-10000689-bunshuns-ent。 

86  「【動画】NGT48 の山口真帆を襲った X 会と太野彩香が繋がる動画が発掘される 「関与無し」は
嘘？。」『ゴゴ通信』2019/01/13 14:16:22、http://gogotsu.com/archives/47067、Spielzeug Hauptbahnhof 
2019/01/12 に公開『NGT48 太野彩香 「ジョー会なう」「私が言い出しっぺ」』
https://www.youtube.com/watch?v=ctb2goky5gE。 

87 https://twitter.com/speranzom/status/1147260967237107715、午前 6:48 · 2019 年 7 月 6 日。 

http://akb48taimuzu.livedoor.biz/archives/55331491.html
http://akb48taimuzu.livedoor.biz/lite/archives/51225834/comments/343348/
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190411-10000689-bunshuns-ent
http://gogotsu.com/archives/47067
https://www.youtube.com/watch?v=ctb2goky5gE
https://twitter.com/speranzom/status/1147260967237107715
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選挙結果発表で〕ランクインしたら明日さすがに叙々苑だよね。叙々苑楽しみだな。明

日」と話しており 88、総選挙のころジョー会が叙々苑で何度も企画され、太野も自分のラ

ンクインを祝うジョー会叙々苑に出席する予定を立てており、実際にそうしただろうこと

が覗われる。 
ひろよしは、NGT メンバーの西村菜那子とつながって消す（濡れ場の写真をマスコミ

に売るなどして卒業に追い込む）ことをいなぷぅと企てていた（図 9 左）ように、山口を

最初に襲った北川丈と並んで、軍団のなかでも暴力を好む人間が太野の周辺に複数いたこ

とが、ジョー会叙々苑ショールームからわかる。 

  
図９ いなぷぅに狙われた西村菜那子と長谷川玲奈 

出所：ツイッターのスクリーンショット 
 
太野は事件の半年前（注 98 と同じ、2 頁）、あるいは数ヵ月前（『第三者報告』4 頁）

に山口の向いの 314 号室から退去し、太野が退去することを笠井宏明はＷ（ファン仲間）

から聞いて太野の後を引き継ぐ形で借りたと報道されてきた（『文春書き起こし』）が、

民事訴訟に提出した書類によれば被告は 12 月３日から 314 号室を借りており 89、事件の

                                                 
88 https://twitter.com/speranzom/status/1147028958891958275、午後 3:26 · 2019 年 7 月 5 日。 
89 「《NGT 裁判速報》新たな証拠開示 AKS は音声データ、犯人側は賃貸契約書と“あの写真”を提出

https://twitter.com/speranzom/status/1147028958891958275
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直前に笠井は太野が半年近く前まで借りていた部屋を誰かから引き継いだことになるの

で、太野が借りていた 314 号室をＷら軍団関係者が借り続け、笠井は事件５日前に山口に

接触する基地として確保したと思われ、事件の際にはその 314 号室から北川＝乙と笠井＝

甲が出て来て山口を襲った。なお、山口は事件直後まで太野が引っ越したことを知らなか

ったのであり、実際には太野は引っ越さず、軍団員に借りてもらいながら太野が住み続け

ていたのではないかという疑惑は否定されていない 90。 
 

⑬角ゆりあ 
 角ゆりあには、2017 年、2018 年ともに、柱王票の影響は読み取れないので、軍団と対

立していたようである。宮島亜弥の休業を巡って本間日陽を擁護し、山口真帆らの卒業公

演に参加した 7 名の 1 人であり、山口から安心安全 7 と呼ばれた 91ことからも、それは裏

付けられる。 
 
⑭長谷川玲奈 
長谷川玲奈は 2017 年には速報、最終とも圏外だったが、2018 年には速報 11 位（NGT で

は太野に次ぐ３位）になっており、2018 年総選挙で軍団に目を付けられた可能性があ

る。軍団が柱王になりすまして長谷川に近づこうとしたのかもしれない。このことは、総

選挙から半年後、山口による襲撃事件告発からも 20 日後の、いなぷぅの 2019 年 1 月 28
日ころのツイッタープロフ（図 9 右）からも読みとれる。キャッチボール云々は、長谷川

の特技が野球であることをふまえている 92。界隈はネット・オタク用語でファンの意味で

あり 93、「公演中よそ行きの顔を見るのが趣味」とはメンバーのよそ行きでない顔を見る

ことが前提となった表現なので、そういう親密な間柄になりたいということだろう。大ト

ロ牛乳 94を食べたいとは乳房を口に含みたいということの比喩かもしれない。DM 云々

                                                 
……」『文春オンライン』2019/11/05、https://bunshun.jp/articles/-/15223。被告が提出したのは契約書
のコピーではなく、602 の賃貸契約書の写真と 314 の定期建物賃貸契約（12 月 3 日～1 月 11 日）に
ついての説明書の写真で、いずれも署名捺印のページがなく、602 については居住者の欄はあるが
契約者が誰なのかは分からない
（https://twitter.com/LiESbnZiVvkqHHJ/status/1196639014377246720 ）。 

 
90 https://twitter.com/shinranka/status/1133530444853534720、午前 9:28 · 2019 年 5 月 29 日。

http://www.mediafire.com/file/wje7b5duoddbnt9/Team_G_Kouen_Performer_list_.pdf/file によれば、事件

直近で山口と太野が共演していた公演は 2018 年 11 月 28 日である（2019 年 11 月 18 日閲覧、その

日公演直後の太野ツイートは図 18）。山口が太野の引っ越しを認識していなかったことは、事件直

後の山口の笠井への発言「だから B〔＝太野〕から鍵もらったんでしょ？ じゃなかったら引っ越
、、、

してもいない
、、、、、、

のに鍵もらえなくない？」（『新潮書き起こし』、２頁、傍点引用者 ）からわかる。 
91 「安心安全 7 メンバーって誰？画像とプロフィールまとめ！NGT48」『ふぁいんだーのムコウから』

2019-05:26、https://refinelifekaz.com/archives/3657。 
92 「中井りか派布教担当。長谷川玲奈と会話のキャッチボールをしたい界隈。」は 2010 年 1 月 30 日に

は削除されていた（「NGT48 前支配人の音声入手「中井は真っ黒だよ」アイドルハンター軍団野放
しの真実」『girls Channel』2019/03/01(金) 16:07、>>1745、https://girlschannel.net/topics/1993675/4/ ） 

93 「界隈の意味って？ジャニオタ？twtter?本来の意味から英語表現、類語、ネット用語まで徹底解
説！」『chewy』2018/11/21 2019/02/26 改訂、https://chewy.jp/businessmanner/4707/。 

94 大とろ牛乳というスイーツ売っている同名の店が群馬県水上温泉郷の近くにある（「群馬の「大とろ
牛乳」って何だ！？超美味しい新感覚スイーツの魅惑に迫る！」『LINE トラベル jp』
https://www.travel.co.jp/guide/article/8430/、2019 年 8 月 2 日閲覧）。 

https://bunshun.jp/articles/-/15223
https://twitter.com/LiESbnZiVvkqHHJ/status/1196639014377246720
https://twitter.com/shinranka/status/1133530444853534720
http://www.mediafire.com/file/wje7b5duoddbnt9/Team_G_Kouen_Performer_list_.pdf/file
https://refinelifekaz.com/archives/3657
https://girlschannel.net/topics/1993675/4/
https://chewy.jp/businessmanner/4707/
https://www.travel.co.jp/guide/article/8430/
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は、自分へのプレゼントを買ってから、つまり自分と繋がる決心をしたら DM で連絡を、

ということかと思われる。 
 

⑫加藤美南・⑮山田野絵 
長谷川と同様のパターンは、加藤美南、山田野絵と西村菜那子にもみられる。加藤と山

田は、もともと山口とそれほど親しくなく、山口からツイッターでフォローされていなか

ったが、それが後に誤解を呼ぶことになったらしいことは後述する。 
 

⑯西村菜那子 
西村にはつぎのようなことがあった。2018 年 1 月 10 日にいなぷぅらがツイートで西村

を消す人を探し、ひろよし@にわり☺が「俺が繋がって消すことができるけど、どうす

る」と答えており（図 9 左）、繋がり写真を文春などに売って卒業に追い込もうとしてい

たらしいが、2018 年総選挙速報では西村は柱王票を得ている。 
加藤や山田と対照的に西村は山口らの卒業発表に対して 2 ページにも及ぶ文章の画像を

ツイートに添えて公にし、事件発覚後も山口が「私の悩みを聞いてくれたり、一緒に遊ん

でいたゲームの話を前みたいにしてくれたり、真帆ちゃんはいつもと変わらず優しく頼れ

るお姉さんでいてくれました。」「長谷川玲奈ちゃんや菅原りこちゃんや村雲颯香ちゃん

の人間性をみて学んだことがたくさんありました。95」などと述べており、山口に悩みを

相談していたらしい。メンバーの安全のために事件を公にした山口を支持し、相談もして

いたと思われる。2018 年総選挙速報のあと、柱王になりすました軍団から西村にもアプ

ローチがあったかもしれない 
 

⑰小熊倫実 
小熊倫実は、票の動きからみて、軍団が意図的に票を操作したことも、柱王になりすま

した軍団が付け入る隙もないと思われるが、１月 20 日のフォトログで「グループのこと

を 1 番に一生懸命に考えてくれる優しくて大好きな自慢の副キャプテン」と山口を評し、

『第三者報告』を巡る AKS の記者会見に山口が反論ツイートをした翌々日 2019 年３月

24 日にモバメで「何も出来なくて悔しい」と山口支持をそれとなく仄めかし 96、山口・

菅原・長谷川の卒業公演にサプライズ出演した安心安全 7 のひとりだった。 
 

 以上のように、2017 年の総選挙では速報前に荻野、本間、高倉、山口、宮島、速報後

に西潟と奈良に柱王票やそれに加算した軍団票が投ぜられ、2018 年には多数のメンバー

がさまざまなかたちで柱王票ないし軍団票とかかわったらしいことが読みとれる。山口

は、総選挙後の 2018 年 7 月 14 日ころ、ショールームで「柱王」というコラムを書いたも

のの OK がでないなと思って投稿を自粛したが、卒業したらみせたいと語った 97。 

                                                 
95 https://twitter.com/nanako_nsmr/status/1120189460325384192、午後 1:55 · 2019 年 4 月 22 日。 
96 「【NGT48】小熊倫実がモバメで山口真帆事件に言及『何も出来なくて悔しい』」『まとめまとめ』

2019 年 03 月 24 日更新、https://matomame.jp/user/FrenchToast/b869c07244f70e964054。 
97 https://twitter.com/sr_ngt_48/status/1018155180355776512、午前 0:28 · 2018 年 7 月 15 日。 

https://twitter.com/nanako_nsmr/status/1120189460325384192
https://matomame.jp/user/FrenchToast/b869c07244f70e964054
https://twitter.com/sr_ngt_48/status/1018155180355776512
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このように柱王票を利用しながらメンバーに危害を及ぼす軍団からメンバーを守らなけ

ればならないという認識を、2017 年総選挙後になっても今村は持っていなかったらし

い。2018 年 3 月の握手会における支配人部屋でのファンとの会話で今村は、メンバーの

住所を流出させた厄介オタについて次のように述べた。 
 

去年〔2018 年〕3 月の支配人部屋で、「メンバーの住所が流出してる話を聞いた。メ

ンバーに危害が及ぶ恐れがあるんじゃないか」と質問した時のこと。 
警察と連携してるという説明と一緒に「犯罪はしててもあいつら可愛いんだよ」とハ

ッキリ言ったこと絶対忘れないからね。（注 59 と同じ） 
 
 さらに、2008 年夏のイベント会場で、あるファンが今村に軍団の出禁を陳情した録音

テープによれば、次のようなやりとりがあった。 
 

ファン「軍団がイベント会場で暴れたり、やりたい放題でファンは皆、迷惑してい

る」 
 
今村氏「今度会ったら言うから。俺だって命がけだからね、あいつらに何されるか分

からないから。今度 1 回俺（軍団と）飲もうかと思っててさ。飲みましょうって言わ

れて、ここだけの話ね、手なずけているの俺。世間はそれを癒着と言っているじゃ

ん、俺のことを。あれは癒着じゃないからね（略）あいつらだってファンなんだから

除外するだけじゃだめだよ。あいつらにも気持ちを改めてもらう方法としては NO だけ

じゃダメなんだよ」98 
 
 NGT「大躍進」の原動力である柱王票行使権の一部を、無限投票疑惑という隠れ蓑の宣

伝の対価などとして軍団は譲与されていたかもしれず、さらに柱王そのものになりすまし

てメンバーに近づく軍団に対して、今村は懐柔策をとろうとしてきたということであろ

う。今村がファンの訴えから軍団を守ろうとするのは、軍団に何らかの弱味を握られてい

たからだと軍団の友人が指摘している。 
 

軍団のメンバーたちは、接触したメンバーから今村の情報を聞き出しているようでし

た。『彼の弱みを握っている』『もし俺たちを出禁にしたら、いつでも今村を潰して

やる』などと吹聴していた。今村は彼らの手綱を握れていなかったのです。 
 今回の犯人の一人である B〔甲＝笠井〕は、ファンの間でも無節操な“接触活動”で有

名でした。今村はじめ運営サイドも“山口推しの危険なファン”として認識していたはず

です（注 98 と同じ、２頁） 
 

 

                                                 
98 「音声入手『中井は真っ黒だよ』ハンター軍団を野放しにした NGT 前支配人ぶっちゃけテープ（公

開日:2019 年 1 月 30 日）」『文春オンライン』2019/05/05、https://bunshun.jp/articles/-/11541、１頁。 

https://bunshun.jp/articles/-/11541
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このように、今村は厄介を懐柔・優遇することで対処し、その結果、いなぷぅは次のよう

なツイート（削除済み）をした。 
 

2018 年 10 月 26 日午後 3:37 
本日は NGT48 劇場支配人をつとめる今村悦郎さんの 59 歳の誕生日です！ 
日頃の感謝を込めてアンコールはえつろーコールでお願いします！ 
今村さーん！これからも NGT48 もよろしくお願いします！ 
アンコール行くぞー！ 
 
えつろー！！えつろー！！ 
 
ってジョーくんがやるらしいです 
 
2018 年 10 月 26 日午後 8:41 
今村さんとの絆で最前だったからガチでやろうとしたのにとなりの人が今日アンコー

ルする人いるらしいよって明らか俺のツイートの文字読んでたから気まずくて出来な

かった www いなぷぅ 
 

えつろーコールをする予定だったというジョーくんは実行犯乙こと北島丈であることだけ

でも、今村には山口真帆襲撃実行犯との繋がりがあり、弱味を握られているため彼らをコ

ントロールできなかったことが事件の原因のひとつであることは明らかであろう。 
 「実は山口は事件数日前、周囲に不安を漏らしていた。／／『山口は彼らの行動を知っ

てか、あるスタッフにオタク（軍団）に不審な動きがあることを相談していたんです。ス

タッフは会議に掛けると約束した。その矢先に事件は起きてしまったのです』（NGT 関

係者）」（注 98 と同じ、２頁）NGT スタッフたちが山口の訴えに迅速に対応しなかった

ため山口が襲われたのは、荻野が 1 度目の誘拐をおそらく運営に届けていたにもかかわら

ず 2 度も誘拐されそうになったことに似ており、2008 年春にはメンバーの住所流出問題

を指摘したファンに「犯罪はしててもあいつら可愛いんだよ」（注 59 と同じ）、夏には

軍団の出禁を求めたファンに「今度 1 回俺（軍団と）飲もうかと思っててさ。……手なず

けているの俺。……あいつらだってファンなんだから除外するだけじゃだめだよ。」（注

98 と同じ、１頁）と言ったように今村が軍団懐柔策をとっていたことに起因すると思わ

れ、荻野の 2 度目の誘拐未遂と山口襲撃とは今村自身の責任が問われるような事件だった

ことになる。今村が軍団懐柔策をとったのは、2017 年リクアワ以来、NGT 票を巡る不正

を AKS トップと今村と笠井やいなぷぅら軍団が共謀してきたためだろう。 
 

【ⅴ】2019 年リクアワにおける不正票の消失 

 『AKB48 グループ リクエストアワー セットリストベスト 100 2019』では、以下のよ

うに、NGT は 2017, 2018 年から大きく後退した。 
  



 44 

NGT48 は初参加となった 2017 年に「Max とき 315 号」、18 年は「世界はどこまで青

空なのか？」で 2 年連続 1 位を獲得。しかも 17 年は持ち歌 3 曲すべてが TOP10、18 年

はメンバー歌唱のない登場曲「overture（NGT48 ver.）」を含めて持ち歌 27 曲すべてが

TOP100 入りの“完勝”だったことから 3 連覇が有力視されていたが、今年の最上位は本

命視されていた荻野由佳センターの最新シングル「世界の人へ」の 10 位。投票は昨年

12 月 11 日までに終わっていたが、TOP100 入りは持ち歌 40 曲中 13 曲にとどまった。
99 

 
10 位 世界の人へ（NGT シングル） 
9 位 涙の表面張力（AKB アルバム曲） 
8 位 暗闇（STU48 シングル） 
7 位 抱きつこうか（AKB シングル c/w AKB16 期研究生曲） 
6 位 ここで一発（SKE シングル c/w  だ～す～&つ～ま～） 
5 位 月と水鏡（AKB 公演曲 横山由依ソロ） 
4 位 君は僕の風（AKB シングル c/w AKB48 グループセンター試験選抜） 
3 位 センチメンタルトレイン（AKB シングル） 
2 位 ロマンティック病（HKT シングル c/w） 
1 位 47 の素敵な街へ（AKB シングル c/w） 
 
 

2017〜9 年のリクアワで３回ともベストテンに入ったのは２曲だけであり、NGT 曲を除

いた順位は、チーム８の「47 の素敵な街へ」がいずれも１位、  横山由依のソロ「月と

水鏡」が３位、４位、５位と毎年１づつ下がるというように、いずれも安定した動きをし

ており、そのなかでベストテン内の NGT 曲が３曲、５曲、１曲と不安定に変動している

のは、柱王票の規模の変化と連動しているはずであり、2018 年総選挙のあと柱王票が激

減したと思われる。2019 年リクアワにおいて NGT よりも STU に勢いがあることは、

NGT 最高位 10 位の 4th シングル『世界の人へ』より STU のデビューシングル『暗闇』が

上回って８位に入っていることにあらわれている。 
投票期間は 2018 年 11 月 27 日（火）10 時から 12 月 11 日（火）15 時までであり、12

月８日に起こった山口真帆襲撃事件はまだ表沙汰になっておらず、その影響は、２名の逮

捕者を出した軍団が投票にかなり関与していたとしても投票期間の最後の３日間における

軍団のパフォーマンス低下くらいしかない。したがって、リクアワ 2019 の投票はおおむ

ね事件直前の状況を反映していると思われる。そうだとすれば、柱王、すなわち NGT を

運営する AKS が行使する票が 2018 年総選挙ののち大きく減ったと考えるほかなかろう。 
12 月９日には、2017 年リクアワにおいて NGT では無限投票ができたと騒ぎ出したまほ

まーること笠井宏明が山口真帆襲撃で逮捕され、そのことは AKS にもただちに伝えられ

ていたと思われる。捜査開始直後で NGT メンバーのなかから逮捕者が出るかもしれない

                                                 
99 「【リクアワ】NGT48、3 連覇逃す AKB48 チーム 8 が雪辱 V」『ORICON NEWS』2019-01-19 

21:06、https://www.oricon.co.jp/news/2127837/full/。 

https://www.oricon.co.jp/news/2127837/full/
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という状況のなかで投票は締め切られたので、リクアワや総選挙での不自然な NGT 票と

軍団とのかかわりが捜査で問題にならなかったとは考えにくく、AKS の不正票行使にま

で捜査が波及する可能性があるなかで、不正な票行使を続けることは危険であり、2018
年リクアワに不正がなくなっていればそれまでの不正疑惑を逮捕された笠井ら軍団になす

りつけることもできるという判断から、2018 年リクアワ結果発表においては柱王票が投

じられなかったものと推測することができるだろう。それ以外に、柱王票消失をうまく説

明する仮説はないのではなかろうか。 
 

（３）山口真帆襲撃事件とその後 

【ⅰ】ショールームとツイートによる山口真帆の告発 

 山口真帆が軍団に襲撃された 2018 年 12 月 8 日、東京の AKB48 劇場では創立『13 周年

記念特別公演』が行われ、2 代目総監督横山由依の誕生日で 3 代目（次期）総監督が向井

地美音になることなどが発表されて、AKB ファンの関心はもっぱらその話題に集中して

いた。新潟県警記者によると、県警は「新潟市内在住の A（25・無職）と B（25・大学

生）が、市内在住の女性（23・自営業）に暴行し逮捕された」という広報文を翌日発表し

た 100が、マスコミなどがとりあげることもなかった。 
事件翌日に山口は、 

 
山口真帆 @maho_yamaguchi  12/9 13:51 
この子たちのことは守りたい。 
いくら自分が許せないことをされても、それ以上にチーム G のこと守りたい。憎しみ

悲しみ怒りに勝てる愛がある仲間がいる。このメンバーが同じチームなことが私の救

いで今生きる糧。一緒のチームになってくれてありがとう。出会ってくれてありがと

う。大好きだよ。 
 
山口真帆 @maho_yamaguchi  12/9 22:26 
りかのことじゃなくてもりかって誤解される�触れても火傷だし触れなくても火傷なん

てやっぱり時の人…(笑) 
りかは表でも裏でもそのままだからもう逆に怖くないし、チーム G になってから仲良

くさせてもらってるけど時の人(ほとんど仕事)なので写真はないの…探したら N3 のと

きのしか笑この写真でいいなら pic.twitter.com/Qb1LJ50y0t101 
 

                                                 
100 「『NGT 事件』なぜ秋元康は謝罪しないのか」『PRESIDENT Online』2019/01/21 15:00、

https://president.jp/articles/-/27358?page=2。 
101 以下、中井との間につぎのようなやりとりがあった。「中井りか@rika_nakai82312/9 23:31／わかっ

（笑）／／ありがとうまほ���� ／／前まで、怖かったのかわたし�（笑）／／火傷させてごめ
んよ��ɢ （笑） twitter.com/maho_yamaguchi…」「山口真帆@maho_yamaguchi12/10 0:19／
@rika_nakai823 しょ、、しょしょしょ正直でごめんなさい、、笑／／りかはなんでもできて本当に凄
いなって思う。／でもこれからは、誰が写っていますか？に写っていなくても謎にタグ付けさせて
頂きますね(笑)」「中井りか@rika_nakai82312/10 1:48／@maho_yamaguchi （笑）／／写ってないの
には謎すぎ wwwwwww／余計な気を遣わせてしまってごめんよ�（笑）」 

https://president.jp/articles/-/27358?page=2
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山口真帆 @maho_yamaguchi  1/7 19:30 
今助けてくれる人を私は一生忘れないし一生恩を返し続けたいと心に決めてる。逆は

一生許せないけどね。 
チーム G が普通のアイドルチームでよかった。みんなにはずっと感謝して生き続ける

ってここ 2 週間毎日思ってる。石油王だったらみんなを世界一周に連れて行きたいぐ

らい… 
 

とツイートしていた 102。 
 
 これらから、中井りかも含めてチームＧのメンバーを守りたいという愛が、事件に伴う

憎しみ悲しみ怒りに勝る山口の支えになっていることがわかる。そのことは、卒業までの

山口の言動全てに一貫してみられる。また、事件翌日の中井とのやりとりは、中井を事件

の黒幕とするような文春報道（後述）の奇妙さを際立たせる。中井が「時の人」だとは、

2018 年 6 月 16 日の総選挙で 37 位にランクインした際、ステージで文春の直撃取材を受

けたことを告白して「アイドルだっていろいろあるんだよ！」と言って男性との交際を認

めたことなどを指しており、「チームＧが普通のアイドルチームでよかった」というの

は、一般人の普通の女の子のように恋愛や交際を公言する中井のようなアイドルも含むこ

とになる。したがって、以下に引用する、山口の事件に関する告発で使われている「恋

愛」とは、風俗で使われる「自由恋愛」の意味に近く、柱王票獲得と引き換えることを意

図した軍団への枕営業などのサービスや情報の提供のことである。（２）【ⅳ】で見たよ

うに、柱王票との取引を疑う余地があるメンバーはチームＧにいないことからも、山口の

いう「普通のアイドルチーム」の意味が柱王票めあてのサービスや情報の提供をしないチ

ームという意味であることは明らかだろう。 
事件発生１ヶ月後の翌年１月８日に山口がショールームで事件に対する運営の対応を告

発しはじめたところ、途中で動画配信が強制終了（BAN）された。 
 

もう、モバメもね、送ってるんだけど、止められて何も送れない。全部本当のこと

を言いたいけど、本当のこと言わないと何も解決しないし。私とまた同じ目にあう人

がいるのに。結局この 1 ヶ月待ったけど、なんも対処してくれなくて、今村さんだっ

て、クリーンな NGT にするって言ったのに、新しい NGT にするって言ったのに悪い

ことしてるやつらだって解雇するって言ったくせに何も対処してくれない。みんなの

個人情報もばれてるし、またわたしと、ほんとにまじめにやってる子たちが、わたし

と同じこわいめにするのは、もう耐えられないし、今回わたしは助かったからよかっ

たけど、殺されてたらどうすんだろって、こ（ろ）さ、取り返しつかなくなったら、

もう何も間に合わないのに。なんで他のグループでは許されないことが NGT で許され

                                                 
102 これらは Twitter からは削除されているが、多くは https://tw48.net/view?c=548 や 

https://akbp48.com/tweet/archive/member/山口真帆 に一部の画像を除いて保存されている。 

https://tw48.net/view?c=548
https://akbp48.com/tweet/archive/member/%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E7%9C%9F%E5%B8%86
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るかもわかんない。生きてる感じがしない。普通にみんなと 103この まま
〔ママ〕

えアイカブ選

抜でしてさ、すごく一緒に頑張ることも楽しくて、チームＧになって毎日楽しくて、

テンションも高くなっちゃって、みんなで笑って、普通にニコニコしてるだけで、十

分楽しくて、それだけで幸せだったし、それなのになんでこんなことになるかわかん

ない。真面目にやるのが悪いの？恋愛してるほうが正義なの？分からないそんなのも

う、意味がわからない。なんで真面目にやってる人がこんなこわいめにあわないとい

けないか、わからない。真面目にやってきたのが悪いの？なんでこんな怖い目にあわ

ないといけないの？ずっとずっと言いたかったけど、全部対処してくれるって言った

から、この 1 ヶ月怖かったけどずっと待ってた。だけど結果なんもしてくれなくて。

悪いことしてた人たちも全部そのままで。意味がわかんない。誰かが取り返しがつか

なくなったらどうするんだろう。全部本当のこと言いたいけど、お世話になってる人

たちにも迷惑かかるし、でももう（BAN）104 
 
翌早朝、山口は改めて告発文をツイートした（図 10）。警察広報で NGT のメンバーで

あるということが隠されたのが山口自身の意思であることは、「報道でも ngt ということ

は伝えないように私がお願いした。それもこのグループが大切だったから。そして全部対

処、処分してくれると信じていたから。」「報道されないのも ngt、アイドルということ

を隠したからです。ngt のファンは優しい人がいっぱいなのに一部のせいで悪く思われた

くないし襲われた側でも ngt というグループによいイメージはつかないと思って私が頼み

ました。23 歳自営業で発表してもらいました。」（同①⑩）から明らかになった。 
ところが、「でもそうしてグループを守って信じて１ヶ月。結局何も対処してくれない

ことが決まった。ましてや今村さんは警察からメンバーのことも全部聞いているのに、処

分するって言ったのに、今は私のことを被害妄想と言って片付けようとしている。こんな

事件があったのにグループのために黙っていたのに裏切られた」（同②）と、事件に関

与したメンバーを内々に処分・解雇するという約束が反故にされたという趣旨のことを訴

えている。 

                                                 
103 以上は「まほほん号泣配信 1/2」、https://twitter.com/korokoromilky/status/1082653570024030208、午

前 0:01 · 2019 年 1 月 9 日。 
104 「まほほん号泣配信 2/2 BAN されるまで」、

https://twitter.com/korokoromilky/status/1082653573547257856、午前 0:01 · 2019 年 1 月 9 日。細部は若
干異なる書き起こしが、「NGT48 山口真帆の捨て身の告発動画と全文書き起こし (追加)謝罪動画
と全文書き起こし」『鉄砲先輩(須藤凜々花命名 w)@北のりゆきのブログ』2019-01-13 05:05:33、
https://ameblo.jp/yuugeki-internet/entry-12432569997.html、にあり、それによれば、配信は 2019 年 01
月 08 日 23 時 49 分開始。 

https://twitter.com/korokoromilky/status/1082653570024030208
https://twitter.com/korokoromilky/status/1082653573547257856
https://ameblo.jp/yuugeki-internet/entry-12432569997.html
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図 10 山口真帆 2019 年１月９日ツイッターでの告発全文 105 
①〜⑪の順でツイートされた。①は 5:34、⑦は 5:57、⑧は 6:04 に投稿された。 
出所：『SUPPORTERS’SITE FOR MAHO YAMAGUTHI』 

https://yamaguchimaho.jimdofree.com/twitter-japanese/ （2019 年 8 月 29 日に確認したところ、
①③⑤⑥は https://akbp48.com/tweet/archive/member/山口真帆 にある。他は投稿の少し後で山口自
身か運営が削除したと思われる。①の投稿時間は上記サイトで記録されている。⑦⑧投稿時刻算
出の際、注 104 で挙げた「NGT48 山口真帆の捨て身の告発動画と全文書き起こし (追加)謝罪動画
と全文書き起こし」にあるスクリーンショットを参照した。）（図 10 は横長で１頁全て使用） 
 

 山口は、事件に関与していたメンバーに対する処分を今村支配人ら NGT 運営が行うと

信じて NGT のイメージを守るため、自営業と偽って公表するよう警察に頼んだ。しか

し、実行犯を教唆・幇助などしたメンバーがいて成人であれば、逮捕され、氏名も公表さ

れることになるので、そうならないよう実行犯は不起訴、メンバーには逮捕者が出ないと

いうような方向性が事件捜査途上の１２月半ばにはすでに AKS 側弁護士の介入によって

捜査の大前提とされていたのではないか 106、そのため、警察や検察の捜査もそれに抵触

しない範囲の中途半端なものになったのではないかと疑うことができると思われる。次の

ような指摘がある。 
 

                                                 
105 事件に直接間接関係する山口のツイートは他にもあり、ここに挙げられているものは 2019 年 1 月 9

日午前 5 時台のものである（「NGT48 山口真帆のファン二人による暴行事件の闇に対する弁護士の
見解や『このままでは AKB ごと吹っ飛ぶ』と危惧する人々」『together 10』2019 年 1 月 9 日、
https://togetter.com/li/1307119、「本人ツイート」）。 

106 AKS 関係者によれば、「東京で AKB グループ全体を統括する『AKS』は、12 月半ばに行われたス
ポンサーやレコード会社、代理店との定例会議で、すでに解決にむかった事案として報告をしまし
た。」（注 98 と同じ、３頁）。AKS が警察の捜査の内容や方向性を知り得たのは自社が用意した弁護
士を通じてと思われ、被害者側の弁護士が捜査方針に影響を与えることは、被害者と弁護士の利害
が対立していると被害者が訴えない限り十分にありえる。捜査終結後の今村の対応によって山口は
はじめて AKS に裏切られたと感じるようになったが、実情は AKS の意向に従った弁護士と今村が
共謀して山口を欺して会社の利益を守ろうとしたのだろう。 

https://yamaguchimaho.jimdofree.com/twitter-japanese/
https://togetter.com/li/1307119
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プライバシー侵害などに詳しい落合洋司弁護士は「安易に不起訴にしたことに疑問を

感じる」と首をかしげる。／「根が深い事件だと思います。単にファンの男性が自宅

に押し掛けたというだけでなく、他のメンバーとの繋がりも指摘されている。事情聴

取した二人のメンバーだけではなく、事件にかかわっていると思われる関係者全員か

ら話を聞いて供述調書を作るという、本来行うべき捜査ができていなかったのではな

いか。暴行行為をした二人は他のメンバーに差し向けられたという報道もある。もし

それが事実なら、トラブルが深刻化していく可能性がでてきます。たとえば、山口さ

んと敵対していると言われているメンバーに対して、山口さんのファンが報復的な行

動に走るなど、別の事件を誘発する可能性もある。警察、検察の、事件に対する取り

組み方が浅すぎたように感じます。アイドルの住所という、厳重にガードされるべき

情報がなぜ漏れているのか。表面的な『暴行』という部分だけを見るのではなく、問

題意識を持って捜査に取り組んでいくべきでした 107 
 
落合の危惧通り、山口の支持者が山口に対立したとされるメンバーについて、根も葉も

ない誹謗中傷をし、殺害・危害予告をするに至っており 108、それらに対する責任の一端

はいいかげんな捜査をした警察にあることになるだろう。 
 また、髙橋裕樹弁護士（アトム市川船橋法律事務所代表）は「暴行での逮捕のようです

が、強制性交（強姦）目的があったならば強姦未遂にもなり得る行為。もしもそれを仕向

けたメンバーがいるのであれば共犯です 109」と指摘した。山口は殺されると思い、誘拐

未遂にあった荻野由佳も同様だった。いずれも、殺意があるか否かは不確かだが、密室に

閉じ込めようとしているので強姦（強制性交）する意図があったことは否定できないだろ

う。強姦は魂の殺人とも呼ばれる。 
丙は降車してきたＡからバスに山口は乗っており、Ｅは乗っていないことを聞いて実行

犯に伝えている（『第三者報告』４頁(1)イ①山口の供述のなかの山口が警察から聞いた

事実、6 頁（イ）A の供述）が、A は、山口が同じマンションの同じ階のＥを伴わず１人

で帰宅することを丙に伝えていることになり、自宅に押し込めて強姦するという意図はそ

れだけからでも十分推測できる。強制性交等未遂罪（旧強姦未遂）ということになれば、

教唆や幇助があった場合実行犯のみを逮捕・起訴するというわけにはいかなくなり、甲に

よれば「こうすればまほほんと話せるよ、と提案」したのはＡ、Ｂ、Ｃであることとあわ

                                                 
107 「NGT48 山口真帆さん暴行事件 犯人が『野放し』になった理由」『FRIDAY DIGITAL』 2019 年

01 月 26 日、https://friday.kodansha.co.jp/article/29129。後に検討することの結果を手短にまとめてお
くと、警察が事情聴取したメンバーは自ら名乗り出た太野彩香・西潟茉莉奈の２人だけでなく、十
数人だったと実行犯笠井宏明は語っており（注 279 と同じ）、新潟県警はメンバーのなかで事件に関
与していない（シロ）と判断したのは『第三者報告』や『新潮書き起こし』に登場するメンバーの
うちではＦ（荻野由佳説が有力）で、A、Ｂ（太野）、Ｃ（西潟）、Ｇはシロとは断定せず事件に何
らかの関係があるとしており（文春の公開音声説明、注 119 と同じ）、山口と今村はその捜査結果を
警察から聞き、山口は A、Ｂ、Ｃ、Ｇを事件関与によって解雇することを今村や吉成に求めた。警
察が徹底して捜査すればこの４名は送致されていた可能性が高いのであろう。 

108 「ＮＧＴまた事件…中心メンバー荻野由佳に“殺害予告”で男を逮捕 暴走ファンの危険な連鎖」
『zakzak by 夕刊フジ』2019.5.21、https://www.zakzak.co.jp/ent/news/190521/ent1905210009-n1.html、
「ＮＧＴ加藤美南に危害予告で逮捕…５月中旬インスタにメッセージ」『スポーツ報知』2019 年 9
月 21 日 6 時 0 分、https://hochi.news/articles/20190921-OHT1T50006.html。 

109 https://twitter.com/ichifuna_law/status/1082896578317234176、午後 4:07 · 2019 年 1 月 9 日。 

https://friday.kodansha.co.jp/article/29129
https://www.zakzak.co.jp/ent/news/190521/ent1905210009-n1.html
https://hochi.news/articles/20190921-OHT1T50006.html
https://twitter.com/ichifuna_law/status/1082896578317234176
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せて、A は甲らがＥとは別行動で山口が独りで帰宅するところを狙って自宅に押し込めて

強姦する計画だと知ったうえで帰宅情報を丙に伝えていたことになり、故意の強姦未遂教

唆・幇助を問われることになるはずだ。 
また、襲撃事件に直接関係がある情報は山口の帰宅時間、山口が１人で帰宅するのかど

うかと、山口の住所（マンションと部屋番号ないし部屋を確定できる情報）だが、図 10
の⑦で山口は「引っ越しても実家も電話番号もバラされていて知られててどこに逃げ場

所があるの、」と記しており、AKS が実行犯を訴えた民事訴訟で実行犯は山口の携帯番

号を知っていることなどを根拠に山口とは旧知の繋がりがあり、暴行事件ではないと主張

している 110が、山口は自分の電話番号を知っているのはスタッフ、カニ（太野）、もふ

（村雲）、りこ（菅原）とりこのママだけだと 2017 年 5 月 30 日のショールームで明かし

ている 111ので、このなかの誰かが実行犯に山口の電話番号を漏らしたはずであり、それ

は太野以外考えられないとされている 112。この裁判の被告側準備書面で挙げられている

山口と被告 1 の繋がり叙述の多くは、山口以外の NGT メンバーと軍団メンバーとのエピ

ソードをつなぎ合わせたものだとも指摘されている 113。 
しかし、自分が NGT メンバーであることを隠すという山口の要望の延長として、NGT

メンバーは逮捕送致せず AKS が内々に処分するということが前提となって、そのために

暴行罪にとどめてしかも実行犯は不起訴にするということになった（不起訴に含められる

起訴猶予だろうと刑事訴訟に詳しい多くの人はみている）のではなかろうか？しかし、暴

行罪でしかも不起訴になったため、事件の凶悪さが隠されたことは間違いないだろう。 
 事件直後、山口に呼ばれて駆け付けた NGT メンバー村雲颯香が録音した、山口、村

雲、実行犯笠井宏明と北川丈、その仲間のかいせー、あとで到着した諏訪らスタッフの間

でのやりとり（以下、『文春音声』とする）が公開されている 114が、 それが公開され

る以前に、部分的に『第三者報告』で引用され、AKS の内部資料として書き起こされた

ものを AKS 関係者が内容要約を交えつつ紹介したもの（以下、『新潮書き起こし』とす

る）が、山口の NGT 卒業に合わせて公開され 115、『文春音声』公開と同時にそれを書き

                                                 
110 「《NGT 裁判速報》被告男性が山口真帆と”私的つながり”主張『マンション廊下などで会い衣服や

アクセサリー等を贈った』」「《NGT 裁判速報・後編》被告男性はモンクレールのジャケットを着て
山口の部屋へ『部屋で酒を一緒に飲んだりしたい』」『文春オンライン』2019/09/25、
https://bunshun.jp/articles/-/14282、https://bunshun.jp/articles/-/14289。 

111 https://twitter.com/speranzom/status/1088514814769545216、午前 4:12 · 2019 年 1 月 25 日。 
112 「NGT 裁判、ストーカーさんの『山口さんから電話番号を教えてもらった』を受け、再び太野彩香

さんへの疑惑が強まる【非通知電話】」『ヤバイ！ニュース(・∀・)』2019 年 09 月 24 日、
http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/470438695.html。 

113「NGT 裁判、あゆたろうこと中村歩加さんに被弾との情報流れる【80 万円まとめだし】」「【文春
砲】NGT 裁判、被告準備書面の乾燥機エピソードは太野彩香ではないかと噂になる」『ヤバイ！ニ
ュース(・∀・)』2019 年 09 月 25 日、http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/470449286.html、
http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/470456055.html。「【悲報】山口真帆さん繋がり報道をまとめ
たら、NGT メンバーが被弾しすぎて蜂の巣 wwwwww」『ヤバイ！ニュース(・∀・)』2019 年 10 月
10 日、http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/470756065.html、平成 29 年 4 月 12 日みなとピアミニ
握手会での握手券 300 枚まとめ出しは山口西村レーンではなく、200 枚くらいまとめ出しが中井レ
ーンであったらしい（https://twitter.com/sic58_rc212v_ms/status/1203652944417026053、午後 9:29 · 
2019 年 12 月 8 日）。 

114 「【暴行直後の公園音声】元 NGT 山口真帆がメンバー名指しで犯人詰問『正直に言わないと……』
《完全版》」2019/09/07 22:30、『週刊文春デジタル』、https://www.nicovideo.jp/watch/so35650686。 

115 「NGT『山口真帆』問題、事件直後の録音データ入手、犯人との生々しいやり取りを再現」『デイ

https://bunshun.jp/articles/-/14282
https://bunshun.jp/articles/-/14289
https://twitter.com/speranzom/status/1088514814769545216
http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/470438695.html
http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/470449286.html
http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/470456055.html
http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/470756065.html
https://twitter.com/sic58_rc212v_ms/status/1203652944417026053
https://www.nicovideo.jp/watch/so35650686
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起こしたもの（以下、『文春書き起こし』とする）も公開された 116。一次史料として現

在使えるものは事件直後に山口が呼んだ村雲颯香がスマホで録音した音声に一部分省略や

加工を施して公開された『文春音声』であり、『文春書き起こし』にはそれと比べていく

つか、隠蔽ないし改竄ではないかと疑えるような箇所があり、『新潮書き起こし』は

AKS の内部資料として作成され、山口の卒業に合わせて山口を貶めることを目的として

公表されたため、山口にとって極めて不利になるよう、また西潟に比べて太野が不利にな

るような隠蔽や改竄が多々見られ、それらの比較検討結果がツイッターで報告されている
117。文春は報道当初より『第三者報告』や『新潮書き起こし』と異なった氏名略称を用い

ており、『第三者報告』などと文春報道の対応は、Ａ＝Ｄ子（大塚七海）、Ｂ＝太野彩

香・あやかに、Ｃ＝西潟茉莉奈、Ｄ=Ｍ子（村雲颯香）、Ｅ（西村菜那子 118）とＦ（荻野

由佳らしい）は『文春書き起こし』に登場せず、Ｇ＝E 子（羽切瑠菜）、甲＝A（笠井宏

明）、乙＝B（北川丈）、丙＝Ｃ（かいせー）となっている。 
 『文春音声』と『文春書き起こし』は、新潟県警が事件と関係ないと判断したＥとＦを

省き、未成年の NGT メンバー（「子」をつける）と実行犯やその仲間は『文春音声』で

はピー音で匿名化して『文春書き起こし』は略称で表記し、太野と西潟は原音声と実名や

あだ名を挙げており 119、山口に呼ばれて録音をしたＭ子や、文春報道に登場しないため

新潟県警が事件に関係ない（シロ）と判断していたことがわかる２名のメンバー（Ｅと

Ｆ）をのぞくと、新潟県警が事件に関係がある可能性を否定できない（灰色）と判断して

いた NGT メンバーは太野、西潟、Ｄ子、Ｅ子の４人であることがわかり（『文春音声』

中の解説）、山口が吉成に解雇を要求した４人のメンバー120と一致するとみてよいようで

あり、ＥやＦと異なってこの４人を新潟県警は事件と無関係（白）とは判断せず、事件と

の関係は否定できないが、山口が NGT のイメージ悪化を回避するために自分がメンバー

であることを隠したことの延長上にメンバーは逮捕・送致しないでほしいとおそらく山口

や今村が要請し、AKS 弁護士の介入もあって、徹底した捜査をしないまま嫌疑不十分と

して送致しなかったと思われる。このことと、『文春書き起こし』や『新潮書き起こし』

が『文春音声』に隠蔽や改竄を加えている部分の内容や、ネットで明らかにされてきた太

                                                 
リー新潮』2019 年 05 月 17 日 18 時 46 分、https://www.dailyshincho.jp/article/2019/05171846/ 。 

116 「元 NGT48 山口真帆暴行事件『犯行直後の公園音声』14000 字起こし」『週刊文春デジタル』2019-
09-07 22:30、https://ch.nicovideo.jp/shukanbunshun/blomaga/ar1808825。 

117 「山口真帆さん事件：NGT 運営による録音データ隠蔽・改竄の解明  目次」
https://twitter.com/vyc13162/status/1172302608314167299、午前 9:14 · 2019 年 9 月 13 日、①〜⑤、「山
口真帆さん事件：NGT 運営による録音データ隠蔽・改竄の解明    2019/09/09  訂正と、／・諏
訪・西潟コネクションの検討／・新潮書き起こし解説は諏訪？／Ver.2  2019/09/17」
https://twitter.com/vyc13162/status/1173846765893644288、午後 3:30 · 2019 年 9 月 17 日）。 

118 『【悲報】西村菜那子の駅伝コラムが批判殺到で連載 3 回目で Yahoo ニュース掲載 NG に』
https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/akb/1573359838/、>>9「47 の素敵な(ジパング) (ﾜﾝﾐﾝｸﾞｸ MM7f-
zmF2)2019/11/10(日) 13:36:33.29ID:oSMVF5/QM／事件直後に山口が村雲より先に呼ぼうとしたくら
いに安心安全なのになあ」 

119 「NGT 暴行事件 あの録音データをついに公開」『直撃！週刊文春 LIVE』#18 、2019/09/07 にライ
ブ配信、「NGT 録音データ・HiHi Jets・織田奈那」『直撃！ 週刊文春ライブ』2019 年 9 月 7 日放
送」、https://www.youtube.com/watch?v=12bKnswVNy4、22:28〜23:30。 

120 「音声公開「犯人が繋がっていたのは山口真帆」AKS 吉成夏子社長が暴露した NGT 暴行事件の内
幕《完全版》」「【2 万字起こし＋音声公開】NGT 暴行事件『犯人は山口真帆が繋がっていた』『誰が
一番の嘘つきか』吉成社長“保護者会“音声公開」『週刊文春デジタル』2019-08-27 12:30、
https://www.nicovideo.jp/watch/1566873907、https://ch.nicovideo.jp/shukanbunshun/blomaga/ar1804056。 

https://www.dailyshincho.jp/article/2019/05171846/
https://ch.nicovideo.jp/shukanbunshun/blomaga/ar1808825
https://twitter.com/vyc13162/status/1172302608314167299
https://twitter.com/vyc13162/status/1173846765893644288
https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/akb/1573359838/
https://www.youtube.com/watch?v=12bKnswVNy4
https://www.nicovideo.jp/watch/1566873907
https://ch.nicovideo.jp/shukanbunshun/blomaga/ar1804056
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野や西潟と軍団との繋がり（本論文（2）【ⅳ】）とを合わせて、４人は実行犯甲乙や山

口帰宅情報を彼らに伝えた丙と繋がりがあることは明らかで、彼らが事件に直接間接関与

したと甲も主張しているので、AKS が４人を処分するに足るだけの証拠はあり、山口の

要求は正当なものであったと思われる。なお、乙が幇助犯であることは明らかと思われる

が、乙を逮捕すれば乙に情報を伝えたＡも逮捕しないわけにはいかないので、乙は逮捕を

免れたのではなかろうか。 
 吉成は「彼女〔山口〕はずっと『メンバーと犯人たちが繋がっている、ファンと繋がっ

ている証拠を持っている』っていうふうに言い続けていました。私が、なので、『証拠を

出して欲しい』って彼女に言っていたのですけども、彼女は『隠蔽されるから証拠は出せ

ない』と。『もうそれは、コピーでも取っておけばいいし、また隠蔽されたら隠蔽された

って Twitter で呟けばいいし、隠蔽しようがないから出してくれる？』ってお願いをした

のですけども、結局最後まで出して貰えませんでした。実はその、彼女は『どうしてもそ

の関わっていた 4 人を解雇して欲しい。そうじゃないと私は戻れません』っていうのを言

い続けていました。でも私は『証拠もないのに解雇なんか出来ないよ』と。」（注 120 と

同じ）と述べた。 
山口が持っていると言った証拠は、「出してないけどその音声もあります」（注 233 と

同じ）と 2019 年 10 月 30 日にツイートした、おそらく NGT のイメージダウンを引き起こ

さないよう警察にも第三者委員会にも提出していない音声データである。吉成は山口が会

社を脅すために嘘をついていると言いたいようだが、AKS と違って山口が事件に関して

言うことにはぶれも嘘も見当たらないので、証拠の音声データは実際にあるのだろう。警

察に証拠として提出された録音データを AKS は隠蔽改竄したうえで内部資料を作成して

第三者委員会や新潮に提供し、第三者委員会は音声データそのものも入手していたが、

『第三者報告』も『新潮書き起こし』も AKS の隠蔽改竄を正さないまま内容を紹介し

た。『文春書き起こし』は新潮と比べて格段に正確になっているが、それでも公開された

音声データそのものと照合すると聞き間違いないし改竄を疑われる部分が残っていた。と

っておきの証拠をうかつに AKS に渡すと隠蔽改竄されるという山口の危惧は正しかった

ことになる。 
 山口の被害状況について「『ファンで悪気なかったんでしょ』／『ケガ無かったんでし

ょ』／『大袈裟、社会人でしょ切り替えないと』／という意見に未だ触れる事があるので

絵ならわかるかと書きました。／�注意�／なるべく淡白に書きましたが今回の事件の様

な経験の有る方は閲覧に気をつけて下さい。」という説明文とともに以下のような漫画が

ツイートされ、山口はこれに「いいね」しているので、襲撃事件をかなりよく図解してい

るようだ。 
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図 11 山口真帆襲撃の図解（向かって右上から左下へ） 

出所：https://twitter.com/maho_yamaguchi/likes?lang=ja、午後 11:52 · 2019 年 2 月 5 日 
 

NGT がかかわる事件であることは伏せるという山口の要望が捜査の前提にあったの

で、NGT メンバーへの警察の取調べが中途半端になるのはやむをえないだろう。しか

し、それに代わって運営自身が厳しくメンバーを取調べ、内々に解雇か建前上自発的な活

動辞退や卒業などの処分を下すという趣旨のことを今村は山口に約束し、山口はそれを信

じたから自分が NGT メンバーであることを隠すよう頼んだのだろう。にもかかわらず、

警察の取調べで嫌疑不十分だったということを根拠に何の対処・処分もしないのは、山口

からみれば裏切りや詐欺であろう。 
宮島の卒業に至る迷惑行為をしたらしい軍団やそれとの関係が疑われた太野が不問にな

り、荻野由佳が誘拐未遂をテレビで告発しながら警察には届けなかったことが山口襲撃事

件を引き起こしたことは、本間日陽や荻野ら、事情に通じている NGT メンバーならばよ

くわかっていたと思われ、さらにこれが不問にされれば取り返しのつかないことが起こる

という山口の危惧も、もっともなことだと思われる。 
事件が表沙汰になって NGT のイメージが悪くなることを恐れた山口が警察発表で自分

の身分を偽ったことをふまえると、荻野が自分のこととして誘拐未遂をテレビで告発した

背景には以下のような事情があるのかもしれない。荻野が誘拐未遂にあったことを今村に

報告したところ、警察に届けるのは NGT のイメージが悪化するので控えなければなら

ず、厄介対策（内容は懐柔策、注 98 と同じ）はすると言われたが、２度目の誘拐未遂に

あったため、荻野は思い余ってテレビで告発した。しかし、今村や AKS は荻野のテレビ

https://twitter.com/maho_yamaguchi/likes?lang=ja
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での告発を警察や他のマスコミが取り上げないよう火消しした。単に NGT のイメージ悪

化を恐れるだけでなく、今村と軍団との癒着、さらにはリクアワや総選挙における NGT
票不正に関する AKS と軍団の共犯関係にまで飛び火しかねないような問題なので、AKS
主導で荻野の誘拐未遂テレビ告発が握りつぶされた可能性は低くないのではなかろうか。 
事件が表沙汰になったあとの山口の荻野に対する反応から推測すると、山口は上述のよ

うな可能性があるとは思わず、荻野が警察に届けなかったせいで自分が被害にあったと単

純に考え、荻野に批判的であったのかもしれない。 
 

【ⅱ】今村悦朗支配人から NGT メンバーへの LINE 

 山口真帆襲撃事件が起こったあとの今村悦朗 NGT 劇場支配人の対応としては、NGT メ

ンバーに向けた LINE4 通（LINE-1〜LINE-4 とする）が知られている 121。今村 LINE-1 は

事件翌日の 12 月 9 日に出されたものである。そのなかで一番気になるのは、今村は「暴

行傷害として逮捕」「強盗暴行傷害の容疑で逮捕」としており、山口自身も到着した警察

官に「顔を押されて、そのまま入ろうとしてきました。」「完全にしました。私の顔から

DNA とってください。指紋とってください。傷もついています。」（『文春音声』）と

語ったが、NGT のメンバー山口が被害者であると最初に報じた１月９日の NHK ニュース
122をはじめとするメディアでは単に暴行容疑で逮捕とされていることである。山口が傷害

を受けていたことは山口本人が警察に言い、今村も確認しており、「強盗」とは犯人が山

口から何らかの物品を強奪したことを意味する。「山口氏は携帯電話を首からかけていた

ので、警察に電話しようとしたが、甲に阻止された」（『第三者報告』５頁）ので、山口

の携帯を一時的に強奪し、『文春音声』が始まることには謝って返却していたのかもしれ

ない。犯人が逮捕されたのは事件翌日であり、NGT メンバーが共犯として逮捕されるこ

とを避けるにはできるだけ罪状が軽いほうがよいので暴行容疑として逮捕するように

AKS 弁護士から警察に要望があったが、今村はそのことを知らなかったのではなかろう

か。というのは、暴行容疑の場合、加害者側が弁護士を介して示談を求めて被害者が同意

すれば検察に送致しない微罪処分や、送致しても不起訴になる可能性があるように、弁護

士の介入が捜査に影響を及ぼすということは良く知られている 123。被害者側の弁護士か

らの要望ならばなおさら、警察や検察はそれを尊重したものと思われる。 
 不起訴理由については、興味深い情報がある。吉成 AKS 社長は山口に不起訴の理由を

尋ねたところ「犯人が初犯であった。そして、非常に反省している。3 つ目が、第三者の

メンバーの意思があった為この 3 つが揃って初めて不起訴になったのです。そのうちのど

れか一つが欠けていたら起訴できていたのですけど、この 3 つが揃ったから不起訴になり

ました」と返答したと述べたが、山口は「『不起訴になった 3 つの理由』や『メンバーと

                                                 
121 4 通の LINE の全文は、2019 年 1 月 24 日ニコニコチャンネルの『週刊文春デジタル』で公開された

（https://twitter.com/bunshunho2386/status/1087968172894871552 ）が、2019 年 8 月 9 日現在、公開は
終了しており、４通の LINE に赤でコメントをつけた画像が
https://twitter.com/stoned_idiot/status/1105696641997135873、午後 2:06 · 2019 年 3 月 13 日、にある。 

122 https://twitter.com/forty_eighters/status/1082847559167537153、午後 0:52 · 2019 年 1 月 9 日（ニュース
動画つき）。 

123 『ケガをしない程度の暴行でも逮捕される！？ 暴行罪の概要と示談について解説』2018 年 10 月
12 日、https://fukuoka.vbest.jp/columns/criminal/g_violence/690/。 

https://twitter.com/bunshunho2386/status/1087968172894871552
https://twitter.com/stoned_idiot/status/1105696641997135873
https://twitter.com/forty_eighters/status/1082847559167537153
https://fukuoka.vbest.jp/columns/criminal/g_violence/690/
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犯人たちが繋がっている証拠をもっている』という内容については、『吉成社長に直接そ

のような話をした事実はございません』と否定した」（注 120 と同じ）。山口は不起訴理

由が山口以外から吉成に伝わった可能性は排除しておらず、「メンバーと犯人たちが繋が

っている証拠をもっている」ことはツイートしている（注 277 と同じ）ので、３つの不起

訴理由は山口自身が被害者等通知制度によって聞いていた内容が山口以外から吉成にも伝

えられたと思われる 124。不起訴の３番目の理由は、メンバーの共謀、教唆あるいは幇助

などの関与があったことは送致後検察も認めたが、そのようなメンバーが送致されていな

いため、実行犯のみを起訴することはできず、疑惑のあるメンバーを徹底的に捜査して送

致すればメンバーと実行犯を起訴できたが、メンバーの送致や起訴は NGT のイメージ悪

化を避けたいという山口自身の意向もあって見送られたということではないかと思われ

る。 
メンバーが送致や起訴に至らなかった前提として、今村が事件に関与したメンバーを

内々に処分すると山口に約束していたことは、「今村さんは警察からメンバーのことも全

部聞いているのに、処分するって言ったのに、今は私のことを被害妄想と言って片付けよ

うとしている。こんな事件があったのにグループのために黙っていたのに裏切られた」

（図 10 の②）という山口のツイートから読みとれ、ＮＧＴとして内々にメンバーを処分

するに十分な事実を山口も今村も警察から伝えられていたと山口は主張している。 
不法侵入強盗暴行傷害あるいは不法侵入暴行傷害で逮捕されれば令状をとって山口の部

屋や実行犯がいた部屋の家宅捜索も行われたはずで、家宅捜索はせず暴行に絞るというの

もメンバーの逮捕はしないという前提から導かれたのではないかと思われる。「NGT が

崩壊するかもしれない危機的な状況」（今村 LINE-1）とは、事件が世間に周知されると

NGT のイメージが悪化すると危惧しているということである。 
事件当初、山口から他のメンバーに送られた LINE には、今村は「NGT のメンバーとい

うところで公表しよう」「それでもし、本当に関わっているメンバーがいて、NGT が潰

れてしまうのだったらそれはそれで仕方の無いことだ。だから、NGT としてちゃんと世

間にも発表しようって言っているのだけども……」と記してあった（注 120 に同じ）。今

村が信念として NGT メンバーの事件として公表すべきだと思っていたのなら、山口が

NGT のイメージを守るためそれを隠して公表しようと言い出しても断固として反対すべ

きところであるが、文脈からして、そうすれば NGT が潰れるかもしれないと山口に示唆

して不安にさせ、NGT を存続させるために身分を隠して公表する方向に山口を誘導して

いることは明らかだろう。今村が余計なことを言って山口を心配させなければ、被害者は

NGT チームＧ副キャプテンの山口真帆として公表されていたかもしれない。山口は今村

の誘導に乗って、NGT メンバーであることを隠すことに進んで同意したと思われる。 
                                                 
124 被害者等通知制度の対象者は「被害者、親族及びその代理人等並びに目撃者等の参考人」（『平成 18

年版 犯罪被害者白書』第一部第２章第４節１（４）、https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/whitepaper/w-
2006/html/zenbun/part1/p1_39.html ）であり、捜査に関わっていた今村悦朗や AKS の弁護士も含まれ
得るとすれば、彼らのいずれかが吉成に伝えたのかもしれない。今村は不起訴処分の前日、おそら
くその決定を受けて新潟県警から報告を受けたことを LINE-3 で記している。また、山口が検察か
ら聞いた不起訴理由を彼らのいずれかに伝え、彼らから吉成に伝えられた可能性もある。いずれに
しても、山口が不起訴理由を伝えられていたとすれば、吉成発言に対する山口のコメントからし
て、それと吉成が言った３つの理由は概ね同内容であったと思われる。 

 

https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/whitepaper/w-2006/html/zenbun/part1/p1_39.html
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/whitepaper/w-2006/html/zenbun/part1/p1_39.html
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「県警や運営としても、本当はもっと重い容疑で逮捕したかったそうですが、山口が家

宅捜索を拒んだため立証が難しかったそうです」と NGT 関係者は述べている（注 98 と同

じ、３頁）が、果たしてそうだろうか？ 家宅捜索は裁判所が発行する令状をとってから

行われるので、被害者といえども拒否できない。実態は不法侵入（強盗）暴行傷害で逮捕

できるにもかかわらず暴行で逮捕することで、山口の自宅や実行犯がいた向かいの部屋の

家宅捜査令状の必要性を裁判所は認めなくなって家宅捜索を阻止できるという計算が、

AKS 側弁護士にあったのではなかろうか。実行犯のいた部屋は約半年前まで太野彩香が

借りていたが、実際に転居していたかはあやしく、そこに軍団や NGT の複数のメンバー

が出入りしていたので、最近の指紋をはじめメンバーの事件関与の具体的な物証が出てく

る可能性があり、家宅捜索をしないよう AKS 側弁護士は画策したのではなかろうか。 
山口は、メンバーが実行犯たちに山口と会うよう勧め、太野の部屋の向かいという山口

の自宅の位置や帰宅情報を教えなければこのようなことも起こらなかったはずであり、メ

ンバーが不問に付されれば軍団とメンバーが共謀して同様の事件が繰り返されるとみてい

たので、実行犯の罪名や量刑は山口にとって重大な問題ではなく、メンバーを運営が内々

に処分することを山口は絶対的条件としていたと思われる。 
次に気になるのは、事件翌日、警察からメンバーに事情聴取がなされる前に、今村がメ

ンバーに笠井宏明、北川丈の実名とかいせーのあだ名を明記して伝えていることだ。事件

に直接間接関与して彼らと連絡をとっていたメンバーがいたとしても、実行犯らが誰であ

るかを今村が明かしたので、警察の捜査が自分に及んだ際に備えて証拠隠滅できたのであ

る。３名の個人情報を今村がメンバーにリークしたことで今村はメンバーに証拠隠滅（刑

法 104 条）を教唆した可能性がある。 
警察の捜査で、笠井のスマートフォンに「10 代の NGT メンバー・E 子の写真が保存さ

れていた。／／『C〔かいせー〕と親しげなツーショット写真でした。E 子は C との繋が

りはありましたが、暴行事件の計画は知らされておらず、事件には関与していませんでし

た。運営からも査問を受けた E 子は、なんと「C 君と付き合っています」と告白したので

す。悪びれもせず逆ギレのような態度でした』（NGT 関係者）」ということがあった

（注 98 と同じ、３頁）。おそらくそれをふまえて今村は「犯人達の聴き取り捜査からメ

ンバーの名前が出ている可能性もあります。なので、そこから証拠の写真や携帯のデータ

などが出る可能性もあります。過去も現在も含めて、自分はファンと繋がっている、また

は繋がっていたというメンバーは、正直に今村に申し出てください。これまでのことを悔

い改め、正直に申し出たメンバーに関しては、申し出た内容によって、特に過去の事例の

場合は判断処分の緩和を検討します」と 12 月 20 日の LINE-2 で書いた（同）。 
12 月 20 日の今村 LINE-2 では「傷害事件」とされ、以下のような内容が書かれていた

（上の引用と一部重複）。 
 
『事件については新潟県警が調査中です。ここからが大事です。もしことが発覚すれ

ば、団体のイメージを傷つけたことになり、損害賠償を求められます。この損害賠償

はメンバー個人に求められる可能性もあります。』 
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『NGT は改めて規則を作り、今後メンバーがファンとつながっていることが判明した

場合厳正に処分します。具体的には、謹慎、降格、解雇です』 
『現在も過去も含めて、ファンと付き合っていた場合 12 月 23 日までに申し出てくだ

さい。申し出たメンバーには処分の緩和を検討します』 
『具体的な例として（1）一度でも携帯の連絡先を教えて交わした場合。（2）一度で

もプライベートで会ったり、食事をした場合。（3）家に入った場合』 
はアウトだと明記されています 125。 
 
ファンとのつながりに関する規則は、事件のあと 12 月 20 日にメンバーに伝えられたも

のであるから、近代法の原則であり日本国憲法第 39 条に「何人も、実行の時に適法であ

った行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない」とあるよう

な遡及処罰禁止を適用すれば、12 月 20 日より前のファンとのつながりについては処罰で

きないが、それについても自己申告すれば処分の緩和を検討するとしている。 
12 月 27 日の今村 LINE-3 は、捜査終了を受けた報告で、「暴行事件」とされており、

その内容については、以下のような要約が公開されている。 
 
『A と B〔笠井と北川〕は全面的に暴行容疑を認め、ストーカー規制法を適用すること

になりました。それ以外に C〔かいせー〕という男も事件に関係していました』 
『メンバーの 1 人が C に山口の帰宅時間をうっかり教えてしまったことが判明。犯人

との繋がりはないが、これはルール違反です。警察からはこの１名以外に事件に直接

関わったメンバーはいないと報告がありました』 
『この事件以外にメンバーにファンとの繋がりを確認した LINE をした結果、現在数名

から申告がありました。』 
（注 126 と同じ） 
  

 １通目では実名やあだ名が明記されていたのに３通目では A、Ｂ、Ｃになっているの

は、１通目で早く犯人が誰かメンバーに伝え、証拠隠滅させたかったということを裏書き

する。また、『第三者報告』によれば、甲は A、B、C の 3 名と、『新潮書き起こし』に

よればそのほかにＧと、山口の自宅に行く相談をし、「（A は自分に）『こうやれ』

とか言ってないよ。『こうやれ』とは言ってないけど、その、『そういう外で何

かするとかよりは』って話なだけで、『こうやれ』とか、別に向こうから俺に言

ったわけじゃないから。」と、命令ではないとしながらもＡの教唆を認めている。しか

し、今村は、事件当日Ａは「用事があって急いでいたため、つい〔山口はバスに〕『乗っ

ているんじゃないですか』と答えてしまった」（LINE-3、注 121 と同じ）としていること

も、問題である。A が教唆もしていると笠井＝甲は山口に言ったことや、山口が同じマン

ション同じ階のＥとは同乗しておらず、１人で帰宅することもＡが教えたことを今村は伏

                                                 
125 「【NGT 山口暴行】３通の LINE‼メンバー数名のファンとの交際発覚」『空手ヲタと人間は共存で

きる』2019/01/24、 https://www.kenkokarate.com/【ngt 山口暴行】３通の line%EF%B8%8E メンバー
数名のファン、短縮 URL: http://u0u0.net/sWa9。 

https://www.kenkokarate.com/%E3%80%90ngt%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E6%9A%B4%E8%A1%8C%E3%80%91%EF%BC%93%E9%80%9A%E3%81%AEline%EF%B8%8E%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E6%95%B0%E5%90%8D%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3
https://www.kenkokarate.com/%E3%80%90ngt%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E6%9A%B4%E8%A1%8C%E3%80%91%EF%BC%93%E9%80%9A%E3%81%AEline%EF%B8%8E%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E6%95%B0%E5%90%8D%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3
http://u0u0.net/sWa9
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せて軽い過失を装い、これが１月 10 日の NGT 公式サイトの「メンバーの１名が、男から

道で声をかけられ、山口真帆の自宅は知らないものの、推測できるような帰宅時間を伝え

てしまった」126に踏襲され、軽い過失を超えたＡの責任は不問になった。 
今村 LINE に関する記事が『文春オンライン』に掲載されたが、それに対する「みんな

の反応」４件のうちに次のようなものがあり、私は同感した。 
 
匿名さん 2019/01/26 07:29  

なんかズレてる対応なんだよなあ。問題は個々のメンバーが男と 突
（ママ）

き合っているか

どうかではなくてその男が犯罪者か否か、だろ？127 
 
この論点を詳しく説明すれば、以下のようになるだろう。今村 LINE-2 の引用部分で今

村は、犯人の聞き取り調査でメンバーの名前が出てメンバーの事情聴取になり、証拠の写

真や携帯のデータ（交流履歴など）が出る可能性があることを「なので」と理由にして、

犯人ら（すでに１通目のメールで北川丈、笠井宏明、かいせーの名を挙げていた）に限定

せず、ファンと繋がっている（いた）メンバーは申し出るよう求めている。犯人に限定せ

ずにファンと繋がっている（いた）こと一般を問題にし、正直に申し出れば申し出た内容

によって処分を緩和すると今村は言っている。 
2019 年 1 月 7 日の今村 LINE-4 には、「山口真帆傷害事件」とあり、山口が暴行で傷害

を受けていたという印象が、事件から 1 ヶ月を経過してもなお今村には残っていることが

わかる、それには、以下のような部分がある。 
 
今村の方に数名のメンバーから申告がありました。 
あと、山口の事件捜査中も、数名のメンバーが新潟県警に呼ばれ、 
参考までに聞き取り調査も行いました。 
 
結果、今村に申告してきたメンバーの 
過去のファンとの繋がり方の回数や内容を、 
AKS 本社に報告し検討してもらった結果として、 
今回その数名のメンバーは「厳重注意」処分、 
＊次繰り返し、証拠が発覚した場合は、ただちに謹慎・解雇、 
という判断になりました。 
それから警察に呼ばれ、聞き取り調査を受けた 
メンバーに関してですが、犯人達の口頭や 
携帯電話のデータを調べた結果、 

                                                 
126 「山口真帆に関わる一連の騒動についてのご報告」『NGT48 Official Site NEWS』2019 年１月 10

日、https://ngt48.jp/news/detail/100003058。 
127 「証拠 LINE 入手 NGT48 運営「ファンと繋がっている者は正直に申し出よ」にメンバー数名が

“自供”」『文春オンライン』2019 年 1 月 23 日 16:00、
https://www.excite.co.jp/news/article/Bunshun_10496/。 

https://ngt48.jp/news/detail/100003058
https://www.excite.co.jp/news/article/Bunshun_10496/
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E 子しか証拠が出てこなかったという報告でしたので 
そのメンバー達も処分対象としない事とします。 
 
以上が、AKS としての判断・結論です。（注 121 に同じ） 
 
警察で事情聴取を受けた数名とは、『第三者報告』や『新潮書き起こし』で犯人が事件

に関与したと名前を挙げたとされる A、Ｂ、Ｃ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ、Ｊのことと思われ、本

人がそのことをツイートで公にした太野彩香と西潟茉莉奈はそれぞれＢ、Ｃであることが

明らかになっており、後述する“ほんとのことをいいます（NGT 運営の誰かと思われ

る）”のツイートはＡを大塚七海としている 128が、Ｆは諸説あってはっきりしない。G は

文春のＥ子である（注 115-7, 119 と同じ）。携帯の履歴などから証拠を隠滅するための時

間的余裕は、今村 LINE-1 で犯人の実名やあだ名を知ってから警察の事情聴取を受けるま

での間に十分あったので、携帯に関与の証拠がないということは、関与していないことの

証拠にはならず、関与したという証拠が犯人らの供述や彼らの山口への発言の録音以外み

つからず、メンバーは否認したため、共犯で逮捕するには証拠が不十分だというにすぎな

いし、すでに述べたように、実行犯不起訴の３番目の理由によれば、送致・起訴するに十

分な証拠がメンバーＡ、Ｂ、Ｃ、Ｇにはあったと思われる。 
事情聴取を受けたメンバーのうちＧ＝Ｅ子をのぞく数名は処分なし、自己申告した数名

は厳重注意処分となっており、両者の数名の少なくとも一部は重複している可能性があ

る。事情聴取を受けて証拠がなかったメンバーは、犯人が関与を一度は明言し、疑わしき

は罰せずで送致されなかったものの事件関与の疑惑が残っているにもかかわらず何の処分

もなく、他方で犯人たちに限られないファンとの繋がりを自己申告したメンバーは厳重注

意処分というのは、不当な遡及処罰であるだけでなく、山口の立場からは理解不可能なも

のだっただろう。なぜなら、犯人が山口と会う相談をしたなど事件に関与したと一度は言

ったメンバーは、今後も犯人やその仲間の軍団員と組んで山口らに危害を加える可能性が

あるので、一緒に活動をしてゆくことは耐えられなかったはずだ。 
福山雅治のストーカーが自宅に侵入しているところに福山の妻吹石一恵が帰宅して鉢合

わせしたという事件のあと、吹石は「トラウマから『ひとりでいるのが怖い』と、周囲に

漏らしているという 129」という事件を参考にすれば、帰宅時にストーカーに襲われた山

口も同様の恐怖に襲われやすくなっており、とりわけ、犯人が事件に関与したとして名を

挙げ、警察の事情聴取を受けたメンバーは、形式上証拠不十分だったとはいえ事件に関与

していた疑惑が完全に否定されたわけではない（実際には起訴しうる証拠があると山口に

検察から伝えられていたようだ）ので、顔を見るのも耐えられないのは当然のことだ。そ

ういう被害者心理を尊重すれば、山口とそれらメンバーとが接触せずにすむよう、山口や

                                                 
128 録音データの文字起こしは「【暴行直後の公園音声】元 NGT 山口真帆がメンバー名指しで犯人詰問

『正直に言わないと……』」『文春オンライン』2019/09/07、https://bunshun.jp/articles/-/13965 ）が
「人」としているところの音声（注 119 と同じ）でそのことが実証された（「NGT 事件、録音デー
タの音声からかいせーに帰宅時間を漏らしたのは大塚で確定」『ヤバイ！ニュース(・∀・)』2019 年
09 月 10 日、http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/469978553.html ） 

129 「福山雅治のストーカー『法廷で会えるかも』と準備してたか」『NEWS ポストセブン』2016.09.15 
16:00、https://www.news-postseven.com/archives/20160915_448303.html。 

https://bunshun.jp/articles/-/13965
http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/469978553.html
https://www.news-postseven.com/archives/20160915_448303.html
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山口と同様に感じているメンバーを AKB 内の他グループに移籍させるなどの対応が、メ

ンバーを処分するか否かの判断とは別に取り急ぎ必要であるにもかかわらず、AKS はそ

のような対応を一切せず、逆に、それらのメンバーと一緒に活動できない山口らをやめさ

せようとし続け、山口ら 3 名の卒業に至った。 
今村 LINE-1〜4 は、事情聴取に備えて証拠隠滅を事件に関与したメンバーに教唆し、事

件に関与したメンバーをファンへの繋がりを申し出れば処分を緩和するという枠組に入れ

込んで救済しようと目論んだものと思われるが、他方、事件への関与はなかったとしなが

らも、犯人のスマホから写真がみつかり、Ｃとの交際を認めたＥ子（『新潮書き起こし』

のＧ）は活動自粛の処分を受け、グループに戻れる雰囲気もないため辞めるに至った
130。Ｅ子は今村が LINE-2 で規則を示す以前に撮ったかいせーとのツーショット写真が笠

井の携帯にあったのが警察でみつかり、かいせーと付き合っていると自白したので、今村

LINE-2 にしたがってファンとのつながりを申し出た数人のメンバーと同様に扱われるべ

きにもかかわらず、そのメンバーは厳重注意、犯行への関与が疑われて警察から事情聴取

を受けた数名には何の処分もないにもかかわらず、E 子だけが犯行への関与はないとしな

がら活動自粛を強いられて辞めることになったのは、実質的にも手続き的にも明らかに不

当である。 
 Ｅ子は、2017 年、2018 年の選抜総選挙速報で柱王票を得ていたわけではないので、枕

営業としてかいせーと付き合っていたと証明することは困難であるし、かいせーと分かれ

させられても「未練たらたらで『失恋した感覚』などと漏らしています 131」という NGT
関係者の証言からして純粋な恋愛だと少なくともＥ子自身は思っていたようだ。 
 

【ⅲ】AKB における恋愛の位置づけ 

 今村が言う「繋がる（付き合う）」は恋愛関係以外のもの、たとえば枕営業など性的・

売春的な関係も、非性的な友愛関係も含まれる。アイドルを巡って「つながる（付き合

う）」と言う場合には、枕営業のように、取引関係においてアイドルの側が性的サービス

を提供するという意味合いをしばしば伴っており、それを恋愛と言う場合には風俗におけ

る自由恋愛と近いニュアンスを帯びる。それに対して、普通に恋愛という場合には、精神

的性的関係以外の目的の単なる手段になってはいないものを指す。NGT を巡る議論にお

いては、このあたりのことが曖昧にされ、今村が LINE-2 の基準で示した繋がり禁止規則

と AKB について従来言われてきた恋愛禁止規則とが混同されがちになった。つながりに

ついて正確に議論するためにはまず、AKB における恋愛の位置づけについて NGT 問題と

は切り離して明確にしておく必要がある。 
 恋愛禁止は日本においてはアイドルとその所属事務所との間の契約書で明記されている

ことがあり、それを巡って民事訴訟の判例もいくつかあるが、『第三者報告』において

AKB メンバーと AKS との契約書に恋愛禁止を定めた条項はないことが明らかになった。

AKB では契約書において恋愛禁止が明文化されたことはいまだかつて一度もなかったら

しい。このあたりのことは、『エケペディア』（https://48pedia.org/ ）の「恋愛禁止」な

                                                 
130 『週刊文春』2019 年４月４日号、172 頁。 
131 『週刊文春』2019 年１月 31 日号、36 頁。 

https://48pedia.org/
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どの項目において詳細に論じられているが、広い意味での一次史料（主に同時期のマスコ

ミの報道や SNS 書き込みなど、当事者自身による日記や録音のような時間を経ない記録

以外のものも含む）などと照らしてみると、誤謬も含まれている。 
 AKB で恋愛禁止規則に触れてはじめて罰則を食らったのは菊地彩香だとされている。

公式ブログにおいて（株）AKS 代表取締役社長・窪田康志の名で 2008 年８月 14 日に解

雇が発表され、その理由は「AKB48 のメンバーとしての自覚に欠けた軽率な行動を取っ

たことが判明した 132」とされているが、解雇処分となった菊地の軽率な行動とは恋人と

交際したことそのものではないし、交際が表沙汰になったのは解雇の半月ほど前で、前日

になってようやくマスコミが問題を取り上げたため処分が決定されたことが、以下の２ち

ゃんの書き込みからわかる。 
 

名前：名無しさん@お腹いっぱい[] 投稿日：2008/08/10(日) 16:34:54  
ＡＫＢ４８菊地彩香プロフ事件の途中経過 修正版Ｖｅｒ.5  
   
菊地が復帰したら、ＡＫＢ４８の風紀が乱れイメージダウンにもなるので、ちゃんと

菊地復帰反対と声をあげていきましょう。  
 
・菊地彩香は、中学校の不良の悪友達と事務所の許可なくプロフをやっていた。  
・その中には菊地の彼氏である○○○○○○のプロフもあり、菊地との 2 ショットプ

リクラ（○○○はアクエリアスをくわえて写っている）やお互いのプロフに名前を出

していた。  
・プリクラ画像が 2 ちゃんねるなどに流出して大騒動になる。  
・彼氏のプロフには、隠語を使って菊地と性的関係があったような記述がある。 ／ 
・大騒動を知った菊地の悪友がプリクラの男は菊地彩香の彼氏だと書き込み完全に確

定させる。  
・菊地の悪友とＡＫＢ４８ファンの交戦がネット上で勃発  
・菊地の悪友達がプロフでＡＫＢ４８ファンに対してキモいキモいという書き込みが

連発する。  
・菊地の悪友が手榴弾攻撃予告をする。  
・悪友達の菊地の擁護は墓穴を掘ることしかできず学校名まで特定される。 ／ 
・指原、仁藤チームＢ加入で、〔菊地は〕ますます帰る居場所がなくなる。 ／ 
・ 未だに悪友達とは縁切れてない模様。／  
・騒動から一週間以上も経つのに菊地の処遇については未だ何も発表されてない。133 
 

 また、YAHOO!知恵袋には、次のような説明がある。 
                                                 
132 「菊地彩香の件について」https://ameblo.jp/akihabara48/entry-10127296710.html、2008-08-14 

19:13:26。 
133『２ちゃんで大人気の AKB48 の菊地彩香メンバーが解雇』

https://namidame.5ch.net/test/read.cgi/news/1218713248/-100、>>65 必勝客(アラバマ州) 2008/08/14(木) 
20:32:34 ID:tC1ZpBFU0 に引用されている（菊地の彼氏はカタカナで書かれていたが、当時未成年の
一般人なのでカタカナ一字分を○で置き換えた）。  

https://ameblo.jp/akihabara48/entry-10127296710.html
https://namidame.5ch.net/test/read.cgi/news/1218713248/-100
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菊地の在籍時に恋愛禁止などというルールはありません。 
恋愛禁止に違反して解雇になったという認識は間違いです。 
規則を作らずに自由にさせた結果、恋愛して解雇になるほどの騒動を起こしたんで

す。 
当事者の個人情報はネットで晒されるし、劇場への襲撃予告や脅迫もありました。

134 
 

このように、「AKB 劇場を手榴弾で爆破する」135と書き込むような騒ぎになり、2008
年８月 13 日に『東スポ』が 13 面で「AKB48 人気メンバー菊地彩香 彼氏とのプリクラ

流出騒動で脱退も」という見出しと彼氏の顔がモザイク処理されたプリクラ画像（図 12
左）つきでマスコミとしてはじめてこの騒動を取り上げた翌日になってようやく解雇され

た。 

     

図 12 菊地彩香の流出プリクラと、大島優子のボルダリング 

出所 左：『東スポ』2008 年８月 13 日、13 面。中：「ボルダリング！」2009-10-15 
21:52:25、https://ameblo.jp/keep-your-sword-sharp/entry-10365627992.html。右：注 140 と同

じ。 
 
ファンに対する「キモい」書き込みは侮辱罪になりえるし、劇場の爆破予告は明白に犯

罪であり、常識のある大人ならば友人の行為をやめさせて公的に謝罪するところだが、菊

地は悪友の「キモイ」書き込みや爆破予告を知った上で放任・追認していたようであり、

共謀や幇助を問われかねないが、15 歳中３にそこまで責任を問うのもどうかと躊躇われ

るため、なかなか菊地に対する処分が決まらなかったのだろう。 

                                                 
134「AKB48 のあやりんこと菊地あやかさん、皆さ…」 に対するベストアンサー、

2010/11/3018:53:32、https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1151243276。 
135 2008 年 8 月 13 日付『東スポ』13 面記事の小見出しでは「手榴弾で爆破する／彼氏の存在に怒った

ファンが物騒な書き込み」とあるが、ファンの集う AKB48 劇場をファンが爆破するのは意味をな
さず、注 133 をつけた引用の通り、キモいファンが集う劇場を爆破すると菊地の悪友が予告したの
だろう。 

https://ameblo.jp/keep-your-sword-sharp/entry-10365627992.html
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1151243276
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東スポは、「菊地の所属事務所〔プロダクション尾木〕は本紙の取材に『プリクラが流

出した件は把握しておりますが、相手はただの友達と聞いております。特別に処分を下す

ことは考えておりません』。ある AKB のスタッフも『（流出事件の）影響がないとは言

えませんが、菊地がチームＢの公演に出ていないのは、ほかの仕事を優先したためです。

もともと８月は研修生だった子を正規チームに挙げる予定でした〔指原莉乃と仁藤萌乃の

チームＢ昇格は菊地がチームＢを辞めることを前提に補充したものではないというこ

と〕。菊地の今後の去就については、現段階では決まっておりません。』と語っていた」

と、事務所も AKB スタッフも、明らかに彼氏とラブラブで映っている菊地のプリクラを

ただの友達とのツーショットと区別せずに扱って問題視せず、騒ぎが沈静化するのを待っ

ていることを紹介し、それに続けて「現役アイドルの恋愛は今も昔もご法度なことに変わ

りはない──。（種井一司）」と署名記事を締めくくって、菊地は恋愛ゆえに処分される

べきだと事務所や AKB スタッフの対応を批判した。 
 現役時代のアイドルの恋愛といえば、三浦友和との結婚で引退した山口百恵、郷ひろみ

と婚約直前と報じられながら別離会見をした直後に神田正輝との交際宣言をして結婚した

松田聖子など、女性トップアイドルの現役時代の恋愛と結婚がよく知られており、松田聖

子は結婚・出産後も現役トップアイドルとして君臨してママドルと呼ばれ、娘が結婚して

も現役アイドルを続けている。また、小泉今日子（KYON2＝キョンキョン）は秋元康が

作詞したシングル『なんてったってアイドル』（1985 年 11 月、1 位、28.4 万枚）で「恋

をするにはするけど／スキャンダルならノーサンキュー／イメージが大切よ清く正しく美

しく」「ちょっと生かしたタイプの／ミュージシャンとつきあっても／知らぬ存ぜぬとと

ぼけてレポーター達を／けむにまいちゃうわ」というように、清純なイメージの裏で恋愛

するのがアイドルだと唄い、AKB も 2007 年紅白初出場の際、リア・ディソンや中川翔子

とこの曲を唄ったように、百恵・聖子・KYON2 直系のアイドルだ。このことと菊地に対

する事務所・AKB スタッフの対応とを合わせれば、「清純イメージで売る現役アイドル

でも恋愛は（結婚・出産も）今も昔も自由」なので、菊地の友人がネットに書いた「〔ア

イドルでも〕別につきあってもいいじゃん！」（『東スポ』）という主張が正しい。しか

し、百恵・聖子・KYON2 と AKB の間に恋愛禁止のモーニング娘。が介在しており、なか

でも矢口真里が「２００５年には３代目のリーダーに就任した……直後に人気俳優との熱

愛を報じられ、グループを脱退することになった」という事件は、私自身全く印象に残っ

ていないが、少し世間を騒がせたらしい 136。とはいえ、山口百恵の恋愛・結婚・引退や

松田聖子の別離・結婚・出産・ママドルと比べれば取るに足りないアノマリーにすぎな

い。 
恋愛禁止をアイドルの掟とする東スポの論調は「別につきあってもいいじゃん！」とい

うトップアイドルの一般的傾向と 3 流アイドル（2005 年ころのモーニング娘。のシング

ル累積売上は 10 万枚に届かなくなっていた）の例外とを取り違えており、その後の AKB
もモーニング娘。とは異なって恋愛に寛容だった。2008 年８月 14 日、恋愛のためではな

く、劇場爆破といった過激な書き込みを友人がしたような騒動がスポーツ紙に取り上げら

                                                 
136 「矢口がモー娘。“最後の日”を語る 恋愛スキャンダルに『チンパンジーでした』」『zakzak by 夕刊

フジ』https://www.zakzak.co.jp/ent/news/180301/ent1803015752-n1.html。 

https://www.zakzak.co.jp/ent/news/180301/ent1803015752-n1.html
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れ、素行の悪い友人達との関係を続けていることも問題になって解雇された菊地は、同年

10 月 AKB7 期生のオーデイションに応募し、合否の意見が分かれた際にあるスタッフの

「俺が中学生の頃も、いろいろな過ちを犯しましたけど、次のチャンスがあったから、

今、ここにいるんですよね」という発言にみなが頷き、12 月に研究生として合格した
137。恋愛を理由にリーダーですら脱退させ永久追放するモーニング娘。と 70〜80 年代ト

ップアイドルの伝統を受け継ぐ AKB がいかにかけ離れているかがわかる。 
2008 年 11 月 23 日に AKB を卒業した大江朝美は「『恋愛をした方がいい経験にはな

る』って秋元先生は仰ってました。『だからいい恋しろよ』って。138」と語っており、菊

地解雇騒動後の秋元はいい恋は奨励し、よくない恋は別れさせるという方針だったと思わ

れる。また、AKB のインディーズ 2nd シングル『制服が邪魔をする』（2007 年 1 月、7
位、2.2 万枚）の MV では前田敦子とサラリーマン男性の援助交際を思わせるシーンがあ

り、TV SPOT では冒頭で前田が「お父さん、ごめんなさい」と言うように、中高生メン

バーの多い AKB には 18 歳未満で児童売春に巻き込まれる危険があったと思わる。 
 2009 年 6 月、AKS がメンバーの誓約書を作り、未成年メンバーには保護者に誓約書の

提出を求めてきたが、「メンバーとしてオフの時間でも、自覚と社会的責任を忘れず、公

序良俗に反することのないよう常に心がける。139」とあるだけで、公序良俗に反しない限

り恋愛してよいとしか読めない。逆に、無限定の恋愛禁止規則は公序良俗に反するので法

律行為として無効だという議論もあり、それに従えば禁じることができる恋愛は公序良俗

に反するものに限られることになる。また、公序良俗に反すれば恋愛以外のこと（麻薬所

持使用や未成年喫煙飲酒など）もしてはいけない。 
いわゆる不倫（一般化すれば法律婚外関係）が公序良俗に反すると言えるかどうかはは

っきりせず、現代日本では異性婚主義や単婚主義を批判する人も少なくない。都はるみと

中村一好プロデューサーとの仲は芸能界のみならず一般社会でも内縁の夫婦関係（事実

婚）として公認されていたと思われるし、AKB ファンの間では大島優子と小嶋陽菜のこ

じゆう結婚がよく知られており、山口真帆は、フォトログに菅原りこがかき氷を食べてい

る写真を載せて「#彼女とデートなう／彼女とかき氷なう。／#〔他の人はこの写真を〕彼

女とデートなうに使っちゃダメです／#私の彼女だ」とコメントし、ショールームで彼女

にプロポーズしてフラれていた 140ように、AKB では恋愛も法律外婚も同性婚も許容され

ていることを前提に行動していた 141。 
                                                 
137 「研究生菊地について」https://ameblo.jp/akihabara48/entry-10194341349.html。 
138 「元 AKB48 大江朝美が激白！ 精神不安定、長期離脱……国民的アイドルの苦悩（前編）」

『MEN’S CYZO』 2009.06.22、https://www.menscyzo.com/2009/06/akb48_2.html。 
139「選抜メンバー父親がついに明かした AKB48 は現代の『女工哀史』」『週刊文春』2010 年 5 月 6

日・13 日号、32〜3 頁。 
140 https://twitter.com/NGT48photolog2/status/885766341826928640、午後 4:42 · 2017 年 7 月 14 日（自分が

かき氷を食べている写真を「“彼女とかき氷デートなう”で使っていいよ♪」とした 2017 年 7 月
11 日の加藤美南フォトログ https://ameblo.jp/katominaichiban48/entry-12291758002.html  を知らない
と、山口の機転がわからない）、FeSTiN ALeNTe［2019］『【衝撃】まほほん遂に愛のプロポー
ズ！その時りったんは!? 【山口真帆&菅原りこ】まほりこ劇場 名場面』2019/05/14 に公開、
https://www.youtube.com/watch?v=XFhnotgWgG0。 

141 法律婚をしている者が内縁関係を持つ場合、重婚的内縁と呼ばれ、法律婚が破綻している場合に事
実婚として法的保護を受けることになっている。他方、日本国憲法は同性婚を禁じるのではないと
の解釈によって異性間事実婚に準じる法的保護を同性カップルに認める判決を宇都宮地裁真岡支部

https://ameblo.jp/akihabara48/entry-10194341349.html
https://www.menscyzo.com/2009/06/akb48_2.html
https://twitter.com/NGT48photolog2/status/885766341826928640
https://ameblo.jp/katominaichiban48/entry-12291758002.html
https://www.youtube.com/watch?v=XFhnotgWgG0
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 しかし、『週間文春』は AKB の掟として「メディア組が『片思いはいいけれど、両想

いはだめ』と公言する」ような「〝恋愛禁止〟というルール」があると前提している（注

139 と同じ、32 頁）。メディア組とは、第１回選抜総選挙で１〜12 位までの選抜メンバ

ー（メディア選抜）のことのようだが、そのなかの誰が、どういう文脈で言ったのかは不

明である。そういう掟は当時の AKB にはないので、誰かがそれとなくガチ恋系片思いフ

ァンに対していくら思ってくれてもいいけど両想いにはならないよと釘を刺したのを、フ

ァンが誤解して吹聴したのではなかろうか？  
『週刊文春』は前田敦子がその「掟」を破った例を挙げている。「男友達と撮ったプリ

クラが流出したり、恋人ができたという理由で、解雇させられたり、卒業させられた者も

少なくない。」と、菊地の解雇騒動を恋愛禁止違反と誤解したうえで、2008 年 7 月、自

分の生誕祭のあと前田敦子が親に嘘をついて俳優と夜遊びに行って戻らないため所属事務

所（太田プロ）や AKS を巻き込んで大騒ぎになり、翌朝の仕事に遅刻して現れたという

ことがあった際、秋元康が「今すぐ別れなさい」と言い、相手にも「彼女と会うのは今後

一切やめてくれ」と言ったことを恋愛禁止の掟破りの例としている（同、23 頁）。しか

し、未成年なのに親にも勤務先にも無断で外泊して翌日仕事にもあらわれないたため誘拐

か事故かと大騒ぎになるという、周囲に迷惑をかける無責任な交際のあり方が問題になっ

たのであって、付き合っていること自体が問題だったのではなかろう。自分の娘がそのよ

うなことをすれば付き合うのをやめさせようとする父親は少なくないだろうし、秋元には

娘がいるので、父親のような気持だったのではなかろうか。 
 以上から、AKB には恋愛禁止ルールがあるというのは『週刊文春』の誤解ないし故意

の捏造であり、菊地彩香のときの『東スポ』同様、メンバーの起こした問題を恋愛禁止ル

ール違反として紹介することを通して、AKB には恋愛禁止ルールがあるという誤ったイ

メージを世間に広めた。 
 また、上記誓約書が登場した直後の 2009 年 7 月 25 日には、西川七海が男性 2 人と映っ

たプリクラが流出して解雇されたが、「この時、一緒に写っていた男性の一人は元ジャニ

ーズジュニアで、AKB48 のファンの中では有名な人物でした。／／このプリクラが流出

した理由については、ジャニーズが好きだった西川七海さんの知人がネットに流したので

はないかとも言われています。一緒に写っている男性と西川七海さんが付き合っているの

ではないかとも言われました。／／しかし、3 人で一緒に写っているということもあり、

本当に付き合っていたのか疑問視する声も多いです。142」西川も、プリクラの管理が甘く

て流出させたことが問題だったようで、そのうちの１人が元ジャニーズ Jr.でなければ問

題にならなかったかもしれないし、男性２人と映ったプリクラなのでいずれかと恋愛関係

にあることを証拠立てるものではなかったことからして、恋愛が解雇理由だとは言えな

                                                 
が 2019 年９月 18 日に下し、この判例によって同性間の事実婚的な関係が認められた（南野森
［2019］「同性婚と憲法 24 条（補遺）ーー宇都宮地裁真岡支部判決の憲法論」『YAHOO!JAPANニ
ュース』2019/9/22(日) 17:54、https://news.yahoo.co.jp/byline/minaminoshigeru/20190922-
00143722/ ）。この判例の趣旨に従えば、当事者が結婚を宣言して一定の社会的賛同があれば、少
なくとも賛同者の間では同性間事実婚と認められることを日本の婚姻法規は許容していることにな
り、ファンの間で祝福されたこじゆう結婚もその例となるだろう。 

142 「元乃木坂 46 西川七海の現在は？AKB 解雇の理由はプリクラ？ 」『エントピ』2019/04/19 更新、
https://entertainment-topics.jp/143353。 

https://news.yahoo.co.jp/byline/minaminoshigeru/20190922-00143722/
https://news.yahoo.co.jp/byline/minaminoshigeru/20190922-00143722/
https://entertainment-topics.jp/143353
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い。西川も 2013 年 3 月、乃木坂 46 第 2 期生オーディションに合格し、アイドルとして復

活した。 
以上のように、菊地彩香、前田敦子と西川七海のいずれについても、恋愛禁止ルールを

破ったと短絡的に言うことはできない。 
 『東スポ』や『週刊文春』が事実に反してアイドル一般や AKB に恋愛禁止ルールがあ

ると書くのは、そうすれば禁断破りの恋というスキャンダラスなイメージに興味を持って

購入し、読む人が多くなるという事情があるのだろう。AKB のスタッフやメンバーの側

もそれで関心を持って逆にファンが増えるというメリットがあるので、はっきりそんなル

ールはないと明言することを避けがちになり、あたかもそういうルールがあるのに処分を

したりしなかったり、どうなっているんだという風に見られ、問題が起こると今回はどう

なるのかとさらに興味を掻き立てるというようになっていったのではなかろうか。2009
年ころまでの AKB の恋愛禁止を巡る事情は、このようにまとめることができるだろう。 

 
 2009 年 AKB 第１回選抜総選挙で２位になった大島優子が 2009 年 10 月 15 日に自身の

ブログでボルダリングに初挑戦したと書き、同日同じ場所で男性 5 人組ダンスチーム

Rockwilder の ACHI もボルダリングしていたとブログに書き、その写真に大島と同じ服装

の女性が小さく写っていたため、熱愛・デートと報じられたが、大島は「あれは友達と何

人かで行ったんです」と釈明し、その通り４人映っているなかで大島だけ遠くに離れてい

るので、デートとは見えない（図 12 中の右奥）。さらに大島自身のブログの写真（図 12
右）では、ACHI やその友人ら３人とは別の２人と大島が映っている。「もし今回がデー

トと分かったときのことを秋葉原 AKB48 劇場に聞くと、インフォメーション係は『明確

にルールづけはしておらず、場合によると思います。仮定の質問については、お答えでき

ません』と言う。143」 
 大島の熱愛スクープ報道には、全く違う狙いがあったのではないかと思われる。2008
年のバレンタイン本命ケーキを大島は小嶋陽菜からもらったことを画像つきでファンに公

開して 144、ファンの間で２人の恋愛が知られ、いつのころからかこじ
、、

まとゆう
、、

こを略し

てこじゆうというカップル名で親しまれるようになったが、2008 年 10 月、カミングアウ

トをテーマとするラジオ番組で大島は「本当に…………女性好き」と言い 145、そのころ

から大島と小島は運営に干されるようになり（平山［2019］ （２）【ⅰ】カミングアウト

して干された大島優子）、AKB 人気トップクラスメンバー同士の恋愛という話題が広ま

るのをさけるため、大島と男性の交際というフェイクニュースをでっちあげようという陰

謀があったのではないかと疑われる。 

                                                 
143 「AKB 大島優子、ダンサーと熱愛？ 『友達』と釈明に疑問が…」『J-CAST ニュース』2009/10/21 

20:36、https://www.j-cast.com/2009/10/21052228.html。この記事には、ACHI のブログに載っている４
人映った写真（図 12 右）の左の２人をカットして、さも ACHI と大島の２人だけのようにトリミン
グした写真を載せているものもある。 

144 amiyui37［2012］『こじゆうの歴史 -Short ver-』（動画まとめ）2012/07/11 に公開、
https://www.youtube.com/watch?v=T99tgsbZ7qU&t=169s、49 秒〜。 

145 カメリア［2010］「新参の新参による新参のための、こじゆうメモ」『百☆合』2010-06-18 06:09:41、
https://blog.goo.ne.jp/ruyblas/e/b245e9c24f654ebc4dab204407c4bdb5、番組名、放送日不詳。 

https://www.j-cast.com/2009/10/21052228.html
https://www.youtube.com/watch?v=T99tgsbZ7qU&t=169s
https://blog.goo.ne.jp/ruyblas/e/b245e9c24f654ebc4dab204407c4bdb5
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こじゆう恋愛のメディアへの露出は 2010 年には留まることを知らない勢いを示すよう

になって、ついに同年５月 13 日、総選挙投票開始 12 日前に、大島は自身のブログに小嶋

と２人で教会の祭壇に向かって歩く後ろ姿の写真を載せて結婚を宣言した（平山［2019］ 
（２）【ⅲ】大島優子と小嶋陽菜（こじゆう）の結婚）。 
大島麻衣は、2010 年 8 月 12 日に放送された『めざましテレビ』で、恋愛禁止が厳しく

なったのはつい最近のことだと言い 146、2012 年 4 月 21 日放送の『王様のブランチ』で指

原莉乃は「異性とも同性とも恋愛しない」という内容の誓約書を提出させられたと明か

し、柏木由紀もハンコを押したと語ったのに対して、司会の中居正広は男性との恋愛禁止

のうえ、いつも一緒にいる同性とも禁止されていることに驚き、「同性は厳しいよね、目

の前にいるもんね。女の子好きになっちゃったらどうするの？」と疑問を呈した 147が、

中居の理解は本末転倒で、もともと異性との恋愛禁止のルールなどなく、菊地のプリクラ

流出解雇の理由も異性と付き合っていたことではなかったが、大島優子が小嶋陽菜との同

性恋愛をおおっぴらに宣伝するのをなんとかしたい AKS が、メンバーに同性恋愛が伝染

することを恐れて誓約書を書かせたのであり、同性に限って恋愛しないとメンバーに誓わ

せれば逆に AKB メンバーの間で同性恋愛が広まっていることを世間に知らしめることに

なってかえって逆効果となるため、異性とも同性とも恋愛しないと誓約させることになっ

たと思われる。 
大島優子と小嶋陽菜は 2010 年の４月ころには秋元康から恋愛しろ、GO サインを出す

と言われたので、上記誓約書の例外として秋元は２人の仲を公認したと思われ 148、５月

の結婚宣言はそれをふまえたものだろう。こじゆう以外に同性恋愛が伝染するのをさける

には、メンバー全員にあてはまるルールとして同性恋愛を禁じるわけにはいかず、こじゆ

う以外のメンバーに誓約書を書かせるということになったのではなかろうか。「誓約を破

って恋愛をして処分を受けるということは、契約書によって禁じられた恋愛をしたからで

はなく、契約とは別の誓約を破ったから処分を受けるということであり、誓約を破る行為

が公序良俗に反するということになるのだろう。おそらく、異性同性を問わず恋愛しない

                                                 
146 https://48pedia.org/恋愛禁止、注 20。 
147 「『異性も同性とも恋愛禁止』誓約書あった AKB 柏木由紀『ハンコ押しました』」『J-CAST ニュー

ス』2012/4/23 19:07、https://www.j-cast.com/2012/04/23129989.html。 なお、柏木由紀は 2018 年 12 月
26 日放送の『アッパレやってまーす！』で、「同じくパーソナリティを務めるお笑いコンビ・アン
ガールズの山根良顕も『（彼氏を）作っちゃいけないとも言っていないんでしょ？』と問いかける
と、柏木は『（恋愛禁止と）しっかりは言ってないですよ。秋元さんから言われたことは確かに一回
もないです』と答えた。続けて『でも AKB の最初の契約書に書いてあったんです。男女ともに
（恋愛は）ダメって』と明かした。また『女同士も！？』とツッコまれた柏木が『そうそう』と冷
静に回答する場面も。さらに『最初の契約書だけです。中学生のときに契約したそれが残っちゃっ
てるんでしょうね』と付け加えていた。」（「柏木由紀、“AKB48 グループ恋愛禁止”に言及」
『modelpress』 2018.12.27 18:08、https://mdpr.jp/news/detail/1812870 ）柏木はおそらく 2010 年前半の
ころの誓約書と最初の契約書とを混同していると思われる。柏木は 1991 年 7 月 15 日生まれで 2006
年 12 月 3 日に合格したとき 15 歳中学 3 年生で、契約書への押印は親権者がしたと思われるし、柏
木と AKS の当初の契約は 2009 年３月 25 日の柏木の渡辺プロ系列ビスケットエンターティメントへ
の移籍で解消されたし、契約時の柏木と同様 15 歳中 3 だった菊地彩香のプリクラ流出よりも前で
AKB の恋愛禁止ルールの片鱗などもなかったころの契約であるから、柏木の記憶違いと断定してよ
いだろう。 

148 https://48pedia.org/恋愛禁止、によれば、小島は特番『女芸人軍団の××な質問に 30 分答え続けたら
100 万円』2010 年４月 10 日放送、大島は『ズームイン!!SUPER』 2010 年 6 月 23 日放送でそう語っ
た。 

https://www.j-cast.com/2012/04/23129989.html
https://mdpr.jp/news/detail/1812870
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という誓約書によってはじめて、恋愛が発覚したことだけを理由にメンバーが処分されえ

るようになった。 
その最初の犠牲になったとされる主要メンバーは指原莉乃だが、プリクラとともに、元

カレを名乗る男性が『週刊文春』に情報を提供しており、指原は友だちであって元カレで

はないと否定したが、その直後に AKB から博多の HKT に移籍を命じられた。 
遡及処罰禁止を適用すれば、恋愛しないという誓約書を提出する以前に恋愛していても

誓約違反にはならず、処分されないはずである。それに対して、AKB48 劇場支配人だっ

た戸賀崎智信は、公式ブログで個人の意見として、AKB に入る前の過去については犯罪

行為を除いて不問という基準を示しており 149、それによれば指原のプリクラ流出は AKB
に入った後なのでアウトということになる。しかし、「関係が終わったのは〇九年秋
150」で、ちょうど「明確にルールづけはしておらず、場合によると思います。仮定の質問

については、お答えできません」という運営側の説明があったころで、恋愛しないという

誓約より前なので、遡及処罰である。 
これについて秋元康は「指原への応援の意味を込めたもので左遷ではない」151「左遷じ

ゃないです。今の HKT には新しい指導者を送り込まないといけない」「今回の件で『ワ

キが甘いな』とか、感じたことを HKT で教えて欲しい」152と説明しており、スキャンダ

ル報道がなかったとしても九州出身の指原の地元に新グループができるのに伴い、指原の

リーダーシップを期待して移籍を秋元は考えていたようだ。2013 年４月 28 日指原は

HKT48 劇場支配人になり、AKB グループ全体としてもはじめてメンバーが劇場支配人を

兼ねることになったことからして、HKT 移籍はスキャンダル報道に対するペナルティで

あったとみるよりも、ペナルティ含みとみせかけて周囲の妬みを逸らせた栄転だったとみ

たほうがよいのではなかろうか。劇場支配人就任がスキャンダル報道のほとぼりが冷める

のを待って移籍の１年近く後になったことが、強いて言えばペネルティーであろう。 
今村 LINE-2 は新たに決めたルールによってファンとの過去の繋がりを処分しえるとし

ているが、NGT に入る以前の繋がりはファンとの繋がりではないので戸賀崎ブログと同

様、NGT に入った以後に限定した遡及ルールとなっている。戸賀崎ブログも今村 LINE-2
も日本国憲法が定めているだけでなく近代法の大原則ともされている遡及処罰禁止の原則

に反していることや、そのことを指摘して批判する人がほとんどいないのは、メンバーの

人権が軽視されていることを意味し、大きな問題である。 
 AKB の主要メンバーとしてはじめてそしておそらく唯一、恋愛（をしたことによる誓

約違反）を理由に処分されたのは峯岸みなみである。2013 年１月 31 日に発売された『週

刊文春』２月７日号に「AKB48 峯岸みなみ 若手ダンサー宅お泊まりをスクープ撮!」が

掲載され、その日の内に丸坊主にした謝罪動画が YouTube に公開され、２月１日付けで

                                                 
149 「【トガブロ】」2011-08-21 12:09:44、https://ameblo.jp/akihabara48/entry-10992985322.html。 
150 「元カレが告白 総選挙４位『へたれさしこ』の素顔 AKB48 指原莉乃は超肉食系でした」『週刊

文春』2012 年６月 21 日号。 
151 「さしこ HKT 電撃移籍にメンバー呆然 大島優子『まじ?』」『ORICON NEWS』 2012-06-16 06:00、

https://www.oricon.co.jp/news/2013073/full/。 
152「『左遷ではない！』指原莉乃の HKT 移籍にファンも意見が二分。秋元康が念押し発言。」

『Techinsight』2012.06.16 14:00、http://japan.techinsight.jp/2012/06/sasihara-hktiseki-
sasenhitei20120616.html。 

https://ameblo.jp/akihabara48/entry-10992985322.html
https://www.oricon.co.jp/news/2013073/full/
http://japan.techinsight.jp/2012/06/sasihara-hktiseki-sasenhitei20120616.html
http://japan.techinsight.jp/2012/06/sasihara-hktiseki-sasenhitei20120616.html
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研究生に降格するという処分も公式ブログに掲載され、多くの海外メディアもとりあげた
153。 
 それに対して、前田敦子がその日のうちに「みいちゃんは大切な家族 なにがあっても

味方です。」とツイートした 154のをはじめ、主要メンバーは次々と峯岸を支持し、ま

た、「動画内で、峯岸自身は『メンバーにも事務所の方にも誰にも相談せずに、坊主にす

ることを自分で決めました』と説明しているが、多くの著名人が『やりすぎ』」155、運営

のパワハラ、いじめ、体罰のたぐいと批判した 156。 
ラジオ番組『ライムスター宇多丸のウィークエンド・シャッフル』2013 年 2 月 23 日

で、秋元は「私は恋愛するなとは言ってない。“恋愛禁止”というのはいわばネタであり、

ペナルティーというのは、どうしたらファンに許してもらえるのか、彼女たちが考えるこ

と」「本来規則がないんだから罰則もない」と述べ、秋元は恋愛禁止ルールを撤回した

（正確には、恋愛しないという誓約書を反故にした）と受け取られた 157。同年 8 月 24 日

に峯岸は研究生から正規メンバーに復帰してチーム４キャプテンに昇格したことで、処分

が撤回されただけでなく、指原の HKT 支配人就任と同様チームのキャプテンに栄転し

た。指原や峯岸の例において、一見すると恋愛禁止違反による処分と見えるものは、それ

を経験することで若くて未熟なメンバー達を指導できるようになるような通過儀礼として

機能しているようにも思われる。 
 峯岸処分とその撤回以降、AKB では恋愛禁止も違反に対する処分もみられなくなった

ようだ 158。2013 年 5 月、大島優子がナンパ師岡部こと飯田義之にナンパされて付き合っ

た時のキスプリとされるものが飯田のツイッターアカウントにあるのが発見されて流出炎

上、半年後の 2013 年末の紅白で大島は卒業を発表したと、『AKB48 恋愛発覚データベー

ス』159にあり、大島は恋愛禁止違反で卒業させられたと言いたいようだが、キスプリが流

                                                 
153 http://www.youtube.com/watch?v=UlzrIgacADU、2013 年２月２日削除、

https://ameblo.jp/akihabara48/entry-11460663404.html、2013-01-31 18:30:00、 “AKB48 pop star shaves 
head after breaking band rules,” BBC NEWS, 1 February 2013、https://www.bbc.com/news/world-asia-
21299324（YOU TUBE では削除された動画もある）。 

154 https://twitter.com/Atsuko_100/status/296957897953394688、2013.01.31 21:27。 
155 「AKB48 峯岸“丸刈り謝罪”はやりすぎ…運営の対応にも疑問の声」『シネマトゥデイ』2013 年 2 月

1 日 13 時 12 分、https://www.cinematoday.jp/news/N0049902。 
156 「『パワハラ、いじめ、体罰のたぐいでは』 AKB 峯岸の「坊主頭」に各界から批判噴出」『J-

CAST ニュース』2013/2/ 1 18:42、https://www.j-cast.com/2013/02/01163828.html?p=all。 
157 「ガチから『ネタ』に!? 秋元康が『AKB 恋愛禁止』撤回に動いた事情」『MEN’S CYZO』

2013.02.25、https://www.menscyzo.com/2013/02/post_5464.html。 
158 「【AKB48 グループメンバー処分一覧】 解雇・左遷・研究生降格・謹慎等の理由、スキャンダルを

全網羅 【峯岸みなみ等 46 名】」『48ers』2019/05/23 UPDATE、http://48ers.info/I0000593 によれば、
それ以降恋愛禁止を理由に処分されたりそう推測されている例は少なくないが、疑わしいものばか
りである。たとえば、「河西智美（かさい・ともみ）──元 AKS 社長窪田康志とお泊り報道で実質
解雇」とされているが、河西が卒業発表をしたのは 2012 年 12 月 20 日で、AKS 窪田社長とのスク
ープは『週刊文春』2013 年 5 月 2・9 日号であり、それが発売される前から 5 月 3 日に卒業するこ
とが決まっており、しかもその記事で窪田自身が交際を否定しているので、記事を真実と認めた処
分として河西が卒業させられたのではないことは明らかだ。一般に熱愛スクープが活動辞退や卒業
に結びつくことが少なくないのはガチ恋系のファンに依存しているメンバーにとってそれがファン
の大幅減少を引き起こすため活動辞退や卒業を本人が自発的に考えるようになるきっかけとなるこ
とが少なくないからであり、それは所属事務所による処分とは全く別のことである。 

159「大島優子 × 飯田義之（ナンパ師）の交際発覚」『AKB48 恋愛発覚データベース』http://akb48-
kareshi.com/yukooshima2/、2019 年８月 26 日閲覧。同データベースは明らかなガセネタも含めて網羅

http://www.youtube.com/watch?v=UlzrIgacADU
https://ameblo.jp/akihabara48/entry-11460663404.html
https://www.bbc.com/news/world-asia-21299324
https://www.bbc.com/news/world-asia-21299324
https://twitter.com/Atsuko_100/status/296957897953394688
https://www.cinematoday.jp/news/N0049902
https://www.j-cast.com/2013/02/01163828.html?p=all
https://www.menscyzo.com/2013/02/post_5464.html
http://48ers.info/I0000593
http://akb48-kareshi.com/yukooshima2/
http://akb48-kareshi.com/yukooshima2/
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出して半年後に卒業発表、実際の卒業は 2014 年 6 月なので流出の一年以上後とずいぶん

悠長であり、大島の卒業にキスプリ流出のペナルティーという意味は見出しがたいだろ

う。大島優子と小嶋陽菜は 2010 年 4 月には秋元から恋愛の奨励ないし許可を得ていたこ

ととも合わせて、2013 年のキスプリ流出は仮に事実としてもそのペナルティとして卒業

させられたとは思えないし、そもそもプリクラはそっくりさんのものではないかと思われ

る。 
実はこのキスプリは 2011 年の選抜総選挙前にすでに２度目の流出をしており、「『以

前も瞬間的に出回ったことがありましたが、第 3 回の選抜総選挙〔2011 年〕の話が出て

きたころから再流出。とくに人気の芸能サイトにも出回っているので拡大傾向にありま

す。“大島落とし”が狙い、と見られています』(ネットライター)」「大島優子に似ている

といえば、確かに似ているのだが…」160と紹介されており、2011 年には人気芸能サイト

にまで出回っていたものが再々度 2013 年の総選挙投票時期直前に出回ったことになり、

もっともらしければ飛びついてくるはずの『週刊文春』をはじめ、マスコミは完全無視し

ているので、大島潰しを狙ってそっくりさんを起用した写真ではないかという見解がマス

コミやネットニュースサイトでは支配的なのだろう。 

  

図 13 大島優子？のキスプリ流出と、こじゆう寸止めキス 

出所 左：注 159 と同じ、右：小嶋陽菜の AKB48 ラストコンサート＜こじまつり～小嶋

陽菜感謝祭～＞、2017 年 2 月 22 日、BS スカパーLIVE より。 
 
  一般に口づけの際受け身の側は相手の口が近づいてくると目を閉じて受け入れるだろ

うが、キスプリの女性が受け身にもかかわらず目を開けているのは、不自然である。目を

閉じると大島似に映らないため、わざと目を開けキスプリを撮影することになったのだろ

う。大島は、能動的なとき（平山［2019］43 頁図９第２段右＝小嶋陽菜メイク中に唇を

奪う）も対等なとき（同 53 頁図 11 左下＝『ヘビーローテーション MV』で前田敦子と）

                                                 
的に載せ、それぞれに推定可能性を記しているが、これは「推定可能性 99％」、ほぼ確実とされて
いる。 

160 「大島優子 流出プリクラは、本物なのか?」『ネットで芸能 NOW』2011 年 4 月 24 日 (日)、
http://tvcmwatching.cocolog-nifty.com/blog/2011/04/post-66c9.html。 

http://tvcmwatching.cocolog-nifty.com/blog/2011/04/post-66c9.html
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も受動的なとき（本論文図 13 右 161）も目を閉じており、キスプリの体勢の大島なら確実

に目を閉じているはずだ。また、流出写真をみると、クォーター（母親が日米ハーフ）の

大島と比べて生粋の東洋人のようであり、上腕も筋肉自慢の大島より細いようだ。 
『週刊文春』は、2014 年 3 月 20 日号の「小林よしのり痛恨の極み!? NMB48 渡辺美優

紀 医大生モデルとお泊まり」で渡辺が自宅に藤田富を泊めたと証拠写真つきで報じ、

2015 年 6 月 18 日号の「柏木由紀“浴衣抱擁写真”ショック」で、誓約書にハンコを押した

と公言していた柏木とジャニーズ NEWS の手越祐也の親密な関係を示す写真を報じた

が、いずれにも処分も自主的な謹慎すらもなかったことから、秋元が明言した通り、恋愛

しないという誓約が完全に反故になっていることは明らかで、AKB メンバーの恋愛に関

するスクープは実質的に芸能人一般についてのそれと違いがなくなった。 
AKB 選抜総選挙３度目の 1 位と２連覇のかかった指原莉乃は 2016 年４月 24 日に放送

された『行列のできる法律相談所』で、「共演の東野幸治が『そもそも AKB って恋愛禁

止やから、恋愛してなかったらイイだけの話じゃないの？』と核心を突くと、指原は『そ

れは無理でしょう！』とあっさり返答。続けて『ご飯行くぐらいなら別にいいじゃないで

すか？』と開き直りスタジオをざわつかせた。／／アイドルにとっては完全にマイナスに

なりそうな発言だが、ファンからは『さっしー、今日もぶっ飛んでたな！』『世間でのウ

ケもいいはず』『今年も総選挙 1 位はもらったようなもんだ』と、しっかり支持を得てい

る。162」と、AKB の恋愛禁止はあるとしても実効性がなく、ファンもそう認識している

ことが明らかになった。しかし、今に至るまで話題作りのネタとして AKB 坂道の恋愛禁

止に触れつつその違反として熱愛報道をするマスコミは後を絶たない。 
 AKB の鉄の掟だった恋愛禁止が、渡辺美優紀や柏木由紀といった選抜総選挙上位メン

バーについて処分せずに済ませてきたため形骸化して須藤凜々花の結婚宣言や中井りかの

「アイドルだっていろいろある」発言を引き起こし、その延長上に NGT メンバーとファ

ンの乱脈があるとし、メンバーを庇って恋愛禁止ルールを風化させたとして秋元康を批判

する文脈で山口真帆襲撃事件への秋元の責任を追及するような議論がかなり拡散し、文春

砲を連発してきた『週間文春』の事件報道も、それを批判する小林よしのりもその点では

一つ穴の狢だが、それは恋愛禁止を巡る AKB の歴史を見誤ったものである。 
アイドルが恋愛しないことを望むファンが多いことは仮に事実だとしても、それを理由

に恋愛禁止ルールを運営が作ってアイドルに課すことは公序良俗に反するので無効だろ

う。交際が発覚したときに別れると言ってガチ恋系オタで居続けてくれるようお願いする

か、引退して転職や結婚などをするか、別れず引退もせず、去るガチ恋系オタは追わず新

しいファンを開拓しようとするかは、アイドル自身の自己決定権のうちにあり、運営がと

やかく言う問題ではないということが、「彼女たちが考えること」という秋元発言の真意

ではなかろうか。交際暴露報道のあとも山口百恵や松田聖子は交際を続けて女性ファンを

                                                 
161 小嶋陽菜と「禁じられた２人」歌唱のあと、「『とうとうこの日が来たんだね。この歌を歌うという

ことはそういうことなんだね。いいよ陽菜…』とキスをせがんだが、小嶋は寸止めに留め、曲が終
了した。」（「小嶋陽菜＆大島優子“こじゆう”が一夜限りの“これって、いけないことですか？”＜小嶋
陽菜卒業コンサート＞」『modelpress』2017.02.22 19:15、https://mdpr.jp/music/detail/1665519。） 

162 「HKT48 指原莉乃が『恋愛禁止なんて無理』と即答も総選挙では“1 強”状態！？」『Asagei plus』
2016 年 5 月 9 日 17:59、https://www.asagei.com/excerpt/57572。 

https://mdpr.jp/music/detail/1665519
https://www.asagei.com/excerpt/57572
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つかみ、指原莉乃は友だちだったとは認めて資金力のある中高年男性ファンをつかんで、

トップアイドルに登り詰めた。 
NGT では、中井りかは文春砲を食らったせいで「私８割ファンを減らしたらしい

wwww／逆に奇跡／／残った２割のみなさん今後よろしく（笑）（笑）／こんど使わせて

もらおう（笑）」「腹抱えてわろてる��（笑）」「りかのファンの名前／／にわり☺／

／にしよ� �」「対応能力 wwwwwww／／フットワーク軽いね��」「わーいたくさん

いるー☺☺☺／／」163と、去った８割は追わずと宣言し、軍団のひろよしも含めて、残った

中井ファンの多くはにわり☺を好んで使うようになった。山口真帆はそんな中井をよく知

った上で、事件翌日にうちとけたツィートを交わしていたことからも、AKB に恋愛禁止

ルールはないという認識が山口にもあったことは明らかであろう。 
 

【ⅳ】山口真帆・指原莉乃連合 vs. NGT 運営 

 【ⅰ】【ⅱ】でみたように、NGT 前支配人の今村悦朗は、事件に関与したメンバーを解雇

すると山口真帆に約束したにもかかわらず 164、他方で LINE-1 では犯人の実名やあだ名を

メンバーに知らせて証拠隠滅を促し、LINE-4 では関与の疑いのあるメンバーをファンと

の繋がりを申し出たメンバーのなかに紛れさせて不問に付すことによって山口を裏切り、

LINE-4 の翌日、山口は事件１ヶ月後にショールームで告発をしたが BAN されたため告発

ツイートをした。告発に至った経緯は、以下のような文春のまとめ記事で大過ないと思わ

れる。 
 
 釈放された A〔笠井〕と B〔北川〕には山口に対するストーカー規制法が適用され

た。もちろん被害者の山口にもそれは伝えられたが、恐怖を覚え、納得がいかない結

果となった山口は、自身が信頼する AKS の幹部「M」に相談した。 
「しかし、M さんは『今村さんが決めたことなら仕方ない、僕は何も言えない』と山

口の話に耳を傾けなかった。彼女は酷くショックを受けたようです」（同前〔NGT 関

係者〕） 
 切羽詰まった山口は、年が明けた 1 月 8 日の深夜、遂に内なる思いを SHOWROOM
でぶちまけたのだった。（注 98 と同じ） 
 
ストーカー規制法は山口が事件への関与を疑うメンバーには適用されないため、そのよ

うなメンバーと一緒に活動するのではまた同じような目に自分やメンバーが会うことを危

惧するのは当然であろう。灰色として送致を免れたメンバーは無罪がほぼ確定したが、だ

からといってシロだと確定したわけではない。99％クロであってもおそらく送致はされな

いだろう。他方、山口の立場に立てば、実行犯でストーカーの笠井が事件への関与を示唆

                                                 
163 『中井りか／2018 年 11 月 19 日のツイートとリプライ』https://akbp48.com/tweet/archive/member/中

井りか/2018-11-19。 
164 「今村さんだって、クリーンな NGT にするって言ったのに、新しい NGT にするって言ったのに悪

いことしてるやつらだって解雇するって言ったくせに何も対処してくれない。」（注 104 と同じ）「今
村さんは警察からメンバーのことも全部聞いているのに、処分するって言ったのに」（図 10②）。 
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したメンバーたちが仮に 99％シロであり、クロの可能性は１％にすぎないとしても、関

与したという疑惑やそれに伴う恐怖心をそのメンバーに抱くのは無理ない。 
日大アメフト部の悪質タックル問題では、第三者委員会は前監督とコーチの指示があっ

たと判断して 2 人を懲戒解雇処分としたが、検察は両者を嫌疑不十分で不起訴、タックル

を実行した選手を起訴猶予とした。それについて第三者委員会委員長の勝丸充啓・元広島

高検検事長は、「（検察の）捜査と（第三者委の）調査では違う。私たちの調査では『こ

こだけの話として教えて下さい』というなかで進めてきた。自分の名前が公になる状態で

署名し証拠とする捜査とは、集まってくる材料が全然違う。私たちが話を聞いたほとんど

の人は、他では名前を絶対に出したくないという人たちだった。私たちは調査結果に自信

を持っている」「『嫌疑不十分』は『指示がなかった』ということを意味するものではな

い。指示があったという証拠を集めきれなかった、立証できなかったということ。指示が

なかったとは絶対に言い切れない事案だと思っている」と述べた 165。このように、警

察・検察の判断で送致されなかったり不起訴（嫌疑不十分や起訴猶予を含む）となっても

所属組織や第三者委員会が処分を決めることはできるが、今村も AKS ものちに公表され

た『第三者報告』も、A が事件に関与したことは認めながらも処分せず、ＢやＣについて

は警察が送致しなかったことをもって事件への関与は認められなかったとし、日大第三者

委員会とは真逆に、警察や検察の決定を AKS や第三者委員会としても処分しないことの

理由づけに使っている。日大の悪質タックル問題への第三者委員会の取組と比べて、今村

支配人、AKS、第三者委員会は 4 人のメンバーを解雇すべきだという山口の要求をまとも

に取り上げておらず、極めて偏っている。 
また、命にかかわるような、大きな損害をもたらすことがらについては、確率が低くて

も、想定される最大の損害が最小になるように決断を行うというミニマックス戦略がゲー

ム理論においては合理的な戦略としてしばしば採用される。山口も、関与した可能性がわ

ずかであってもゼロではないメンバーが軍団と示し合わせ、自分や他の NGT メンバーに

対して再び同じような事件を引き起こすと想定して対策を考えるのは極めて合理的なこと

であるし、ショッキングな出来事に直面した後の人間の行動として心理的にももっともな

ことであろう。しかし、今村をはじめとする NGT 運営はこの点に全く理解や共感を示さ

ず、山口が危険を感じるメンバーが山口や山口との共感の強いメンバーと接触し、危害を

加えることができないような対策をとらなかったため、山口は告発を決意したと思われ

る。 
 従来の AKS には概して、インターネット・SNS で騒動が起こってもすぐには対応せず

に様子見をし、マスコミがとりあげるとすぐに対処しはじめるという傾向が、菊地彩香の

プリクラ流出以降みられたので、荻野由佳誘拐未遂事件はマスコミで取り上げられても

AKS が無視したのは異例であり、その点からも AKS が軍団に弱味を握られていることが

覗われるが、山口真帆襲撃事件をマスコミがとりあげはじめた後の AKS の反応は無視を

通り越し、告発した被害者に謝罪させた。マスコミとしてはじめてこの事件を取り上げた

のは、１月９日午後 0:15 ころの NHK ニュースだった（注 122 と同じ）。その翌日、NGT
                                                 
165 「『指示なしと言い切れぬ』 日大前監督不起訴受け勝丸氏」『朝日新聞 DIGITAL』2019 年 11 月 15
日 18 時 24 分、https://digital.asahi.com/articles/ASMCH5HSWMCHUTQP01T.html。 

https://digital.asahi.com/articles/ASMCH5HSWMCHUTQP01T.html
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運営からは何の発表もないまま山口真帆が NGT48 劇場のオープン 3 周年記念公演に出演

して謝罪し、被害者が謝罪したことで NGT 運営への批判が強まった 166。 
 

  
図 14 NGT48 劇場で謝罪する山口真帆 

出所 注 165 と同じ。 
 

山口さんが出演するかは不明だったが、ステージに登場し、柏木由紀さんと一緒に

「てもでもの涙」を披露。もともと細身だったが、この日は痛々しいほどに痩せてい

た。 
歌い終えた山口さんは「この度はお騒がせして誠に申し訳ありません」とファンを

前に謝罪し、5 秒間深々と頭を下げた。 
その後「先日お伝えした通り、私にも守りたいものがあったから、このような形で

皆様に伝える形になったことも…お世話になった方にも迷惑をかける形になったこと

本当に申し訳なく思っています」と続けた。 
ファンからの「悪くないよ」との言葉に、小さな声で「ありがとう」と返した山口

さん。 
「AKS（所属事務所）とも話し合って、これをきっかけに NGT48 がいい方向に向か

えるように、私もチーム G の副キャプテンとして努力したいと思います。引き続き

NGT48 の応援をよろしくお願いします」と語り、再び 8 秒の間深々と頭を下げた。 
本来は事件の被害者であり、配慮があって然るべき山口さんが謝罪するという異常

な事態に、SNS 上では「 何で被害を受けた方を謝らせるのか？」「運営が一切コメン

トしてない状態で真っ先に被害者に謝罪させる、日本ならず世界を駆け巡るレベルの

公開パワハラ」とのファンから疑問の声、さらに「これは NGT の運営酷いわ」「NGT
運営間違ってないか？ 可哀想で涙出たわ」など所属事務所に対する怒りの声が数多く

上がっている。 
謝罪に疑問を呈しているのはファンだけではない。元 NGT48 の北原里英さんも山口

さんの謝罪に対し、Twitter で悲痛な思いを語った。 
NGT48 でキャプテンを務め、昨年 4 月にグループを卒業した北原さんは「詳しく全

てを知っているわけではないので」と前置きした上で、こう綴った。 
「あなたは謝るべきではありません！謝らないで。悪いことしてないです。本当

に！頭を下げるのは間違っています！わたしが悔しい」 

                                                 
166 https://twitter.com/syoan49/status/1083341339247312898、午後 9:34 · 2019 年 1 月 10 日。 

https://twitter.com/syoan49/status/1083341339247312898
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「犯人である男性に謝ってほしいわけじゃない。だけどこんなの変でしょ？絶対に

間違ってる。もう本当に悲しい」167 
 

元 NGT キャプテンの北原が直ちに謝罪を疑問視するコメントをしたのは、軍団と対峙

し、事件に至る内情をかなり把握していたからだろう。 
その日の夜遅く、NGT 公式サイトでコメントが発表されたが、そのなかに「メンバー

の１名が、男から道で声をかけられ、山口真帆の自宅は知らないものの、推測できるよう

な帰宅時間を伝えてしまった」「３名の男達についてはグループ内での公演、握手会、イ

ベント等へは一切参加できない対応をしております。」「今回このように山口真帆本人か

ら公表する形になってしまったことは、本人やファンの皆様への説明や対応が不十分だっ

た為であり、今後はこのようなことがないよう、全グループメンバーへの防犯ベルの支

給、各自宅への巡回等の対策を徹底するなど、これまで以上再発防止策を講じるととも

に、メンバーとの信頼関係を築き、山口真帆をはじめ全メンバーの精神的ケアを、スタッ

フ一同全力で行っていく所存です。」（注 126 と同じ）とあったことがさらに批判を呼

び、炎上した。「これ山口真帆ちゃんが精神的なショック受けた理由知って言っ

てんの？／犯罪行為されたこともあるけど NGT 運営が何の処理もしなかったか

らでしょ？挙げ句の果て被害妄想で済まそうとして。／しかも対策が防犯ベル

とかなめてんの？／こんなテキトーな運営がメンバーの精神的ケアできるわけ

ないだろ 168」「NGT 運営の釈明文の嘘くささ凄いな。／山口真帆ちゃんを襲った犯人

は、帰宅時間を聞いただけで家を特定できるスキルを持ってるのに、対応は公演や握手会

への出禁だけ。／その他の対策は防犯ブザーを配るだけで終了。／これでメンバーと信頼

関係築いていくなんて無理だろ。169」 
 指原莉乃も、「防犯ベル、わたしは怖くて震えて、取り出すことさえできないと思

う。。／ここまで大きな事件を彼女に謝らせる運営だとは思いたくないし、でも本人発信

だとしてもこうなってしまったことを謝らなきゃ！と思って自分を責めているんじゃない

かと心配です。そこで謝らなくていいんだよ！と→」「言えるスタッフがいなかったこと

もどうかと思います。／どうか彼女の気持ちの回復が少しでも早く訪れますように。同じ

ことを繰り返してはいけない。170」「メンバーはこれからも応援してください、としか言

えないと思うしそれが気持ち的に絶対に正解だとおもうけど、運営側はそうあってはいけ

ない。現状のままで応援してもらえるわけがないし、そんなこと思っているスタッフはい

ないと信じたいけど、このままで応援してもらおう！というのはおかしい 171」「きっと

強く言いたいメンバーも多いです。でも言いたいことも言えないと思うので、声の大きい

わたしが言ってみました。／／ワイドナショー出演しますが、こうなる前から事前に出演

                                                 
167 「NGT 山口真帆さん謝罪にネットで疑問の声 元キャプテンの北原里英さんも『絶対に間違って

る。もう本当に悲しい』」『BuzzFeed JAPAN』1/10(木) 21:55 配信、
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190110-00010003-bfj-ent&p=2。 

168 https://twitter.com/chi_k7yk2rs7/status/1083377370612912130、23:57 - 2019 年 1 月 10 日。 
169 https://twitter.com/Yorkn_Pleasure/status/1083383458854916098、午前 0:21 · 2019 年 1 月 11 日。 
170 https://twitter.com/345__chan/status/1083456975134834688、午前 5:14 · 2019 年 1 月 11 日。 
171 https://twitter.com/345__chan/status/1083458283585728512、午前 5:19 · 2019 年 1 月 11 日。 

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190110-00010003-bfj-ent&p=2
https://twitter.com/chi_k7yk2rs7/status/1083377370612912130
https://twitter.com/Yorkn_Pleasure/status/1083383458854916098
https://twitter.com/345__chan/status/1083456975134834688
https://twitter.com/345__chan/status/1083458283585728512


 76 

は決まっていたことだけご報告しておきます。／／ファンの皆様のざわつきが 1 日でも早

く解消しますように。／／おやすみなさい 172」と 11 日早朝ツイートした。 
13 日放送の『ワイドナショー』でも指原は立ち入った発言をし、「コメンテーターの

古市憲寿や松本〔人志〕からグループ卒業後は運営側に回ったらどうかと提案され……
『メンバーと運営の間に立つ人間は必要だと思ったので、これから関わり続けたいなと思

いました』とコーナーを締めた」173。指原は前年 12 月 15 日、横浜スタジアムで卒業コン

サートを４月 28 日に行うと公にしていた 174。指原が所属する HKT は NGT や AKB と同

様、AKS が運営会社となっており、メンバーが歯に衣を着せず運営を批判することは通

常困難だが、指原は卒業を控えて比較的しがらみなく発言し、事件直後から古市や松本が

卒業後は運営側に回ることを期待するなど、山口の告発を支援し、NGT 運営を批判する

勢力の中心となった。 
指原は、３連覇がかかった 2017 年第９回選抜総選挙に、自身最後の総選挙と宣言して

必勝体制で臨んだが、速報で荻野由佳が 1 位 55,061 票と、２位の松井珠理奈 34,641 票、

３位の指原 32,340 票に大差をつけるなど、NGT がリクアワに続いて不自然な票の動きで

大躍進したことをうけて、選挙対策を担うファンの組織・指原会を中心に NGT の秘部を

含めて分析を進めていたのではないかと思われるし、2018 年の第 10 回選抜総選挙の結

果、柱王の存在が通説とされていたので、今回の事件の犯行グループ・軍団は柱王と関係

があるのではないかともいちはやく疑っていたとも推測でき、無限投票騒ぎを起こしたま

ほまーるが今回の事件で逮捕されたということも指原は知っていたのではあるまいか？

NGT 運営の対応に疑問を抱いた多くのファンは犯行グループと NGT 運営とが癒着し、柱

王票を行使しているのではないかという仮説をすぐに思いついており、指原の言動はその

ようなファンのネットでの真相究明活動と一体化していったような印象を私は受けた。 
中高年男性ファンが多く、彼らを中心とする指原会という集票組織を擁して圧倒的な資

金力を誇る指原が常勝する AKB 選抜総選挙は視聴率が下がり、面白みを失っていった

が、匿名の謎の柱王と違って指原の得票の最大化を目指して老若男女貧富を問わず団結

し、ライバル陣営の総選挙対策にも通じているという、指原の選対組織・指原会の実態を

マスコミも取材・紹介してきた 175こともあって、NGT の裏側をかなり把握しているはず

の指原に対する期待は盛り上がり、指原もそれに答えて山口支持の言動を続け、事態の進

展を方向付ける役割を担った。 
このような山口の告発や謝罪とそれに対する北原元キャプテンや指原の支持とは正反対

の認識を NGT 関係者は持っていた。 
                                                 
172 https://twitter.com/345__chan/status/1083458905886285824、午前 5:21 · 2019 年 1 月 11 日。 
173 「指原莉乃、NGT48 山口真帆の事件に関して言及 『メンバーと運営の間に立つ人間は必要』」

『RealSound』https://realsound.jp/2019/01/post-305323.html。 
174 「指原莉乃、涙で HKT48 卒業発表『平成のギリギリまでアイドルとして頑張りたい』」『PROCPN 

MUSIC』2018-12-15 15:28、https://www.oricon.co.jp/news/2125513/full/。 
175 滝沢文那・佐々木洋輔［2017］「俺らの『さっしー』に有終の美を 指原会の前祝いに潜入」『朝日

新聞 DIGITAL』2017 年 6 月 17 日 12 時 20 分、
https://digital.asahi.com/articles/ASK6K3V56K6KUEHF00C.html?iref=pc_rellink 、佐々木洋輔［2018a］
「さっしーの２４万票どこへ？ＡＫＢオタたちのどぶ板選挙」『朝日新聞 DIGITAL』2018 年 6 月 15
日 11 時 42 分、https://www.asahi.com/articles/ASL6G5HQ6L6GUEHF009.html、佐々木洋輔［2018b］
「１票６５０円…『買収』横行・詐欺被害も…ＡＫＢ総選挙」『朝日新聞 DIGITAL』2018 年 6 月 15
日 11 時 42 分、https://digital.asahi.com/articles/ASL6G648DL6GUEHF00L.html?iref=pc_extlink。 

https://twitter.com/345__chan/status/1083458905886285824
https://realsound.jp/2019/01/post-305323.html
https://www.oricon.co.jp/news/2125513/full/
https://digital.asahi.com/articles/ASK6K3V56K6KUEHF00C.html?iref=pc_rellink
https://www.asahi.com/articles/ASL6G5HQ6L6GUEHF009.html
https://digital.asahi.com/articles/ASL6G648DL6GUEHF00L.html?iref=pc_extlink
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「犯人の一人〔笠井宏明〕の”推しメン”（イチ推しのメンバー）が山口でした。彼女に

とっては多額のおカネを投資してくれた太客。顔見知りですよ。これは表に出てない

ですが、犯人が彼女と接触してから 110 番通報されるまで１時間の空白がある。しか

も通報したのは山口ではなく、NGT の関係者。新潟署の捜査員が駆け付けたとき、山

口は犯人たちとマンション近くの公園で話をしていたんです。捜査員は犯人が彼女の

部屋に侵入したのかどうか調べようとしたが、山口が拒否したという情報もありま

す」（NGT 関係者）（注 107 と同じ） 
  
 これと同じような説を、ほんとのこといいます@bLCYEQrrCZlHgfi が以下のようにツイ

ートした。それぞれのツイートに対して〔 〕内にコメントを付した。 
 

【拡散希望】／もう黙っていられなくなったので、本当のことを話します。NGT48 山
口真帆の事件の真相についてです。12/8 山口は自宅玄関にて、ファン 2 人に襲われた

と話していますが、そのような事実はありません。山口はファンの男と繋がってお

り、その繋がりを切ろうとしたところ、玄関先で揉めました。176〔山口が繋がってい

ないことは、『文春音声』から明らかである。とりわけ甲が「いや別に、（A は自分

に）「こうやれ」とか言ってないよ。「こうやれ」とは言ってないけど、その、「そ

ういう外で何かするとかよりは」って話なだけで、「こうやれ」とか、別に向こうか

ら俺に言ったわけじゃないから。他に、だからそこで普通に俺、俺自身も他の子に会

った時とか、普通なんかだったから、あんなにその、えっと、（山口が）パニックに

なるとは思わなかったから。」と言ったのに対して山口が「なるでしょ、普通。あな
、、

たたちが関わっているビッチと一緒にしないでもらえますか
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

。」と答えていることで

ある（『新潮書き起こし』2 頁、傍点引用者）。甲＝笠井はのちにショールームで山口

と交際はなかったと何度も強調した（本論文（3）−【ⅸ】）。〕 
【拡散希望 2】／玄関先で揉めたのが事の始まりです。縁を切ろうとして揉めたのであ

って、暴行を受けたという事実はありません。〔暴行罪で逮捕・送致されて不起訴に

なっているが、暴行の事実そのものは『第三者報告』でも認められた。また、仮に恋

人と「縁を切ろうとして揉めた」としても、暴行して強姦を試みれば犯罪になり、繋

がりを切ろうとしたかどうかと暴行を受けたかどうかとは全く別の問題である。〕そ

こにメンバースタッフもやってきましたが、通報するまで 1 時間空白の時間がありま

す〔その空白は『文春音声』によって埋められている〕。また、ファン 2 人が逮捕さ

れたのは、次の日の朝でした。177  
【拡散希望 3】／本当に暴行された事実があるのならば、事件からすぐに通報し、すぐ

に逮捕されるはずです。なぜ逮捕が翌朝になった上に、不起訴になったのでしょう

か。暴行の事実がなく、全てが山口による自作自演だったからです。178〔『第三者報

                                                 
176 https://twitter.com/bLCYEQrrCZlHgfi/status/1088062610937851904、午後 10:15 · 2019 年 1 月 23 日。こ

のツイートは 1 月 13 日に投稿されたが削除され、同じものが 23 日に再投稿された。 
177 https://twitter.com/bLCYEQrrCZlHgfi/status/1084531239845937152、午前 4:22 · 2019 年 1 月 14 日。 
178 https://twitter.com/bLCYEQrrCZlHgfi/status/1084531283215040513、午前 4:23 · 2019 年 1 月 14 日。 

https://twitter.com/bLCYEQrrCZlHgfi/status/1088062610937851904
https://twitter.com/bLCYEQrrCZlHgfi/status/1084531239845937152
https://twitter.com/bLCYEQrrCZlHgfi/status/1084531283215040513
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告』によると、甲を共用廊下に押しだした山口がそこにしゃがみ込んで泣き叫び、乙

がエレベーターから出て来た男に「ケンカしているだけだと説明した。／山口氏は携

帯電話を首からかけていたので、警察に電話しようとしたが、甲に阻止された。」（5
頁）また、実行犯２人には不起訴とはいえストーカー規制法が適用された（今村 LINE-
3）〕 
【拡散希望 4】／NGT48 グループとしても、メンバーも、山口の件について一切触れ

ず、同情も心配もフォローもしていません。なぜなら心配する要素がないからです。

NGT 運営は、帰宅時間を教えたメンバーがいると公表していますが、正確には送迎バ

スに乗っているメンバーを教えたメンバーがいます 179 
【拡散希望 5】／ファン 2 人+送迎バスを聞いたファン 1 人の中に、太野推しと西潟推

しがいたために、加害者として 2 人の名前があがりました。〔『第三者報告』・山口

氏の供述には「甲は、山口氏に対して、『メンバーにも相談して、メンバーに提案さ

れて、やったことだから。』、『こうすればまほほんと話せるよ、と提案された。』

と言い、そのメンバーとして A、 B〔太野〕、 C〔西潟〕の 3 人の名前を挙げた。こ

れが事実だということは、『文春音声』『新潮書き起こし』での山口と犯人側との

Ｂ、Ｃをめぐるやりとりからも確認できる。〕その方が暴行事件の話しを作るには都

合がいいからです。山口の自作自演であるため、この出来事に加害者も被害者も存在

しません。180 
【拡散希望 6】／全ては、オタクとの繋がりを隠したかった山口真帆による作り話で

す。1 つの嘘でグループが壊れることに、我慢ができなくなったので本当のことを投稿

しました。181 
【拡散希望 10】 
【羽切】の活動自粛は、今回の件とは関係なく、ファンと付き合っていたため。巻き

込まれる形で、バスを悪気なく教えてしまったのは【大塚〔七海〕】。羽切や以前謹

慎していたメンバーのように、風紀の乱れがあれば運営は対処している。182〔ここ

で、文春の E 子（『新潮書き起こし』のＧ）が羽切、文春のＤ子（『第三者報告』の

Ａ）が大塚七海であることが明らかにされているが、「巻き込まれる形で、バスを悪

気なく教えてしまった」と、今村 LINE-3 や 1 月 10 日の公式見解と同様、A は軽い過

失で済ませて処分の対象外としている。しかし、『第三者報告』は故意、未必の故意

または重過失であると指摘していることは後述する。〕 
【拡散希望 11】／山口の向かいの部屋に、ファンは 8 月以降から住んでいたし、運営

も向かいの部屋にファンが住んでいたことを認めている。山口の住所を教えたメンバ

ーがいるという証言は嘘ということ。〔注 89 のように、笠井が山口の向かいの 314 号

室を賃貸しはじめたのは事件５日前の 12 月 3 日なので、8
、
月から
、、、

笠井の仲間のファン
、、、、、、、、、

が借りていたということ
、、、、、、、、、、、

を
、
運営は
、、、

認め
、、

てい
、、

た
、
ことになる〕前にファンが住んでいて、

                                                 
179 https://twitter.com/bLCYEQrrCZlHgfi/status/1084531311199498240、午前 4:23 · 2019 年 1 月 14 日。 
180 https://twitter.com/bLCYEQrrCZlHgfi/status/1084531343482994688、午前 4:23 · 2019 年 1 月 14 日。 
181 https://twitter.com/bLCYEQrrCZlHgfi/status/1087709219053158400、午後 10:51 · 2019 年 1 月 22 日。 
182 https://twitter.com/bLCYEQrrCZlHgfi/status/1088063717986586624、午後 10:19 · 2019 年 1 月 23 日。 

https://twitter.com/bLCYEQrrCZlHgfi/status/1084531311199498240
https://twitter.com/bLCYEQrrCZlHgfi/status/1084531343482994688
https://twitter.com/bLCYEQrrCZlHgfi/status/1087709219053158400
https://twitter.com/bLCYEQrrCZlHgfi/status/1088063717986586624


 79 

知らないわけないですよね〔山口は太野が事件当日まで向かいに住んでいると認識し

ていたので、向かいの部屋にファンが住んではおらず、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

８月からファンが借りた部屋
、、、、、、、、、、、、、

に太野は住み続けていたということを運営は認めざるをえない
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

ことになる〕。繋がっ

ていたんですよ。183 
【拡散希望 12】 
襲ったとされるファンが、山口のファンですらないという報道もありますが、確実に

ファンだったと言えます。2016 年の佐渡トキマラソンも一緒に走っていました。〔本

論文（1）【ⅱ】でみたように、そのマラソンの際の甲＝笠井宏明のストーカー行為に

山口は怒って泣き、「ノコギリを持ってたらどうすんだ？」と暴行傷害を危惧する指

摘があった。〕そんなファンが目の前に住んでいて、知らないわけないですよね。184 
今までの時系列ですが、わたしの方が、運営よりも、文集〔文春のことか？〕よりも

先にメンバー名や事件の詳細を投稿しているはずです。〔以下のファイル添付〕185 
 

 

 
 すぐ上のツイートから、ほんとのことをいいますは、文春報道や運営公式発表の前にそ

の情報にアクセスできる、運営の人間であることを自白していることになる。ほんとのこ

とをいいますのツイートは今村が支配人を退任して早川麻衣子が新支配人になる前日であ

る 1 月 13 日の未明に始まって 5 月 23 日に終わり、この日に早川は自身の名でツイートを

                                                 
183 https://twitter.com/bLCYEQrrCZlHgfi/status/1088051483436769281、午後 9:31 · 2019 年 1 月 23 日。 
184 https://twitter.com/bLCYEQrrCZlHgfi/status/1088061506049138689、午後 10:10 · 2019 年 1 月 23 日。 
185 https://twitter.com/bLCYEQrrCZlHgfi/status/1088323691199455234、午後 3:32 · 2019 年 1 月 24 日。 

https://twitter.com/bLCYEQrrCZlHgfi/status/1088051483436769281
https://twitter.com/bLCYEQrrCZlHgfi/status/1088061506049138689
https://twitter.com/bLCYEQrrCZlHgfi/status/1088323691199455234


 80 

はじめていることや、両者が内容的に整合性が高いことから、ほんとのことをいいますは

早川の裏垢ではないかとする説が有力である 186。そうではないとしても、NGT 運営は、

山口についてそのような認識を持っていた、あるいは別の認識を持ちながら表向きはそう

宣伝していたことは間違いなかろう。「録音の内容が山口にとって都合のいいものならと

っくに表に出していますよ。」187というが、ほんとのことをいいますのツイートは『新潮

書き起こし』で明らかになった録音の内容に反する嘘だらけであり、『新潮書き起こし』

も『文春音声』と比べれば山口にとって不利な隠蔽や捏造だらけである。しかも、『新潮

書き起こし』は AKS の内部資料として早くから AKS の上層部には知られていたはずなの

で、録音データやそれに基づく内部資料に明らかに矛盾するようなフィクションを自分た

ちの都合のいいようにでっちあげて、山口の告発は完全な作り話であり、暴行の事実もな

く、加害者もそれに加担したメンバーもいないということにしてしまおうというのが、山

口が事件を表沙汰にして以降、『第三者報告』が犯罪の事実を認めるまでの、AKS のス

タンスであったようだ。 
 のちに、AKS が実行犯 2 名に民事訴訟を起こした際、被告は「今回の事件は、事件じ

ゃないのです。僕〔笠井〕は、もともと繋がっていたのは山口さんです」と言った 188そ

うだ。これは被告側弁護士が採用した戦略と思われ、以上で引用した NGT 関係者やほん

とのこといいますのように、原告 AKS の内部にそういう理解があることを知った上で、

被告側が和解や山口の自作自演を印象づける馴合訴訟に持ち込もうとしたのであろう。な

お、一部にはほんとのことを言いますは笠井ではないかとする説もあったが、笠井はショ

ールームで「『ほんとのこと言います』は他人で、誰だかは分からない」と述べた 189。 
 

【ⅴ】『週刊文春』報道にみる、AKS 首脳と秋元康の対立 

 週刊文春デジタルは、１月 12 日に事件の相関図を掲載し、紙媒体の『週刊文春』2019
年１月 24 日号（１月 17 日発売）は改訂版を掲載した。これらの人名略称Ａ、Ｂは『文春

音声』『文春文字起こし』とは入れ替わっている。 

                                                 
186 「『ほんとのこといいます』は早川麻依子の裏垢ではないかという疑惑が浮上」『かおすもにゅめん

たむ』2019-05-27、https://www.mirikai.site/entry/2019/05/27/095519。 
187 https://twitter.com/bLCYEQrrCZlHgfi/status/1092021251239960577、午後 8:25 · 2019 年 2 月 3 日。 
188 「《音声公開》「犯人が繋がっていたのは山口真帆」AKS 吉成夏子社長が暴露した NGT 暴行事件の

内幕」『文春オンライン』2019/08/27 12:30、https://bunshun.jp/articles/-/13583、3 頁。 
189 「【NGT48】山口真帆暴行事件の犯人笠井宏明が SHOWROOM 配信 wwwwｗｗｗｗｗｗ」『AKB48
タイムズ（AKB48 まとめ）』2019 年 11 月 04 日 13:17、
http://akb48taimuzu.livedoor.biz/archives/56043432.html、＞＞1「ガルちゃんより／被告甲の SHOWROOM
配信内容（主な主張）」。 
 

https://www.mirikai.site/entry/2019/05/27/095519
https://twitter.com/bLCYEQrrCZlHgfi/status/1092021251239960577
https://bunshun.jp/articles/-/13583
http://akb48taimuzu.livedoor.biz/archives/56043432.html
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図 15 週刊文春の相関図 

出所：上 https://twitter.com/ReiReeeeeeei/status/1084063285475856384、午後 9:23 · 2019 年

1 月 12 日（週刊文春デジタル動画配信より）。 
下 「NGT48 山口真帆暴行事件で「アイドルハンター・Z 軍団」報道過熱 いなぷぅ稲岡

龍之介・「ジョー会」北川丈らはリクアワ出禁！」『48ers』2019/01/18 UPDATE、

https://twitter.com/ReiReeeeeeei/status/1084063285475856384
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http://48ers.info/I0000496（『週刊文春』2019 年１月 24 日号、27 頁の図中、「個人的関係

なし」２箇所に丸囲いを付加） 
 
 前者に関して、ネット情報と比較して「文春の中にはいなぷうさレモンは含まれない」

という指摘がなされた 190。「NGT の新人じょー〔北川丈＝乙〕好みおる？」「来週住所

録もらうから住所教えよか？」2018 年１月 22 日などのいなぷぅツイートがあり 191、その

翌日、いなぷぅが NGT メンバーの大滝友梨亜に「大滝お前マジでぜってー写真撮って文

春に売ってやるからな……絶対お前やめさせてやるから」と言った２ヶ月後に大滝が卒業

したこともいなぷぅ発言の動画とともにツイートされていたので 192、文春がいなぷぅに

触れないのはいなぷぅがメンバーのスキャンダルを捏造して文春に売るような関係がある

ことを示しているという見解がネットでは大勢を占めた。 
 文春は太野とＡ(B、北川丈＝乙)、西潟とＣ（かいせー＝丙）の関係を「ただのファ

ン」「個人的関係なし」とし、「太野と西潟両名は事件には無関係であることが、新潟県

警の事情聴取により明らかとなっている 193」としたが、太野のショールームでのいなぷ

ぅ起きてんのかい・ジョー会叙々苑発言、西潟とかいせーの仲をめぐるいなぷぅのツイー

トやボーリング大会で西潟チームにかいせーとＢ(A、笠井宏明＝甲）がいたことなどがつ

ぎつぎ指摘されて、ただのファンではなく親密な関係があるという疑惑が高まり、事件関

与についても、警察の捜査では証拠不十分のため疑わしきは罰せずだったにすぎず、それ

を根拠に無関係とするのはおかしいという意見がネットでは大勢を占めた。 
『直撃！ 週刊文春ライブ』2019 年 9 月 7 日放送（注 119 と同じ）は、新潟県警が事件と

関係ないと判断したメンバー（『第三者報告書』のＦ）を省いたが、太野と西潟は事件と

関係があるとして実名で放送しており、文春のこのような変化は『文春音声』から『文春

文字起こし』を作成する過程で『第三者報告』や『新潮文字起こし』が
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

Ｄ子＝Ａ、
、、、、、

Ｅ子＝
、、、

Ｇ、
、、

太野＝Ｂ
、、、、

、
、
西潟
、、

＝
、

C
、
の
、

4
、
名
、
の事件への関与について笠井、北川やかいせーが述べてい
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

ることを隠蔽改竄し
、、、、、、、、、

ている
、、、

ことがわかったため、新潟県警は太野と西潟を送致しなかった

ことをもって事件への関与なしとそれらがしたことを疑問視して新潟県警に確認を求め、

笠井、北川、かいせーはＤ子、Ｅ子、太野、西潟の事件への関与を供述し、他の証拠もあ

ったが、山口が NGT のイメージ悪化を望まず NGT メンバーであることを隠していたため

他のメンバーを送致することは控え、処分は今村に任せたというような趣旨の回答を得た

と、明言はしていないが暗に述べているという印象を与える。 
文春は NGT 劇場公演再開の前日である 8 月 27 日に行われた NGT メンバーの保護者会

における吉成社長の民事裁判に関する発言を翌々日発売の『週刊文春』9 月 5 日号では記

                                                 
190 「【文春砲】NGT 文春の相関図とネットの比較『文春のなかにいなぷぅさレモンは含まれない』」

『まとめダネ』更新日：2019 年１月 13 日、https://matomedane.jp/page/21294。 
191 https://twitter.com/syoan49/status/1083187375600107520、午前 11:22 · 2019 年 1 月 10 日（週間ジャーナ

リズム＠編集部によるツイート）。 
192 https://twitter.com/hanxiangcheng/status/1083693548824743944、午後 8:54 · 2019 年 1 月 11 日。大滝は

2017 年９月３日卒業発表、10 月 29 日卒業公演、10 月 31 日活動終了で、いなぷぅは「大滝で稼ご
う」「たつきと大滝繋がらせてハメ撮り売る」と 2017 年７月 17 日にツイートした。 

193 「NGT48 山口真帆 秋元康の罪と暴行グループの正体」『週刊文春』2019 年１月 24 日号、26 頁。 

http://48ers.info/I0000496
https://matomedane.jp/page/21294
https://twitter.com/syoan49/status/1083187375600107520
https://twitter.com/hanxiangcheng/status/1083693548824743944
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事にしていないことや、9 月 6 日には「保護者会の直後から『さすがにマズイ』と関係者

はザワついていました。AKS は犯人を相手取って民事訴訟を起こしている真っ最中。裁

判に関わる内容を公然と開示したのですから、問題視されるのも当たり前でしょう。しか

し、再出発した AKS の新体制は、吉成氏のイエスマンや現場経験のない人間たちで固め

られていて、心配の声が上に届かない。194」と記していることからも、吉成の意図に追従

すると山口真帆事件の扱いで落ちた文春の社会的信用をさらに悪化させると懸念し、軌道

修正をはじめたらしいことが窺え、9 月 7 日に『文春音声』を公開したのもそのことを表

している。実際、保護者会での吉成発言はストーカーとして有名な笠井の主張を真に受

け、それを利用して山口を貶めようとしたものであり、AKS は犯人側とグルになって馴

合訴訟をしているのではないかという疑惑が高まった。 
 2019 年 1 月の段階では、文春が太野、西潟、笠井、北川、かいせーに代わって強調し

たのが、中井りかとＺ軍団のリーダーＺとの熱愛関係だった。Ｚがいなぷぅらの軍団と無

関係とは言えないことは、彼らが一緒に映った写真が拡散されて裏付けられたが、軍団が

Ｚ会やＺ軍団と呼ばれることは文春以外の情報にはみられず、太野のショールームでは北

川丈の主宰する飲み会がジョー会と呼ばれており、ジョーが Z と混同されたのかとする説

もある。いずれにせよ、恋愛しないという誓約書が反故になったあとで中井は NGT オー

ディションで合格しているのでそのような誓約書を書いているはずもなく、恋愛禁止ルー

ルは文春が読者の興味を惹くためのネタとして利用しているだけで 2013 年２月に秋元が

撤回してから再度復活したことはなく、中井には総選挙において柱王票に関する不審もな

く、中井と山口とのツイートのやりとりからして事件直後の 2 人の関係は良好で、中井も

山口が普通のアイドルと太鼓判を押すチームＧのメンバーでもあるので、中井と Z の熱愛

関係には何の問題もないのだが、「中井と交際できたというＺの〝成功体験〟により、彼

らＺ軍団はさらに勢い付いた。『交際が発覚しても中井が処分されなかったことは他のメ

ンバーに不公平感をもたらしました……』（別の NGT 関係者）」と、中井とＺの熱愛が

処分されなかったことが山口真帆襲撃事件の原因であるという議論を展開し、中井をお気

に入りとして他のメンバーがやっかむほど優遇する秋元康を批判し、タイトルにも「秋元

康の罪」という文言を入れた（注 192 と同じ、引用は 28 頁より）。 
 このように、文春は警察のいいかげんな事情聴取・捜査で証拠不十分のため送致されな

かった太野と西潟を事件とは無関係と断定し、２名の事件への関与疑惑をつながり一般の

問題のなかに雲散霧消させようとした今村と同様の方向性のなかで、とくに中井とＺとの

関係をとりだし、その熱愛を処分しなかった秋元の責任を問うという点で独自性を出して

いるが、いずれもネットでの事件調査と大きく乖離し、文春は軍団や NGT 運営とグル

で、事件の真相を隠蔽し、Ｚや中井をスケープゴートにしようとしているという評価がネ

ットでは確立していった。 
 １月 12 日の週刊文春デジタル動画と 17 日発売の紙媒体の相関図で大きく異なっている

点は、前者では「Ｚ会嫌い」としていた今村が後者ではＺ会を「黙認」したとされている

ことだ。その間、AKS は今村を NGT 劇場支配人から異動させ、NGT48 劇場新支配人に早

                                                 
194 「『事件の原因は NGT 山口真帆が男と不仲になり無視したため』AKS 吉成社長またも暴露発言」

『文春オンライン』2019/09/06、https://bunshun.jp/articles/-/13917。 

https://bunshun.jp/articles/-/13917
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川麻衣子、新副支配人に岡田剛を宛てることが１月 14 日に発表された 195。今村が事件後

一度も公の場に出て説明責任を果たすこともないまま、事件に責任ある立場からはずれた

ことに対する批判が高まったが、文春は、AKS が今村を NGT 劇場支配人から事実上更迭

するや、それを正当化するように、軍団が嫌いだったとしていた今村が軍団を黙認してい

たと評価を変え、１月 30 日には『文春オンライン』で「音声入手『中井は真っ黒だよ』

ハンター軍団を野放しにした NGT 前支配人ぶっちゃけテープ」（注 98 と同じ）を公開し

ており、今村の NGT 支配人退任を事後的に正当化するために今村の評価を変えて今村批

判の情報を集めたのではないかとも疑われる。文春はＺをのぞく軍団や太野・西潟を守る

ために中井、Ｚや秋元を槍玉に挙げるという点では一貫しており、このような文春の報道

姿勢からも、中井の将来に期待して抜擢優遇する秋元と、犯行グループとの深い関係がネ

ットで掘り起こされ、事件への関与疑惑を払拭できない太野・西潟を処分できない事情が

あるらしい AKS 首脳陣との間の対立を垣間見ることもできるだろう。 
 

【ⅵ】山口真帆の SNS 戦略 

 週刊文春と対抗してなん J 民は独自の相関図を作成し、山口真帆は１月 14 日ころイン

スタでそれにいいねをした 196。 
 

                                                 
195 「山口真帆に関わる一連の騒動についてのご報告」『NGT48 Official Site NEWS』2019.01.14、 
https://ngt48.jp/news/detail/100003068。 
196 https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ngt/1547428734/、>>60。なんＪの相関図にはさまざまな版があり、山

口が最初にいいねした図がどれかはわからなかったが、「なんＪ版相関図（簡易版）2019.01.16」（図
16）にも山口はツイッターで改めていいねしたことが分かっている。 

https://ngt48.jp/news/detail/100003068
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ngt/1547428734/
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図 16 山口真帆がツイッターで“いいね”したなん J 相関図 

出所 「【速報】NGT48 山口真帆、なん J が制作した暴行事件の相関図に「いいね」す

る！！【まほほん】」『AKB48 タイムズ（AKB48 まとめ）』2019 年 01 月 26 日 16:20、
http://akb48taimuzu.livedoor.biz/archives/54792810.html。 
 
 上図の内容のうち問題があるのは，羽切が「被害者の向かいの部屋？」としている点

で、文春（注 98 と同じ、2 頁）は太野とし、『第三者報告』でもそうなので、山口の向

かいの部屋にいたのは太野が正しい。 
文春情報で間違っている可能性が高いものについて、なんＪはより正確な情報を提供し

ているようだ。中井りかと彼氏が文春によって濡れ衣を着せられていること、太野彩香が

加害者グループに入れられていること、秋元康が登場しないこと、西潟茉莉奈は加害者グ

ループには入れられていないが、かいせーと「♥／←交際→」とされていることなどは、

文春が人々の目を真相からそらそうとしているものはなにかを指摘しており、山口が「い

http://akb48taimuzu.livedoor.biz/archives/54792810.html
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いね」したことから、大筋では山口の認識と一致しているだろうというのがネットでの評

価の大勢であった。 
 山口はいいねやフォロー解除などを使ってコミュニケーションを図ることで支持者を増

やしていった。12 月８日の事件直後に太野と西潟のツイッターのフォローを外し、12 月

10 日の午前１時 51 分に「本当に怖いのは表では優しいいい人で裏では一生消えないよう

な恐怖を与える人だと気づいて欲しい。そういう人は平気であなたも裏切っている。悔し

い想いと怖さで潰される。／でも自分より多くのものを守らないといけないからもう何も

言えない。／チームＧは好きだから。大切だから。」とツイートし、そこで西潟のことを

暗に告発しているものと、１月８日以降多くの人が受け取った。 
 山口にフォローを外された太野は、フォトログなどで山口をさかんに煽るようになった

としばしば言われてきた。 
 
①12/29 男が不起訴で「大丈夫だった笑ほんと焦った笑」 
②1/7 事務所からお咎めなしで「〔仕事とは、〕真面目にやってるやつじゃなくてうま

くやってる奴が成功する」〔「真面目は偉いと思うけど，真面目＝成功じゃないと思

う」〕 
③1/7 山口が握手会を事件のショックで休むと「握手会にーーー来てもらってもーーー

ええですかーーー？？？？ 
④1/8〔14:23197〕「自分のこと勝ったなんて一言もいってなくてね（笑）」勝利宣言し

て山口真帆を煽りまくる 
⑤1/7 太野彩香のモバメ「わたしのファンたちよ！空気読んでね�」 
⑥（1/7 山口真帆のツイート「心配かけてごめんなさい。体調は大丈夫です。2 週間で

4kg 痩せたけどストレスじゃないです。こんなことにあったら誰でも痩せるので大丈夫

です。」に対して、1/8 太野と山田野絵のショールーム〔16:50〜198〕で太野「1 週間で

4kg 痩せたし〜（笑）」199 
⑦1/7 アイドルなんてまぼろしだ！！200 

 
しかし、上で引用した太野の書き込みは全て、山口が告発をはじめる 1 月 8 日深夜より

も前のものである。①は、ベランダに置いていたスリッパが飛ばされたかと思ったが

「大丈夫だった」という文脈から切り離されている 201。 

                                                 
197 https://twitter.com/NGT48photolog2/status/1082531369803165696、午後 3:56 · 2019 年 1 月 8 日。 
198「NGT マネージャー（北川智子）をガムテープでぐるぐる巻き？顔画像と動画あり！山田野絵と太

野彩香がジョー会と共謀して追い出した？！」『育児でヘロヘロになりながら”時々”更新するブロ
グ』2019/01/18、http://diary.ponkichi01.com/?p=5464。 

199 https://twitter.com/mugimeshi6/status/1083708836848922624、午後 9:54 · 2019 年 1 月 11 日（①〜⑥は
引用者が付加）。 

200 https://twitter.com/ngt48photolog2/status/1082250016079568896、午後 9:18 · 2019 年 1 月 7 日（⑦は引
用者が付加）。 

201 「NGT48 山口真帆暴行未遂事件 本当に太野彩香は『悪』なのか？」『鉄砲先輩(須藤凜々花命名
w)@北のりゆきのブログ』2019-03-12 02:20:36、https://ameblo.jp/yuugeki-internet/entry-
12446105209.html。 

https://twitter.com/NGT48photolog2/status/1082531369803165696
http://diary.ponkichi01.com/?p=5464
https://twitter.com/mugimeshi6/status/1083708836848922624
https://twitter.com/ngt48photolog2/status/1082250016079568896
https://ameblo.jp/yuugeki-internet/entry-12446105209.html
https://ameblo.jp/yuugeki-internet/entry-12446105209.html
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②真面目に対する太野のコメントは、山口の「真面目にやるのが悪いの？……」とい

う告発ショールームを受けたものと解されているようだが、山口の告発以前のものなの

で、山口＝真面目というイメージがメンバーやファンの間で定着していない限りそのよう

な解釈は成り立たないだろう。告発以前の山口は「透明人間になって最初に何がしたい

の？」という質問に対して「シャワーになって小嶋陽菜さんのお体を洗い流したい」、

「好きなんだ？」に「はい！大好きです」、「触りたい願望は？」に「触りたいです」

「お胸を触りたいな…」と答え 202、ショールーム生配信で、頭の動きと枕カバーのシワ

の動きがズレていないのでカメラ（自撮り棒つきスマホか？）を揺らして撮っていること

がわかるが、本番中のふりをしたかオナニー中のファンのマネをして「ハレンチ」と連呼

しながら写真集を宣伝し 203、物議を醸した後で茶目っ気たっぷりにブリッコを装って本

番中ではないと言ったり 204、かき氷を食べている菅原りこの写真に「私の彼女だ」など

とコメントをつけてツイートし、プロポーズしてフラれ（注 140 と同じ）、「まほりこ

SR 見てるとちょいちょいまほほんのりったんを見る目ヤバイ時あるよね」「俺もー そ

れ気付いたｗ 絶対あれは性の対象として見てる」205と話題になったというように、AKB
現役メンバーのなかでは、ショールームでレズ疑惑を否定して「恋愛の対象に性別は問わ

ない」と公言し、2018 年の成人式コンサートで「おしべとめしべと夜の蝶々」を相思相

愛の村山彩希とデュエットして接吻した岡田奈々206と一二を争うくらい自由奔放に性愛表

現するというイメージが定着していおり、卒業公演では「おしべとめしべと夜の蝶々」を

まほりこでデュエットして、憧れの小嶋陽菜が卒業コンサートこじまつりで大島優子を寸

止めにした接吻を敢行した 207。 

                                                 
202 「【悲報】NGT48 モデル枠と期待の山口真帆さん(20)、中身がお前ら〔「お前ら」とはオタクの意

味〕（https://www.weblio.jp/content/お前ら）〕」『NGT まとめサイト』2016 年 01 月 18 日、
http://matomengt48.blog.jp/archives/3153932.html、>>1：47 の素敵な＠実況どんどんやれ＠＼(^o^)／ 
投稿日：2015/11/03(火) 10:12:01.50。 

203 「NGT48 山口真帆の生配信���／／まさか、S○X してる���」
https://twitter.com/omoshiro_sakuto/status/863153167307083778、午前 7:05 · 2017 年 5 月 13 日。、>>1。
このときの写真集は、『AKB48 れなっち総選挙選抜写真集』（徳間書店、1917 年）だが、山口は
『山口真帆 1st 写真集 present』（宝島社、2019 年）に関しても 2019 年９月 13 日に「写真集 PV を
#present�／妄想を膨らませてください(笑)／発売まであと 4 日！」（現在は削除済み、
https://akbp48.com/tweet/archive/member/山口真帆/2019-09-13）と、扇情的な宣伝をした。 

204 「セックス配信疑惑 NGT48 山口真帆『足バタバタして息切れしたただけ。変な想像してる人なん
なの？」『まめまとめ』2016 年 11 月 16 日、http://itcomp.blog.jp/archives/9327872.html。 

205 『NGT48 山口真帆さんが配信にて「殺されてたら…」 運営はメンバー関与を認めるも、被害者が
謝罪★842』2019 年 5 月 22 日〜5 月 23 日、https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/akb/1558533598/、>>210、
>>215。 

206 宮崎美穂 SHOWROOM『みゃおの部屋』2016 年 5 月 19 日、「ＡＫＢ岡田＆村山が相思相愛キス披
露！ 成人式コンサート詳細リポート」『zakzak by 夕刊フジ』2018.1.15、2 頁、
https://www.zakzak.co.jp/ent/news/180115/ent1801155069-n2.html。岡田は真面目おんな、AKB の風紀委
員長と呼ばれており、バイセクシャルだと公言し、村山彩希との関係をおおっぴらにするのも真面
目な性格のため正直にしていることになるかもしれないが、山口の場合、はれんち動画などはふざ
けて楽しんでいるのでそういう解釈の余地はない。 

207 「【NGT48】山口真帆と菅原りこのキス写真が話題に！！！！！！！【まほほん】」『AKB タイムズ
（AKB まとめ）』2019 年 05 月 19 日 12:46、http://akb48taimuzu.livedoor.biz/archives/55323791.html。 

http://matomengt48.blog.jp/archives/3153932.html
https://twitter.com/omoshiro_sakuto/status/863153167307083778
https://akbp48.com/tweet/archive/member/%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E7%9C%9F%E5%B8%86/2019-09-13
http://itcomp.blog.jp/archives/9327872.html
https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/akb/1558533598/
https://www.zakzak.co.jp/ent/news/180115/ent1801155069-n2.html
http://akb48taimuzu.livedoor.biz/archives/55323791.html
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図 17 山口真帆の自由奔放な性愛表現 



 89 

出所 上左は注 199 と同じ、上右は注 204 と同じ、下左は 
https://i.imgur.com/tQ7HYrh.jpg（注 202 の>>252）、下右は注 206 と同じ。 

 
太野彩香は山口の向かいの部屋に住み、もともと 2 人はとても仲がよく、カニまほのカ

ップル名でファンに知られているほどだったが、2016 年 3 月 8 日の２ちゃん書き込みに

「先日の公演での自己紹介のお題が『右隣の人が彼女だったらどんなデートをしたいか』

／アヤカニの相手はまほほん／ほかのメンバーが大雑把なことしか言わない中、／アヤカ

ニはデートコースやプランまで踏み込み／最後は夜観覧車にのって頂上までいったら／指

輪を渡すと発言／ほかのメンバーがびっくりしてた／女の子が好き発言も納得ですわ。／

元々はチーム８ガチヲタだったって話もあるし」とあり、「菅原りこの誕生日の握手会

に、わざわざ同じ服を着て太野彩香が参加。ちょっと偶然とは思えない。これは女性の間

では『嫌がらせ』とされる行為らしい。ヤキモチを焼いたのか？」とも指摘されている

（注 200 と同じ）208。 
 
太野は菅原に山口をとられて嫉妬したらしく、太野からみれば山口は真面目どころか、

菅原に乗り換えた浮気者なのだろう。山口が事件後チームＧの子たちを守らなければなら

ないと言い、菅原と長谷川玲奈が山口と行動を共にした背景には、長谷川が軍団のいなぷ

ぅに狙われていることと、軍団の北川丈＝乙と親しい太野が山口との三角関係で菅原に嫉

妬しているという事情があったと思われる。山口が菅原に乗り換えたことを恨んで軍団に

陵辱させようとした、また、自分と同じように軍団との繋がりに山口を堕として竿姉妹に

なろうとした（注 200 の説）というのが、太野の動機として最もあり得るのではなかろう

                                                 
208 菅原の着用日は 2018 年 11 月 25 日、多野の着用日は 2 日前の 11 月 23 日だと指摘されている

（『NGT48 についてのデマまとめ』https://nanndemojikkyou7.wixsite.com/ngtfalserumor、2019 年 10 月
4 日閲覧）が、これを根拠に多野の菅原に対するいやがらせ説は捏造だと主張できるだろうか。菅
原の誕生日は 11 月 23 日で、菅原がその日のために買っていたのと同じ服を多野が着たため菅原は
その日別の服にしたのだとすれば、嫌がらせの可能性は否定できないだろう。事件のあった 12 月８
日の直前のことである。実行犯のひとり笠井は、2019 年 12 月 19 日にツイキャスで、事件の原因は
女のいざこざで、山口がメンバーと軍団の繋がりを運営にチクったからではない、チクったかどう
かは知らないと語っており（「【NGT 裁判】笠井さん、再び事件を語る『山口さんにはすまない。事
件は女のいざこざ。まだ NGT メンバーやっててどうなの？と思う人はいる』」『ヤバイ！ニュース
(・∀・)）』2019 年 12 月 20 日、http://www.jikenjiko-
hukabori.com/article/472735991.html?seesaa_related=category）、「女の集団のいざこざが積み重なって今
回の事件に発展したというならメンバーが関わっていたのは事実っていうことでいいですか？」と
いうユイ@uuxsu の質問を読み終わるまでは流暢に話していたが、ここで息を深く吸いこんだあと話
すペースが落ち、「いや、そういうことじゃないな」と言ってから６秒程度無言（どう切り抜けるか
思案している様子）のあと、「事件とその後の（ここでまた無言になり、続ける言葉を探している様
子）さーー、騒ぎはまた違うし」と事件後のメンバー間のいざこざに話をすり替えてしまった（zz
［2019］『笠井宏明 ツイキャスライブ録画 元 NGT48 山口真帆』2019/12/19、
https://www.youtube.com/watch?v=6taWptHk5Vk、58:09~）。深く息を吸うのは脳に酸素を送るための
無意識的な反応であり、図星の指摘でもある質問に即座には答えられず、頭をフル回転させて切り
抜けようとしていたことがよくあらわれているのではなかろうか？笠井は事件に関与したメンバー
がいることを知りながら誤魔化そうとしたと思われ、事件のもとになった女のいざこざは誰かの生
誕に出るかどうかみたいなこととも言った（同、1:05:00~）のは、事件の直接の原因は山口を愛する
太野が山口と菅原の仲に嫉妬していやがらせのため菅原の誕生日２日前に同じ服を着たという説
（注 200 と同じ）や、もうひとりの実行犯北川が率先して襲ったのは北川自身が太野を巡って山口
とライバルだからだという説を笠井は支持したのだろう（ツイキャスライブについては、
https://twitter.com/vyc13162/status/1207801719448453122、午前 8:15 · 2019 年 12 月 20 日〜 
https://twitter.com/vyc13162/status/1208222966514778114、午後 0:09 · 2019 年 12 月 21 日による）。 

https://i.imgur.com/tQ7HYrh.jpg
https://nanndemojikkyou7.wixsite.com/ngtfalserumor
http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/472735991.html?seesaa_related=category
http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/472735991.html?seesaa_related=category
https://www.youtube.com/watch?v=6taWptHk5Vk
https://twitter.com/vyc13162/status/1207801719448453122
https://twitter.com/vyc13162/status/1208222966514778114


 90 

か。三角関係のもつれで裏切られた相手にひどいことをするのは、人間なら誰しも犯しそ

うな過ちであり、太野がとくに性悪女ということにはならないし、山口にも私の彼女だと

公言し、プロポーズするくらい惚れている菅原を嫉妬深い太野から守ろうという動機が根

本にあったとすれば、とりわけ高尚な人間ではなく、太野・西潟は悪魔軍、山口派は天使

軍などと対比するのはどうかと思われる。事件直前の 2018 年 11 月 28 日にも太野は山口

との仲の良さを写真入りでツイートしていた。山口が太野らの男性関係を運営にチクった

ため太野らが男に山口を襲わせたなどという、広く拡散された憶説がなりたたない証拠と

してはこれだけで十分すぎるだろう。 

 
図 18 山口真帆との仲の良さをアピールする太野彩香 

出所：https://twitter.com/tanoayaka720/status/1067747183644950529 
 
③握手会も山口の欠席と結びつけるのは乱暴で、太野が梅田でゴンチャを飲んだこと

を知ったファンが梅田にゴンチャを飲みに行って太野に逢いたかったと思う、という文脈

での発言であり（注 200 と同じ）、④「勝った」というのも、山口を意識した勝利宣言

だろうか？  
⑥4kg 痩せた話題は「野絵さん太い」「カニ痩せすぎ」というファンのコメントに触発

された山田野絵との一連の会話のなかで出て来たものであり、山口の前日のツイートを太

野が意識しているようには見えない 209。⑧「アイドルなんてまぼろしだ！！」は自虐的

                                                 
209 Ele anor［2019］『【前後あり炎上動画】山田野絵と太野彩香の Twitter で大拡散され山口真帆をディ

スった？切り取られて大炎上した悪意を持って切り取りした一部のみの』2019/06/16 に公開、
https://www.youtube.com/watch?v=5AMde1FrBM0。 

https://www.youtube.com/watch?v=5AMde1FrBM0
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なので、事件への関与を１ヶ月間黙秘し続けた自分のことと解釈したほうがよく、山口の

告発以前のものなので山口を煽る意図があるとは思えない。 
以上のように、①〜⑧は太野が事件に関与していたと想定しても、それを隠している

後ろめたさから出たものか、あるいは事件とは関係のないものとみるのが良識的である

が、太野はどうしようもない悪女だという先入観のもとで、発言がなされた文脈も時間的

な前後関係も無視した解釈が拡散されたのだから、太野は後ろめたさが昂じて自白するど

ころか、不当な攻撃に対して自分を守るという意識が強まり、態度を硬化させたのではな

いかとも推測できる。 
 山口のフォロー外しが話題になったころ、太野、西潟と同時に加藤美南と山田野絵のフ

ォローも外したとされ、加藤と山田も事件関与を疑われたが、この２人を山口はもともと

フォローしていなかったと指摘された。山口が従前からフォローしていなかったのは山口

との関係が疎遠だったことを意味するにすぎないが、ひとたび太野や西潟と並べて疑われ

ると、悪い印象はなかなか消えず、太野と山田の 1 月 8 日のショールームや山田が握手会

でファンからもらった花を巡って炎上騒ぎが起こり 210、山口支持者のなかからも犯人捜

しの行きすぎとの指摘があった。 
 加藤には、総選挙の票を巡って軍団と関係があった形跡はないし、2018 年 2 月 25 日い

なぷぅに「ワースト１／加藤美南／NGT48、辞めないか？」とツイートされたように軍団

と敵対していたようだが、山口にフォローを外されたという誤報がもとで事件への関与を

疑われはじめ、父親が新潟のイベント会社社長ということで、娘の不祥事をもみ消すため

新潟県警に圧力をかけていたのではないかという根拠薄弱な噂が広まった 211。そういう

背景をふまえると、山口真帆卒業公演のテレビを見て「せっかくネイルしてるのに／チャ

ンネル変えてほしい��」と裏垢にコメントしようとしたことを、NGT メンバー間のイ

ジメの証拠などと責めるのは酷であろう。裏垢と間違えて公式アカウントに投稿し、すぐ

に気づいて取り消したがスクリーンショットを撮られ、ツイッターに流出 212して炎上し

てしまい、2016 年の選抜総選挙では柏木と北原を除いた新規メンバーとして唯一 80 位以

内に入って注目され、元チーム NIII キャプテンに就任していたにもかかわらず、研究生

に降格させられるというように、踏んだり蹴ったりの災難に見舞われた 213。加藤は山口

真帆襲撃事件の二次被害者の筆頭と言って良いだろう。 
 １月 12 日に、山口が荻野由佳と佐藤杏樹のフォローを外すと、荻野がその日、西潟と

ともにモバメで「しんじて」と縦読みできるメッセージを送ったことや、事件発覚直前に

荻野がインスタで太野とのツーショットに「アイラブユーーーーーーーー」とコメントを

                                                 
210 ⑥「4kg 痩せた」のショールームでは、ガムテープぐるぐる巻きの話題もあった。「山田野絵に仏

花はガムテープ事件が理由？北川智子マネ解雇で菊の花報復」『従者ヨシコの芸能ブログ』2019 年
３月 19 日、https://entert.jyuusya-yoshiko.com/yamano-buka/。 

211 「加藤美南が黒幕？父親が新宣の社長で新潟県警に圧力？運営は隠蔽せざるを得なかった！？」
『haru journal』2019 年 1 月 12 日、2019 年 5 月 21 日更新、https://haru-journal.com/trend/news/4840/。 

212 「NGT48 加藤美南やばすぎ�すぐ消したけど私みたいに見てる人居るからね」
https://twitter.com/3080_x/status/1130353107337064448、午後 3:02 · 2019 年 5 月 20 日。 

213 「NGT48 内の山口真帆いじめを浮かび上がらせた加藤美南誤爆『山口さんが邪魔な存在だというニ
ュアンス』」『WEZZY』2019.05.22、https://wezz-y.com/archives/66097。 

https://entert.jyuusya-yoshiko.com/yamano-buka/
https://haru-journal.com/trend/news/4840/
https://twitter.com/3080_x/status/1130353107337064448
https://wezz-y.com/archives/66097
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つけたことがその原因ではないかとされた 214。山口と同じチームＧキャプテンの本間日

陽は 2008 年春ころから軍団との対決姿勢を鮮明にしていたが、1 月 14 日、縦読みで「チ

がううそ」と読めるフォトログを投稿し、西潟と荻野の「しんじて」への反論と解釈され

た 215。本間が縦読みで反論したという解釈が正しいとしても、何か根拠があるのか、単

にライバルである荻野を引きずりおろそうとしたのかは不明である。 
 「しんじて」を西潟と荻野が示し合わせてモバメに投稿したのは偶然とは思えず、山口

がそれに対して荻野のフォローを外したという解釈はかなり信憑性が高いのではなかろう

か。山口の１月８日の告発ツイートに対して、荻野の誘拐未遂事件と重ねて反応する人が

続出した 216ため、荻野が自分を支持することを山口もそのころ期待していたのかもしれ

ず、山口は荻野が西潟支持を表明したと判断して荻野のフォローを外したのだろうか。 
『第三者報告』が公開されて 1 ヶ月以上経った４月 25 日に発売された『週刊文春』

は、村雲颯香が録音したテープ（音声データファイルのこと）を実際に聞いた人物の話と

して、山口が「仲が良いと思われていた G 子の名前を挙げている……。『G 子は？ G
子は？』と何度も犯人に聞いています。／実は G 子もアイドルハンターグループの執拗

な追いかけ行為に悩んでいて、それを山口さんに相談していたような間柄でした。山口さ

んも親身になってアドバイスをしていたのです。217」と報じ、G 子は誘拐未遂にあった荻

野ではないかという意見がネットでは優勢だったが、荻野と山口はそれほど親しくないは

ずだと疑問視する声もあった 218。 
G 子は『文春書き起こし』には登場しないので、新潟県警が事件に関係ないと判断した

として『文春音声』と『文春書き起こし』では省略された、『第三者報告』『新潮書き起

こし』のＦであろう。『新潮書き起こし』で、甲が山口の家のことを聞いたメンバーとし

て太野のほかにＦを挙げたのに対して、山口は「F、私の家のことを知らないと思う

よ？」「F、私の家のこと知らないよ。誰なの、B じゃないの？ C〔西潟〕？ C だ、そ

うだ。」（２頁）と答えており、新潟県警がＦを事件と関係ないとしたことに相当する認

識を山口は事件直後には持っており、ＦではなくＣを疑っていた。山口が「『G 子は？ 

G 子は？』と何度も犯人に聞いています。」に相当する記述は『新潮書き起こし』にはな

いが、「F、私の家のこと知らないよ。誰なの、B じゃないの？ C？ C だ、そうだ。」

の C をＦ＝Ｇ子と混同して『週刊文春』（注 216 と同じ）への情報提供者は記憶してい

たのではなかろうか。Ｆ＝Ｇ子が荻野であるとすれば、Ｇ子が山口と仲がよく、ストーカ

                                                 
214 「荻野由佳も黒!?モバメで『しんじて』で逆効果！山口真帆がフォロー外していた！」『haru 

journal』2019 年 1 月 13 日、2019 年 2 月 14 日更新、https://haru-journal.com/trend/news/4863/。なお、
佐藤杏樹はかいせーの妹ではないかと一部では噂されているが根拠薄弱なようだ（「犯人グループの
かいせーは佐藤杏樹の兄説浮上！ツイッター炎上！NGT48」『青空文庫のトレンド 新着情報』2019
年 1 月 20 日、2019 年 8 月 26 日更新、https://su-ki-da.com/sato-anjyu/）。 

215 「【NGT48】本間日陽のフォトログに縦読み「ちがううそ」 荻野・西潟に対抗か？」『まとめま
とめ』2019 年 01 月 18 日更新、https://matomame.jp/user/FrenchToast/ec823174a54e74c4dc04。 

216 「NGT48 山口真帆を襲った強姦未遂事件の闇が深すぎる…荻野由佳は『誘拐されそうに』」『excite
ニュース』2019 年 1 月 12 日 16:00、https://www.excite.co.jp/news/article/Messy_68395/。 

217 「怨恨卒業 NGT 山口真帆 運営がひた隠す“現場録音テープ”の中身」『週刊文春』2019 年 5 月 2・9
日号、37 頁。 

218 『【速報】 週刊文春 「NGT メンバー G 子は厄介軍団からストーカーされていた被害者側だった
が、山口は G 子も裏切りメンバーだと叫んだ」』2019 年 4 月 25 日〜4 月 26 日、
https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/akb/1556150572/。 

https://haru-journal.com/trend/news/4863/
https://su-ki-da.com/sato-anjyu/
https://matomame.jp/user/FrenchToast/ec823174a54e74c4dc04
https://www.excite.co.jp/news/article/Messy_68395/
https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/akb/1556150572/
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ー被害について相談していたというのは、2017 年総選挙速報で荻野が一位になった際に

号泣する荻野を山口が支えて祝福する写真（図 4）が広く知られていることや、荻野の誘

拐未遂被害から納得できる。荻野は山口とは別のマンションに居住しているらしいので、

山口の部屋番号までは知らないのは当然だろう。 
Ｆ＝Ｇ子は荻野らしいが、山口はＦではなくＣ＝西潟が自分の家を笠井に教えたのでは

ないかと疑い、その西潟と荻野が示し合わせて「しんじて」とモバメに投稿したため、山

口は今まで悪く思っていなかった荻野が西潟の側についたと判断したのだろうし、その判

断は正しかったのではなかろうか。 
荻野と西潟の「しんじて」や山口の荻野フォロー外しの翌 13 日、事件直後の前年 12

月 12 日にメンバーがインスタストーリに投稿した動画に女性スタッフに寄り添われた山

口が映り込んでいるとツイートされ、1 月 20 日にはその動画が荻野のインスタのものと

判明し、「炎上のエフェクトは不愉快かも、でも悪意ないと信じる」とコメントもついて

いたが、荻野の山口に対する悪意をこめた動画という解釈が拡散していった 219。これ

は、1 月 12 日以降の山口と荻野の確執を 1 ヶ月も前に遡らせる解釈で信じ難い。 
 山口のいいねを辿ると、いろいろとわかることがある。たとえば、「まほほんがずっと

繋がっているメンバーを攻め続けていたように勘違いしている人も多いようだが、事件前

までは『清濁併せ呑む』態度で、時々爆発して SR でぼやく程度。爆発したのは事件と運

営の取扱の責任なのは明白。悪いのは繋がったメンバーと運営だぞ。220」へのいいねは、

山口が繋がっているメンバー（ここでの「繋がり」はマンションで男と会うこと）を運営

にチクったため、報復にそのメンバーが実行犯に山口を襲わせたという説を山口自身が否

定したという意味がある。「真帆さんは普段からファンとの限度を超えた接触を警戒して

いたし、運営にこのグループの堕落をくい止めて欲しかったのだ。／だが運営はそれを無

視していたから、調子に乗った不良メンバーが、告げ口しやがってと、不良ヲタに、真帆

さんを襲撃するようそそのかしたのだろう。……すべては『恋愛禁止ルール』の崩壊が招

いた結果だ。221」というような説は間違いだと山口はいいねで指摘していたのだ。事件翌

                                                 
219 https://twitter.com/speranzom/status/1086802908736339970、午前 10:49 · 2019 年 1 月 20 日、およびそれ

に続くスレッド。 
220 https://twitter.com/HiroKws/status/1088711563626741761、午後 5:13 · 2019 年 1 月 25 日。 
221 小林よしのり［2019］「NGT48 の強姦未遂事件を隠蔽する運営に鉄槌を！」『BLOGOS』 2019 年 01

月 17 日 18:52、https://blogos.com/article/351714/。この説は小林へのファンのたれこみに拠っている
ようであり、それについて小林は「『メンバーの中に日常的に彼氏を自宅マンションに連れ込み肉体
関係を持っている。それを山口は運営に報告、運営から注意され、チクられたと知ったメンバーが
腹いせに彼氏らの犯行グループの男たちを使って山口さんを襲撃させたのです。』／と書いている。
／他にもいろいろ書いているが、信憑性があるようだ」（「NGT48 のファンからタレコミ」
『YOSHINORI KOBAYASI BLOG あのな、教えたろか』2019.01.14（月）、https://yoshinori-
kobayashi.com/17332/ ）としている。注 104 で触れた山口のショールーム配信書き起こしの前に「真
面目にやってるまほほんは、寮に男を連れこむメンバーに怒り心頭。運営に抗議！ 解雇するとか
言ってたけど何もしない。それどころか逆恨みした連れ込みメンバーが男達をそそのかし、自宅前
で襲われた。からくも助かったが、男達は釈放され命の危険を感じている。なのに運営は、なにも
してくれない。殺される！ たすけて！」（下線は引用者による）という「内容まとめ」がつけられ
ているが、下線部分はこの人（鉄砲先輩(須藤凜々花命名 w)@北のりゆき）の書き起こしからも私の
書き起こしからも読みとれず、この人の想像の産物だ（この人はのちに公表した注 200 のブログで
は太野が山口と菅原の関係に嫉妬したという説を採用している）。なお、上で触れた小林よしのりへ
の NGT ファンのたれこみとこの「内容まとめ」とは「運営から注意さ」を除いて似ており、この
「内容まとめ」の影響を受けた人が小林よしのりにたれこんだ可能性がれある。「内容まとめ」を書

https://twitter.com/speranzom/status/1086802908736339970
https://twitter.com/HiroKws/status/1088711563626741761
https://blogos.com/article/351714/
https://yoshinori-kobayashi.com/17332/
https://yoshinori-kobayashi.com/17332/


 94 

日、ファンとの熱愛同棲報道で全国区的な知名度を得た中井を時の人と呼んでうちとけた

ツイートを交わしていることからもそれは明らかだろう。山口が求めたのは、ファンと繋

がったメンバーの処分ではなく、事件に関与したメンバーの処分だった。このことが、

『第三者報告』をめぐる山口のツイートの解釈にとっても重要であることは、後述する。 
 「山口さんがいいねをしてる件。きっと今回の第三者委員や 2 月からの公演再開も含

め、会社ぐるみで事実を完全に隠蔽すると確信したんだろうなって。被害者である山口さ

んにここまでさせてしまう運営を、俺は絶対に許さない。222」にも山口はいいねをした。

山口のいいねは、した後で消されることもあり、ここで触れられている、第三者委員会や

公演再開についての批判ツイートに対するいいねは消されたようだ。なお、第三者委員会

の構成が発表された際、それに疑問を呈した以下のようなツイートを山口はリツイートし

ていた。「選出 3 氏が身内というのは明確な情報が無いので断定できませんが／①新潟

日報さんの取材時『外部弁護士や有識者の 5〜6 人で』としていたはずが弁護士の 3 人の

みに／調査結果は第三者委員会からではなく、AKS の取締役会での報告を経て AKS が公

表する／以上の点だけでもこの組織の信頼性には疑問符がつきます 223」 
 ここで触れられている『新潟日報』の記事で、AKS 運営責任者・取締役（当時）松村

匠が「第三者委員会には当社の顧問弁護士は入らない。外部の弁護士、有識者が入る」、

有識者の人選は「コンプライアンスは大きなワードだと思うし、メンタルの先生も考えて

いる」と語っていた 224。しかし、代表取締役社長吉成夏子は「私が第三者委員会の制

定、私が第三者委員会の弁護士さんを探す位のところから、私自身が社長としてこの件に

関わってきました」（注 120 と同じ）としているように、第三者委員会の人選について

は吉成が直接かかわった。 
吉成が選出した第三者委員会の３氏については、委員長の岩崎晃弁護士が「アリオラジ

ャパン（NGT のレコード会社）の顧問弁護士」、木内雅也が所属する赤坂森の木綜合法

律事務所の「代表が元電通顧問弁護士」、高山梢弁護士が「AKS、秋元康事務所の顧問弁

護士」「完全に身内委員会です」というの情報が拡散されたものの、確かなソースはみつ

からなかったようだ 225。だからといってこの第三者委員会は信頼できると評価されたわ

                                                 
いた人は須藤凜々花推しだったようで、同ブログで執拗に、2018 年総選挙イベントで結婚宣言をし
た須藤を批判しており、そのような自分の色眼鏡で山口の動画配信に誤った解釈をしていると思わ
れる。小林よしのりにたれこみをした人にも、似たような、推しに裏切られたと逆恨みするような
体験があったのだろうか。そんなたれこみが、AKB の恋愛禁止規則を高く評価してきたが、推しだ
った渡辺美優紀が文春砲を食らっても処分されなかったという体験をした小林の共感を喚起し、「信
憑性がありそうだ」と判断して採用するところとなり、広く拡散した。共感することと信憑性があ
ると判断することとは誰でも混同しがちだが、意識して混同しないよう注意しなければなるまい。 

222 https://twitter.com/charisma358/status/1089065621608775680、午後 4:40 · 2019 年 1 月 26 日。 
223 https://twitter.com/sonakason/status/1092196652994023424、午前 8:02 · 2019 年 2 月 4 日。 
224 「ＮＧＴ第三者委は『外部弁護士・有識者で』ＡＫＳ運営責任者が明言、規律の乱れには『厳正な

措置』」『新潟日報モア』2019/01/23 11:30、https://www.niigata-
nippo.co.jp/news/national/20190123446219.html。 

225 https://twitter.com/suecube/status/1091215823572631552、午後 3:05 · 2019 年 2 月 1 日、25 件のリツイ
ート 46 件のいいね、『NGT 山口真帆さんが配信にて「殺されてたら…」。運営はメンバー関与を認
めるも、被害者が謝罪★256』2019 年 2 月 1 日、https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/akb/1548995500/。朝
日新聞記者の小松隆次郎も「第三者委員会委員へのアプローチ・訪問はしましたが、取材には一切
応じませんでした。『AKS が〜と言っている時点で第三者性はないのですが。ただネットで言われ
ている『委員が AKS 顧問』等という話はなさそうです。」と述べた（中森明夫・小松隆次郎・星龍

https://twitter.com/charisma358/status/1089065621608775680
https://twitter.com/sonakason/status/1092196652994023424
https://www.niigata-nippo.co.jp/news/national/20190123446219.html
https://www.niigata-nippo.co.jp/news/national/20190123446219.html
https://twitter.com/suecube/status/1091215823572631552
https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/akb/1548995500/
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けではなく、「多くの企業不祥事で第三者委員会の委員長を歴任（NHK「職員の株取引

問題に関する第三者委員会」委員長など）、日本銀行のコンプライアンス会議メンバーで

日弁連のガイドライン策定の中心人物でもある、久保利英明弁護士」は、「この委員会も

『臭い物に蓋をする』ために持ち出してきたものだろう。おそらくこの件の真実が出せな

いことから、第三者委員会を“隠れみの”として使いたいだけだろう。まともな報告書が出

てくるとは思えない。226」と酷評した。まともな第三者委員会ならば、リクアワや総選挙

における NGT 得票に関する不正疑惑やそれとの軍団およびメンバーのかかわりを調査の

最重要課題にしたと思われる。 
ツイッターを「山口真帆 HKT 移籍」で検索すると、山口に HKT や坂道など秋元傘

下の他のアイドルグループへの移籍を勧めるツイートは 1 月 9 日以降少なからずあり、そ

れらのどれかに山口はいいねをしていたのを見た記憶が私にはあるが、のちに消されたら

しくどれにいいねをしていたか特定できなかった。HKT への移籍を勧める見解が多かっ

たのは、宮脇咲良と矢吹奈子の IZ*ONE への専念や指原莉乃の卒業で開いた欠員の補充に

なり、指原が山口を支持するのもそういう狙いがあるのではないかと推測できたためだろ

う。山口自身は、メンバーが自分と同じような目にあわないよう、告発に及んだので、自

分だけが移籍することは念頭になかったはずであり、2 月 3 日に山口、菅原りこ、長谷川

玲奈、村雲颯香、中村歩加がツイッターのプロフィールから NGT48 の表記を消した（注

83 と同じ）のは、5 人の NGT からの卒業か移籍の希望を公けにしたものではないかと思

われる。山口の乃木坂 46 など坂道グループも含めた他のアイドルグループへの移籍が検

討されたものの実現しなかったらしい 227のは、山口が自分だけ移籍することを渋ったか

らかもしれず、結局残留を希望した村雲と中村を除いた山口、菅原、長谷川は、秋元康の

尽力でそれぞれ別の事務所への移籍が実現することになった。 
 3 月 6 日、元ＡＫＢ48 劇場支配人の戸賀崎智信、現支配人の細井孝宏、前 NGT48 劇場

支配人の今村悦朗が酒席で談笑する写真とともに戸賀崎が「色々聞いた。みんなぐたらな

い報道に惑わされないように」というツイートをしたところ非難が殺到し、翌日には今村

の契約解除と細井の支配人退任が公表された 228。これも、戸賀崎のツイートに対する批

判ツイート複数に山口がいいねしたことが大きく影響していると思われる。今村や細井に

対して迅速な処分を下すことができるのは AKS100％株主にして代表取締役社長というオ

ーナー社長の吉成しかいないと思われるが、そのような絶対的な権力を持って何でもでき

るはずなのに、事件直後山口にフォローを外され、事件発覚後軍団との濃密な関係の証拠

となるショールーム動画、いなぷぅツイートやボーリング大会の写真がネットで拡散し、

                                                 
雄［2019］「アイドルとファンの距離感 〜NGT 山口真帆問題をめぐって」『アイドル学連続講座 
2019』No.7（全頁の画像 URL は、http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/471434527.html、>>276）、
４頁、https://imgur.com/ImeX7NT 。 

226 竹内 一晴［2019］ 「NGT､厚労省､日大にみる第三者委員会の不可解──不祥事になると必ず出て
くる『伝家の宝刀』」『東洋経済 ONLINE』2019/03/05 5:50、２頁、https://toyokeizai.net/articles/-
/268506?page=2。 

227 「気になる卒業後の NGT48・山口真帆の“商品価値”」『excite ニュース』2019 年 4 月 24 日 00:30、
https://www.excite.co.jp/news/article/Weeklyjn_18451/。 

228 「NGT 問題『ぐたらない報道』 不適切投稿で関係者更迭」『朝日新聞 DIGITAL』2019 年 3 月 7 日
23 時 05 分、
https://www.google.co.jp/amp/s/www.asahi.com/amp/articles/ASM377DDFM37UCVL01R.html。 

http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/471434527.html
https://imgur.com/ImeX7NT
https://toyokeizai.net/articles/-/268506?page=2
https://toyokeizai.net/articles/-/268506?page=2
https://www.excite.co.jp/news/article/Weeklyjn_18451/
https://www.google.co.jp/amp/s/www.asahi.com/amp/articles/ASM377DDFM37UCVL01R.html
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事件への関与が強く疑われるようになった太野と西潟は不問のまま守り続けて山口や山口

を支持する世論の反感を増幅させ続けていることは不可解であり、NGT 不正票を巡る

AKS と軍団の関係について太野と西潟は吉成の責任にかかわる事実を知っているとしか

考えられないのではなかろうか？ 
 このように、SNS における山口のいいね、リツイートやプロフィール変更が、告発以降

の展開を方向付ける意味を持っており、山口は SNS・インターネットを主な舞台として世

論の流れを作り、自身への支持を拡大し続け、指原の発言もそれを後押ししてきた。AKS
や文春、新潮のような大手マスメディアが作ろうとした流れを粉砕して SNS・インターネ

ットが世論を制した点でも画期的な出来事と評価することができ、山口はそのヒロインと

して、山口を支持する発信をし続けて注目された指原を圧倒する話題性を獲得し 229、総

選挙がなかった 2019 年上半期 AKB メンバーの実質的人気投票において山口は１位、指原

は２位と言うことができるだろう。指原の２位も山口支持によるところが大きいので、山

口はシテ、指原はワキだったと言うべきだろう。 
 

【ⅶ】『第三者報告』記者会見と山口真帆の反論ツイート 

 山口真帆は１月 9 日のツイート以降、公開 SNS に直接文章を書き込むことは控え、い

いね、リツイート、フォロー外し、プロフィール変更という極めて限られた手段でファン

や世間とのコミュニケーションを図ってきた（ただし、ファン限定有料サービスであるモ

バメはあり、その引用・要約がインターネットで拡散された）が、『第三者報告』を巡っ

て松村匠 AKS 取締役らが記者会見を始めると、ツイートを再開した。以下ではそれらを

個々に掲げた上で必要と思われるコメントを加える 230。 
 
山口真帆@maho_yamaguchi3/22 14:05 
只今、記者会見を行っている松村匠取締役は第三者委員会が行われる前に「繋がって

いるメンバーを全員解雇する」と私に約束しました。 
その為の第三者委員会だと、 
私も今までずっと耐えてきました。コミュニケーションも何も、このことに関して聞

くと連絡が返ってきません。 
 
松村が「繋がっているメンバーを全員解雇する」という約束をしていたということ

と、『第三者報告』において、書面回答による調査が「非公開かつ AKS 関係者にも開示

しないことを前提」（２頁）していたことが両立し難い点が大きな問題である。「メンバ

ーからの事情聴取〔書面と面談の両方を指すか？〕の結果確たる証拠はないものの、ファ

ンから聞いた、あるいは、メンバー内の噂として聞いたとして、36 名のメンバーから、

                                                 
229 「２０１９年上半期“ネットの顔”元ＮＧＴ４８・山口真帆、巧みな情報発信でＳＮＳ女王に ２位・

指原莉乃を圧倒」『zakzak by 夕刊フジ』2019.8.4、
https://www.zakzak.co.jp/ent/news/190804/enn1908040001-n1.html。 

230 この日の山口のツイートは、https://akbp48.com/tweet/archive/member/山口真帆 にある。松村匠が作
成したものとして山口が示した謝罪文案画像のリンクは無効になっているが、スマホのスクリーン
ショットが「NGT 山口さんと運営側は『平行線』 『謝罪要求』あった？なかった？」『J-CAST ニ
ュース』2019/3/22 18:49、https://www.j-cast.com/2019/03/22353337.html?p=all にある。 

https://akbp48.com/tweet/archive/member/1032502218711134208
https://akbp48.com/tweet/archive/member/1032502218711134208
https://twitter.com/maho_yamaguchi/status/1108957934006857728
https://www.zakzak.co.jp/ent/news/190804/enn1908040001-n1.html
https://akbp48.com/tweet/archive/member/%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E7%9C%9F%E5%B8%86
https://www.j-cast.com/2019/03/22353337.html?p=all
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他のメンバーとファンとの『つながり』に関する供述があった。その際 12 名のメンバー

の名前が具体的に挙がった」（22 頁）。しかし、12 名に実際につながりがある（あっ

た）か否かを検証する作業は、少しは行われたのかもしれないが『第三者報告』では触れ

られていない。 
これは、今村が事件に関与したメンバーを内々に処分するという山口との約束を反故に

したのと似ているが、事件への関与から「つながり」へと解雇・処分対象がずれている。

村松の場合も、当初から守るつもりのない空手形を切ったと思われる点では、今村と同様

であろうし、山口はその点を突いて今村も松村も批判していると思われる。約束を守らな

い嘘つきだと。 
 
山口真帆@maho_yamaguchi3/22 14:06 
私は松村匠取締役に 1 月 10 日の謝罪を要求されました。 
私が謝罪を拒んだら、 
「山口が謝らないのであれば、同じチームのメンバーに生誕祭の手紙のように代読と

いう形で山口の謝罪のコメントを読ませて謝らせる」と言われました。 
他のメンバーにそんなことさせられないから、私は謝りました。 
 
山口真帆@maho_yamaguchi3/22 14:13 
記者会見に出席している 3 人は、 
事件が起きてから、保護者説明会、スポンサー、メディア、県と市に、 
私や警察に事実関係を確認もせずに、 
私の思い込みのように虚偽の説明をしていました。 
なんで事件が起きてからも会社の方に傷つけられないといけないんでしょうか。 
 
山口のこのツィートを検証するために、新潟県に情報公開を請求した長澤正嘉が得た

新潟県の文書が公開され、そのなかで AKS は平成 31 年 1 月 22 日（火）に県広報広聴課

に来課して「山口本人がマンションで犯人に声をかけられ、驚いて大きな声を出した。頭

を捕まれてどうのこうのではなかった」と警察の捜査で認められている暴行の事実を否定

する虚偽説明を行っていたことが明らかになった 231。 
山口は「今村さんは警察からメンバーのことも全部聞いているのに、処分するって言っ

たのに、今は私のことを被害妄想と言って片付けようとしている。」（図 10②）という

1 月 9 日早朝の告発ツイートと同様に、暴行の事実関係は警察の捜査で明らかになってい

るのに、今村も松村らも山口の被害妄想、思い込みだと虚偽の説明をしたと告発してお

り、この告発通りのことを AKS が新潟県に対して行っていたことが明らかになった。山

口の告発の核心は、AKS が暴行事件そのものを否定して事件は山口の捏造だと吹聴し、

                                                 
231 シークレットナイト - Secret Night -［2019］『【さようなら】役所への虚偽説明 完結編。』

2019/10/18、https://www.youtube.com/watch?v=j1aZwv_vTQ0、まとめ画像は
https://imgur.com/2x95Stf.jpg（『NGT48 山口真帆さんが配信にて「殺されてたら…」 運営はメンバ
ー関与を認めるも、被害者が謝罪★1525』 <<659、47 の素敵な(茸)2019/10/19(土) 01:46:42.66）。 

 
 

https://akbp48.com/tweet/archive/member/1032502218711134208
https://akbp48.com/tweet/archive/member/1032502218711134208
https://twitter.com/maho_yamaguchi/status/1108958036800864256
https://akbp48.com/tweet/archive/member/1032502218711134208
https://akbp48.com/tweet/archive/member/1032502218711134208
https://twitter.com/maho_yamaguchi/status/1108959898233004032
https://www.youtube.com/watch?v=j1aZwv_vTQ0&feature=youtu.be
http://jump.5ch.net/?https://imgur.com/2x95Stf.jpg
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それによって事件に関与してきたメンバーの処分を回避してきた点に向けられていたと言

えるだろう。 
 
山口真帆@maho_yamaguchi3/22 15:43 
〔第三者委員会〕報告書に記載もないのに繋がりには挨拶も含まれるというのは勝手

な解釈です。 
他のファンには公表できないような、特定のファンとの私的交流を繋がりと言うのは

メンバーのみならずファンの皆さんも認識していると思います。 
証拠がないと仰っていますが、犯人グループとの交際を認めたメンバーもいます 
 
ここでは、繋がり（『第三者報告』では多くの場合「つながり」と引用符をつけた平

仮名表記になっている）の定義が問題となっている。『第三者報告』には、「メンバーと

AKS との間の専属契約では、メンバーに対して『株式会社 AKS の所属タレントとしての

自覚と責任』のもとに、『一般社会人の品位を持って』行動することを求め」（21
頁）、「AKS においてメンバーが AKB48（原文ママ）の一員としてふさわしくないと判

断された場合」に契約を解除しうる（22 頁）とある。 
『第三者報告』は「メンバーからの事情聴取によれば、所属タレント、すなわち、

『会いに行けるアイドル』としての『自覚』という言葉を根拠にメンバーは、私的領域で

のファンとの接触は禁止されているものと理解しており、これを破ることは重大な違反行

為であると認識していた。」（21 頁）としている。ここで『第三者報告』は今村が LINE-
2 で、つながりを処分する規則を作り、何がつながりであるかについて具体例を挙げてい

ることや、その規則が近代法の原則に反して遡及適用されることを明言していることを無

視し、専属契約の個々のメンバーの解釈として「私的領域でのファンとの接触は禁止され

ているものと理解して」いるとし、明文規則を定めた今村 LINE-2 に触れないのはおかし

い。いずれにせよ、契約条項のなかの「自覚」の解釈や受け止め方という、個々のメンバ

ーによってさまざまな差異がありうることがらをもとにして「私的領域でのファンとの接

触は禁止されている」という規則を導くことは許されず、罪刑法定主義を援用すれば、罰

則を伴う規則としてはなおさらであろう。さらに、専属契約は NGT 独自のものではない

ことは AKB48 という雛型が踏襲されていることからわかるが、「私的領域でのファンと

の接触は禁止されている」という規則は今村が LINE-2 で定めた NGT の遡及適用ローカ

ルルールであるということ以上のことは言えないし、「解除を含む専属契約に関する事項

は、代表取締役の権限とされている（『第三者報告』22 頁）ので、処罰権限は支配人に

はなく AKS の代表取締役にある。今村は LINE-4 でファンとの繋がりを自己申告したメン

バーについて AKS 本社が厳重注意処分を下したとしている（注 121 に同じ）。 
『第三者報告』は前支配人（今村悦朗）に対して「特にファンと私的領域において接触

した（『つながり』をもった）メンバーの処遇については、『証拠がない』とだけ言って

申告を排除し、それ以上、調査を行わずにいたようであるし、逆に『証拠があれば処分す

るのか』との問いかけに対して、前記のとおり、契約上、簡単には解除ができないし、何

らかの処分権限が認められているわけではないにもかかわらず、『処分する』と回答する

https://akbp48.com/tweet/archive/member/1032502218711134208
https://akbp48.com/tweet/archive/member/1032502218711134208
https://twitter.com/maho_yamaguchi/status/1108982412334137344
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など、その場しのぎの対応をする場面もあった。」（33 頁）と批判しているので、今村

LINE-2 以前にもつながりを禁じる不文律があったかのようだが、証拠がなければ申告を

排除し、証拠があっても契約解除は公序良俗に反しない限りできなのであるから、INE-2
以前においてつながり禁止規則は事実上なかったと言うほかなかろう。 

NGT では AKB の他グループに比べてファンとメンバーとの間の接触規制が緩かったこ

とは、AKB チーム 8 の大西桃香と太田奈緒がオールナイトニッポンに出演したとき、

NGT のメンバー（荻野由佳と中井りからしい）にファンが入待ち出待ちの際プレゼント

を直接渡しているのを見て驚いたと大西がショールームで語ったことからも明らかであ

り、「プレゼントに GPS や盗聴器が仕込まれていると怖いね。」とリプが指摘している

ように、ストーカー的なファンに安全を脅かされる危険に NGT メンバーは晒されてきた

ことが分かる 232。 
恋愛禁止ではなくつながり一般を禁止することは、恋人だけでなく友人も作ってはい

けないということだが、アイドルといえども、私的領域での他者との接触は人間として生

きて行く上で必要不可欠であり、形式的にはファン以外の人ならば私的領域でのつながり

は許容されることになる。しかし、恋人や友人はファンではないとは言えない。ファンが

恋人や友人になり、一般のファンでなくなることも、恋人や友人がアイドルとしての魅力

を知ってファンになることもある。したがって、つながり禁止の意味は公序良俗に反する

つながりを持ってはならないということになると思われるが、ファンに限って公序良俗に

反するつながりを禁じる意味はない。援助交際のような児童売春に抵触する関係、犯罪に

加担するような関係、枕営業のように道義的に問題のある関係などが禁じられるというこ

とは、専属契約から導かれることで、相手がファンであるかどうかとは無関係であろう。 
なお、『第三者報告』のイ（ア）「⑥インスタグラム・ツイッター」では「各メンバ

ーの公式アカウントにアクセスし、ファンは、当該アカウントの投稿に対してコメントを

書き込む形にてメンバーとの接触を図ることができる。また、ファンからダイレクトメー

ル〔ダイレクトメッセージ、DM のことと思われる〕をメンバーに発信することは物理的

に可能であり、実際に多数のダイレクトメールがファンからメンバーに対して発信されて

いるが、メンバーからファンに対してダイレクトメールを送信・返信することは禁止され

ている。」（16 頁）と記されており、これは今村が LINE-2 で示した規則における「つな

がり」の実例（1）に由来するものか、公式アカウントの使用規則としてそれ以前からあ

ったのかは不明だが、公式アカウント（いわゆる本垢）の運用ルールにすぎず、それ以外

（裏垢）から送信・返信することまで禁止されているわけではない。実際そのようなこと

が少なからずあることが知られている 233。 

                                                 
232 https://twitter.com/satone1120/status/872844293412605952、午前 0:54 · 2017 年 6 月 9 日、

https://twitter.com/bodyboo5_boo/status/1170456264167456768、午前 6:58 · 2019 年 9 月 8 日。 
233 SKE においては、「個人的な関係になったきっかけや、連絡先はどうやって知ったのか、という質

問に対し、ある男性は『向こうから突然電話がかかってきてそこから仲良くなりました』、他の男性
は『当時流行っていた SNS の mixi やアメーバブログで“〇〇だよー”と怪しいメッセージ〔アメブロ
のメッセージはツイッターやインスタグラムの DM と同様の機能〕が送られてきたので半信半疑で
返信をすると、電話番号が送付されてきました。それにかけてみるとメンバーだった』などと語っ
た。」（「ファンとの交際は NGT だけじゃない『SKE48 元カレ座談会』全文公開」『excite ニュース
（文春オンライン）』2018 年 6 月 18 日 19:00、https://www.excite.co.jp/news/article/Bunshun_7837/ ） 

https://twitter.com/satone1120/status/872844293412605952
https://twitter.com/bodyboo5_boo/status/1170456264167456768
https://www.excite.co.jp/news/article/Bunshun_7837/
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裏垢でのメンバーからの DM は、メンバーの側がめぼしい相手を見つけて友人や恋人

にしようと積極的にアプローチするために使われるので、『第三者報告』が問題とするよ

うな、ファンの側がメンバーとの私的な接触を求めるためのやり方としてメンバーにＤＭ

を送るよう求めるのとは逆であり、特定の人を一般のファンと区別して友人や恋人になる

ようメンバーが自分の判断で積極的に求めるのを禁じることはメンバーの基本的人権の侵

害であり、メンバーの裏垢まで運営が検閲することはプライバシーの侵害であり、そのう

え、ある裏垢での DM 使用を禁じても容易に別の裏垢を作れるなど、規制することは実際

上できない。 
AKB メンバーなどアイドルの誤爆（裏垢に投稿するつもりで間違えて本垢にし、衆目

にさらしてしまうこと）が話題になるように、裏垢を持っているメンバーは少なくないよ

うだし、ファンの本垢へのツイートやＤＭに反応してメンバーが裏垢から DM などを送る

ということは、一般のファンではなく友人や恋人の候補と認定したということになり、メ

ンバーと一般のファンとの私的領域での接触とは異なって禁止されないと解釈するしかな

い。 
「他のファンには公表できないような、特定のファンとの私的交流を繋がりと言う」

という山口の定義は、ショールームでいなぷぅやじょー会との深い関係を公表している太

野彩香の場合には該当しないことになるという不思議な定義である。 
「犯人グループとの交際を認めたメンバー」について、山口は 2019 年 10 月 30 日に

「犯人との私的交流は現メンバーが認めてるのに。出してないけどその音声もあります
234」とツイートしており、既に卒業した羽切を除いた、警察の捜査でも事件への関与を疑

われたメンバーと思われる。「出してない」とは、おそらく警察の捜査にもどこにもまだ

出していないという意味であろう。当初は NGT に対する世評を落とすことを恐れて、

NGT メンバーであることを隠し、運営が内々に処分することを期待していたので、NGT
メンバーが逮捕されるに至るかもしれないような証拠を山口が持っていたとしても警察の

捜査に出さなかったはずだ。 
山口は事件直後、ファンとのつながり、熱愛同棲で時の人となっていた中井りかとう

ちとけてツイートを交わしていたように、メンバーとファンのつながりを批判するつもり

は本来なく、実行犯とつながり、事件に関与したメンバーの処分を求めていたにすぎなか

ったが、上のツイートではファンとのつながりのあるメンバーを処分するという松村の約

束違反を批判するようになっている。それに伴って、中井との関係を山口はどうするのか

という問題に直面したと思われる。松村が約束を果たせば中井は解雇されることになるか

らだ。この問題に関連するのかどうか明確にはわからないが、山口が記者会見の前日であ

る３月 22 日に中井りか、清司麗菜、NGT48 公式のツイッターフォロを外しており、中井

については３月 16 日の握手会で西潟レーンに「大丈夫だよ。未来は明るいよ。」と声を

かけたためではないかとされた 235。 
 

                                                 
234 https://twitter.com/maho_yamaguchi/status/1189320193669029890、午前 8:16 · 2019 年 10 月 30 日。 
235 https://twitter.com/mii_racco7/status/1106868147447980033、午後 7:41 · 2019 年 3 月 16 日、「山口真帆

さんが Twitter で NGT48 公式、中井りか、清司麗菜のフォローを解除」『まとめまとめ』2019 年 03
月 21 日更新、https://matomame.jp/user/FrenchToast/ff845add24c39d56ceb9。 

https://twitter.com/maho_yamaguchi/status/1189320193669029890
https://twitter.com/mii_racco7/status/1106868147447980033
https://matomame.jp/user/FrenchToast/ff845add24c39d56ceb9
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山口真帆@maho_yamaguchi3/22 16:08 
なんで嘘ばかりつくんでしょうか。 
本当に悲しい。 
松村匠取締役が当初言うように考えた文章です。 
他のメンバーに謝らせることはできないから、謝るしかなかったけど、 
スッキリも誤解もしていないし、どうしてもこの言葉は使いたくないと違う文章を考

えて何度も交渉しました。 
（以下、松村案の画像） 
今回は皆様をお騒がせして申し訳ありません。 
色々話してすっきりしたこともありますし誤 
解してたこともあります。 
これがきっかけになったらと思います。 
頑張りますのでどうぞ応援よろしくお願いし 
ます。 

 
 今村も松村も自分との約束を反故にしてメンバーを処分しないというのが、山口の一貫

した批判点であるが、今村に対しては事件に関与したメンバーの処分を要求し、松村に対

してはファンとつながっている（いた）メンバーを解雇するよう求めるというように、相

手の約束に応じて要求も変わっている。つながりメンバーとして本人も認めていることが

知られているのは太野であるが、太野は山口の定義によればつながりメンバーではないこ

とになる。中井は熱愛を当初は認め、のちに相手とされたのが文春の記者だったと言った

（軍団が文春と癒着していたらしいのでそれは事実かもしれない）が、報道された当時付

き合っていたことを明確には否定しなかった 236ので、つながりメンバーと認定され、松

村が山口との約束を守れば解雇される可能性は高いが、中井の解雇まで山口が望んでいた

とも思えない。しかし、行きがかり上やむなしと覚悟して、中井のフォローを外したので

あろうか？ 中井を巡って、記者会見とそれに対する反論ツイートは、山口自身にとって

も後味の悪いものになったと思われる。 
 

 1 月 12 日には西潟と示し合わせて「しんじて」をした荻野のフォローを外し、3 月 21
日には西潟レーンに「大丈夫だよ。未来は明るいよ」と声がけした中井のフォローを外し

たように、山口にとって西潟に与することは許しがたい行為だったらしい。荻野と中井は

AKB の 55th シングル『じわる DAYS』（2019 年３月 13 日、１位、130.6 万枚）の選抜メ

ンバーに NGT から選ばれた２人であるが、この２人に対する世間の批判は、事件への関

与疑惑がないという点でシロだと多くの人が認めていたにもかかわらず、熾烈を極めた。 
『第三者報告』を巡る松村と山口のやりとりとの前後関係はわからないが、吉成社長と

直談判した際には山口は４人の解雇を求めており（注 120 と同じ）、それは『第三者報

告』の A、Ｂ、Ｃと『新潮書き起こし』のＧ＝文春のＥ子であろう。山口と自宅で会うよ

                                                 
236 「NGT 中井りか一転、『文春砲』に反撃 『同棲なんてしてないです。残念でしたー！』 」『J-

CAST ニュース』2018/7/ 3 12:46、https://www.j-cast.com/2018/07/03332864.html?p=all。 

https://akbp48.com/tweet/archive/member/1032502218711134208
https://akbp48.com/tweet/archive/member/1032502218711134208
https://twitter.com/maho_yamaguchi/status/1108988757024231424
https://www.j-cast.com/2018/07/03332864.html?p=all
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うすすめたのは甲によればＡ、Ｂ、Ｃ、Ｇであり、そのうち山口の帰宅時間を丙に教えた

だけでなく、山口と同じ階に住んでいるＥとは別行動で山口が１人で帰宅することまで教

えたと本人も供述しているＡの関与は『第三者報告』でも認定されているが、『第三者報

告』はＧについて触れず、今村 LINE-3 や１月 10 日の NGT 公式ニュース（注 126 と同

じ）はＧの関与を隠蔽して A の関与を軽く見せかけている。Ａは山口が同じ階の E を伴

わずに１人で帰ることを丙に教えたのであるから、山口を襲う計画があると知っていた嫌

疑もあるし、知らずにうっかり教えたとしても、笠井は山口のストーカーとして有名でそ

のことを知っていた可能性が高く、山口が１人で帰宅するところを待ち伏せして誘拐、暴

行や強姦になるかもしれないことは、荻野誘拐未遂事件後なので容易に予想出来たと思わ

れ、故意、未必の故意か、せいぜい重過失であろう。 
さらに、『文春書き起こし』（『新潮書き起こし』もほぼ同じ）によれば笠井はＤ子＝

Ａについて山口に「『こうやれ』とは言ってないけど、その、『そういう外で何かすると

かよりは』っていう話なだけで、『こうやれ』とか、別に向こうから俺に言ったわけじゃ

ないから。」と話しており、Ａ＝Ｄ子は笠井に、山口と外で会うより山口の住むマンショ

ン内で会うほうがよいと勧めたので、教唆の嫌疑もある。 
Ａ＝Ｄ子と同じく未成年の研究生で AKS が事件とは無関係としたＧ＝Ｅ子をかいせー

とのプライベートな写真がみつかっただけの理由で遡及処罰という不当な手続きによって

一定期間活動自粛させたうえ活動辞退に追い込んだのと比べて、Ａ＝Ｄ子には何のお咎め

無しというのは不公正であり、同程度以上の処分をすべきだろう。 
Ｂ＝太野は、ショールームでのいなぷぅ起きてんのかい、ジョー会叙々苑発言でいなぷ

う、北川丈＝乙、たくやぎ、ひろよしら実行犯を含む軍団との親密な関係を自ら公にして

おり、ジョー会叙々苑の話題は 2018 年総選挙速報前のことなので、NGT 内で荻野に次ぐ

票を太野が速報で得たことと無関係ではないとも疑われる。さらに、太野が借りていた山

口の向かいの部屋を甲はファン仲間を介して借りている。このように太野と実行犯を含む

軍団との親密な関係は周知のことなので、山口が処分を求める根拠は十分にある。 
10 月 7 日に握手会で甲＝笠井が山口に「C〔＝西潟〕がお前の家に行けってめっちゃ言

ってくるんだけど」と言った（『第三者報告』9 頁）のが事実とすれば、西潟の発言は事

件の原因となったことになり、さらに西潟が笠井は山口にしつこくつきまとう悪質なスト

ーカーだと知った上でそう言ったとすれば、西潟はストーカー笠井に山口を襲わせかねな

いことを唆した主犯のひとりということになり、ストーカーとしてときに自制が効かなく

なるような笠井を上回る責任を帰せられることになる。さらに、西潟とかいせーとの親密

な関係はいなぷぅツイートなどによって周知のことなので、山口が処分を求める根拠は十

分にある。 
 山口は A、B、C とおそらく G の 4 名の解雇を求め、運営は、事件に関与していないと

しながら 12 月 26 日の活動自粛を経て３月 10 日の活動辞退へと追い込んだ G（羽切）を

除いて誰も解雇しないと突っぱね、『第三者報告』は中立的な第三者のものというより

AKS 代表取締役社長の意向をかなり忖度したものと思われるが、A については今村 LINE-
3 や 1 月 10 日の公式ニュースと比べて、A 自身の供述によりながら A の関与をかなり重

く見ているので、第三者委員会としては A に羽切と同等以上の重い処分を与えるべきと
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判断していたように思われるが、G に触れれば A は G よりも悪質で G より重い処分をす

べきだとせざるをえないため、G については触れずにすませたのではないかと疑うことが

できるだろう。 
『第三者報告』が解雇相当と認定していたらしい A の処分がなかったのは、処分の権

限を握る吉成代表取締役社長の判断に違いない。NGT 不正票システムや、軍団がそれに

寄生し、大量票を持つ柱王になりすまして少なからぬ NGT メンバーを操ってきたことに

関して吉成自身に重い責任があり、A、B、C の１人でも処分すれば自分の責任を認めた

ことになるということが、3 名不問の本当の理由ではないかと思われる。吉成の次の発言

はそういう事情を意図せずに自白しているようにも思われる。 
 

今までいちばん運営が悪かったのに、末端のメンバーを、この子が悪い、あの子が繋

がっていたっぽいっていって、切って、『ハイ、これで NGT キレイになりました。

“白メン”しかいません。再スタートです』。それはどうしても私には出来ませんでし

た。（注 187 と同じ、2 頁） 
 
 しかし、心底そう思って反省していたのなら、山口らが事件への関与を疑っているメン

バーからの報復を受けないように、山口らが希望していた AKB 坂道の他グループへの移

籍によって安全を確保し、処分は時間をかけて慎重に検討すればよかったのに、「この子

が嫌だから活動したくないなどと今も事件のことをグチグチ気にするなら辞めてもらって

構わない」（注 85 と同じ）と、２チーム制を廃止したため、山口らは一緒に活動できな

いメンバーと同じチームになるのがいやならやめるしかなくなり 237、卒業を強いられ

た。卒業公演で山口は、 
 

事件のことを発信した際、社長には「不起訴になったことで事件じゃないということ

だ」と言われ、そして今は会社を攻撃する加害者だとまで言われていますが、ただメ

ンバーを守りたい、真面目に活動したい、健全なアイドル活動ができる場所であって

ほしかっただけで、何をしても不問なこのグループに、もうここには私がアイドルを

できる居場所はなくなってしまいました。238 
 
などと語った。真面目に活動するとは、ファンとのつながり一般を遠ざけることでも、普

通の意味での恋愛を遠ざけることでもないだろう。山口はツイッターで菅原りこを「私の

彼女だ」と公言してショールームでプロポーズし（注 140 と同じ）、一連の騒動を通じて

菅原との関係を深めて卒業公演では接吻までした。山口が求めたことは、NGT 不正投票

システムに寄生してメンバーにサービスや情報の供与を持ちかけ、断れば襲うような軍団

や、軍団とつながってその手助けをするようなメンバーを恐れて戦々恐々とすることなく

活動することだった。 

                                                 
237 「NGT48 現行チーム廃止にネットの声は問題解決していない！」『jj.stand.blog』https://jj-

stand.com/entertainment/2378/。 
238 「NGT48 山口真帆、卒業発表『このグループに変わってほしかった』【コメント全文】」『ORICON 

NEWS』2019-04-21 20:17、https://www.oricon.co.jp/news/2134123/full/。 

https://jj-stand.com/entertainment/2378/
https://jj-stand.com/entertainment/2378/
https://www.oricon.co.jp/news/2134123/full/
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 上の山口の発言に対して吉成は 
 

『不起訴でなければ事件じゃない』（※『不起訴になったということで事件じゃないと

いう事だといわれ』と山口は発言している）って社長に言われて、会社からパワハラ

を受けたっていう、その発言が本当だったかどうかっていうところだと思っていま

す。そのような事実は一切ございません。 
少なくとも私との話においては、私の方が正であるっていう証拠は残っていますし、

それこそ『加害者って言われた』ってみたいなふうに言われていたので、自分の LINE
検索して加害者って検索したら、山口真帆 1 件って出ていたので、やっぱり私、なに

かで言っていたのかなって思ったんですけども、やっぱりそこにも『私が加害者だ』

っていうふうに書いてある文言がきちんと証拠で残ってますし、あとその『不起訴で

なければ事件じゃない』（※冒頭の通り、卒業公演の壇上で山口は『不起訴になったと

いうことで事件じゃないという事だといわれ……』と発言している）っていうのもま

さか私そんなふうに言っていると思ってなかったんですけど、実は言っていたんです

私。彼女との会話を録音したものを全部文字起こしさせて調べてみたら、確かに世間

一般的に言えばそうなってしまうっていう言い方で、それは伝えていました。（注 120
と同じ） 
 

と NGT 保護者会で語った 239。  
 

【ⅷ】KeyHolder 株価暴落と AKS 新体制 

 1 月 8 日の告発以降、山口は巧みな情報発信で世論を味方につけて NGT の運営会社

AKS に対抗し、3 月 22 日の反論ツイートで、私や多くのネット民は勝負あったと直観し

た。AKS が上場していれば株価が暴落して経営責任者が退任する以外の結末はありえな

かっただろう。 
 AKS は吉成社長・代表取締役が 100％株主であるようなオーナー社長独裁体制なので、

社長退任など企業経営陣が直接責任をとることに結びつかなかったが、関連会社のなかに

上場企業があり、その株価が大きく下落した。その企業とは、SKE 事業を AKS から 30 億

円で譲り受けた、JASDAC 上場企業である KeyHolder 社 240であり、AKS は KeyHolder の
子会社として SKE の運営を行う SKE 社（2019 年７月５日に「ゼスト」と社名変更 241）

の株式を 20％所有して吉成が SKE 社の取締役を兼任しているように、KeyHolder の株価

動向に AKS や吉成は強い影響を受けることになった。それだけではなく、「割当日から

本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に株価終値が一度でも行使価額〔125 円〕

                                                 
239 https://twitter.com/vyc13162/status/1172772423076208640、午後 4:21 · 2019 年 9 月 14 日、『【悲報】吉

成夏子、頭おかしかった。20 分後に自分のウソを暴いてしまう神答弁を披露』2019/10/24 12:24:34
〜、http://rosie.5ch.net/test/read.cgi/akb/1571887474/。 

 
240 譲渡公表は 2018 年 11 月 13 日、事業承継は 2019 年３月１日（竹内［2019］）。 
241 『株式会社ゼスト 今後の事業展開を発表 SKE48 新支配人に「斉藤真木子」が就任!』、2019 年７

月５日、http://www.keyholder.co.jp/dl/20190705_SKE_SKE48newmanager.pdf?s.5d1f42172392c41el8fh。 

https://twitter.com/vyc13162/status/1172772423076208640
http://rosie.5ch.net/test/read.cgi/akb/1571887474/
http://www.keyholder.co.jp/dl/20190705_SKE_SKE48newmanager.pdf?s.5d1f42172392c41el8fh
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に 50%を乗じた価額を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行

使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならない」という条件付きで、秋元康・

秋元伸介兄弟と赤塚善洋ゼスト代表取締役社長が KeyHolder の新株予約権を得ていた
242。その結果、秋元兄弟や赤塚ゼスト社長は KeyHolder の株価の動向に強く動機付けら

れ、もし株価が行使価額の 50％を１度でも下回れば行使価額（最低価格の倍以上）での

行使を義務付けられるので、KeyHolder 株価下落に敏感にならざるをえなくなった。 
 KeyHolder は 4 月 16 日、ケイブ（Computer Art Visual Entertainment の頭文字 CAVE を社

名とするコンピューターゲーム製作会社）株の大量売却を発表しており、「KeyHolder
は、昨年 12 月に発表した〔ケイブとの〕資本業務提携により、発行当時の発行済み株式

総数の 19.63％に相当する 76 万株〔のケイブ株〕を第三者割当増資で引き受けていたが、

今回の売却後の保有株式数は 36 万 7200 株となっており、これまでに 39 万 2800 株を売却

した 243」。ケイブは吉成 AKS 社長と秋田英好でらゲー取締役兼 AKS 監査役が SKE の

Keyholder への譲渡で得た AKS 資金の融資という形で 2019 年 3 月 14 日にそれぞれ 8 億

円、3 億円投資して株価が急騰し、KeyHolder が大量のケイブ株を売り抜けた（図 19 
上）244。株価のピーク以降に大量の株を手放すことは株価上昇の利益を確定しつつ株価を

下げることにほかならないので、これは SKE 取得で 30 億円支払った AKS にキャッシュ

バックさせたとみることもでき、NGT 問題への対応で世間の風当たりが強くなって経営

環境も悪化しているにもかかわらず、適切な措置をとらない AKS 吉成体制に対するかな

り強い警告を意味していたであろう。それに吉成は聞く耳を持たず、メンバー処分を巡る

山口真帆と AKS の対立の折り合いがつかないまま、ついに 4 月 21 日、チームＧ最終公演

における山口らの卒業発表に至った。 
  KeyHolder の親会社は J トラストであり、その代表取締役社長・藤澤信義は 2019 年３

月、SKE の新オーナーとしてさかんに発言するようになった 245。藤澤 J トラストは安く

買いとった不良債権回収の非情さを批判されながら事業を拡大し、ウェッジホールディン

グスとの訴訟合戦もあって企業イメージはよくない 246。藤澤は相武紗季の姉で元タカラ

ジェンヌの音花ゆりと結婚し、エンタメ業界に参入して社会的にも評価される企業グルー

プに脱皮したいという願いもあって J トラストが SKE を傘下に入れることが決まったと

                                                 
242 『第三者割当により発行される新株予約権の募集に関するお知らせ』2018 年６月 18 日、

http://www.keyholder.co.jp/dl/20180618_allocation.pdf?s.5b27630107d048779hb9。 
243 「ケイブ、KeyHolder による同社株の売却を発表…第三者割当増資引き受け時から約 40 万株を売却 

資本業務提携は継続へ」『Social Game Info』2019 年 04 月 16 日 15 時 19 分更新、
https://gamebiz.jp/?p=236366。 

244 「吉成夏子のケイブ投資が NGT 強引な幕引きの背景か？キーホルダーとの癒着も」『やらまいか通
信』2019 年５月６日、https://setsuhaji.com/post-6290/、はこの件についての概観だが、経済的意味の
解釈は以下で述べる私のものとは大きく異なる。
https://twitter.com/mahosannisachi1/status/1118606741820731394、午前 5:06 · 2019 年 4 月 18 日以下の連
続ツイート 

245 「ＳＫＥ新オーナー『アイドル養成もセカンドキャリア支援も運営側の責任』」『東スポ Web』2019
年 03 月 08 日 16 時 30 分、https://www.tokyo-sports.co.jp/entame/interview/1302931/、「ＳＫＥ新オーナ
ー 最重要課題は“メンバーへの安全対策”」『東スポ Web』2019 年 03 月 09 日 16 時 30 分、
https://www.tokyo-sports.co.jp/entame/akb/1303990/。 

246 「J トラスト vs ウェッジホールディングス J トラ社長がカンボジア検察から起訴！？」『ズボラ
主婦の節約×投資ブログ（PayPay, LINE Pay を後略）』2019-04-27、
https://www.olivetrhm.com/entry/wedge/Jtrust/vs。 

http://www.keyholder.co.jp/dl/20180618_allocation.pdf?s.5b27630107d048779hb9
https://gamebiz.jp/?p=236366
https://setsuhaji.com/post-6290/
https://twitter.com/mahosannisachi1/status/1118606741820731394
https://www.tokyo-sports.co.jp/entame/interview/1302931/
https://www.tokyo-sports.co.jp/entame/akb/1303990/
https://www.olivetrhm.com/entry/wedge/Jtrust/vs
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思われるが、深刻化した AKS の NGT 問題対応に憂慮し、AKS を巻き込む形で SKE のイ

メージアップを図ろうとしているようであり、KeyHolder のペナルティー付き新株予約権

をかかえている秋元兄弟もそれに乗って、AKS 吉成独裁体制を崩す方向で藤澤と連携し

ていると推測できる。秋元康が藤澤と音花を引き合わせたとされている 247ように、ビジ

ネス・パートナーを超えた関係が藤澤と秋元兄弟の間にはあり、今後の AKB の舵取りは

吉成から秋元兄弟、赤塚ゼスト社長や藤澤 J トラスト社長の手に移って行くのではないか

と予想できる。 

 

                                                 
247 「『相武紗季』の姉に結婚相手を紹介したのは『秋元康』だという話の出所」『情報のプロ集団「ウ

ラジミール」の新聞・テレビではわからない「ニュースの真相」』2018-09-12 17:33:02、
https://ameblo.jp/vladimirab/entry-12404452502.html。 

https://ameblo.jp/vladimirab/entry-12404452502.html
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図 19 ケイブと KeyHolder の株価 

出所 Google ファイナンス（Google で「ケイブ 株価」「KeyHolder 株価」を検索） 

 
KeyHolder の株価は、2019 年 4 月 5 日にトンピン氏が売りから買いに変更 248して急騰

したあと、4 月 19 日（金）まで 140〜150 円程度で安定していたが、山口らが NGT 卒業

を発表した 4 月 21 日（日）の翌日である 22 日（月）以降、その週のうちに 100 円まで急

落した。この株価暴落は山口らの NGT 卒業に伴う AKB 全体に対する市場、ひいては世

間の悲観を表しており、AKS の経営姿勢への評価が関連会社にすぎない KeyHolder の株

価を大きく左右することが実証されたことになる。 
 これまで、オーナー社長として重要な意思決定を独裁してきたと思われる吉成にもこれ

はさすがにこたえ、それまで業務委託契約を結んで AKS の意思決定から遠ざけてきた

が、KeyHolder にとりわけ利害関係が深くなった秋元兄弟や、SKE の運営会社ゼストの赤

塚社長の意向を気にせざるをえなくなったのではないかと思われる。 
 指原莉乃は 2015 年から実人気 No.1 だった山本彩を差し置いて選抜総選挙で３連覇した

ため、私は推していなかったというか正直に言ってアンチだったが、山口を支持して世論

を誘導する巧みさにセンスや頭の良さを感じ、卒業直前に AKB48 グループチケットセン

ターで HKT の推しメンに登録して卒業コンサートのチケットを入手し、4 月 28 日横浜ス

タジアムでの指原卒業コンサート 249に NGT を卒業する 3 人もサプライズ出演するのでは

                                                 
248 「『トンピン』(キーホルダー,プロフィール,ドテン,4712,相場)が投資家の間で話題に」『チャートな

び』2019/04/05 13 時 52 分作成、http://chartnavi.com/scan/list/word/_トンピン/_20190405/_1352/｡ 
249 写真が豊富にある紹介記事は、「HKT48 指原莉乃 3 万 800 人に温かく見送られ AKB48 グループ卒

http://chartnavi.com/scan/list/word/_%E3%83%88%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%B3/_20190405/_1352/
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ないかと、会場に向かう途中で閃いた。3 人が生身で現れることはなかったが、指原自身

そう望んでいたらしい。 
 

ライブ本編の最後に指原は「本当はここにいてほしかった、3 人への気持ちを込めて歌

いたいと思います。聴いてください」と、「今 君を想う」を披露。ステージにはピン

スポットが 3 つ落とされ、指原は涙を流しながら思いを込めて歌を歌ったほか、オフ

マイクで聞き取れない状態で何か思いを語り、イヤフォンモニターを耳から外してメ

ンバーの歌声とファンの歓声に耳を傾けていた。250 
 
春一番 吹くように 
胸の奥が乱れてる 
突然の引っ越しを 
今さっき聞かされて立ち尽くす 
 
昨日までそばにいた 
君がいなくなるなんて 
明日からは ねえ誰と 
笑ったり 泣いたりすればいいの 
（以下略）251 
 

 3 人としては、IZ*ONE に専念するため出場しなかった宮脇咲良、矢吹奈子と長期休養

中の兒玉遙のことも掛けているというか、表向きはこれら HKT メンバーのこと 252だが、

彼女らは HKT に戻ってくるはず 253で、「今 君を想う」の歌詞と合わない。また、彼ら

なら何憚ることなく 3 人の名前を呼んだはずである。NGT から追い出されるように卒業

する 3 人へのメッセージを込めて、本編最後という一番重要なところで万感を込めて表現

する指原を私は目の当たりにした。指原はルックスでは宮脇咲良に「ときどき可愛い」と

からかわれる程度 254、歌もあまり上手ではなく、むしろかなり音痴と言うべきで、いく

らセンスや頭がよくても本来なら私が推すレベル未満だが、卒業コンサートで私の期待に

                                                 
業！『指原を応援していたと言っても恥ずかしくない人間でいます』」『Edge Line』2019/4/29、
http://www.edgeline-tokyo.com/entertainment/30174。 

250 「HKT48 指原莉乃『アイドルという仕事が大好きでした』卒コンで有終の美飾る」『音楽ナタリ
ー』2019 年 4 月 29 日 16:37、https://natalie.mu/music/news/329968。 

251 秋元康作詞「今、君を想う」より。 
252 「『はるっぴと咲良に、届きますようにー！』 卒コンであふれた、指原莉乃『ここにいてほしか

った 3 人』への思い」『J-CAST ニュース』2019/4/29 17:14、https://www.j-
cast.com/2019/04/29356561.html?p=all。 

253 兒玉が卒業を発表したのは、６月４日だった（「ＨＫＴ兒玉遥が９日に卒業へ、今後は女優中心に
活動」『日刊スポーツ』2019 年 6 月 4 日 4 時 0 分、
https://www.nikkansports.com/entertainment/akb48/news/201906030000674.html ）。 

254 「AKB 宮脇咲良『さっしーは“時々”かわいい』指原莉乃に辛辣」『NewsWalker』2017/12/08 10:24、
https://news.walkerplus.com/article/130460/。 

http://www.edgeline-tokyo.com/entertainment/30174
https://natalie.mu/music/news/329968
https://www.j-cast.com/2019/04/29356561.html?p=all
https://www.j-cast.com/2019/04/29356561.html?p=all
https://www.nikkansports.com/entertainment/akb48/news/201906030000674.html
https://news.walkerplus.com/article/130460/
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答えてくれたので、「卒業するときに推していて良かったと思ってもらえるアイドル
255」の一人になった。 

 
 山口・菅原・長谷川の卒業発表と指原の卒業の後、5 月になると山口と秋元の関係が良

好なことを山口自身がモバメでファンに知らせ、 
 

事件の対応を巡り運営会社 AKS との溝が大きくなる中、「秋元さんは AKS のトップ

ではないから逆らえないし、何も報告されなくなって、何も知らないらしいんだ。び

っくりだよね。だからコメントするにもコメントできないらしくて」と説明。秋元氏

が一貫して沈黙を貫いていることについて「自己保身のために私のこと都合良く言い

回るのかなと思っていた」が、「私が傷つくようなことは一切しなくて、唯一心配し

てくれたと聞いてます」と報告した。一緒に 18 日に新潟市の専用劇場で卒業公演を行

う長谷川玲奈（18）、菅原りこ（18）のことも含めて心配してくれたとし「秋元さん

には凄く感謝しています。それなのに極悪人だと思っていたことをここでお詫び申し

上げます」とつづった。256 
 

 指原莉乃もそれを裏付け、補足する発言をした。 
 

指原は、ＮＧＴ問題について、グループの総合プロデューサー・秋元康氏（６１）に

相談したことや、秋元氏が人づてに山口に対して励ましの声をかけていたことを明か

した。その上で「会社側がすべて今、勝手に動いてしまっていて、秋元さんに相談も

報告もせずに、ＮＧＴの今後の動きなどを先に発表してしまって」「秋元さんがクリ

エイティブだけのプロデューサーに」と語り、グループの運営会社であるＡＫＳと秋

元氏の対応に温度差があることを指摘した。257 
 
 山口や指原の説明は信頼しうると思われる。というのは、札幌に新グループと公言して

いた秋元は「なぜ、新潟になったのかは知りません」「クリエイティブなことだけを任さ

れています」（注 24 と同じ）と述べていたし、なん J 版相関図では文春相関図と異なっ

て秋元が登場せず、代わりに軍団の被害者としとして乃木坂 46 の橋本奈々未と欅坂 46 の

志田愛佳が挙げられている。志田はいなぷぅに住所がバレたらしく、2017 年 11 月３日に

はストーカー被害を欅坂 46 メッセージで訴え 258、新潟に帰って療養中、2018 年 4 月 24

                                                 
255 山口真帆 2019 年５月 18 日の卒業後初ツイート、5/20 14:38、

https://akbp48.com/tweet/archive/member/山口真帆。 
256「山口真帆 秋元康氏へ感謝『唯一心配してくれた』 事件の真相解明に期待『犯人誰ですか？』」

『Sponichi Annex』2019 年 5 月 3 日 09:35、
https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2019/05/03/kiji/20190503s00041000119000c.html。 

257 「秋元康氏とＡＫＳに“温度差”指原が指摘 ＮＧＴ山口真帆の暴行被害問題」『デイリー』
2019.05.06、https://www.daily.co.jp/gossip/2019/05/06/0012304954.shtml。 

258 「【元欅坂 46】志田愛佳を卒業に追い込んだのは、NGT48 の山口真帆を襲った奴らだったと判
明！！！」『NOGIVIOLA』2019 年 01 月 12 日、http://nogiviola.livedoor.biz/archives/14933776.html（そ
こで引用されているいなぷぅツイートにある紀尾井町の住所は文芸春秋の所在地）。 

https://akbp48.com/tweet/archive/member/%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E7%9C%9F%E5%B8%86
https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2019/05/03/kiji/20190503s00041000119000c.html
https://www.daily.co.jp/gossip/2019/05/06/0012304954.shtml
http://nogiviola.livedoor.biz/archives/14933776.html
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日『週間文春デジタル』と翌日発売の『週刊文春』5 月 3 日・10 日特大号に中学の同級生

と欅坂メンバーの長澤ねるとの夜桜見物をスクープされた直後に休養、キスプリクラまで

暴露され 259、乃木坂欅坂の運営は 6 月 12 日にストーカー被害を公表して出入り禁止処分

にすると警告し 260、志田は 11 月 16 日卒業するに至った。 
 峯岸みなみの丸坊主謝罪に批判が集中して以降、AKB の恋愛禁止は撤回され、乃木坂

欅坂日向坂でも同様と思われるので、文春砲による志田や中井りかなどの恋愛スクープで

メンバーが処分されることはなく、欅坂運営にとって問題は、志田へのストーカー行為で

あったはずだ。2018 年 6 月の乃木坂欅坂ストーカー記事には、「ストーカー行為がエス

カレートし、相手にされないと分かった途端に激高して襲い掛かるなど、最悪のことも想

定すべきだろう。」（注 260 と同じ）と、山口真帆事件を予見するような指摘がある。 
 2018 年 4 月 16 日時点の法人登記記録によると、欅坂がグループとして所属する運営会

社 Seed & Flower 合同会社の「登記上の代表社員は株式会社 Y&N Brothers と株式会社ソニ

ー・ミュージックレーベルズであり、職務執行者はそれぞれ秋元伸介と髙木伸二である。
261」 社名の Y&N Brothers は秋元康・伸介兄弟の意味であり、秋元兄弟が欅坂の運営に

深くかかわっており、彼らは欅坂・乃木坂のストーカー被害への対応の責任者でもあり、

山口真帆事件の半年前、軍団など厄介ファンに対して出禁警告を発していた。そのような

姿勢と NGT 今村の軍団に甘い姿勢とは対照的であり、欅坂乃木坂から遠ざけられた連中

が、厄介を懐柔しようとして優遇する今村 NGT に群がり、山口真帆事件を引き起こした

のではないかいうことを、事件を知った秋元兄弟はすぐに感じただろう。 
 軍団など厄介への対応が秋元兄弟と NGT 運営とでは大きく異なり、文春は NGT 運営や

軍団の一部と癒着しているということが、なんＪ版相関図に表現されていると思われる。

今村が NGT 支配人を事実上解任されると文春は手のひらを返したように今村批判をはじ

めたが、秋元批判では一貫していることから、文春は今村ではなく AKS 上層部と気脈を

通じていたと思われ、AKS 代表取締役社長となった吉成は NGT 設立を巡る意思決定にお

いて秋元兄弟を蚊帳の外に置いて独裁体制を確立したが、山口事件後それがゆらぎはじ

め、NGT を含む AKB の運営について両者は対立を深めていったと思われる。山口のショ

ールームやツイッターによる告発以降の SNS・インターネットでの活躍は、この対立で秋

元兄弟の側に有利に作用し、2019 年 5 月ころから秋元と山口の関係も公表されるように

なったと思われる。 
苦しいなかでこれだけ世論の注目を集め、ホンモノのトップアイドルの域に達した山口

をみすみすよそに手放すのは経営者としてありえない判断だと私は思い、NGT を卒業す

るとはいえ、5 月 25 日に山口の研音への移籍が発表される（注 7 と同じ）まで、AKB 坂

道の他グループに移籍する可能性も残されているのではないかと感じていた。それは実現

しなかったが、山口の他グループへの移籍は実際に検討されていたらしく（注 226 と同

じ）、研音移籍もその文脈で理解できる。 
                                                 
259 「欅坂 46・志田愛佳と地元彼氏のキスプリを文春砲が暴露！ スキャンダルで活動休止中、今後は
卒業・解雇か」『48ers』2018/05/21 UPDATE、http://48ers.info/I0000249。 
260 「乃木坂 46 と欅坂 46 が異例の『ストーカー注意喚起』」2018.06.12 17:30、

https://myjitsu.jp/archives/53898。 
261 https://ja.wikipedia.org/wiki/Seed_%26_Flower。 

http://48ers.info/I0000249
https://myjitsu.jp/archives/53898
https://ja.wikipedia.org/wiki/Seed_%26_Flower


 111 

 まず、山口らの卒業公演を指原と AKS の創業者・窪田康志が極秘視察していたことが

報じられており 262、秋元と連絡をとっている指原、山口や、一度は AKS から完全に退い

ていた窪田も含めて、AKB グループ全体の立て直しが検討されはじめていたことが窺え

る。さらに、NMB はもともと京楽産業と吉本興業が共同出資した KYORAKU 吉本．ホー

ルディングスが運営していたが、2016 年に AKS に譲渡されてメンバーのマネジメントは

吉本の子会社 Showtitle が行うようになっていた。ところが、山口の研音移籍の少しあ

と、6 月 1 日に AKS から KYORAKU 吉本．ホールディングスに NMB 運営が再譲渡され

た 263。 
NMB を吉本とともに傘下に置いた京楽の代表取締役社長・榎本善紀の妻・伊東美咲は

研音所属で、山口の研音移籍も京楽人脈によっていると思われることが指摘されている
264。山口の事件を巡る AKS オーナー社長吉成のやり方があまりに経営者としての見識に

欠けていることが明らかになり、吉成の影響力を弱める動きが、吉成の出身母体である京

楽や、京楽によって AKS から排除された窪田をも巻き込んで進行していると思われる。

山口事件解決が進まず、AKS の収益が下がっただけでなく、吉成が SKE 譲渡資金を投入

してケイブ株購入し暴騰したところで KeyHolder がそれを売り抜けて暴落して元の木阿弥

になった（図 19 上）ため、キャピタルゲインを失った吉成 AKS は資金的にも苦しくなっ

て京楽に泣きつき、NMB を再譲渡してしのぐことになったと思われる。また、これから

の AKB の稼ぎ頭になるかもしれない山口というまたとない人材を吉成はみすみす手放し

たが、京楽の影響下にとどめることに秋元康は尽力し、研音移籍が実現したということだ

ろう。AKS の吉成独裁は事実上終わり、J トラスト、京楽、吉本、秋元兄弟の支えなしに

はたち行かなくなったと思われる。 
2019 年７月１日、AKS はウェッブサイトを開設して、「13 年前にスタートした AKB48

グループは、2019 年現在、国内外あわせて約 650 名のメンバーが所属するまでになりま

した。私どもの成長は、ファンの皆様方をはじめ、多くの方々のご支援の御蔭に他なら

ず、改めて心から感謝申し上げます。／一方で、グループの運営・管理において、皆様に

大変なご心配やご迷惑をお掛けするような事態を招いたことは、成長に見合ったガバナン

スが欠如していたことの表れであり、深く反省致しております。／更にこの先 10 年、20
年と、多くの女性の夢を預かり、メンバーが輝ける場所を提供し続けていく為には、成長

だけではなく、企業として成熟していくことが重要であることを痛感し、社会的な責任を

負える企業になれるよう、運営・管理体制の改善に着手しております。／夢に向かって懸

命に頑張っているメンバーは、我々にとって宝物です。そんなメンバーを応援してくだ

さるファンの方々の期待に応える為にも、メンバーが成長していく過程を安心して応援

して頂ける環境を、全社一丸となって愛情をもって作り続けてまいります。／個性や一

                                                 
262 「指原莉乃が山口真帆の卒業公演“極秘視察”に同伴していた男！ 不祥事で AKS 社長を辞めた秋元

康の盟友といまも…」『LITERA』2019.05.25 09:40、https://lite-ra.com/2019/05/post-4734.html。 
263 「『NMB48』運営を AKS から KYORAKU 吉本へ再譲渡」『SANSPO.COM』2019.6.5 05:02、

https://www.sanspo.com/geino/news/20190605/akb19060505020001-n1.html。 
264 「元ＮＧＴ山口真帆と『研音』結ぶ“ＮＭＢ事情” 騒動めぐりＡＫＳに批判、他グループの運営に

支障か」『zakzak by 夕刊フジ』2019.6.7、https://www.zakzak.co.jp/ent/news/190607/enn1906070008-
n1.html。 

https://lite-ra.com/2019/05/post-4734.html
https://www.sanspo.com/geino/news/20190605/akb19060505020001-n1.html
https://www.zakzak.co.jp/ent/news/190607/enn1906070008-n1.html
https://www.zakzak.co.jp/ent/news/190607/enn1906070008-n1.html
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人ひとりの価値観が尊重され、多様な楽しみ方が激しいスピードで生まれる時代にあっ

て、常に新しい驚きや喜びを感じて頂き、『会いに行けるアイドル』という原点の魅力

を損なうことなく、ファンとメンバーとの幸せな距離感を見守ることのできる強く優し

いエンターテイメント企業になれるよう、日々精進して参ります」という代表取締役社

長吉成夏子のご挨拶を載せ、吉成以外の重役を一新した役員一覧を発表した 265。 
このことに関して、『日本経済新聞 電子版』は次のように報じた。 
 

アイドルグループ、AKB48 などの運営会社が独立系ベンチャーキャピタル（VC）の

B ダッシュベンチャーズ（東京・港）から出資を受けた。  
2018 年に AKB の姉妹グループに所属するメンバーがファンから暴行を受ける問題が

起きており、VC の協力を得て安全管理を強化。海外展開やインターネット事業の拡充

で収益性を高める。  
運営会社の AKS（東京・千代田）に B ダッシュ傘下のファンドが出資した。出資規

模は非公表だが、10 億円未満とみられる。AKS の取締役は 1 人を除いて全員が退任

し、B ダッシュの渡辺洋行社長と、旧ジャスダック証券取引所でコンプライアンス委員

長を務めた佐藤明夫弁護士が取締役に就く。（中略） 
AKS の収益は現在、劇場のチケット販売やファンクラブの会費が中心だが、今後は

ネット事業にも注力する方針だ。こうした分野で助言を得るため、LINE の舛田淳取締

役やヤフーの宮沢弦常務執行役員らをアドバイザー役として起用する。海外事業の強

化とネット活用の加速により収益性を高め、5 年以内の新規株式公開（IPO）を目指

す。266 
 
これに対して種々な反応があるが、「社長が 100％からどれくらい減ったんだ？／その

うち追い出せるのか？」267というコメントは、鋭い指摘だろう。SKE が 30 億円で売却さ

れたことをもとに考えれば、AKS の実質価値は NGT 問題の混乱で買いたたかれるとして

                                                 
265 「ご挨拶」2019 年 7 月 1 日、https://aks-corp.com/message.html、「役員一覧」2019 年 7 月 1 日、

https://aks-corp.com/index.html#bod。 
266 「AKB48 の運営会社に出資 B ダッシュ」『日本経済新聞 電子版』2019/7/1 0:00、

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46780520Q9A630C1TJC000/。 
267 『【速報】 AKB48 運営会社 AKS さん 「今後はネット事業に注力、5 年以内に上場を目指す」ｗ

ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ』>>28、47 の素敵な(千葉県)2019/07/01(月) 01:39:19.34、
https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/akb/1561911716/。このような角度からの論説として、吉川圭一
［2019］「泥沼ＮＧＴ騒動が水を差す、ＡＫＢ『紅白世界選抜ＳＰ』と東京五輪」『iRONNA』
2019/12/25、https://ironna.jp/article/14028/amp を挙げることができる。吉川が代表を勤める政策コン
サルタント事務所 GII のブログ（吉川執筆と思われる）によれば、より広い見地から俯瞰すると
NGT 騒動、ジャニーズ騒動、吉本騒動とカジノ誘致汚職にはつながりがあり、山口真帆、秋元康、
研音、元ジャニーズ有志や吉本芸人有志を日本財団が支えて吉成 AKS 代表取締役社長と対立してい
る「クールジャパン戦略と AKB 令和維新」『GII REPORT』 2019-07-23 23:45:40、その後加筆訂正、
2020 年１月１３日閲覧、https://ameblo.jp/gii-report/entry-12497216275.html、「泥沼ＮＧＴ騒動が水を
差す、ＡＫＢ『紅白世界選抜ＳＰ』と東京五輪（「iRONNA」掲載＋資料）」同、2019-12-27 
17:40:06、https://ameblo.jp/gii-report/entry-12562614118.html、「AKB 新潟騒動と秋元司事件は、第二の
ロッキード事件になるか？」同、2020-01-06 00:25:14、https://ameblo.jp/gii-report/entry-
12564909486.html。 

https://aks-corp.com/message.html
https://aks-corp.com/index.html#bod
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46780520Q9A630C1TJC000/
https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/akb/1561911716/
https://ironna.jp/article/14028/amp
https://ameblo.jp/gii-report/entry-12497216275.html
https://ameblo.jp/gii-report/entry-12562614118.html
https://ameblo.jp/gii-report/entry-12564909486.html
https://ameblo.jp/gii-report/entry-12564909486.html
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もそれ以下ということはなく、10 億円未満が B ダッシュの保有株になったとしても、3
分の 2 以上はオーナー社長吉成が確保していると思われる 268。 
同じ 7 月 1 日、NGT Official Site の News に「お知らせご報告」が掲載された 269。この

内容について要約して検討することは控えるが、『第三者報告』の提言に沿った既定路線

の上にあり、同報告書そのものに寄せられたさまざまな批判に答えるものとは言い難いよ

うに思われ、NGT に関する決定権は吉成が握っているような印象を私は受けた。このこ

とは、その前後に起こったことからも推測できる。 
山口の卒業公演につけたコメントを加藤美南が誤爆したのに対して運営が打ち出した、

加藤の研究生降格やメンバー全員の SNS 使用停止は行きすぎだという批判があった。宮

脇咲良の「ぱんっぱん」誤爆事件 270はファンの間で有名だが、宮脇には何の処分もなか

ったことが引き合いにだされた。こういう誤爆はそれに対するファンの批判そのものが制

裁になっているので、運営が改めて処分する必要はないということであれば、誤爆後の加

藤は宮脇のときと比べものにならないくらい散々批判された。それにもかかわらず、とい

うより、むしろ、散々批判され NGT の評判をさらに落としたからこそ処分されたのであ

ろう。そうだとすれば、山口真帆に対する運営の対応、とくに軍団との密接な繋がりが噂

にすぎないとは断定し難いメンバーに何のお咎めもないことが各方面から厳しく批判され

て NGT の評判は地に堕ちていたのであり、加藤の誤爆そのものの NGT のイメージに対す

る打撃はたいしたことではない。吉成が犯罪被害者の山口に「会社を攻撃する加害者」と

言ったことが事実であれば（注 238 と同じ）、加藤の誤爆と比べものにならず、そのパワ

ハラ発言だけで代表取締役社長の座を降りるべきだろう。 
このように、事件関与を疑われるメンバー（『第三者報告書』の A, B, C）に対しては

手厚く保護しながら、世間の批判を浴びた今村悦朗 NGT 劇場支配人や細井宏隆 AKB 劇

場支配人に対しては自己弁護の機会も与えず即決で処分するという傾向は、山口卒業発表

後の KeyHolder 株価暴落にもかかわらず、加藤美南旧チーム NIII キャプテン誤爆処分で

再現された。吉成がそのような厳しい即決処分をするのは、オーナー社長吉成自身の責任

に帰する問題にもかかわらず責任転嫁しようという自己投影の心理が働いているからでは

なかろうか。 
７月 18 日には事件直後山口のもとに駆け付けて山口を支え続けたことで知られている

村雲颯香が卒業を発表し、「今の NGT48 には変わらなくてはいけない部分もたくさんあ

ると思っています。そしてグループが変わっていくことは決して簡単ではないと、この数

ヶ月間で身に染みて分かりました。271」と述べた。 

                                                 
268「少し経って出てきた情報では、B ダッシュ社その他は 3000 万円しか AKS に資本注入していな
い。しかも、それで増資された株式は５株。吉成氏は 1000 万円分の 1000 株を持ったままなので、
未だ吉成氏の持分は 99％である」（前注の「クールジャパン戦略と AKB 令和維新」）とされている
が、10 億円未満と 3000 万円は形式的には矛盾しないが両立しがたい情報と思われる。 

269 https://ngt48.jp/news/detail/100003326。 
270 「HKT48 宮脇咲良の『ぱんっぱん事件』とは？ Twitter 裏垢誤爆事件の詳細を振り返る」『48ers』

2017/12/29 UPDATE、http://48ers.info/I0000012。 
271 「【村雲颯香 NGT48 卒業コメント全文】「今の NGT48 には変わらなくてはいけない部分もたくさん

ある」『SponichiAnnex』2019 年 7 月 18 日 17:30、
https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2019/07/18/kiji/20190718s00041000270000c.html。 

https://ngt48.jp/news/detail/100003326
http://48ers.info/I0000012
https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2019/07/18/kiji/20190718s00041000270000c.html
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７月 22 日には、半年ぶりとなる AKB の 56th シングル『サステナブル』の発売と選抜

メンバーが発表され、55th シングル『じわる DAYS』（2019 年３月 13 日、１位、130.9
万枚）で選抜されたが、同曲で最初にテレビ出演した際批判にさらされ、テレビ東京音楽

祭では出演告知に非難が殺到して出演とりやめとなった荻野由佳と中井りか 272に代わっ

て、NGT からは唯一、本間日陽が選抜された。中井と荻野を選出すれば炎上することは

目に見えているので、本間が選ばれたのは理に適っているが、そういう AKB 本店支店全

体への配慮の必要性がどれだけ吉成の権力を制約しているのかは、これだけでは分からな

い。 
8 月 1 日早朝に山口真帆の写真集発売決定が発表され 273、この日の午後、TOKYO 

IDOL FESTIVAL（TIF）に 8 月 3 日（2 日目）の 9:10 分から、前座の扱いで NGT が出

演すると発表された 274。山口の写真集発売が先に発表されているので、山口支持の人た

ちの関心がそれに向けられて祝祭モードになっているところで、NGT が前座扱いで TIF
に出演して活動再開するというのは、批判を最小限にとどめる効果を狙ったものと言える

が、それでも山口のニュースにかぶせてきたという批判が少なからずあり、その多くは問

題が根本的には何も解決していないなかでなし崩し的に NGT の活動を再開することへの

批判でもあった。私は、山口の写真集発売決定というおめでたい出来事でいわば恩赦が出

るような甘い話ではなく、解雇や卒業勧告といった重い処分を求める声は少なくなるにし

ろ、事件関与疑惑のある成人メンバー太野と西潟については、不関与であるという明白な

証拠が挙がらない限り半年から 1 年程度活動を自粛することで他のメンバーと差異化する

くらいのことはしなければ、世間の批判は収まらないだろうという印象を受けた。 
8 月 10 日、NGT 劇場公演再開が発表されたが、やはりなし崩し的な再開に対する批判

や、「村雲颯香と一緒に舞台に立ちたいというメンバーの思いを尊重した」という早川劇

場支配人の説明 275に対する批判が殺到した 276。山口の写真集や村雲の卒業公演を出汁に

NGT の活動を崩し的に既成事実化してゆくことに対する世論の抵抗感は強い。翌 8 月 11
日には、11 月に博多座で AKB と国内姉妹グループが『仁義なき戦い』を上演すると発表

され、キャストのなかに NGT メンバーも含まれていた。NGT 劇場再開と『仁義なき戦

い』上演の発表を挟む 8 月 9 日（金）から 13 日（火）に KeyHolder の株価が約 10％下落

し、山口真帆卒業発表直後以来の目立った落ち込みとなった(図 19 下)。このような株式

市場の評価は、吉成の発言力の更なる低下をもたらすことになると思われ、それとともに

5 年後の AKS 株式上場を目指した動きも本格化してゆくことを期待したい。 

                                                 
272 「【テレ東音楽祭 2019】NGT48 を排除したテレ東に絶賛の声！！！（キャプチャー画像あり）

【AKB48 出演】」『AKB48 タイムズ（AKB48 まとめ）』2019 年 06 月 27 日 19:59、
http://akb48taimuzu.livedoor.biz/archives/55505684.html。 

273 「山口真帆、24 歳誕生日に初写真集“新たな出発の第一歩” 公式サイト&FC 開設も発表」『ORICON 
NEWS』2019-08-01 05:00、
https://www.oricon.co.jp/news/2141314/full/?utm_source=Twitter&utm_medium=social&ref_cd=jstw003。 

274 「ＮＧＴ『ＴＩＦ』出演へ 騒動後外部イベント初出演」『日刊スポーツ』2019 年 8 月 1 日 17 時
20 分、https://www.nikkansports.com/entertainment/akb48/news/201908010000455.html。 

275 「ＮＧＴ４８、１８日から公演再開 ７カ月ぶりに通常体制に」『新潟新報モア』2019/08/10 
08:59、https://www.niigata-nippo.co.jp/entame/kennai/ngt48/20190810488124.html。 

276 「『NGT48』公演再開も“その理由”に批判続出『言い訳がヒドい…』」『まいじつ』2019.08.15 
07:31、https://myjitsu.jp/archives/91750。 

http://akb48taimuzu.livedoor.biz/archives/55505684.html
https://www.oricon.co.jp/news/2141314/full/?utm_source=Twitter&utm_medium=social&ref_cd=jstw003
https://www.nikkansports.com/entertainment/akb48/news/201908010000455.html
https://www.niigata-nippo.co.jp/entame/kennai/ngt48/20190810488124.html
https://myjitsu.jp/archives/91750
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【ⅸ】仏の顔は３度まで、たこ焼きの顔は９度まで 

山口真帆が卒業移籍後はじめてメディアに登場した 2019 年８月 27 日 277に照準を合わ

せたかのように、山口と実行犯笠井との繋がりを笠井自身が民事裁判で主張していると

AKS 吉成社長が NGT 保護者会で話したという文春（注 120 と同じ）報道があり、山口に

対するセカンドレイプとも非難されるようなネガティブキャンペーンを社長自らがするこ

とによって、被害者としての山口の気持ちを全く理解しない対応を社長自らが繰り返して

きたことも隠しようがなくなり、その内容についてネットでの集中砲火的な批判が起こっ

た。山口自身も、民事裁判の被告が運営に接触し、結託して馴合訴訟しようと画策してい

ることを AKS の人から聞いたと、インスタストーリーで述べた（図 20 下）。 
10 月 30 日には、被告が証拠として裁判所に提出した写真が、被告と山口はお互いの部

屋番号を知っていることを意味していると、『スポニチ』が写真入りで公開し（図 20 上

左）、それに対して山口は即座に 
 
スポニチさんが名誉毀損すぎるのでもう関わりたくないけど言わせてもらいます。フ

ァンの方はご存知の通りイベント写真会はリクエストされたポーズをします。それを

カメラ目線でやるので相手が何のポーズしているかもほぼ分かりません。AKB 新聞や

ってて写真会の仕組みも分かっているはずなのに酷すぎる 
午前 7:27 · 2019 年 10 月 30 日·Twitter for iPhone 
 
独占入手って昨日の裁判資料？横流ししてもらった以外何があるんだろう？ 
襲われたら会社に謝されて、メンバーには SNS で嫌がらせされて、辞めてからは他の

メンバーがやってたことを私のせいにされて。こんな会社ある？ 
犯人との私的交流は現メンバーが認めてるのに。出してないけどその音声もあります 
午前 8:16 · 2019 年 10 月 30 日·Twitter for iPhone278 
 

と反論ツイートをし、インスタストーリーを公表した。 
   

                                                 
277 「山口真帆『女優目指して頑張る』 ＮＧＴ卒業後初のメディア登場」『iza』2019.8.28 07:53、

http://www.iza.ne.jp/kiji/entertainments/news/190828/ent19082807530010-n1.html。 
278 https://twitter.com/maho_yamaguchi/status/1189307747273269250、

https://twitter.com/maho_yamaguchi/status/1189320193669029890。 

http://www.iza.ne.jp/kiji/entertainments/news/190828/ent19082807530010-n1.html
https://twitter.com/maho_yamaguchi/status/1189307747273269250
https://twitter.com/maho_yamaguchi/status/1189320193669029890
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図 20 スポニチに流出した「証拠」写真と、山口真帆の反論インスタストーリー 

上左：「山口真帆〝つながり〟証拠写真入手」『スポニチ』2019 年 10 月 30 日 
上右と下：山口真帆『インスタストーリー 仏の顔何度あっただろう？』 
出所： https://www.instagram.com/yamaguchimaho_official/、2019 年 10 月 30 日（公表期

間は 24 時間、以下などにスクリーンショットが保存されている。「【NGT48】山口

真帆さん、インスタストーリーでも反撃！カウンター攻撃が強すぎるｗｗｗ」『地

下帝国 AKB48 まとめ』2019/10/31 05:03、
http://chikakb.ldblog.jp/archives/56026615.html、下は明暗反転 

https://www.instagram.com/yamaguchimaho_official/
http://chikakb.ldblog.jp/archives/56026615.html
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AKS はスポニチ掲載記事についてその日のうちに「弊社は本日の記事には全く関知し

ておりません。掲載されている写真につきましても、弊社から提供した事実はございませ

ん」とコメントした 279が、裁判に証拠として写真を提出した笠井は 2019 年 11 月４日、

ぶんとくのショールームに登場し、写真をスポニチに横流ししたのは自分ではない、「Ａ

ＫＳ方に何でこれがこういうことになってるのかっていうの、抗議はしました」と述べ

て、笠井と AKS のどちがかが嘘をついていることを印象づけ、従来名前が挙がってこな

かった NGT メンバーも含めて十何人が事件に何らかの形で関係しているため警察に呼ば

れた、民事裁判では暴行はしていないと主張していたが、「単純にストーカーだったら、

まあ、こんな話にはなっていないという…。単純にストーカーって大西っちゃんみたいな

普通に被害者とタイマンで、裁判が進む人」と述べて自分は単純ではないがストーカーだ

と自覚していることを明らかにして「悪質じゃなかったって言うわけじゃないですけど」

「再犯する人って、よっぽど追いつめられてるというか、何かがあるんだろうなって感じ

ですかね。非常に反省しました、勾留中」と述べて、悪事のため拘留されたことを認め、

「AKS が今回の裁判で矛先を山口さんに向けているように思うのですが、どう感じてい

ますか」との問いに「今回の話って、どっちも正しいみたいなことってあり得ないんで、

AKS の立場からしたら、誰か間違ってる人っていうのを NGT の現メンバー以外で作るっ

ていうのはあるんじゃないですかね…ただこっちにそういう意図はないす、別に」と、

AKS が山口を悪者に仕立てているが自分はそれに同調していないとし、28 分の記録ファ

イルの最後のほうでは、何度も山口とは付き合っていないと強調した 280。山口がインス

タストーリーの最後で「お金請求されたら私のせいにして運営と結託して免れようとして

るの怖すぎ[保護者会の音声で裁判前に運営と接触したの確認済みだし、AKS の人から聞

いた]」と書いたことを意識し、AKS との馴合訴訟に持ち込むことをやめて AKS との対決

姿勢を鮮明にし、山口の許しを請うているような印象を与えるものであった。 
インスタストーリーは、仏の顔も 3 度までだが、たこやきの顔の山口真帆は 9 度まで

許すことを示唆したうえで、笠井の悪事を 9 つまで数えたのでもう後がないぞと警告して

いるものと思われ、笠井はこれを見て悔悟の念を起こし、AKS との馴合訴訟をやめよう

と思ったのではなかろうか。 
濱野智史は自著『前田敦子はキリストを超えた──〈宗教〉としての AKB48』のなか

で、「……筆者はいま驚いている。あのぱるるに『認識』されているということが、これ

ほどまでに自分の内面を律しうるということに。ぱるるに知られているのだから、正しく

                                                 
279 「ＡＫＳ 山口真帆“つながり証拠写真”提供を否定『全く関知しておりません』」『東スポ Web』

2019 年 10 月 30 日 15 時 58 分、https://www.tokyo-sports.co.jp/entame/akb/1604121/。 
280 「【まとめ】NGT 裁判、笠井さんがショールームで話したこと、5 ちゃん全文がこちら NAME 笠

井 SR テキスト(東京都)さん」『ヤバイ！ニュース(・∀・)』2019 年 11 月 12 日、http://www.jikenjiko-
hukabori.com/article/471483309.html。大西とは、AKB 元メンバーにつきまとってストーカー規制法違
反で有罪判決を受けた大西秀宜のことである（「元ＡＫＢストーカーに猶予判決 ４３歳男、東京地
裁」『THE SANKEI NEWS』2019.1.31 11:41、
https://www.sankei.com/affairs/news/190131/afr1901310010-n1.html ） 

 

https://www.tokyo-sports.co.jp/entame/akb/1604121/
http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/471483309.html
http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/471483309.html
https://www.sankei.com/affairs/news/190131/afr1901310010-n1.html
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生きなければならなぬ。そうした思いが強く溢れてくるのだ」と述べた 281が、仏を超え

たたこ焼きの顔の山口も、笠井に正しく生きるよう導きはじめたのだろうか？ 
 

結論 

以上、AKS の吉成独裁体制成立と軌を一にして新たに設立されたアイドルグループであ

る NGT を不正に優遇するような投票が、的を得た批判を受けないまま放任されてきた結

果、不正投票システムに巻き込まれた経営者、軍団のような厄介ファンやメンバーの問題

行動を誘発し、それらの相乗効果としてついには山口真帆襲撃事件を引き起こし、事件へ

の対応を巡ってAKSが自らの首を絞めるような選択をし続けたことを、諸主体の動機付け
インセンティブ

を重視しつつ、径路依存的な累積的変化として描いたものであり、経済学のなかでは他分

野との学際的なアプローチを特色とする歴史制度分析として位置づけられるだろう。 
NGT やそのメンバーに柱王が大量の票を投じているらしいという噂が広まったたけで、

票をえさに NGT メンバーにサービスや情報の供与を持ちかけることに道徳的な抵抗を感

じないファンは誰しも柱王になりすまそうとするだろう。2013 年以降の総選挙では、総選

挙投票券と個別握手券が同梱されている劇場版 CD を大量に買って握手券をまとめ出しす

るファンは、投票券をオークションで売って資金を８割方回収していると疑われるように

なり、そのことを知っているメンバーもまとめ出しするファンは自分に投票していないだ

ろうからと軽くあしらっていたと思われる。また、太オタ（太客のオタク）が大量票をえ

さにメンバーに近づこうとするのを阻止するという効果もあるため、指原莉乃ファンの指

原会が集票組織にもなっていたなど、推しメンのファンが多数結集して票集めをしていた。

しかし、大量票を管理するという NGT の不正投票システムは、柱王票行使権の一部を得た

者や柱王になりすました者がメンバーにサービスや情報の供与を持ちかける誘因を与える

という欠陥システムであり、軍団のような厄介ファンやその誘いに乗ったメンバーに個人

としての道義的責任がないとは言えないが、反道義的行動を誘発するような不正投票シス

テムを構築した NGT 運営、最終的には経営陣トップで 100％株主でもあった AKS 代表取

締役社長の責任が大きいであろう。このようなシステムは、NGT が大都会とは言えない中

規模都市のグループであることとほとんど関係がないことは、首都圏の AKB、関西圏の

NMB や中京圏の SKE のような大都市部でも同様の不正投票システムを構築すれば同じよ

うな問題が規模を拡大して生じることから明らかであろう。また、世界最大の都市である

首都圏の乃木坂・欅坂でもストーカーがメンバーの住所を特定してメンバーに迷惑を及ぼ

すことがあるので、新潟という地域的特性を問題にするのは見当違いである。 
『第三者報告』には「握手会において、『まとめだし』により得られた会話の機会を利

用してメンバーに対して、総選挙での大量投票を約束する、（実名を挙げて）他のメンバ

ーもファンとつながっているから大丈夫等と、言葉巧みにメンバーとの『つながり』を求

めたり、インスタグラムやツイッターでのダイレクトメールを要求する方法により『つな

がり』を求めたりする者が存在する。」（19 頁）とあるが、2017 年総選挙速報後のいなぷ

                                                 
281 濱野智史［2012］『前田敦子はキリストを超えた──〈宗教〉としての AKB48』筑摩書房（ちくま

新書）、203 頁。ぱるるとは AKB48 のメンバーだった島崎遥香のことであり、握手会などでの塩対
応で有名になった。 
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ぅの一連のツイートは、大量票を餌につながりを募集し、DM を求めており、2018 年総選

挙においては、不正投票システムとは無関係の人でも柱王になりすまして、過去の投票で

不正票を多く得ていたメンバーの名を挙げ、大量投票を示唆することができたというよう

に、問題の根本はリクアワや総選挙における NGT の不正票を餌にファンがつながりを求

め、それに応じるメンバーとそれを拒否するメンバーに分かれ、拒否するメンバーには荻

野に対する誘拐未遂や山口に対する自宅侵入襲撃などが敢行されたということである。 
『第三者報告』は、A が丙に山口とＥがバスに乗っているかどうか漏らしたこともメン

バーとファンのつながりを問題視する理由の一つに挙げているが、丙がファンでなく単に

丙の妹がＡと仲間のメンバー（この噂は事実無根だったらしいが）で丙の自宅に A がしば

しば訪れていたとしても同様の問題が起こりえるのであり、メンバーの安全を脅かしかね

ない情報を漏らしたことそれ自体を問題とすべきであり、Ａがファンとつながりがあるか

否かとは別の問題だ。 
また、握手会に参加するガチ恋系のファンはメンバーの認知を得てできれば付き合いた

いと思っており、そうなる可能性が皆無ならば AKB 坂道のファンやＣＤの売上はかなり

減るのではなかろうか。実際、恋愛禁止などない AKB 坂道ではメンバー自身が気に入った

ファンとなら「別につきあってもいいじゃん！」ということになり、須藤凜々花や中井り

かはその可能性がゼロではないことを実証する例として歓迎され、ガチ恋系のファンはそ

の可能性に賭けて多額の出費をしている。 
メンバーが一般ファンのなかから友人や恋人を選ぶ権利を私的領域でのつながりを禁

止することによって奪うのは基本的人権の侵害である。それだけでなく、柱王やそのなり

すましの問題を引き起こす不正投票システムに踏み込むことなく、ファンとの私的領域で

のつながり一般を禁止することで問題を解決しようとするのはおかしい。ストーカー問題

とは、ファンの側がつながりを求め、メンバーの側はそのファンが求めてくること、とく

に求めるやり方が常軌を逸していることを嫌うということであり、双方合意の上でつなが

っているかぎりストーカー問題は生じない。ストーカー行為を禁じればよいだけのことで

ある。 
深刻なストーカー問題をかかえている乃木坂、欅坂や NGT 以外の AKB グループで NGT

のような問題が起こらないのは、それらにメンバーとファンとの私的領域での接触がない

か、相対的に少ないからではなく（いずれのグループでも少なからずあるのが実態であろ

う）、それらには柱王やなりすましがいないからであり、NGT 問題の責任は究極的には柱

王やなりすましを生み出す不正投票システムを採用した AKS である。 
『第三者報告』の問題は不正投票システムの問題に踏み込まず、その代わりに新潟の地

域的特性やメンバーとファンとの私的領域での接触という、NGT の病理の本質とは無関係

な問題を強調して、それらへの対策を AKS に提言していることであり、その結果、出費の

嵩む無意味な対策をとることと引き換えに AKS が責任回避をする手段になっている。その

ような対策の費用もチケットなどの価格値上げや質の低下を通してファンが負担させられ

る。 
2017 年と 2018 年の総選挙速報における NGT 票の多く、とりわけ荻野由佳への５万を

超える投票の大部分は、短時間のうちに多数のアカウントからモバイル票を一斉に投票す
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ることによってなされた可能性がかなり高く、運営自身が加算していたとすればアカウン

トを仮装売買していたとも解せる。 
2020 年２月 29 日に行われる第 30 回マイナビ東京ガールズコレクションにおいて「蜷

川実花×AKB48 グループスペシャルコラボステージ」が行われることになり、年齢別の５

枠それぞれから３名の出場者を選抜するためショールームで出演権獲得イベントが行われ

た際、NGT は研究生の出場を辞退させ、22 歳以上枠の中井りかが４位で出場権を得られ

なかった翌日には清司麗菜が急に仕事が入ったため出場を辞退し、研究生や清司に回るは

ずだった NGT の軍資金が 20〜21 歳枠の荻野由佳に集中投下されただけでなく、荻野ポイ

ントは大量の資金を一人が一括管理していることを示すような変動を示し、終了間際に４

位から２位に上昇したことから、運営が大量の資金を一括管理して荻野を支援しており、

柱王の正体は運営であることの有力な証拠になった 282。12 月 20 日になって、翌年１月の

TOKYO DOME CITY HALL での NGT 公演の選抜メンバーを決める合宿が同月 16 日〜19
日に行われ「ダンスと歌唱の厳しい指導と選考を行」い、山口派安心安全７のひとり高橋

七実は TGC のショールームイベント 18〜19 歳枠に参加するため合宿を辞退した結果選抜

対象にならなかったことが公表され、ショールームで「まほさんりったん〔菅原りこ〕さ

んれなぽん〔長谷川玲奈〕さんもふ〔村雲颯香〕さんの様な」強く優しく凛とした人が理

想の女性像だと語り、20 歳枠で５位だった本間日陽を上回るポイントを得た 283。TGC 公

演選抜合宿の日程が急に決まり、合宿と TGC の日程が重なって二者択一を迫られたメン

バーは髙橋を除いて TGC を辞退したと思われるが、メンバーのモバメによると 16 日は自

宅で自主トレをしており、キャプテンの角ゆりあも「今回は、17 日～19 日に行われた 3
日間の合宿を通して選出されました」と書いたので 16 日からの４日間というのは運営の

ウソだと発覚し、荻野は 16、17 日には合宿に参加せず都内にいたことを自身でツイート

しため合宿による選抜にも荻野優遇があったことまで発覚した 284。さらに、TDC の公演

の選抜に落ちた中村歩加はモバメで、ダンスや歌唱の実力の差はなく身長や雰囲気で選ば

れたと書いたため、選考のための合宿ではなかったことが露見して炎上し、中村は２月は

じめに山口・菅原・長谷川・村雲とともにツイッターのプロフから NGT 表記を消し、

                                                 
282 https://twitter.com/vyc13162/status/1206741449900879872、午前 10:02 · 2019年 12 月 17日〜

https://twitter.com/vyc13162/status/1207697832401985537、午前 1:22 · 2019 年 12月 20日（連
続ツイート）、「【悲報】TGC イベントを終えた NGT 荻野由佳さんのツイッターフォロワー数がク
ッソやばいことに wwwwwww」『ヤバイ！ニュース(・∀・)』2019 年 12 月 17 日、
http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/472707500.html。 

283 「2020 年 1月 TDC ホール／NGT48選抜メンバーコンサートチケット先行発売のご案内」2019-
12-20 21:00:00 、https://ameblo.jp/akihabara48/entry-12561116164.html、「【TGCイベント】
NGT 高橋七美さん『理想の女性は山口・菅原・長谷川・村雲』本間日陽を抜いてきた 
wwwwwwwwwwwwwwwwwww」『ヤバイ！ニュース(・∀・)』2019 年 12 月 22 日、
http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/472766990.html。 

284「【悲報】NGT48、TDC選抜、辻褄合わせの嘘がまたバレて炎上 
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww」『ヤバイ！ニュース(・∀・)』2019年 12 月 21日、
http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/472754140.html、「【速報】事務所メンの荻野由佳さん、
NGT TDC 選抜の合宿中に遊びまくっていることが判明 wwwwwwwwwwwwwwwwwww」『ヤバイ！
ニュース(・∀・)』2019 年 12月 21 日、http://www.jikenjiko-
hukabori.com/article/472753522.html。 

https://twitter.com/vyc13162/status/1206741449900879872
https://twitter.com/vyc13162/status/1207697832401985537
http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/472707500.html
https://ameblo.jp/akihabara48/entry-12561116164.html
http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/472766990.html
http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/472754140.html
http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/472753522.html
http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/472753522.html
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TGC イベントで運営がゴリ推しする荻野と同じ 20 歳枠に出場したため反抗的とされたの

ではないかと評された 285。 
他方、ソウル歌謡大賞においては、無料で投票用アカウントを作成できるが、

PRODUCE48 からデビューした IZ*ONE に短時間のうちに多数のアカウントを作成して投

票したという不正が 2019 年 12 月 18 日に公表され、韓流特別賞 753,708 票と人気賞

110,109 票を削除のうえアカウントも強制退会させられた 286。「『IZ*ONE』を困らせる

ためのアンチファンが行ったのか、それとも『IZ*ONE』がカムバックしてほしくてこの

ような不正な方法を使ったのかは分からない 287」という見方があるものの、外国人向け

韓流サイトで “Ahead of the 2020 Seoul Music Awards, the awards show recently made an 
announcement reporting IZ*ONE fans for using abnormal methods during the voting process.288”
と紹介されているように、IZ*ONE ファンの不正投票と多くの人は受け取ったようであ

り、いずれにせよ、2017、2018 年の総選挙速報にあらわれた NGT の不正を模倣したもの

と思われる。 
 2017 年と 2018 年のリクアワや総選挙における NGT 票を巡る不正の追及がおざなりに

されてきたため、山口真帆襲撃事件後も NGT や AKS がらみで不正が続いているように思

われる。 
 
追記 

 2020 年 1 月 20 日夜、AKB、HKT、NGT が AKS から独立してそれぞれ新会社を設立

し、AKS は海外事業を担当して社名をヴァーナロッサムに変更することが発表された
289。NGT はもともと地元財界の支援に頼っていたが、それが事件後激減し、回復する見

込みもないなかで NGT を独立させるということは、NGT という不採算部門の清算に着手

する決定だと受け取られた。それまでは AKB グループ全体に対する世間の評価を下げて

まで山口真帆を貶めて NGT を守ろうとしてきた吉成 AKS が一転してそのような決定を下

すに至った経緯は以下のようにまとめられよう。 
 研音移籍後の山口に対する執拗なネガティブ・キャンペーンは女優としてのデビューを

妨害することを目的の 1 つとしていたと思われるが、アンチ山口派だった『Business 

                                                 
285 「【悲報】NGT48 TDC選抜、選考基準がめちゃくちゃ、合宿の必要性ゼロで大炎上 

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww」『ヤバイ！ニュース(・∀・)』2019 年 12 月 23 日、
http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/472774143.html、
https://twitter.com/vyc13162/status/1208936696265338880、午前 11:25 · 2019 年 12 月 23 日。 

286 “Notice about handling of abnormal voting by specific artist,” HIGH 1 SEOUL MUSIC AWARDS, 
2019.12.18, https://www.seoulmusicawards.com/notice_detail.html?id=10.  

287 broccoli [2019]「2019 ソウル歌謡大賞、不正投票した IZ*ONEファンの票はすべて削除！こんな
時期に？」『Clip K-POP』2019年 12 月 18 日、https://www.clipkpop.com/gossip/2019 ソウル歌謡
大賞、不正投票した izone ファンの票はす/。 

288 “Seoul Music Awards Exposes IZ*ONE Fandom for Cheating on the Voting App: Abnormal voting 
methods were detected amongst IZ*ONE fans,” KOREABOO, December 18th, 2019, 
https://www.koreaboo.com/news/seoul-music-awards-izone-fans-cheating-abnormal-votes/. 

289「AKB、NGT、HKTが独立 春に新会社設立 AKS がマネジメント事業撤退」『Sponichi Annex』
2020年 1 月 20 日 21:30、
https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2020/01/20/kiji/20200120s00041000291000c.html
。 

http://www.jikenjiko-hukabori.com/article/472774143.html
https://twitter.com/vyc13162/status/1208936696265338880
https://www.seoulmusicawards.com/notice_detail.html?id=10
https://www.clipkpop.com/gossip/2019%E3%82%BD%E3%82%A6%E3%83%AB%E6%AD%8C%E8%AC%A1%E5%A4%A7%E8%B3%9E%E3%80%81%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E6%8A%95%E7%A5%A8%E3%81%97%E3%81%9Fizone%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%81%AE%E7%A5%A8%E3%81%AF%E3%81%99/
https://www.clipkpop.com/gossip/2019%E3%82%BD%E3%82%A6%E3%83%AB%E6%AD%8C%E8%AC%A1%E5%A4%A7%E8%B3%9E%E3%80%81%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E6%8A%95%E7%A5%A8%E3%81%97%E3%81%9Fizone%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%81%AE%E7%A5%A8%E3%81%AF%E3%81%99/
https://www.koreaboo.com/news/seoul-music-awards-izone-fans-cheating-abnormal-votes/
https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2020/01/20/kiji/20200120s00041000291000c.html
https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2020/01/20/kiji/20200120s00041000291000c.html
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Journal』が山口擁護派として知られてきた『WEZZY』の記事を載せた 290のに続き、ネガ

キャン陣営だった『日刊大衆』でいちはやく山口が 1 月 12 日放映の『シロでもクロでも

ない世界でパンダは笑う』第一話にゲスト出演するというニュースが公表されたように
291、マスコミにおけるアンチ山口派は山口の女優デビューが確定したことから崩れはじめ

た。 
 他方、NTT ドコモは１月８日に【d ポイント×AKB48 グループ】新ユニットライブご

招待キャンペーンをはじめたが、１月 16 日以降、AKB グループのなかに NGT も明示し

ていることに対する批判とドコモ解約運動が巻き起こっただけでなく、GODIVA が日本

上陸 48 周年キャンペーン・イベントを AKB、NMB、HKT と行うことを 1 月 15 日に告知

すると、はじめは NGT がないことを評価するコメントもあったが、AKB、HKT の運営会

社 AKS の吉成社長批判が大勢を占めてバレンタイン商戦の時期に GODIVA 不買運動がは

じまり、18 日〜20 日にはこれらの話題を扱うスレッドが 5 ちゃんねるに立った 292。 
 さらに、1 月 19 日には『文春オンライン』で、2019 年 12 月 20 日に指原莉乃がプロデ

ュースするアイドルグループ“≠ME（ノットイコールミー、通称ノイミー）”のメンバ

ーにしつこくつきまとって LINE の連絡先を教えるよう強要したため、山口真帆事件に深

く関与していた軍団のかいせーが逮捕されていたことを報じ 293、山口への加害者たちの

悪質さが改めて浮き彫りになった。 

 このように、AKS が山口の女優デビュー阻止に社運を賭けたにもかかわらず失敗し、

その直後 1 週間の間に AKS にとって致命的な問題や批判が他にも立て続けに起こった。

とりわけ、NTT ドコモや GODIVA のような大企業・一流ブランドが AKB グループを起

用すれば、NGT を除いたとしても吉成 AKS に対する悪評のために解約・不買運動が高ま

ってブランドに傷がつくということが明らかになり、吉成 AKS を国内 AKB グループの運

営から排除する以外に AKB グループへの信頼を回復する道はないということを吉成自身

がついに理解し、国内 AKB グループ運営から身を引く決意をしたものと思われる。 
 
 
                                                 
290 「NGT48 の暴行事件から 1年 『山口真帆は犯人とつながっていた』報道相次ぐ裁判の行方」
『WEZZY』『Business Journal』2019.12.27、https://wezz-y.com/archives/71702、https://biz-
journal.jp/2019/12/post_135336.html。『WEZZY』と『Business Journal』はいずれもサイゾーが運
営するサイトで、サイゾーは従来山口擁護とアンチ山口に二股をかけていたが、これ以降山口擁護
に傾いたと思われる（https://twitter.com/vyc13162/status/1216870147035516929、午前 8:50 · 
2020年 1 月 14 日、https://twitter.com/vyc13162/status/1217256204071657473、午前 10:24 · 
2020年 1 月 15 日）。以上から、山口女優デビュー情報はまず二股をかけてきたサイゾーに提供され
たが、軌道修正に時間がかかるサイゾーは公表を辞退したため、後述するよう『日刊大衆』に持ち
かけられたと推測でき、山口女優デビュー情報はマスコミにおけるアンチ山口派切り崩しの切り札
となったようだ。 

291 「元NGT山口真帆、横浜流星主演連ドラ『シロクロ』で女優デビュー!!」『日刊大衆』2020 年 1
月 7日、2020.01.09 18:33 更新、https://taishu.jp/articles/-/71422?page=1。 

292 https://twitter.com/docomo/status/1214864323643879424?s=21、午後 8:00 · 2020 年 1月 8 日
https://twitter.com/godiva_jpn/status/1217280259587964934?s=21、午後 0:00 · 2020 年 1月 15
日、『【悲報】NTT ドコモと GODIVA の公式ツイッターが大炎上 wwwwwwwwww』2020年 1 月 18
日〜1 月 20 日、https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/akb/1579310561/。 

293 「指原莉乃プロデュース『ノイミー』につきまとい逮捕 犯人は「NGT 事件犯行グループ」の 1
人だった」『文春オンライン』2020/01/19、https://bunshun.jp/articles/-/27416。 
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https://twitter.com/godiva_jpn/status/1217280259587964934?s=21
https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/akb/1579310561/
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Research Report on NGT48 Problems by Forth Person 
 

HIRAYAMA Asaji 
 

SUMMARY 
The background of the assault and attempted rape against NGT member Maho Yamaguchi on 

December 8, 2018 is unfair votes since 2017 by which NGT won in Rikuawas and the general 
elections of AKB. The past polls of Rikuawas have not been released, but it seems that after knowing 
the information about them a lot of votes are distributed fraudulently to songs and members in order 
to make NGT topics. Hiroaki Kasai, one of the execution criminals who attacked Maho Yamaguchi, 
tweeted that he was able to vote infinitely at NGT during announcement of the results of Rikuawa in 
2017. After the interium report of 2017 general election, allegation of infinite voting spread, and 
Inapuu, a member of the troublesome group (abbreviated as the corps) to which Kasai belongs 
tweeted that Yuka Ogino was unfairly ranked first. Suspicion about infinite vote masked fraudulent 
voting system of NGT. 

Regardless of whether the corps were able to exercise a part of unfair votes or not, the fact 
that the corps impersonated the agent that exercised fraudulent votes and approached the NGT 
members by suggesting to vote them in the general election can be deduced from the fluctuations of 
votes and changes in the relationship between the corps and members. It might be easy to specify the 
members of NGT who easily accepted the connection with the corps, and it might be certain that 
Yuka Ogino and Maho Yamaguchi were attacked because they refused to connect with the corps. 
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