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対象番組：NEWS23(TBS) 

対象期間：9/14～9/18 

 

・9/14(月) 

 菅新総裁、大坂なおみ選手の抗議のマスク、立憲民主党の新役員、プーチン大統領がルカシェンコ大統領を支

持などについて報じられました。これら例示したトピックについて放送法第四条の見地から検証を行いましたと

ころ、立憲民主党の新役員については放送法に照らして問題と考えられる点が見られました。なお、菅新総裁、

および立憲民主党の新役員については検証者の所感を記しました。 

 

・9/15(火) 

 東京都の時短営業最後の夜、菅新内閣の顔ぶれ、新立憲民主党結党大会、河井夫妻事件、GoTo トラベル、香港

の民主派弾圧などについて報じられました。これら例示したトピックについて放送法第四条の見地から検証を行

いましたところ、特に問題は見られませんでした。なお、菅新内閣の顔ぶれおよび新立憲民主党結党大会につい

ては検証者の所感を記しました。 

 

・9/16(水) 

 菅新内閣、デジタル庁創設に向けた動き、アメリカと北朝鮮、林芳正氏が衆院鞍替の意向、中東情勢などにつ

いて報じられました。これら例示したトピックについて放送法第四条の見地から検証を行いましたところ、特に

問題は見られませんでした。なお、菅新内閣および林芳正氏が衆院鞍替の意向については検証者の所感を記しま

した。 

 

・9/17(木) 

 東京の感染者、菅新政権の顔ぶれ、菅政権の経済政策、北村前地方創生担当大臣の引き継ぎ式、河井事件、三

原じゅん子さん銀議員を厚労副大臣に、クロージングなどについて報じられました。これら例示したトピックに

ついて放送法第四条の見地から検証を行いましたところ、放送法上は特に問題は見られませんでした。また、菅

政権の経済政策については検証者の所感を記しました。 

 

・9/18(金) 

 ジャパンライフの元幹部らを逮捕、新型コロナと GoTo トラベル、北朝鮮の国境問題、河井事件、縦割り 110

番を一旦中止に、アメリカが TikTok のダウンロード禁止へ、台湾をめぐる米中対立などについて報じられました。

これら例示したトピックについて放送法第四条の見地から検証を行いましたところ、放送法上は特に問題は見ら

れませんでした。なお、ジャパンライフの元幹部らを逮捕については検証者の所感を記しました。 
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テレビ局：TBS 番組名：NEWS23 放送日：2020 年 9 月 14 日 

出演者：星浩、山本恵里伽、田村真子、石井大裕 

    高橋尚子 

検証テーマ：菅新総裁、大坂なおみ選手の抗議のマスク 

立憲民主党の新役員、プーチン大統領がルカシェンコ大統領を支持 

報道トピック一覧 

・菅新総裁 

・大坂なおみ選手の抗議のマスク 

・チームなおみのトレーナーが語る進化の秘密 

・熊本大学研究員殺害事件で清掃員の男が送検 

・立憲民主党の新役員 

・トルコで巨大砂嵐 

・女優の芦名星さん死去 

・ソフトバンク G が子会社を売却 

・スポーツ報道 

・プーチン大統領がルカシェンコ大統領を支持 

・天気予報 

 

放送法第 4 条の見地からの検討・検証および該当トピックの報道内容要旨 

・菅新総裁：結論→特に問題なし 

山本キャスターの「自民党の総裁選で今日、菅新総裁が誕生しました。注目の人事が早速動き出しています、

まずは今夜入ってきた最新の情報からです。菅総裁は党役員人事で二階幹事長を再任させる他、下村元文部科学

大臣を政調会長に当てるなど党三役の人事を固めました。自民党幹部によりますと、菅新総裁は総裁選でいち早

く菅氏の支持を表明した二階幹事長を再任させる他、総務会長に麻生派の佐藤勉元総務大臣、政調会長に下村元

文科大臣を充てる方針を固めました。この他、選挙対策委員長に竹下派の山口泰明衆院議員も、菅新総裁の信頼

も厚く、国会対策の要である森山国対委員長も再任させる方針を固めています。」とのコメントを受けて、以下

に朱記したような VTR が取り上げられていた。 

"遠藤悠貴（報告）「今、二階幹事長が都内のお店に入ります。」 

ナレ「こうした中、今夜再任が固まった二階幹事長と森山国対委員長らが東京都内の日本料理店で会合を開きま

した。会合には入閣が取り沙汰されている二階派の平沢勝栄衆院議員らも出席していて、明後日行われる組閣人

事についても情報交換されたものと見られます。」" 

村瀬健介「今日の総裁選では菅氏が 7 割を超える票を獲得しました。この圧勝を受けて、菅新総裁は自分の政策

の方向に合う人を登用したい、と今後の人事に菅カラーを反映させる構えです 

"ナレ「自民党総裁選挙で他の二人の候補者に圧倒的な差をつけ、新総裁に選ばれた菅義偉氏。」 

菅義偉（自民党新総裁）「総理大臣が変わるわけですから、思い切って、私の政策に方向に合う人を登用して。」 

ナレ「果たして、どのような人事、政策を進めていくのでしょうか。」" 



NEWS23週刊報告 詳細版 

放送法遵守を求める視聴者の会 

3/43 

（CM) 

"記者「椅子の座り心地はいかがですか？」 

菅義偉「あまりにも良すぎて、落ち着かないですよ。」 

ナレ「日頃あまり笑顔を見せない菅うじですが、自民党総裁の椅子に座るとカメラ撮影に対し、笑みをこぼしま

した。」 

村瀬健介（報告）「菅新総裁です。これから自民党総裁としての初めての記者会見に臨みます。」 

ナレ「元空手部だけにこのポーズから始まった新総裁就任会見、菅氏は前例主義の打破を強調しました。」 

菅義偉「自由民主党総裁に就任を致しました、菅義偉でございます。役所の縦割り、更に既得権益そしてこの前

例主義、こうしたものを打倒して規制改革をしっかり進めていきたい、そして、国民のために働く内閣というも

のを作っていきたい。」" 

"ナレ「午後 2 時から始まった、ポスト安倍を選ぶ自民党総裁選。」 

野田毅（自民党総裁選挙管理委員長）「菅義偉くんをもって、当選者と決定致しました。」 

ナレ「菅氏が全体の 7 割を超える票を集め、圧勝しました。" 

"菅氏の選挙戦を支えた妻、真理子さんは。」 

真理子夫人（菅新総裁の妻）「見事総裁に選出させていただきましたこと、心から感謝申し上げます。」" 

"ナレ「地方票で菅氏が 89 票、岸田氏が 10 票、石破氏が 42 票をそれぞれで獲得、圧倒的に菅氏が優勢ですが、

石破氏は地元鳥取で 3 票、富山、島根、三重、高知、宮崎でそれぞれ 2 票獲得し、菅氏を上回りました。国会議

員表では菅氏が 288 票、岸田氏が 79 票、石破氏が 26 票。来年を見据えた総裁選では岸田氏に軍配が上がりまし

た。投票前、大臣経験者からは。」 

大臣経験者「菅陣営から岸田陣営に票を回すという話があるよね、そうすると岸田が上に行くだろうね。」 

ナレ「自民党内では岸田氏に票を回すことで石破つぶしを狙ったものだという見方が広がっていました。」" 

石破茂（投票結果第三位、元幹事長）「できればきちんとした選挙期間があってほしかった、そして党員全てに

投票券があってほしかった。」 

"ナレ「一方、岸田氏に悲壮感はありませんでした。」 

岸田文雄（投票結果第二位、政調会長）「新しい岸田文雄、キッシーと。今日から総理総裁を目指して次の歩み

を進めていきたいと存じます。」" 

"ナレ「喜びにわく菅氏の地元、秋田では、早速菅氏のイラストが入ったどらやき、菅どらの発売が決定。」 

小国輝也（菓子舗榮太楼、社長）「秋田県発の総理大臣が誕生するかもしれないということで、」 

ナレ「明後日から発売予定で 1 万個を準備しているということです。菅氏の選挙区、横浜市の商店街では菅総理

誕生記念セールを準備中です。創業から 70 年の洋食店では菅氏の人柄をイメージしたというオーブンで柔らか

く仕上げた菅カツを用意。99 代総理にかけて、990 円だと言います。この居酒屋ではドリンクと 2 種類の餃子で

すがセットの販売を開始しました。」" 

"安倍晋三「任期途中の辞任となりましたこと、皆様に心よろお詫びを申し上げます。」 

ナレ「7 年 8 ヶ月の間、官房長官として務めた菅氏にバトンを渡すとした安倍総理は。」 

安倍晋三「令和時代に最も相応しい、自民党の新総裁では、皆さんないでしょうか。」 

ナレ「終盤、会場には安倍氏の功績を振り返る VTR が映し出されるなど異例の演出もありました。内閣総理大
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臣への道がひらけた菅氏、新総理への期待度は 100 点満点中、何点ですか？」" 

"30 代会社員「50 くらいですかね、はい。やっぱりちょっとご高齢の方なので、若い人向けのっていうっていう

ところの政策はどうなんだろうというのはずっと考えていて。」 

ナレ「100 点満点をつけたというこちらの男性、その理由は。」 

20 代学生「この社会情勢だとおそらく安倍さんに変わってほしくないと思う人が多かったと思うんですけれど

も、安倍さんの代わりが一番つともあるのが菅さんなのかなと。」 

ナレ「一方で、非常に厳しい意見も。」 

30 代自営業「5 点です。安倍さんの問題を隠蔽するために、継続するという見方しかできなくて、非常に腹立た

しい政権交代だなとは思っています。」 

ナレ「消費税についての意見は。」 

40 代会社員「まぁちょっとこの間の消費税の増税もやむなしというところに関してはやっぱりちょっと正直凜な

という。」 

ナレ「攻めの姿勢を見てみたいとの声もありました。」 

30 代会社員「官房長官ということで、すごくバランスを取るというか、そういう印象を持っているので、やっぱ

りなんというかですね、こういうときだからこそ攻めの一手を見てみたいなというのは感じました。」" 

"ナレ「国民の期待に答えることはできるのか、注目されるのは脱派閥を掲げてきた菅氏が人事でもそれを実行で

きるのかということです。」 

菅義偉「二階幹事長、麻生副総理極めて、政権運営で重要なお二人だというふうに私は思います。」 

ナレ「今夜、二階幹事長らと会合を持った森山国対委員長は。」 

記者「人事については。」 

森山裕（国対委員長）「全く無いですね。幹事長もまだ連絡を受けておられる様子じゃなかったですよ。」 

記者「森山先生にもまだ特にお話は。」 

森山裕「いいやないですね。」 

ナレ「しかし、自民党幹部によると、菅氏は総裁選でいち早く菅氏支持を打ち出した二階幹事長を再任させる方

針を固めました。また官房長官に名前が上がっていた森山氏については国対委員長を続投させる方針です。党内

7 派閥のうち、5 派閥が菅氏支持を表明した今回の総裁選、人事の行方をにらみ派閥同士の鍔迫り合いが激しさ

を増していました。総裁選の一時間前に開かれた菅氏の決起集会ではある、番狂わせも、各派閥の代表による挨

拶が行われた時のことです。」" 

"細田博之（細田派会長）「頑張りましょう！」 

村瀬健介（報告）「続いて、壇上に上がったのは二階派の幹部です。菅陣営の決起集会、壇上では派閥の会長た

ちの挨拶が続いています。」 

河村建夫（二階派会長代行）「もうこの人をおいて他にない、我々志帥会 47 名はいち早く意見が一致を致しまし

た。」 

ナレ「細田派に続き挨拶をしたのは二階派です。しかし、元々の式次第では二番目は麻生派で、二階派は 4 番目

のはずでした、挨拶をした二階派の幹部は。」 

記者「細田さんの次に確か麻生さんの予定だったはずですが、」 
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河村建夫「あの連中がみんな途中混んでたから遅れたからじゃない。」 

記者「麻生派よりも二階派のほうが」 

河村建夫「あぁ、そう思っちゃったのか。」 

記者「上座につくのかなと。」 

河村建夫「いやいや、偉い皆さん敏感だからなぁ。」 

ナレ「各派相乗りとあって順番一つにも神経を使います。早速最大派閥の細田派からは菅氏の公認となる官房長

官を求める声が上がっているといいます。無派閥のこの人は。」 

小泉進次郎（無派閥環境相）「総裁選は権力闘争ですから。」 

ナレ「前回の総裁選では石破氏を支持しましたが、今回は菅氏に投票しました。」 

記者「菅内閣、菅総理大臣のもとで大臣はどういった仕事をされたいと思っていますか。」 

小泉進次郎「まぁ菅候補がこの総裁選期間中にずっと繰り返し言ってきたことは改革ですよね、改革意欲がある

人を登用すると、改革、この思いは私は菅さんと一緒ですから。」" 

"ナレ「菅氏は新総裁として臨んだ会見で、派閥の以降に左右されることはないのか、と問われると。」 

菅義偉「派閥の皆さんの弊害ということは私は全くない、ただ、政策を説明をさせていただいて、大きな数を今

日いただきましたので、まぁ安定して自分の目指す政治を行っていける、そういう環境は整ってきたのではない

かなというふうに思います。小幅改造ということでありますけれども、これは総理大臣が代わるわけですから、

思い切って私の政策に方向に合う人を投票して、改革意欲のある人、改革に理解を示してくれる人、まぁそうし

た人を中心んいじんじというのは進めていきたい。」 

ナレ「具体的にはデジタル庁の新設や離島に光ファイバーを設置するなど改革を進めていく考えを示しました。

菅氏は明後日臨時国会で内閣総理大臣に指名される予定です、総裁選前から取り沙汰されていた解散総選挙につ

いては。」 

菅義偉「せっかく総理大臣に、総裁に就任したわけですから、まぁ仕事したいなというふうに思っていますので、

この解散の時期はいずれにしても一年しかないわけですからなかなか悩ましい問題であろうというふうに思い

ます。やはりコロナが終息と同時に経済をやはり立て直す、こうした事が大事だというふうに思います。それと

収束したらすぐにやるのか、というのもそんな事でもないと思います、あの、全体を見ながら判断をしたい。」 

ナレ「コロナ対策を優先するとして早期の解散には慎重な姿勢を示しまいした。」" 

 VTR を受けて以下に朱記したようなやり取りが繰り広げられた。 

"山本恵里伽「自民党の総裁は菅義偉さんに決まったわけです、今後の人事が特に注目されますが関係者によりま

すと役員人事、幹事長は二階さんが続投、総務会長には麻生派の佐藤勉さん、政調会長には下村さん、で国対委

員長は森山さんが続投という形になっています。星さんはこの人事、どう見ていますか。」 

星浩「そうですね、改革推進という割には結果として派閥均衡となっていますよね、それから菅さんの選対の幹

部を務めた人が登用されているということもありまして、まぁちょっと論功行賞的なところがありますね。まぁ

実際おそらく国会運営とか公明党との対応というのは菅さんと二階さんと森山さんというラインで決めていく

ということになると思います。」 

山本恵里伽「星さんは今回の自民党総裁選のポイントはどこにあると思いますか。」" 

"星浩「そうですね、今回の自民党総裁選を経て、私は自民党の中の序列が変わったと見ていると思うんですね。
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つまり今までの自民党の政権は安倍・麻生体制だっただったわけですね、麻生さん副総理ですから、今回これで

菅・二階体制にかわるということですね。」 

山本恵里伽「この二人が中心となると何がどう代わるんでしょうか。」 

星浩「例えば麻生さんの処遇、まぁ副総理財務大臣をもし続けるとしても麻生さん、この二人とあまりソリが良

くないので麻生さんの影響力が少しずつ下がってくると見てもいいでしょうね。」 

山本恵里伽「麻生さんの役職というのもポイントになってくると。」 

星浩「まぁ役職は変わらないとしてもですね。」 

山本恵里伽「変わらないとしてもですね、なるほど。」" 

"星浩「はい。」 

山本恵里伽「でその注目と言いますと、官房長官というのも誰がなるのか注目されていますよね。菅さんはこの

官房長官という役割について全体を見なければならないんだ、塗装した総合的な仕事ができる人が言い、と発言

していました。候補者としてあげられているのは萩生田文科大臣、梶山経産大臣、加藤厚労大臣、河野防衛大臣、

となっているわけなんですけれども、この中で誰が官房長官になったらどういった意味を持つのか、私たちはど

う見たらいいんでしょう。」 

星浩「そうですね、菅総理の弱点は菅官房長官がいないことだと、まぁ言われているんですけれども、例えば萩

生田さん、最大派閥の細田派の派遣という感じで細田派に配慮したという意味になるでしょう、それからまぁ河

野太郎さん、発信力が非常に強い、改革推進という発信力が菅さんのもとで発揮できるという面は出てくる d ね

しょうね、梶山弘志さんは実はその菅さんの政治の師匠が梶山静六さんと言いまして、梶山弘志さんのお父様、

菅さんにとって見ると弟みたいな雰囲気ですので、まぁ身内という感じの官房長官になると。さぁ、どの官房長

官、どのタイプの官房長官を選ぶかということは菅さんの一存にかかっているということですね。」 

山本恵里伽「そうですね今後非常に注目されているわけですけれども、今回菅新総裁が誕生しました、そんな中

総裁選に向けて菅さんの発言でいくつか気になるものがあったんです、村瀬さんお願いします。」" 

"村瀬健介「はい、まずは消費税についてです、菅さんは 10 日に将来的には行政改革を徹底的に行なった上で、

引き上げざるを得ないと発言しました。ところが翌 11 日になりまして、安倍総理はかつて今後 10 年くらい上げ

る必要がないと発言し、私も同じ意見だ、と前日の発言を修正したんです。」 

山本恵里伽「うーん、この発言に関しては。」 

星浩「そうですね、菅さん前例主義を打破するんだと言っている割には安倍総理が 10 年あげないという発言は

踏襲すると、この辺選挙を意識してトーンダウンしてしまったな、ということがもう早速現れている状況ですよ

ね。」" 

山本恵里伽「そして、官僚人事に関してもこんな発言がありました。」 

村瀬健介「はい、官僚人事については昨日、菅さん政府がなにかやるという方向に決定したのに反対するのであ

れば異動させると発言しました。この点、星賛同なんでしょうか。」 

星浩「これはなかなかきつい発言でして、官房長官が政策の調整を利かせるの中で色々こう霞ヶ関に睨みをきか

せる時の発言ならまだあり得ると想いますけれども、総理大臣の発言としてはですね、こういう発言をするとや

っぱり官僚が物を言わなくなる。それこそ忖度の原因となるということですので、こういう権力、人事権で官僚

をグリップするというような発言は控えたほうがいいかなと思いますね。」" 
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山本恵里伽「そしてここで速報が入ってきました。自民党の党役員人事で二階幹事長を補佐する幹事長代行に野

田聖子元総務大臣を起用する方針が固まりました。幹事長代行に野田聖子元総務大臣を起用する方針が固まりま

した。速報でお伝えしました。」 

 このトピックについて当てられた時間は 1229 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・大坂なおみ選手の抗議のマスク：結論→特に問題なし 

田村キャスターの「テニスの全米オープンで優勝した大坂なおみ選手、そのプレー以上に世界が注目したのが

大会期間中大阪選手が身に着け続けた 7 枚のマスクでした、人種差別に抗議するためのマスク、そのメッセージ

は日本にも向けられています。」とのコメントを受けて、以下に朱記したような VTR が取り上げられていた。 

"ナレ「決勝も名前が記されたマスクを付け、試合に望みました。」 

インタビュアー「7 つの試合、7 つのマスク、7 つの名前、どんなメッセージを贈りたかった？」 

大坂なおみ「質問を返しますが、あなたはどんなメッセージを受け取りましたか、その方が重要です。」 

ナレ「あなたはどんなメッセージを受け取ったのか、大会を通じて社会に向け問いかけ続けた大坂なおみ選手、

地元メディアはこれに大きく反応しました。」 

ニューヨーク・タイムズ「社会正義のために戦いながら全米オープンを制した。テニスの対戦相手だけではなく、

最も難しい社会問題に挑んだ。」 

ナレ「日本からも称賛の声が上がっています。」" 

"あやかブランディー（父がコンゴ民主共和国出身）「スポーツという自分の舞台を通して、表現されたというこ

とにすごい私は感銘を受けました。」 

ナレ「大阪選手が積極的に抗議の発信を始めたきっかけはアメリカで白人警官の手により黒人男性が死亡する事

件が相次いだことでした、今回の大会が始まると 7 試合全てでなくなった黒人の名前が記されたマスクを身に着

けました。一回戦終了後には。」 

大坂なおみ「ただ知ってほしかった、テニスは全世界で見られていると思います。試合後にグーグル検索してく

れたりこの出来事を知ることによってもっと興味を持ってもらえるのではと思いました。」 

ナレ「そして準決勝で着用したマスクにはフィランド・カスティールの名前。」 

死亡したカスティールさんの母親「とても感動しました。とても感動しました。人気選手が自ら進んで自分の舞

台を使って今起きていることが正しくないと言ってくれたことを嬉しく思います。」 

ナレ「2016 年、アメリカ中西部ミネソタ州で警官の職務質問を受けたカスティールさん、警官に 7 階発泡され

死亡しました。」 

カスティールさんの母親「彼女に言いたいことは今のように勇気を持と続けてほしい。彼女は若い世代や多くの

人の心を揺さぶります。」 

ナレ「大阪選手は人種差別はアメリカだけの問題ではないと話します。」 

大坂なおみ「人種差別はアメリカだけでなく、世界中で起こっていて、日々人々に影響を与えていることを知っ

てもらいたいです。」 

ナレ「コンゴ民主共和国の父親と日本人の母親を持つあやかブランディーさん。幼い頃から、黒人に対する偏見

や差別に悩まされ続けてきたと言います。」" 
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"あやかブランディー「親が不法入国しているんじゃないの、みたいな変なことを言われることはたまにあります

し、日常的、軽いものはたくさんある。」 

ナレ「自らのような人種差別に悩んでいる人がいることを日本人にも知ってほしいと言います。」 

あやかブランディー「見た目だけで判断されてしまう、例えば、その悪いことをしてそうとか、怖そうとか思わ

ずに、内面性をすごい感じてほしいなというか、内面性で人を判断できるような社会になってほしいなと私は思

っています。」 

ナレ「大阪選手が優勝後に語った言葉、」 

大坂なおみ「あなたはどんなメッセージを受け取りましたか。」 

ナレ「この問いは日本の私たちにも向けられたものです。」" 

 VTR を受けてスタジオでは山本キャスターが「大坂なおみ選手、今回優勝しただけではなくて本当に世界中の

人に議論するきっかけ、考える切っ掛けを与えてくれましたよね。」とのコメントを受けて石井キャスターが「そ

うですね、まぁしそう、そして文化的なこと、いろいろなことを深く考えて大阪選手はアクションを起こしてい

ましたよね。試合ではアスリートとして勝ち上がりながら、一人の人間として本当に強く戦っていました。」と

コメントしていた。 

 このトピックについて当てられた時間は 315 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・立憲民主党の新役員：結論→問題あり 

 以下に朱記したような VTR が取り上げられていた。 

"枝野幸男（【新】立憲民主党代表）「選挙が近いかもしれないという状況に対応できる体制までは明日までに内定

をして明日ご了承いただこう。」 

ナレ「野党の合流新党、立憲民主党の合流人事が明らかになりました。幹事長には合流前の立憲民主党でも幹事

長だった福山参議院議員、代表選で枝野氏と戦った泉衆議院議員は政務調査会長に、また国会対策委員長は合流

前の立憲民主党に引き続き安住衆議院議員が務めることになりました。枝野氏は人事の狙いについて『この一年

の経緯や、結党に至る経緯を共有している皆さんでバランスよくやっていきたい』と説明しました。」" 

 このトピックについて当てられた時間は 49 秒だった。 

自民党の新たな陣容を 20 分以上も取り上げている一方で、野党第一党の新たな陣容は 1 分も取り上げないと

いう扱い方は放送法第四条一項二号の「政治的に公平であること」に照らしても問題といえるおそれがある。 

 

・プーチン大統領がルカシェンコ大統領を支持：結論→特に問題なし 

 山本キャスターの「旧ソビエトのベラルーシで政権への大規模な抗議デモが続く中、ルカシェンコ大統領が大

統領選後初めてロシアのプーチン大統領と首脳会談を行い、プーチン氏は改めてルカシェンコ氏の支持を表明し

ました。」とのコメントを受けて、以下に朱記したような VTR が取り上げられていた。 

"ナレ「ロシア南部のソチに到着したルカシェンコ大統領、それから三時間あまり立って、プーチン大統領との首

脳会談が始まりました。」 

プーチン大統領「改めて大統領再選に祝辞を述べます。ベラルーシは最も大事な同盟国です、我々はしっかりと

義務を果たします。」 
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ルカシェンコ大統領「あなたは人間として筋が取っている、あなたと我々をサポートしてくれたロシア人に感謝

申し上げる。」" 

ナレ「大統領選での不正疑惑や反体制派の拘束などで批判を集めるルカシェンコ政権ですがプーチン氏は改めて

支持を表明。会談に先立ち、ベラルーシでは 13 日も大規模でもが行われ、首都ミンスクでは 10 万人以上が参加、

全国で 744 人が拘束されています。」 

 このトピックについて当てられた時間は 49 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

最高裁判例の見地からの「印象操作」に関する所見および該当トピックの報道内容要旨 

 特に問題なし 

検証者所感 

・菅新総裁 

 スタジオでは星キャスターは「改革推進という割には結果として派閥均衡となっていますよね、それから菅さ

んの選対の幹部を務めた人が登用されているということもありまして、まぁちょっと論功行賞的なところがあり

ますね。まぁ実際おそらく国会運営とか公明党との対応というのは菅さんと二階さんと森山さんというラインで

決めていくということになると思います。」や「今回の自民党総裁選を経て、私は自民党の中の序列が変わった

と見ていると思うんですね。つまり今までの自民党の政権は安倍・麻生体制だったわけですね、麻生さん副総理

ですから、今回これで菅・二階体制にかわるということですね。」などとコメントしていたが、論功行賞の人事

と派閥均衡人事というのは両立するのだろうか。ポストに限りがある以上、論功行賞でポストを割り振れば功の

少ない派閥にはポストが割り当てられず、派閥均衡でポストを割り当てれば功の多い派閥へのポストが不足して

しまうだろう。 

 また、「今までの自民党の政権は安倍・麻生体制だったわけですね、麻生さん副総理ですから、今回これで菅・

二階体制にかわる」というのも非常に疑問である。 

 確かに今までの自民党では麻生副総理の存在が大きかったという点は否めないが、7 年 8 ヶ月に渡り官房長官

を務めた菅氏や安倍政権で総務会長に幹事長と党務の要職を歴任したのみならず安倍政権下で史上最長の自民

党幹事長在任記録を塗り替えた二階氏も安倍政権では極めて重要な位置を占めていたことには間違いないはず

である。 

 現に、過去には星キャスターも「二階幹事長の要求を拒めない安倍さんは岸田氏を幹事長にできなかった」な

どとコメントしているわけで、明らかに今までの自民党でも二階氏は非常に極力な影響力を持っていた。 

 しかし、そうしたことなどなかったかのように「今までの自民党の政権は安倍・麻生体制だったわけですね、

麻生さん副総理ですから、今回これで菅・二階体制にかわる」と、いかにもこれまでは二階氏の力が弱く、これ

から二階氏が力を持つ、かのようなコメントはいかがなものであろうか。 

 

・立憲民主党の新役員 

 自民党の新総裁のニュースと重なった時期のことだからといっても、野党第一党となる新党の顔ぶれの紹介が

余りにも手薄すぎはしないだろうか。 
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 こうした与党偏重の報道姿勢の結果、私たち視聴者は野党にどういう人がいて、だからこそどういう期待がで

きるのか、ということを全くイメージができずそれが野党の低い支持率につながっているのだとすれば、野党に

期待が集まらない一因あるいは自民党一強の一因はこうしたメディアの報道姿勢にもあるのではなかろうか。 
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テレビ局：TBS 番組名：NEWS23 放送日：2020 年 9 月 15 日 

出演者：星浩、村瀬健介、山本恵里伽、田村真子、石井大裕 

    たかまつなな（お笑いジャーナリスト） 

検証テーマ：東京都の時短営業最後の夜、菅新内閣の顔ぶれ、新立憲民主党結党大会 

河井夫妻事件、GoTo トラベル、香港の民主派弾圧 

報道トピック一覧 

・東京都の時短営業最後の夜 

・菅新内閣の顔ぶれ 

・新立憲民主党結党大会 

・PayPay でも不正引き出しが確認 

・大学の後期授業の全面対面授業実施は２割未満 

・学生の内定取消が去年の５倍に 

・河井夫妻事件 

・雲に浮かぶ竹田城址 

・GoTo トラベル 

・香港の民主派弾圧 

・天気予報 

 

放送法第 4 条の見地からの検討・検証および該当トピックの報道内容要旨 

・東京都の時短営業最後の夜：結論→特に問題なし 

山本キャスターの「東京都が飲食店などに要請していた午後 10 時までの時短営業が今夜終わりました。明日

から通常営業ができることになりますが、店からは期待と不安、両方の声が聞こえてきます。」とのコメントを受

けて、以下に朱記したような VTR が取り上げられていた。 

"村瀬健介（報告）「午後 8 時半の新宿歌舞伎町です。このように見ますと街の中を歩いている人の数、かなり多

いように感じます、」 

ナレ「少しずつ賑わいを取り戻しつつあるように見える、東京新宿歌舞伎町、」 

村瀬健介「時短営業としては今日が最後なんですけれども、ちょうど今、閉店作業が始まりました。」 

ナレ「今日は営業時間の短縮要請、最後の夜、明日からは通常営業が載荷されますが」 

飲食店 A「わかんないですね、明日になってみないと。」 

飲食店 B「正直そんなに期待していなくって。」" 

（CM） 

"ナレ「営業時間の短縮要請最後の夜、新宿歌舞伎町にある居酒屋を尋ねると。」 

村瀬健介「これはどういう作業なんですか。」 

工藤敦（エビスコ酒場店長）「店からのお知らせを、明日から営業時間通常に戻りますよ、っていう。」 

ナレ「東京都の要請に従い、午後 10 時に閉店してたこちらのお店、明日から深夜 0 時からの営業に戻します、

そのためネット上で営業時間の変更準備を行っていました。」" 
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小池百合子（東京都知事）「24 時を持って営業時間短縮の要請は終了というふうになります。」 

"ナレ「1 ヶ月半に及んだ時短営業、こちらの居酒屋では売上は半分以下に落ち込んだと言います。」 

工藤敦「お客さんもあんまりこなかったですね。」 

村瀬健介「何組くらいありますか。」 

工藤敦「もう本当、一組くらいですね。」 

村瀬健介「一組しか。」 

工藤敦「そういう日もありました。11 年間やっていて初ですかね。」 

ナレ「明日から通常営業に戻ることについては。」 

工藤敦「すぐには良くならないと想いますけれども、徐々に雰囲気を変えていくのが僕らの仕事なんで、まぁ年

末までになんか奮起をね、変えていきたいと思います。」" 

"ナレ「今日、東京で新たに確認された新型コロナウィルスの感染者は 191 人、先月 1 日に最多となる 472 人の

感染を確認していこう、新規感染者数は徐々に減少しています。小池知事は一ヶ月半に及ぶ時短営業の効果につ

いて。」 

" 

小池百合子「都として一定の抑制効果はあった、このように考えております。」 

"ナレ「東京都は先月 3 日から時短要請に応じた店について 8 月分の協力金 20 万円を支払うとしていました。都

によると今日までにおよそ 24000 件の申請があり、そのうちおよそ 9000 件に支給を行ったということです。東

京新宿にあるこちらのバーも時短営業を行い協力金の申請を行ったと言いますが。」 

森田みどりさん（BAR UP to You 店主）「家賃が一部払えるというくらいですね。20 万円だと。このままじゃ持

たないかなと思いましたね。」 

ナレ「一時は閉店も頭をよぎったという店主の森田みどりさん。通常営業を再開しても客足が戻らないのでは、

と懸念しています。」 

森田みどり「時短営業じゃなくなるからと言っても、やっぱり皆さん外で遅くまで飲んで歩くというのはあんま

りやらなくなってしまっている、というか、早くおうちに帰られるというのが身についてしまっていると思うの

で急には戻ってこられないんじゃないのかなと思います。」" 

ナレ「携帯の位置情報を元にした昨日午後 9 時の人手を見てみると、感染拡大前に比べ、歌舞伎町では 49.7％減

少、新橋や渋谷でも半分以下となっています。また飲食店を巡っては倒産も相次いでいて、帝国データバンクに

よると今日までのコロナに関連した倒産は全国で 527 件、業種別で最も多いのが飲食店で 129 件だということで

す。こうした飲食業界の支援策んついて今日新たな動きが。」 

"江藤拓（農水相）「緋影している外食・中食の方々、そういった方々に対して十二分の支援のツールになりうる

ものだ。」 

ナレ「新型コロナの影響を受けた飲食店を支援する GoTo イートキャンペーン、事業を所管する農林水産省はそ

のポイント事業について、今日から参加店の募集を開始すると発表しました。ポイント事業とは指定されたサイ

トで参加店の予約をすると昼食で 500 円分、夕食で 1000 円分と次回以降で使用できるポイントが何度でももら

えるというものです。」" 

"森田みどり「ご新規のお客様が GoTo イートで少し来てくださるんだったら、それはちょっと期待したいなと思
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いますね。」 

ナレ「GoTo イートの予約は各都道府県の感染状況を見ながら来月 1 日から順次始まる見通し。」" 

 このトピックに当てられた時間は 407 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・菅新内閣の顔ぶれ：結論→特に問題なし 

 スタジオでは VTR の導入に以下に朱記したようなやり取りが繰り広げられた。 

"山本恵里伽「さてここからは明日発足する菅新内閣の閣僚人事について最新情報をお伝えしていきます、スタジ

オにはお笑いを通して社会問題を発信するたかまつななさんにお越しいただきました。お願いいたします。」 

たかまつなな「ごきげんよう。」 

山本恵里伽「ごきげんよう。ありがとうございます、素敵なご挨拶。さて、たかまつさんはあの、今回の総裁選

取材なさってたんですよね。」 

たかまつなな「そうなんです、色んな記者会見もいきましたし、あの、総裁選後の議員さんにぶら下がりをさせ

てもらったり、あすいません映像までありがとうございます。」 

山本恵里伽「そうですね。」 

たかまつなな「このようにこう、ビデオを回して自分の YouTube に投稿とかさせてもらったんですけれどもやっ

ぱり感じたのは時代遅れだな、というふうに、」 

山本恵里伽「時代遅れ。」" 

"たかまつなな「やっぱりこう、この存在に若者とか、女性というのが忘れ去られているなということをすごく感

じて、私は若者であり、女性なのに私のような人ってのは本当はいっぱいいるのに、政治の場だとなかなかこう

語られないんだなということがちょっと残念でしたね。」 

山本恵里伽「そういった取材感などを含めてこのあとたっぷりとお話伺っていきたいと思います。さてその注目

の閣僚人事なんですけれども、平沢勝栄さんが初入閣で復興大臣に、河野防衛大臣が行政改革担当大臣に横滑り

が決まるなど、夜になってほぼすべての顔ぶれが固まりました。」" 

 スタジオでのやり取りをうけ、以下に朱記したような VTR が取り上げられた。 

"岩本瑞貴（報告）「午後一時、菅義偉新総裁が党本部に入ります。」 

ナレ「昨日、自民党総裁選で圧勝した菅義偉新総裁、今日早速、党役員や内閣人事に着手しました。」 

菅義偉（自民党新総裁）「第 26 代自民党総裁に就任をさせていただきました、菅義偉であります。どうぞよろし

くお願い申し上げます」 

ナレ「縦割り、既得権益、悪しき前例主義を打ち破る、と強調した菅氏、これまで脱派閥を旗印にし、派閥にと

らわれない政治を進めると明言してきた菅氏が固めた当人事の顔ぶれは。」 

二階俊博（自民党幹事長）「党をお預かりする幹事長として新総裁をしっかりとお支えし、円満な党の運営に心を

砕いてまりいたいと存じます。」 

ナレ「総裁選で早々に菅氏支援を打ち出した二階俊博幹事長が続投。その他、総務会長に麻生派の佐藤勉元総務

大臣、政調会長に細田派の下村博文元文部科学大臣。選対委員長に竹下派の山口泰明組織運動本部長、そして二

階氏とともにいち早く総裁選の流れを作った石原派の森山裕国対委員長が再任されるなど、党の腫瘍のポストは

総裁選で支持を受けた５派閥で割り振られる格好で固まりました。記者からはこんな質問が。」" 
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"記者「派閥近郊あるいは論功行賞型の人事とも受け止められますが。」 

二階俊博「それはマスコミのみなさんがずーっとこう頭の中に刷り込んどる、そういう自民党に対する偏見です

よ、論功行賞なんてありません。」 

ナレ「明日、消臭される臨時国会の総理指名選挙を経て第９９代総理大臣に就任する菅氏。」 

菅義偉「改革意欲があって仕事ができる人をしっかり結集して、国民のために働く内閣、こうしたものを私は作

っていきたい。」 

ナレ「内閣の新たな顔ぶれも固まりつつあります。」 

記者「官房長官にという報道もございますけれども、現状でなにか菅新総裁のほうからですね、お話伺っている

ということとかこざいますでしょうか。」 

加藤勝信（厚労相）「特段の話をしたことはございません。」 

ナレ「記者からの質問をこう躱した加藤勝信厚生労働大臣、内閣の要のポストである官房長官への起用が決まり

ました、加藤氏は菅氏のもとで官房副長官を務めた経験があります。これまで、厚生労働大臣として新型コロナ

対策の先頭に立ってきた加藤氏ですが、ある閣僚経験者からは。」 

閣僚経験者「厚労大臣って難しいのに、他の大臣がゼロからやるのって無理でしょ。」 

ナレ「その、加藤氏の公認として元厚生労働大臣の田村憲久氏を再び起用する意向を固めました。麻生太郎副総

理件財務大臣、茂木敏充外務大臣、赤羽一嘉国土交通大臣、萩生田光一文部科学大臣、西村康稔経済再生担当大

臣、橋本聖子オリンピックパラリンピック担当大臣と６人の閣僚について菅氏は再任させる意向を固めています。

また、自民党の広報本部長を務める平沢勝栄衆院議員を復興大臣として、野上浩太郎元官房副長官を農林水産大

臣として初入閣させる他、上川陽子元法務大臣を不他旅起用する意向を固めました、武田良太国家公安委員長は

一時再任させる意向でしたが総務大臣への起用に変更しています。知名度が高いこの二人は。」 

記者「新閣僚や党役員人事、なにかご自身に打診はあったんでしょうか。」 

河野太郎（防衛相）「ありません。」 

ナレ「河野氏は行政改革担当大臣に、後任の防衛大臣には安倍総理の弟である岸信夫衆院議員を当てる意向です。」 

小泉進次郎（環境相）「本当に終わるみたいだけど、とりあえず最後の閣議なので。はい。」 

ナレ「小泉進次郎環境大臣は再任させる以降です、ほぼ固まってきた菅新内閣の顔ぶれ、明日午後正式にスター

トする予定です。」" 

 VTR を受けて、スタジオでは以下に朱記したようなやり取りが取り上げられた。 

"山本恵里伽「まずはその新たな顔ぶれを改めて確認していきます、」 

上村彩子「はい、まずは自らの後任となる官房長官には加藤さんの起用が固まりました。そして他の顔ぶれも見

ていきましょう、副総理件財務大臣には麻生さんが再任、総務大臣は武田さん。法務大臣は上川さん。外務大臣

は茂木さん、文科大臣は萩生田さん。環境大臣は小泉さんが再任、国交大臣は赤羽さん、経産大臣は梶山さん、

農水大臣は野上浩太郎さんが初入閣、厚労大臣は田村さん、防衛大臣には岸信夫さんが初入閣、岸さんは安倍総

理の弟です、復興大臣には平沢勝栄さんが初入閣、国家公安委員長には小此木さん、内閣府特命担当大臣には坂

本哲志さんが初入閣、経済再生担当大臣には西村さん、万博担当大臣には井上信治さんが初入閣。デジタル大臣

は平井さん、行政改革大臣は河野さんが防衛大臣から横滑り、オリンピックパラリンピック担当大臣には橋本さ

んの起用が固まっています。」 
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山本恵里伽「うーん、この新たな顔ぶれを見て、高松さんは注目の閣僚はどなたですか。」" 

"たかまつなな「そうですね、まず女性が少ないなというのは本当に残念だなということはまずあるんですけれど

も、教育に関することが今回本当に議論に上っていなかったので、萩生田さんにすごい期待したいなという、」 

山本恵里伽「文部科学大臣。」 

たかまつなな「そうですね、やっぱり先進国の中でもこれだけ教育費が少ない国というのはないですし、今学校、

コロナ禍でものすごく先生方負担が増えていると、ただでさえ小学校の先生３割、中学校の先生６割が過労死ラ

インを越えてもういつ先生が死ぬかもしれない、そういう状況なので、今すぐにでもそういう状況は改善される

べきなので、萩生田さん元々その件も携わっていらっしゃいましたし、ICT の現場に学校に視察も行ったりされ

ていたので進めてほしいなと思いますね。」 

山本恵里伽「そういった点を改善してくれるのかというのが一つと思っていらっしゃるわけですね。」" 

"たかまつなな「そうですね。」 

山本恵里伽「星さんは今回の注目の人事というのは、」 

星浩「まず菅さんは当面はね、その、コロナ対策が最優先だと言っていますので、その点から見ると加藤勝信さ

んから見ると、厚労大臣から官房長官に起用したと、官房長官に起用するのはおそらくちょっと前から検討して

いたんでしょうけれど、その後任についてずっと考えていたんだと思うんですね、後任は自民党でずっとコロナ

対策をやっていた田村さんがいたので、あ、適任ということで、まぁ加藤さんと田村さん、それからまぁ西村さ

んの体制でコロナを乗り切ろうということなんで、まぁこの布陣は菅さん自身が考え出して、本当に最優先でい

こうということでしょうね。」 

山本恵里伽「コロナ対策の布陣ということですね。その菅さんは総裁選前に改革意欲のある人、改革に理解を示

す人を中心に人事を進めるというふうに発言をしていました、たかまつさんはこの菅さんの改革、どういうふう

に見ていますか。」" 

"たかまつなな「そうですね、なんか取材しても私は全然、菅さんの描く国家観というのがあんまり伝わってこな

くて、で、でもデジタル庁を作りますとか女性の不妊治療の保険適用を認めますとか、そういう携帯料金ですね。」 

山本恵里伽「そうですね引き下げ。」 

たかまつなな「引き下げとか、だからなんか一見聞くと議論しなきゃいけないし、世間的な受けもいいけれど、

それって結局、国家観として何がどう変わるんだっけ、抜本的な解決になるんだっけ、みたいなところが、やっ

ぱり見えてこないな、と、例えば不妊治療の保険適用を可能にするということもそれって少子化の改善が私は一

番大事だと思うんですけれども、勿論、不妊治療、困っている方たくさんいます、保険適用大事だと思います、

でも少子化の一番の原因は未婚率が高い、」 

山本恵里伽「なるほど。」 

たかまつなな「やっぱり一人あたりの女性がこう産む人数というのは勿論下がってきていますけれども、結婚し

た人はそんなに下がっていないんですね、データで見ると、となるとそれで本当に良かったんだっけというそう

いう大きな柱、というのがいまいち伝わってこないし、それで受けが良いようなことを言っているから、その国

家の大きな柱じゃなくてその細部のところで支持を集めちゃいそうだなというふうなところが気になりますね。」 

山本恵里伽「本質がどこなのかという点ですね、」 

たかまつなな「そうですね。」" 
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"山本恵里伽「星さんこの改革という視点での人事はどなただと思いますか。」 

星浩「今のそのたかまつさんの疑問はね、非常にそのまっとうだと思うんです。つまりね、その菅さんの手法と

いうのは例えば携帯電話のこと、当面は今の携帯電話の料金を下げますよ、という点ではみんないいのかもしれ

ないですけれども、逆にね、その携帯電話の料金で儲かったお金を 5G とか長期的なものにじつは回すんですよ、

と、いう議論もあるわけですね、だから当面の料金の引き下げと長期的な投資というのはどういうふうにするの

か、例えば女性の登用も勿論どんどん登用してもらいたいんですけれども、一方でその自民党を含めておじさん

のカルチャーをどうするのかとか制度改正をどうするかっていう長期的なビジョンと一体でやらないとね、当面

の対策と長期の制度改正というのを両方打ち出さないからとりあえずの当面の対策しかないんじゃないか、とい

うふうに見えてしまう。」 

たかまつなな「それが本当に見えないですよね、なんか。おじさんたちが何を結局やりたいんだろうという顔ぶ

れを見ても若い人も女性もいないしこんなんで日本大丈夫かなと思っちゃいますね、」 

山本恵里伽「大きな方針、ビジョンというのを見せてほしいという点ですよね。で、星さんは今回の菅総理に関

して海外はどう見ているのか、ポイントは外交にあるというふうに仰っていました、アメリカのウォールストリ

ートジャーナルは安倍総理を補佐する以上の外交経験が菅さんは殆どないと指摘していまして、米中のバランス

を維持することが困難になるだろうと懸念の論評が出ているんですね。」" 

星浩「そうなんですよ、当面の対応としては米中は仲良くしてほしいな、とか日本は両方にいい顔したいなとい

うのはあるんですけれども、これはやっぱりアメリカとしてはもう米中の構造的な対立、構造的な覇権争いとい

うふうに位置づけていますのでね、どっちつかずというわけにはもういかなくなってきている、これをどうして

いく、これは外務大臣ができる話ではありませんので、菅さんがトップとしてどういうふうにこの問題を処理し

ていくか、まさに菅さんのこの理念、ビジョンが問われるといころなんですね。」 

山本恵里伽「なるほど。」 

 このトピックに当てられた時間は 874 秒で放送法上は特に問題は見られなかった 

 

・新立憲民主党結党大会：結論→特に問題なし 

山本キャスターの「そして一方の野党に話を移したいと思います。野党が合流した新しい立憲民主党の結党大

会が開かれまして 150 人規模の野党第一党が正式に発足しました。枝野代表は国民に選択肢を示すと菅新内閣へ

の対決姿勢を示しました。」とのコメントを受けて、以下に朱記したような VTR が取り上げられた。 

"枝野幸男（新党「立憲民主党」代表）「この 7 年 8 ヶ月、残念ながらこの間、政治に対する諦めが広がってしま

ったと受け止めざるを得ません、選択肢を明確に示すことができなかった野党の責任を痛感をしています。」 

ナレ「野党の合流新党立憲民主党が結党大会を開きました。衆参あわせて 150 人の野党第一党です。新たに代表

に就任した枝野幸男氏は明日発足する菅政権への対決姿勢を協調。菅氏が掲げる『自助・共助・公助』の理念を

踏まえ、こう訴えました。」 

枝野幸男「今こそ、国民の皆さんに選択肢を示すときです。過度に競争を煽る、行き過ぎた自助と、自己責任を

求める新自由主義か、支え合いの社会なのか。」 

ナレ「執行部人事で枝野氏は幹事長に旧立憲民主党の福山哲郎氏を起用、その一方で国民民主党出身者に配慮を

見せ、政務調査会長に泉健太氏に、代表代行件選挙対策委員長に平野博文氏を起用しました。」 
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安住淳（新党「立憲民主党」国対委員長）「戦う時は徹底的にやるから、最強の野党を目指します。」 

蓮舫（新党「立憲民主党」代表代行）「説明しなくて逃げてきた、安倍内閣の功罪の部分について、特に罪の部分

について菅総理は説明する責務があると思います、それだけでも十分私たちは戦える、論戦する準備はもう既に

できています。」" 

"ナレ「一方、合流に参加しなかった国民民主党の 15 人の銀も新たな国民民主党として結党大会を開きました。」 

玉木雄一郎（新党「国民民主党」代表）「衆参の 15 名の議員の皆様、私たちの乗る船は小舟ではありますけど、

変革の旗を高らかに掲げて、今日私たちは船出をします、」 

ナレ「代表についた玉木雄一郎氏は政策提案型の党運営を進める考えを強調しました。」" 

 VTR を受けてスタジオでは以下に朱記したようなやり取りが繰り広げられた。 

"山本恵里伽「野党第一党でスタートした新たな立憲民主党ですけど、たかまつさん結党大会を取材されたんです

ね。」 

たかまつさん「そうですね、立憲も国民も両方行きました。」 

山本恵里伽「どういうふうに感じられました。」 

たかまつさん「そうですね、国民のほうがすごく熱気があって、みんなあの、楽しそうだったので、エネルギー

はちょっとびっくりしましたね。立憲はいつもどおりだなっていう感じ」 

山本恵里伽「いつもどおり、顔ぶれなどを見ていかがでした。」 

たかまつなな「そうですね、やっぱり立憲に関しては女性がね、こう少ないなというふうには想いますよね、で

ちょっと顔ぶれは変わらないと、で立憲と国民だとバランスを考えてすごい配置されているなと思うので、本当

に新しい党になるのかなというところにはちょっと疑問が残るところですね。」 

山本恵里伽「枝野さんに実際にお話を伺ったんですよね。」 

たかまつなな「そうですねやっぱり私は野党が強くないと日本の政治は良くならないと思うので、枝野さんは政

権交代が 10 月に囁かれていますけれど、もし 10 月に解散された場合、できそうですか、ということを来たんで

すけれども、それは 1 ヶ月後の政治状況はわからない、というような答えと、あと、もしそれをするんだったら

どういう戦略でやられるんですか、と戦略については答えていないというような回答だっったので、そこは嘘で

も政権交代、私たちに任せてくれれば起こしますっていうふうに、それは今までとはこう違うんですというふう

に言ってほしかったな、というところは結局渡しはなんか菅さんと同様、枝野さんがこう今までと何をどう買え

ていくのかというところが、ちょっとごめんなさい私の取材実感ですけれども見えてこなかったですね。」 

山本恵里伽「なるほど、星さんはこの枝野産、国民に選択肢を示すときだと強調していましたけれども、どう受

け止めていますか」" 

"星浩「まぁ選択肢の一つキーワードだと思いますね、まぁおぼろげながら選択肢少しずつ見えてきているんだと

思うんですよ、その自民党、菅さんの自民党はですね、自助・共助・公助でいくんだと、自分で頑張ってくださ

いと協調原理でいくんです、小さい政府でいくんです。立憲の方は助け合うんだと、場合によっては大きい政府

で支援するんだというスタンスですよね、ただその助け合う大きい政府というからには財源を示してもらわない

と困る、というその立憲の責任だと思いますね、それからどんどん議論になるでしょうが、例えば夫婦、選択的

夫婦別姓と言った多様性についてどう考えるのか、これ一つ選択肢になってくると思います。ここでそのたかま

つさんたち若い方々にもですね、ぜひその国民もですねどっちでも同じなんだ、変わりないんだというふうにし
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らけないで、政治、その積極的に関わってですね、積極的に選択していくということが、これから大事になって

くると思いますね。」 

山本恵里伽「たかまつさん、今のこの政治の状況大きく変化しようとしているわけですが、どういうふうに感じ

ていらっしゃいますか。」 

たかまつなな「いや、でも若い人から見たらそんなに変わっているようには見えないし、やっぱりそこに若い人

とか女性とか現れない限りは結局同じことやってるじゃんという認識は変わらないと思うんですけれども、でも

やっぱり私たちが興味を持たないと結局国民は関心がないわけですし過去のことなんで忘れちゃうでしょ、だか

らそんな説明もしなくていいよねというようなこうなんかディスコミュニケーションが生まれてるきがするの

で、しっかりとそこはなんか説明をしてほしいし、逆に言うとメディアもそれをしっかりと聞いていかないとい

けないなというふうには記者会見を通してすごく感じましたね。」 

山本恵里伽「国民が有権者がしっかりとウォッチして行かなければ関心を持たないと。」 

たかまつなな「そうですね、結局なにかじゃ、公文書改ざんしました、そこまで関心なりませんでちょっと終わ

りますみたいなそういうものだとやっぱりだめだと思うので、それは結局解決したんですか、なんで女性は三割

って見送ったんですかということをしっかり問い詰めていかないと、見送ったとして次はちゃんと実現できるん

ですか、それはどうやって道筋を建てるんですか、それは答えられません、そんなんじゃだめでしょってやっぱ

り思うので、やっぱどちらの記者会見に行っても上手く聞き出せない私たちもいけないんだなと思うんですけれ

ども、なんか腑に落ちる答えというか対話というのができていないような気がしましたね。」 

山本恵里伽「ここまでたかまつななさんにお話伺いました。ありがとうございました。」" 

 このトピックに当てられた時間は 445 秒で時間配分および比率は以下の通りであった。 
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 放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・河井夫妻事件：結論→特に問題なし 

 ナレーションによって「去年の参議院選挙をめぐる買収事件で起訴された河井前法務大臣が担当の弁護士全員

を解任したことがわかりました。河井克行被告と妻の案里被告は裁判で無罪を主張して、明日からの裁判では現

金を受け取ったとされる地方議員への初めての証人尋問が開かれる予定でした。しかし、弁護した不在となるた

め、今後の裁判が一時的に開けなくなる可能性があります。」とのことが伝えられた。 

 このトピックについて当てられた時間は 35 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・GoTo トラベル：結論→特に問題なし 

 ナレーションの「来月１日から GoTo トラベルの対象に追加される予定の東京発着の旅行について 18 日正午か

ら予約の受付が始まることになりました。ただ、東京の感染状況が悪化すれば追加を見送る可能性もあるとして

います。その場合は、旅行のキャンセル料を利用者が負担しなくて済むよう、調整しているということです。」と

のことが伝えられた。 

 このトピックに当てられた時間は 33 秒で放送法上は特に問題は見られなかった 

 

概要 

21秒 

5% 新立憲 

107秒 

24% 

新国民 

46秒 

10% 

スタジオ 

271秒 

61% 
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・香港の民主派弾圧：結論→特に問題なし 

 山本キャスターの「香港で 6 月に行われた天安門事件の追悼集会をめぐり違法な活動に参加した罪に問われた

民主活動家らの裁判が始まりました。活動家らは追悼は私たちの権利で無罪だと訴えています。香港の民主派団

体代表、李卓人氏や香港紙リンゴ日報の創業者黎智英氏ら 26 人は 6 月 4 日に行われた天安門事件の追悼集会を

めぐり無許可の集会に参加した罪などで起訴されています。15 日の初公判には香港にいる 24 人が裁判所に出廷

しました。」とのコメントを受けて、以下に朱記したような VTR が取り上げられていた。 

李卓人氏「天安門事件を追悼することは私たちの権利だ。天安門事件の追悼は無罪だ。」 

ナレ「李氏は集会は市民に認められた合法的な権利で私たちは無罪だと主張、更に香港では抗議デモの参加者が

かんたんに逮捕されていて、捜査権が乱用されていると訴えました、香港では国家安全維持法の施行後、黎智英

氏や周庭氏など民主活動家の逮捕が相次いでいて、当局による政治活動の締め付けが加速しています。次回の裁

判は来月 15 日に行われます。」" 

 このトピックについてあてられた時間は 87 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

最高裁判例の見地からの「印象操作」に関する所見および該当トピックの報道内容要旨 

 特になし 

検証者所感 

・菅新内閣の顔ぶれ 

 スタジオではたかまつななさんが「やっぱりこう、この存在に若者とか、女性というのが忘れ去られているな

ということをすごく感じて、私は若者であり、女性なのに私のような人ってのは本当はいっぱいいるのに、政治

の場だとなかなかこう語られないんだなということがちょっと残念でしたね。」とコメントしていた。 

 女性が少ないだとか若者が少ないというのはその通りであるが、女性はともかくとして、そもそも日本の平均

年齢が 48 歳前後である。有権者の平均年齢ということになれば 20 歳以下を除外しての平均年齢になるので、も

っと平均年齢は上がるだろうし、議員になるためには被選挙権が必要であるので、被選挙権保有者の平均年齢と

いうことになれば、更に上がるだろう。 

 こうした平均年齢や人口構造を踏まえると一人一票のデモクラシーをやっている以上は、若者の声がおじさん

おばさんあるいはおじいさんおばあさんの声よりも通る、ということは起きないのではなかろうか。 

 むしろ、国政ではなく、地方政治や市場でこそ若者の声は反映され得るのではないだろうか。 

 

・新立憲民主党結党大会 

 たかまつななさんの「若い人から見たらそんなに変わっているようには見えないし、やっぱりそこに若い人と

か女性とか現れない限りは結局同じことやってるじゃんという認識は変わらないと思うんですけれども」とのコ

メントは「若い人」であるとか「女性」に過度な幻想を抱いているような気もする。 

 若いかどうかは別にして、それこそ野党では土井たか子氏、福島みずほ氏、扇千景氏、蓮舫氏そして小池百合

子氏と女性の党首が活躍していた実績もあるのだから、女性が現れたところでそこまで大きく変わるのか、とい

うのは正直言って疑問である。 
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 他方でたかまつななさんの「やっぱり私は野党が強くないと日本の政治は良くならないと思う」という意見は

全く同感で、野党が政権を取り得ると思わせるような勢いがなければ、日本の政治は良くならないだろう。 
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テレビ局：TBS 番組名：NEWS23 放送日：2020 年 9 月 16 日 

出演者：星浩、山本恵里伽、田村真子、石井大裕 

     

検証テーマ：菅新内閣、デジタル庁創設に向けた動き、アメリカと北朝鮮 

林芳正氏が衆院鞍替の意向、中東情勢 

報道トピック一覧 

・菅新内閣 

・ゆうちょ銀行が不正引き出し被害 1800 万円超と発表 

・コロナと大学 

・WMO が北半球は史上もっとも暑い夏と発表 

・デジタル庁創設に向けた動き 

・アメリカと北朝鮮 

・林芳正氏が衆院鞍替の意向 

・スポーツ報道 

・中東情勢 

・天気予報 

 

放送法第 4 条の見地からの検討・検証および該当トピックの報道内容要旨 

・菅新内閣：結論→特に問題なし 

山本キャスターの「今日、菅内閣が発足しました。先程行われた初めての会見で菅総理は『新内閣を国民のた

めに働く内閣だ』と述べました。また、桜を見る会を来年以降中止にする考えを明らかにしています。」とのコ

メントを受けて以下に朱記したような VTR が取り上げられていた。 

"ナレ「今夜発足した、菅内閣、午後 9 時、総理として初めての会見に臨みました。」 

菅義偉（新首相）「安倍政権が進めてきた取り組みをしっかり継承して、そして前に進めていく、そのことが私

に課された使命である、このように認識をしております。」 

ナレ「冒頭、安倍政権の継承を強調した、菅新総理、こう抱負を語りました。」 

菅義偉「現場の声に耳を傾けて、何が当たり前なのか、そこをしっかり見極めた上で、大胆に実行する、これが

私の信念です。国民のためになる、ために働く内閣をつくります。」 

報告「今日、総理に就任する菅新総裁、朝から散歩をしています。」 

ナレ「毎日 40 分の散歩が日課になっている菅氏、今朝も国会周辺を歩く姿もありました、時折通行人に手を振

り、笑顔を見せる場面も、菅氏の長い一日が始まりました。」" 

"記者「総理、おはようございます。」 

ナレ「在任期間、歴代 1 位の通算 3188 日、第二次政権以降、7 年 8 ヶ月に及ぶ長期政権を担ってきた安倍氏。」 

安倍総理「様々な課題に国民の皆様とともにチャレンジすることができたことは私の誇りとするところでありま

す。」 

ナレ「これからは 1 議員として菅政権を支えていく、と言います、臨時閣議を開き、閣僚らの辞表を取りまとめ、
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安倍内閣は総辞職しました、議員や職員らの拍手で送られる安倍氏、女性職員から花束を渡されると名残惜しむ

かのように総理官邸を後にしました。」" 

"萩生田光一（再任、文科相）「今日最後ですから、どうぞ全員手を上げている人は。」 

ナレ「再任が決まっているもののこれまでを振り返り閣僚からはこんな声が。」 

萩生田光一「悔いが残ると言えば、春の選抜で始球式ができるんだろうと、甲子園のマウンドに立つことを夢見

てましたけど、そんなことももし一年あれば体験をしてみたいな、と。」 

ナレ「一方で、内閣から去ることになったこの人は、記者からこんな質問が。」 

記者「辛いとか辞めたいとか思ったことっていうのありますか。」 

北村誠吾（地方創生相、2 月 7 日当時）「ただ今詳しく確認を」 

野次「送っちゃダメだよ。」 

北村誠吾（2 月 10 日）「只今大急ぎで整理をしているので、ちょっと時間をください。」 

北村誠吾（前地方創生相）「つらいとか辞めたいとか思ったことはないかと？全くありません。答弁が苦になっ

たり、委員会が苦になったりして辞めたいと思ったことは全くありません。」" 

"ナレ「午後、国会で行われた総理大臣指名選挙、」 

大島理森（衆院議長）「菅義偉くんを衆議院規則第 18 条第 2 項により本院において内閣総理大臣に指名すること

に決まりました。」 

ナレ「衆参両院で自民党の菅総裁が第 99 大総理大臣に選出されました。菅新総理の地元、横浜ではお祝いの紅

白饅頭が配られ、出身地の秋田では祝の提灯行列が街を練り歩きました。」 

地元市民 A「嬉しいです、本当に嬉しいです。」 

ナレ「菅新総理が掲げる国民のために働く内閣、与野党の議員からは。」 

義家弘介（自民党衆院議員）「まぁ人事というのは 100％というのはないと想いますけれども、まぁあくまでも”

継続”というものが前提にあった上で、菅総理の新たな挑戦のための布陣という意味では私自身は大変重厚な内

閣だなと思います。」" 

長妻昭（立憲民主党衆院議員）「超安全運転、継承内閣だと想いますので、やはりここはどういう方針でどうい

う理念を持っているのかやっぱり正すということが必要だと思います。」 

"ナレ「初入閣組は呼び出しの電話を受けるまで落ち着かない時間を過ごしていました。」 

岸信夫（新防衛相）「人がこう待ってて、受ける画なんかをテレビで見てて、なんかなーって思っていましたけ

れど。」 

ナレ「岸信夫防衛大臣は安倍前総理の拾の弟です。」 

岸信夫「もしもし、はい、はい。岸です。はい、どうも、どうも、後で着替えるわけですね、」 

坂本哲志（新一億総活躍相）「普通どっちでかかってくるんだろうかね、こっちかなぁ。」 

ナレ「電話は携帯なのか事務所の電話なのか、坂本哲志一億総活躍担当大臣もそわそわ。」 

坂本哲志（電話）「はい、坂本です、ありがとうございます。」 

坂本哲志「あの、緊張してます、これからいよいよ仕事が始まるんだなという思いですので、」" 

"ナレ「午後 4 時前、加藤新官房長官による、閣僚名簿の発表が始まりました。」 

加藤勝信（新官房長官）「副総理財務大臣麻生太郎、環境大臣小泉進次郎、行政改革担当河野太郎、」 
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ナレ「菅内閣では 8 人の閣僚が再任。」 

茂木敏充（外相）「存在感のある外交、これを目指していきたいと思います。」 

ナレ「一方、二階派の事務所では、武田良太氏、そして初入閣となる平沢勝栄氏が入閣の知らせを待っていまし

た。」 

加藤勝信「総務大臣、武田良太。」 

武田良太「どうも行ってきます！」 

ナレ「先に官邸に向かったのは武田新総務大臣。平沢氏の電話はまだ鳴りません。」 

平沢勝栄（新復興相）「まだ電話はきませんけど、多分今度は大丈夫と思います。」 

ナレ「たまらず挨拶を始めてしまった平沢氏、仕事の任の重さに、責任感を痛感しているということで一つ。」 

電話「ピピピピ」 

平沢勝栄「これだ、これ。」 

ナレ「ようやく官邸への呼び出しがありました。当選 8 回、75 歳で復興大臣に、待ちに待った入閣です。」 

平沢勝栄「今まで随分空振りしましたけれども、色んな思いはありますけれども、これで今回こうして入閣させ

ていただいてありがたいなと。」 

ナレ「菅政権の初入閣はあわせて 5 人となりました。」 

田村憲久（新厚労相）「それではすぐにお伺いさせていただきます。」 

ナレ「官房長官となった加藤氏に変わり新たな厚生労働大臣には田村憲久氏が二度目の起用となりました。」 

田村憲久（新厚労相）「コロナ対策にまずは全力を傾けるということがすべての前提になっていると思いますの

で、そういう意味ではこれに力を注いでいきたい。」 

ナレ「午後 6 時ごろ、皇居宮殿松の間で認証式が行われすが内閣が正式に発足しました。今夜の会見で菅新総理

は新型コロナウィルス対策が再優先課題だ、と強調しました。」 

菅義偉「欧米諸国のような爆発的な感染拡大を絶対阻止をし国民の皆さんの命、健康を守り抜きます、その上で

社会経済活動との両立を目指します、メリハリの聞いた感染対策を行い、検査体制を充実させ必要な医療体制を

確保します。来年前半までにすべての国民の皆さんに行き渡るワクチンの確保を目指していまいります。」" 

"ナレ「森友加計問題や桜を見る会などについて追加の検証を行うか問われると。」 

菅義偉「客観的に見てやはりおかしいことは直していかなければならない、こう思います、今後桜を見る会、こ

うしたことは中止をしたい。」 

ナレ「来年以降、桜を見る会について中止することを明言しました。」 

菅義偉「今大事なのはコロナ対策、こうしたものに集中していきたい、そういう強い思いの中で私、総理になっ

て予算要求はしない、そういうことを決めたわけです。」 

記者「前総理にはお話は？」 

菅義偉「あの、このことについては総理にもこれ従前から予算昇給については否定的なことでした。」 

ナレ「行政改革担当大臣に就任した河野大臣にはこんな指示も。」 

菅義偉「例えば縦割り 110 番みたいな、そうした国民の皆さんからこんなことが現実に起きている、そうしたこ

とを参考にしたらどうだということも今日は大臣に支持をしてきました。私自身がこの規制改革というものをこ

の政権のど真ん中においていますから、これは大臣と総理とでこれはしっかりとやっていきたい、このように思
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っています。」" 

 VTR を受けてスタジオでは以下に朱記したようなやり取りが繰り広げられた。 

"山本恵里伽「今夜発足しました菅新内閣、菅新総理の改憲のポイントを改めて纏めていきます、村瀬さん。」 

村瀬健介「はい、つい先程行われました、記者会見。菅総理はですね、最優先課題は新型コロナ対策だとしまし

た。また不妊治療への保険適用を実現して安心して子供を生み育てることができる社会を目指すとしました。解

散時期については一年以内に衆議院が任期満了が来るという時間の製薬も視野に入れ考えたいと発言しました。

また、安倍内閣で問題となった桜を見る会は中止すると明言した他、河野行革大臣のもとに縦割り 1１0 番とい

うものを作って国民から縦割り行政についての情報を集めるという考えも明らかにしました。星さん、注目点は

どこにあるのでしょうか。」" 

"星浩「そうですね、解散時期についてやはりその国民が求めていると何度も言っていましたけれどもコロナ対策

なんだと、感染対策と経済の立て直しなんだと強調していまして、まぁこれは政治的にはですね 10 月の臨時国

会の冒頭だとか年内の解散というのは見送って、年明けの通常国会の中でタイミングを探ろうというメッセージ

だと思いますね。」 

山本恵里伽「となると、今後の政権運営というのはやはりコロナ対策と言ったことが中心になるということです

かね。」 

星浩「それを中心に成果を上げていくということを強調したというのが今日の会見ですね。」 

山本恵里伽「今後はどういうふうになって、あ、失礼しました、ここで改めてですね、菅新内閣の顔ぶれを見て

いきたいと思うんですが、再任と再入閣が 15 人というふうになりまして、初入閣が 5 人と、どのように見てい

ますか。」 

星浩「そうですね、とにかく少なくて、まぁあの新味がないとか安倍亜流政権だという批判はおそらく菅さんか

らすると織り込み済みだと思うんですね、むしろ自分が今までこれまで付き合ってきた個人的な関係でこの仕事

に精通している人、通じている人を使ってですね、当面の対策に取り組もうということですね。」 

山本恵里伽「はい、やはりコロナ対策ということになるんですね。」 

星浩「そうですね、コロナのその感染対策と経済立て直しなんですが、それに付随して持論である携帯電話料金

の値下げとかデジタル化の推進なんですね、逆に言うとですねそうした政策で成果が上がらないと布陣は非常に

地味なものですから全体の政権自体が失速していくという可能性はあると思いますね。」" 

 このトピックに当てられた時間は 883 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・デジタル庁創設に向けた動き：結論→特に問題なし 

 ナレーションによって「菅新総理の目玉政策デジタル庁について政府は 2020 年 4 月の発足を目指しているこ

とが JNN の取材で明らかになりました。政府関係者によりますと、今月末の概算要求で関連費用を計上した上

で、デジタル庁創設に向けた準備委員会を立ち上げます。更に、来年の通常国会で IT 基本法や内閣法の改正案

など複数の関連法案を提出し、成立させたい考えです、菅総理にとって肝煎りの政策だけにスケジュール通りに

進めることができるかが政権の今後を占う試金石になりそうです。」とのことが伝えられた。 

 このトピックに当てられた時間は 46 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 
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・アメリカと北朝鮮：結論→特に問題なし 

 アメリカと北朝鮮の関係について以下に朱記したような VTR が取り上げられていた。 

"ボブ・ウッドワード（米ジャーナリスト）「私とトランプ氏は北朝鮮についてたくさん話した。」 

ナレ「アメリカの著名ジャーナリストボブ・ウッドワード氏が出版したトランプ政権の内幕本、RAGE（怒り）、

トランプ大統領への 18 回に渡るインタビューなどをもとに執筆した本には。アメリカと北朝鮮の緊張が高まっ

ていた 2017 年、トランプ政権が北朝鮮の体制変換を念頭に 80 発の核兵器の使用を含む戦争の計画を検討してい

たことが明らかにされています。」 

ボブ・ウッドワード「一般には知られていないと思うが、トランプ氏は私に何度も『我々がどれほど戦争に近か

ったか知らないだろう』と話した。更にトランプ氏は金正恩氏から直接アメリカと戦争する用意があったと聞い

た、とも話しています。」 

トランプ氏「彼は完全に準備をしていた。」 

ボブ・ウッドワード氏「金氏が大統領にそういったんですか。」 

トランプ氏「そうだ、彼は戦争になると思っていた。しかし、我々は会った。」 

ナレ「米朝首脳は 3 回に渡り会談を行いました。トランプ氏は自分が大統領でなかったら今頃戦争になったとア

ピールしています。」" 

 VTR を受けてスタジオでは以下に朱記したようなやり取りが繰り広げられた。 

"山本恵里伽「アメリカと北朝鮮、かなり緊迫した状況なんですね。」 

星浩「そうですね、このウッドワードさんってのは非常に緻密な取材をする人なんですけれども、それだけアメ

リカと北朝鮮、一触即発の状況にあったんですが、まぁトランプさんからするとそういう危機の時に自分が乗り

出していって解決したんだというのをアピールしたいという狙いがあるんですね、それでまぁ 18 回もインタビ

ューに答えたという経産もあるかなという気がしますかね。」" 

 

 

・林芳正氏が衆院鞍替の意向：結論→特に問題なし 

ナレーションによって「自民党の参院議員、林芳正元文科大臣が次の衆議院選挙に山口３区から出馬する意向

を固めたことが JNN の取材でわかりました、農水大臣や文科大臣などを歴任した林参議院議員は将来の総理大

臣候補として衆議院に鞍替をする機会を伺っていました、複数の関係者によりますと、早期の解散総選挙が取り

ざたされる中、衆議院小選挙区の山口３区から立候補する意向を固めたということです。既に地元の後援会関係

者には報告をし、選挙区内の事務所を移転させた他、所属する岸田派の岸田会長らにも鞍替の意向を伝えていま

す。山口３区には自民党で現職の河村元官房長官がいますが、林氏は自民党の公認を得られなくとも無所属で出

馬する構えです。」とのことが伝えられた。 

このトピックに当てられた時間は 62 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

 

・中東情勢：結論→特に問題なし 

山本キャスターの「イスラエルと UAE アラブ首長国連邦、そしてバーレーンが国交を正常化する文書に署名
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しました。」とのコメントを受けて以下に朱記したような VTR が取り上げられていた。 

ナレ「署名式はアメリカホワイトハウスで行われ、仲介役となったトランプ大統領はパレスチナ問題で対立して

きたイスラエルとアラブ諸国が共存する未来へ大きな一歩を踏み出した、と強調しました。」 

トランプ大統領「３カ国の指導者たちの偉大な勇気のおかげで新たな中東の夜明けを迎える。」 

ナレ「アメリカ大統領選まで２ヶ月を切る中トランプ氏がイスラエルを重視する姿勢を見せ国民の４人に１人は

いると言われ要の支持基盤である親イスラエルのキリスト教福音派にアピールする狙いがあると見られます、ト

ランプ氏は他のアラブ諸国も追随する可能性に言及。イスラエルに占領を続けているパレスチナは置き去りにさ

れ孤立を深める形で反発を強めています。アメリカ国内では外交の政治利用との批判もある一方で、相次いで国

交正常化を仲介したと評価する意見もあり、大統領選への影響は見通せない状況です。」" 

 このトピックに当てられた時間は 85 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

最高裁判例の見地からの「印象操作」に関する所見および該当トピックの報道内容要旨 

 特になし 

検証者所感 

・菅新内閣 

 今回の内閣で岸信夫衆院議員と平沢勝栄衆院議員が初入閣というのが非常に印象的だった。 

 岸信夫衆院議員と言えば、既に参院２回、衆院３回の政治キャリアがあり、安倍政権の後半では十分に「入閣

適齢期」と言ってもおかしくない位置にいたが、清和会の中でも西村康稔氏や稲田朋美氏、萩生田光一氏と比べ

ても入閣に遅れを取っていた。 

 また、平沢勝栄衆院議員も衆院８回の政治キャリアの持ち主であり、安倍政権成立時点でも既に衆院当選６回

を重ねていたが、安倍政権ではついに入閣はできなかった。 

 とはいえ、岸信夫衆院議員も平沢勝栄衆院議員も安倍前首相と疎遠だから、というわけではなく岸信夫衆院議

員は安倍前首相の実弟、そして平沢勝栄衆院議員は若き日の安倍前首相の家庭教師と、むしろ極めて近い関係に

あった人物である。 

 そうした近い関係性故に彼らが安倍政権では入閣できなかったところ、安倍政権から菅政権となったことで晴

れて入閣に至ったということだから、安倍前首相の「身内への厳しさ」というのが垣間見えるようにも思える。 

 

・林芳正氏が衆院鞍替の意向 

 林芳正氏の衆院鞍替の意向は時折報じられるが、今回の信憑性はどうなのだろうか。飛ばし、ではないか気に

なるところである。 
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テレビ局：TBS 番組名：NEWS23 放送日：2020 年 9 月 17 日 

出演者：星浩、山本恵里伽、田村真子、村瀬健介、石井大裕 

     

検証テーマ：東京の感染者、菅新政権の顔ぶれ、菅政権の経済政策、北村前地方創生担当大臣の引き継ぎ式、河

井事件、三原じゅん子参院議員を厚労副大臣に、クロージング 

報道トピック一覧 

・東京の感染者 

・不正引き出し事件 

・菅新政権の顔ぶれ 

・菅政権の経済政策 

・北村前地方創生担当大臣の引き継ぎ式 

・河井事件 

・持続化給付金詐欺 

・伊勢谷容疑者の新供述 

・松本元死刑囚の遺骨は次女へ 

・スポーツ報道 

・栃木県で切りつけ男の逃走の映像公開 

・三原じゅん子参院議員を厚労副大臣に 

・天気予報 

・クロージング 

 

放送法第 4 条の見地からの検討・検証および該当トピックの報道内容要旨 

・東京の感染者：結論→特に問題なし 

山本キャスターの「一端は減っていた東京の感染者が不他旅増えています。東京都の専門家は今後の急速な増

加が危惧されると表明、週末からの四連休を前に警戒レベルの引き上げを求める声もあることもわかりました。」

とのコメントを受けて以下に朱記したような VTR が取り上げられていた。 

ナレ「今日、午後から行われた東京都の新型コロナモニタリング会議。そこで専門家からある懸念が示されまし

た。」 

大曲貴夫（国立国際医療研究センターセンター長）「新規の陽性者が依然多い状況であります。その中で接触歴

の不明の方の増加比が 100％を超えて再び増加に転じております。ですので、今後の急速のあ増加を強く危惧さ

れる、と。」 

ナレ「感染経路がわからない人の割合がおよそ一ヶ月ぶりに増加しているのです。今日、発表された東京都の新

規感染者数は 171 人。ピークを過ぎたあと下げ止まりのまま、以前高い水準を推移しています。また、一週間平

均の感染者数は先週火曜日の 147 人を底に増加に転じ、今日は 166 人となっています。感染者の年齢層の割合も

20 代が減少し、30 代から 50 代が増加傾向にあります、感染状況の警戒レベルは先週もっとも深刻な段階から 1

段階引き下げられたばかりですが、関係者によると今日の会議への投信で紛糾したと言います。」 
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都の関係者「感染状況をオレンジに据え置くか、赤に戻すかで相当もめた。」" 

"ナレ「都は一昨日酒を提供する飲食店に対する午後 10 時までの時短営業の要請を終了しました。午前 0 時まで

の通常営業に戻した都内の居酒屋。昨日は午後 10 時以降 3 組の客が訪れました。」 

20 代会社員「（外飲みは）２ヶ月ぶりくらいですかね。」 

記者「時短営業っていうのは 10 時までというのは」 

30 代会社員「短いと思いました。」 

ナレ「午後 10 時から閉店までの売上はおよそ 1 万 5000 円、これに店主は。」 

平山徳治（根室食堂店主）「大きいですよ、やはり 1 万 5000 円というのは 30 日で計算すれば 30 万ですよね。

知恵を絞って、まぁお客様がいっぱい来るように色々と策を練っていこうかなとは思っています。」 

ナレ「一方、都では会食による感染が先週の 41 人から今週は 67 人に増加しています。東京都医師会は。」 

尾崎治夫（東京都医師会会長）「これから 4 連休がありまして、それから 18 からもし GoTo トラベルも含めてで

すね、東京の方がですね、どんどん全国に移動していくということになるとまたそちらで増えていくのではない

かという可能性も考えられる。」 

記者「4 連休の予定は？」 

街の人 A「ちょっと山登りにでもいこうかなって思っています。あんまり有名じゃない山にいこうかなと」 

街の人 B「十干遠くまでいこうかなとも考えています、予定はまだちょと立てていない状況ですね。」" 

"ナレ「週末からの 4 連休を前に小池都知事は。」 

小池百合子（東京都知事）「旅行、お彼岸のお墓参りなど予定されておられる方いらっしゃると想いますけれど

も、ちょっと調子の悪い方はご無理をなさらないで、控えていただきたい。」 

ナレ「都の関係者の 1 人は NEWS23 の取材に対し次のように話ました。」 

都の関係者「第二波が収まり切る前に見切りで緩和が始まり、感染拡大の危機に再突入というイメージだ。」" 

 このトピックについて当てられた時間は 268 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・菅新政権の顔ぶれ：結論→特に問題なし 

山本キャスターの「発足から一夜、菅政権が動きはじめました。早速実現させたのがこちら、になります。国

民が縦割り行政についての情報を提供できる縦割り 110 番です。」とのコメントを受けて、以下に朱記したよう

な VTR が取り上げられていた。 

"ナレ「新内閣発足から一夜明け、」 

記者「今の心境をお聞かせください。」 

菅義偉（総理）「まさに身の引き締まる思いであります、しっかりとした成果をあげて国民の期待にお答えをし

たい。」 

ナレ「国民のために働く内閣と銘打った菅新内閣、初日から大臣たちが次々と総理官邸に姿を見せ、総理から具

体的な支持を受けました。」 

田村憲久（厚労相）「非常にフットワークの軽い方なので、あの、言われれば我々はすぐにお伺いするというこ

とですね、はい。」 

ナレ「田村厚生労働大臣は保険の適用外で行われている新型コロナウィルスの PCR 検査費用減額を検討するよ
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う支持を受けました。注目閣僚の 1 人、平井デジタル改革担当大臣は行政のデジタル化を集約して進めるデジタ

ル庁の創設を急ぐよう指示を受けました。」 

平井卓也（デジタル担当相）「4 連休はもう合宿したいと思っています、そのぐらいのスピード感でやらないと今

回は間に合わないし、」 

ナレ「ただ、長期に渡った安倍政権からの切り替えはスムーズには行かないようで。」 

茂木敏充（外相）「安倍政権、あ、菅政権、しっかり支えていきたい。」 

ナレ「そしてこの人は。」" 

"麻生太郎（副総理）「昨日を持ちましてカン内閣が新しく、スガ内閣禍。訂正をいたします。」 

ナレ「一方、今回の目玉人事として注目されるこうの行政改革担当大臣、早くも。」 

河野太郎（行革相）「スピード感、例えばこの記者会見も各省に大臣が散ってやればもう今頃みんな終わって寝

ていますよね。」 

ナレ「批判の矛先はまさにこのとき行われていた新任閣僚の記者会見です。組閣の当日、新任閣僚は総理官邸の

会見室で順番に会見を行うことが慣例となっています。」 

加藤勝信（官房長官）「初閣議の概要について申し上げます。」 

ナレ「昨日、午後 10 時前に始まった会見、河野氏に順番が回ってきたのは日付をまたいだ今日、午前 1 時前で

した。」 

河野太郎「延々ここでやるというのは前例主義、既得権、権威主義の最たるものだと思いますので、こんなもの

さっさとやめたらいいと思います。」 

ナレ「今日午後には菅総理から検討を指示されていたこの制度もスタートされました。」 

河野太郎（Twitter）「行政改革目安箱、縦割り 110 番を立ち上げました。」 

ナレ「縦割り行政の実例について国民から通報を受け付ける縦割り 110 番です。」" 

"村瀬健介（報告）「こちらが河野行革大臣のホームページですけれども、縦割り 110 番というもの、こちらに出

来上がっています、投稿する人は必ず名前、さらにメールアドレス、そしてですね住所も必ず入力しないといけ

ないということなんです。」 

ナレ「河野大臣は今日、会見ですでに多くの件が届いていることを明かしました。」 

河野太郎（行革相）「700 通くらい来まして、ちょっと目安箱破裂しそうだなという状況ですがなるべく具体的な

ものからしっかり手を付けていきたい。」" 

 VTR を受けてスタジオでは以下に朱記したようなやり取りが繰り広げられた。 

"山本恵里伽「こちらがその縦割り 110 番のページなんですけれども、VTR にあったように結構細かく記入しな

いといけないんですね、ただ。そんな状況でももう 700 通も声が届いている、と。」 

星浩「そうですね、関係者によりますと、縦割りそのものというよりも政府役所の対応への苦情というものが多

かったですね、この手の目安箱、過去にも何回もできてきたんですけれども、結局その既得権益に切り込むとい

うことはまぁ殆どなかったですよね、今回も本当にその既得権益に切り込むんであればですね、役所の関係する

団体を潰したり天下りを辞めさせたり、相当な荒療治が必要になりますので、そのときにこそ菅さんの本気度が

問われると思いますよね。」 

山本恵里伽「どこまで切り込めるのかという点ですよね。」" 
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 このトピックに当てられた時間は 313 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・菅政権の経済政策：結論→特に問題なし 

山本キャスターの「その菅政権ですが、続いてはですね、経済政策について見ていきたいと思います。安倍政

権のアベノミクスは格差の拡大など影の部分も指摘されてきました。菅政権はこうした課題にどう向き合うので

しょうか。」とのコメントを受けて、以下に朱記したような VTR が取り上げられていた。 

"ナレ「一台数千万円のスポーツカーが並ぶ、都内の輸入車販売店、会社を経営するこの男性は 4 月に 3500 万円

でフェラーリを買いました。」 

会社経営者（40 代）「自分はネットを活用して収益を取っていた部分があったので特にコロ中野譲許でも影響な

く収益を伸ばすことができていたと思います、自分のモチベーションの為買ったというのはあります、はい。」" 

"ナレ「コロナ禍で経済の停滞が叫ばれる中でも実はこうした高級車は売れています。この店では 3 月以降の売

上が前の年と比べて 15%増えたと言います。」 

川久保翼（ロベライオ取締役）「例えばどこかにでかけたり海外にでかけたりということも自粛していかなけれ

ばいけない、と、じゃあ何にお金を使おうかというところでやっぱり車に来るっていうのは正直あるかなって感

じますね。」 

ナレ「戦後二番目に息の長い好景気をもたらしたアベノミクス。」" 

"菅義偉「金融緩和、財政投資、成長戦略、三本を柱とするアベノミクスを継承して今後とも一層の改革を進めて

参ります。」 

ナレ「菅総理はアベノミクスの継承を宣言、そのアベノミクスを代表する一本目の矢が市場に大量のお金を供給

して景気を刺激する金融緩和です。黒田総裁率いる日銀は国債や株価に連材する上場投資信託 ETF を大量に買

ったり金利を引き下げたりすることで金融緩和を行いました。金融緩和の結果、株価は大きく上昇、アベノミク

スの成果として語られています、安倍前総理は去年、日銀の黒田総裁をこう、持ち上げました。」 

安倍晋三（総理、去年 12 月）「今、私たちが進めているアベノミクスにおいてもなんとかオールジャパンで取り

組みたい、こう思っているんです、黒田さんとはまさにワンチームになっていると思いますよ。」 

ナレ「また、新型コロナの影響で経済が落ち込むと日銀は ETF の購入学を倍増させる追加の金融緩和策を発表、

GDP の成長率が年率換算でマイナス 28.1%と戦後最悪を記録したにもかかわらず、今ではコロナ前と同じ水準

まで株価は戻っています。日銀は今日、今後も金融緩和策を続けることを決定しました。」 

投資家「企業の業績が悪い中で株が下がらないように金融緩和していただく、ありがたいって言えばありがたい

ですよね。」 

証券会社関係者「日銀は ETF を購入していますよね、どこで打ってくるのあかなというのは不安になりますよ

ね、ものすごい金額ですので、日本経済そうしないと持たないんじゃないですかね。」" 

"ナレ「慶應義塾大学大学院の小幡准教授は金融緩和がバブル相場を引き起こしていると指摘します。」 

小幡績（慶應義塾大学大学院准教授）「実体経済は全く良くなっていないのに、金融政策によってお金が株式市

場に流れれますから株式市場でさらなるバブルを起こしたということだと思います。」 

記者「どういうことが懸念されると思いますか。」 

小幡績「まぁいつか弾けるということがありますよね。」" 
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"ナレ「黒田総裁は今日。」 

記者「日銀の金融緩和策や ETF の買い入れによるバブル相場に過ぎないんじゃないかという指摘もありますが」 

黒田東彦（日銀総裁）「色んな指標で見てもですね、特にですね、異常な株高になっているということにはなっ

ていないと思いますので、ご指摘のような心配はないと思います。」 

記者「このご説明非常に違和感があります、日経平均株価はここ 10 年で言ってもそうとう高い水準にある、こ

れはあの明らかに異常な株価の状態ではないかと思うんですが。」 

黒田東彦「足元、持ち直して、今後ですね緩やかではあるけれども回復していくという見通しでありまして、そ

ういったものを踏まえてですね、株価形成がなされていると思います。」" 

"ナレ「株価が高い水準を維持する中、広がったのが経済格差です。」 

村林修「こちらが 700 平方メートル以上のペントハウスとなります。」 

ナレ「吹き抜けの広間に広々としたテラス。」 

西川直樹（報告）「こちら、パーティ用のキッチンに加えてシェフ専用のキッチンも付いているんです。」 

ナレ「厨房機器の充実したキッチンに寿司カウンターまで、価格は何と 26 億円越えです。7 月以降、こうした一

億円を超える都心の高級物件は前の年とほぼ同じ売上を記録していると言います。」 

村林修（東急リバブルグランタクト事業部部長）「特に今はマイホームとして実需要として検討されている方が

多くなっております。不動産としての堅調なニーズが有るというふうに捉えております。」 

ナレ「コロナ禍でも株への投資により更にと実を得る富裕層がいる一方で、生活困窮者を支援している NPO の

もとに相談に訪れた 40 代の男性です。」 

派遣切りにあった 40 代男性「仕事がなくなって貯金がぎりぎりになってきてどうしようと、別の仕事というの

も中々引っかからなくて、」 

ナレ「物流会社で派遣の仕事をしていましたが新型コロナの影響による人員削減で 3 月に職を失いました。」 

派遣切りにあった 40 代男性「まぁ友人宅ですとかネットカフェとかにいることが多かったので、そういう意味

で樹居というのはない状態だったんですね。」 

記者「10 万円は諦めたんですか。」 

派遣切りにあった 40 代男性「諦めました。ネットカフェに入っちゃっていたので、中々、そこには中々無理な

んだろうなぁって思って。」" 

"ナレ「この日、男性は NPO が提供するアパートに入ることができました。安倍政権では 500 万人の雇用が増え

ましたが、その 6 割ほどがこの男性のような非正規の雇用者です。コロナ禍ではまっさきにアオリを受け、100

万人異常減少、この 7 年に増えた非正規雇用者の 3 分の 1 が職を失ったことになります。」 

派遣切りにあった 40 代男性「具材、なにもないんで。」 

ナレ「男性は生活保護を受けながら今後の仕事を探すといいます。」" 

"派遣切りにあった 40 代男性「住居でもできて安心感がまぁ一番強おいかな、って普通の生活って壊れるときっ

て結構一瞬で壊れるものなんだと思ったのがあったので、また作り上げていけたらなとは思いますね。」 

ナレ「コロナ禍で生じたアベノミクスの歪み、広がり続ける格差に菅政権はどう向き合うのでしょうか。」" 

"菅義偉「私が目指す社会像、それは自助、共助、公助、そして絆であります。まずは自分でやってみる、そして

家族地域でお互いに助け合う、その上で政府がセーフティネットでお守りをする、」 
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ナレ「専門家は菅総理が最初に自助を上げることに危機感を抱いています。」 

中島岳志（東京工業大学教授）「あの、まずは自己責任ですよ、まぁ菅さんよく叩き上げだというふうに言われ

るんですけれども、自分の力で今の地位を築いてきた、既得権とかこれまでの中で甘えているというふうに見え

る人に対しては、俺は頑張ってきたんだという自負心が逆にそこに対して非常に厳しい政策として現れるってい

うそういう傾向があり、生活が困窮している人たちにとっては菅内閣の政策というのは私は厳しい方向に行くん

じゃないかなというふうに思います。」" 

 VTR を受けてスタジオでは以下に朱記したようなやり取りが繰り広げられた。 

"山本恵里伽「VTR にもありました、この自助、共助、公助、この最初に来る自助というのは具体的にどういう

ことなんでしょうか。」 

星浩「まず自分で頑張ってみるということを優先しましょう、国の役割はなるべく小さくする、小さい政府でい

きますというスタンスですよね。」 

山本恵里伽「この小さな政府というのはどんな政府なんですか。」 

星浩「まぁ民間でできることはなるべく民間にして国の社会保障、公共事業そのへんはなるべく絞っていこうと

いう考え方ですよね。」 

山本恵里伽「でもどうしてそういう考え方の基盤にあるんでしょうか。」 

星浩「はい、私も菅さんという政治家を 20 年くらいずっと取材をしているんですけれども、その一番大きなエ

ポックとなったのはですね、小泉さんが郵政民営化、それこそ民間でできることは民間に、シンボルのように郵

政民営化を進めた時に竹中平蔵さんが総務大臣をやっていたんですね。その時のその下で菅さんは総務副大臣を

やっていて、竹中さんたちの小さな政府論に影響を受けた、まぁもっともその小泉さんはやや理念的な小さな政

府派だったんですが、菅さんは現実派という感じでしたね。」 

山本恵里伽「ただこのコロナ禍というのもあって、現象の中で公助より自助が先にくるということなんですよ

ね。」" 

"星浩「そうなんですね、それでなくても日本は高齢化社会進行している上にコロナですからね、どうしてもやっ

ぱりその政府の役割に頼らざるを得なくなっている。ちなみにその立憲の枝野さんはやっぱりこの際は公助が大

事なんだと言い始めていますので、菅さん少しずつですね私だんだん、公助も大事だ、政府の役割も大事だとい

うふうによってくるんじゃないかと見ておりまして、その政府の役割をどう位置づけるかどうかが当面の菅政権

の大きな課題だと見ていますね。」 

山本恵里伽「はい。」" 

 このトピックに当てられた時間は 690 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・北村前地方創生担当大臣の引き継ぎ式：結論→特に問題なし 

 田村キャスターの「北村前地方創生担当大臣は大臣の引き継ぎ式で 47 都道府県を回り、相当ホラを吹いてき

たなどと述べました。」とのコメントを受けて、以下に朱記したような VTR が取り上げられた。 

"ナレ「今日午後、大臣の引き継ぎ式を行った北村前地方創生担当大臣。」 

北村誠吾（前地方創生相）「随分、47 回って相当ほら吹いてきましたから。」 

坂井哲史（新地方創生相）「そうですか 47 まで。」 
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北村誠吾「あとの始末をよろしくおねがいします。」 

坂井哲史「在職中、47 都道府県を視察したとした上で、相当ホラを吹いてきたと述べました。この発言について

立憲民主党の福山幹事長は。」 

福山哲郎（立憲民主党幹事長）「出来もしないことを言ってきたということですから、安倍内閣の最後の閣僚が

『ホラを吹いてきたからよろしく』というふうに言ったとなれば非常にまぁ象徴的な出来事かなと。」 

ナレ「北村前大臣の発言を巡っては国民を馬鹿にするにもほどがある、という批判の声も上がっていて波紋を広

げそうです。」" 

 このトピックに当てられた時間は 82 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・河井事件：結論→特に問題なし 

 ナレーションによって「河井克行被告と妻の案里被告は去年の参議院選挙をめぐり地元議員らに現金を渡し買

収した罪に問われています。今日の裁判では案里被告から現金 50 万を受け取ったとされる広島県の下原康光県

議が出廷し、去年 4 月の県議選の日、開票の前に案里被告を尋ねてきたと証言しました。案里被告は競合候補で

自民党の現職だった溝手顕正氏の名前を上げ、溝手さんは大丈夫だから私を応援して、と言ったあと当選祝です

などと言って金の入った封筒を渡してきたということです。下原県議は票の取りまとめの意味があったと思った

と述べました。」とのことが伝えられた。 

 このトピックに当てられた時間は 51 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・三原じゅん子参院議員を厚労副大臣に：結論→特に問題なし 

ナレーションによって「速報です、菅総理大臣は組閣に伴う副大臣、政務官人事の最終調整に入り、自民党か

ら三原じゅん子参院議員を厚生労働副大臣に田野瀬太道衆院議員を文科副大臣に当てる方針を固めました。政府

は明日、副大臣と政務官をともに閣議で正式決定することにしています、速報でお伝えしました。」とのことが

伝えられた。このトピックに当てられた時間は 32 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・クロージング：結論→特に問題なし 

 番組のクロージングで以下に朱記したようなやり取りが繰り広げられた。 

"山本恵里伽「政府は明日、副大臣と政務官をともに閣議で正式に決定する。」 

星浩「そうですね、これを持ってその一連の安倍総理が 8 月 28 日退陣表明してからの総理の交代劇が 3 週間で

集結するということでやっぱり時間がかかるということですし、安倍時代が終わって次の時代、果たしてどうな

るのか、注目していきたいと思いますね。」" 

 このシーンに当てられた時間は 24 秒で特に問題は見られなかった。 

 

最高裁判例の見地からの「印象操作」に関する所見および該当トピックの報道内容要旨 

 特になし 
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検証者所感 

・菅政権の経済政策 

 番組内では専門家の見解として慶應義塾大学の小幡績氏と東京工業大学の中島岳志氏が取り上げられていた

が、彼らは一体何を専門とする専門家なのだろうか。 

 ちなみに小幡績氏は元大蔵官僚であり、現在は慶應のビジネススクールの准教授であり企業金融を専門として

おり、中島岳志氏はナショナリズムやアジア主義を専門としている人物である。 

 少し調べれば分かることなのだが、専門家として取り上げる以上は何を専門としているのか、ということを示

すべきではないだろうか。 

 ところで、菅総理は「自助・共助・公助」に続けて「絆」と挙げていたが、この「絆」という言葉が非常に印

象的であった。自助も共助も自発的なものであるが公助は非自発的なものであり、助けられる側はともかくとし

て助ける側からすると公権力によって負担を強いられているわけだから、やはり公助によって助ける側と負担す

る側との間で何らかの「絆」がなければ長続きしないだろう。 

 ところで、現状の公助の関係は絆に根差したものと言えるのだろうか。絆に根差しているのであれば問題ない

だろうが、もし、絆がないところに公権力が無理やり公助という関係を強いているのであれば、それは生きづら

さだとか理不尽さに繋がりやしないだろうか。 
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テレビ局：TBS 番組名：NEWS23 放送日：2020 年 9 月 18 日 

出演者：村瀬健介、山本恵里伽、田村真子、石井大裕 

     

検証テーマ：ジャパンライフの元幹部らを逮捕、新型コロナと GoTo トラベル、北朝鮮の国境問題 

河井事件、縦割り 110 番を一旦中止に、アメリカが TikTok のダウンロード禁止へ 

台湾をめぐる米中対立 

報道トピック一覧 

・ジャパンライフの元幹部らを逮捕 

・新型コロナと GoTo トラベル 

・北朝鮮の国境問題 

・河井事件 

・縦割り 110 番一旦中止に 

・アメリカが TikTok のダウンロード禁止へ 

・小笠原で初のコロナ感染者 

・スポーツ報道 

・台湾をめぐる米中対立 

・天気予報 

 

 

放送法第 4 条の見地からの検討・検証および該当トピックの報道内容要旨 

・ジャパンライフの元幹部らを逮捕：結論→特に問題なし 

山本キャスターの「安倍前総理が主催した桜を見る会の招待を宣伝に使い、2000 億円異常集めたジャパンラ

イフの元会長ら 14 人が逮捕されました。逮捕前日に元幹部が明かした政界とのつながりとは。」とのコメントを

受けて以下に朱記したような VTR が取り上げられていた。 

"松下正巳（容疑者ジャパンライフ元取締役）「だけど正直言ってよくみんなそんなカネ、投資するっていうか出

すと思うよね、俺常識じゃ考えられない。」 

ナレ「こう話すのはジャパンライフ元取締役の松下正巳容疑者です。逮捕前日、JNN の取材に応じました。」 

松下正巳「政界とか財界とはなんか色々お知り合いが多かったみたいですよね、山口さんそういういろんな関係

闇の部分が。」 

ナレ「松下容疑者がいう、山口さんとは。」 

小松玲葉（報告）「捜査員に釣れられてジャパンライフの元会長、山口容疑者が自宅から出てきました。」 

ナレ「今日、詐欺の容疑で逮捕されたジャパンライフの元会長、山口隆祥容疑者です。松下容疑者を含む元幹部

ら 13 人とともに逮捕されました。山口容疑者らは 3 年前、会社が債務超過に陥り、出資者に配当できる見込み

がないにも関わらず男女 12 人から 8000 万円余をだまし取っった疑いが持たれています、。」 

記者「山口さん、返金できないとわかってお金を集めたんでしょうか。」 

ナレ「ジャパンライフは健康グッズのオーナー商法などを展開し、延べ 1 万人から 2100 億円を集めましたが 3
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年前、経営破綻しました。」 

記者「全部でいくらと投資？」 

被害者「1 億 3000 万。保険を切り崩したの、全部解約したの、それでもって入れたお金だったの。」" 

"ナレ「オーナー商法とは例えば、客はジャパンライフから 100 万円でベストを購入し、そのオーナーになりま

す、オーナーになったら購入したベストをジャパンライフに預けて別の客にレンタル、そのレンタル料から配当

金として毎月 5000 円が振り込まれるものでした。」 

被害者「年寄をターゲットにした詐欺ですね、これは。困った本当に嫌になっちゃっった。今は生きている心地

しないですね、本当に。」 

ナレ「去年 4 月山口容疑者を直撃すると。」 

記者「山口さんではないですか？」 

山口隆祥「違います。」 

記者「ジャパンライフの件でお話を伺いたいんですけれども。」 

山口隆祥「違います違いますよ、そんなことやらない。」 

記者「債権者の方になにかかけたい言葉はありますか。」 

山口隆祥「そういうこと言わないから。迷惑だから。」" 

"ナレ「山口容疑者は 1975 年にジャパンライフを創業、80 年代にはマルチまがい商法として社会問題化してい

ました。もう 1 つ問題視されてきたのは政界との繋がり、1986 年、当時の中曽根総理が山口容疑者から 1000 万

円の献金を受けていたことが発覚し、国会で追及されました。そして、」 

音声「安倍晋三内閣総理大臣から山口会長に桜を見る会のご招待状届きました。」 

ナレ「安倍前総理が主催した桜を見る会、これに招待されていたことを山口容疑者が資金集めの宣伝に使ってい

たことが去年明らかになりました。」 

被害者「これが一番よね。」 

ナレ「宣伝をビラを見た被害者は。」 

被害者「総理までね、そうやってあのなんていうの推薦しているって言うことは納得いくじゃないですか、我々

普通の人は参加できないわけでしょ、大丈夫かな、と思っちゃいますよね。」" 

"ナレ「山口容疑者と政界とのつながり。」 

記者「桜を見る会を宣伝に使ったのですか？安倍前総理とはどのようなご関係なのでしょうか。」 

ナレ「ジャパンライフ元取締役の松下容疑者は昨日、こう証言しました。」 

松下正巳「色んな政治家の方にもそのなんですか、献金とかしているけれど、あれは要するに裏金じゃないから

全然問題ないよ、僕は堂々と払っているんだから、というふうに言ってましたよ。安倍さんの場合はお父さんだ

と思いますね、お父さんだと言っていましたから。一番親しかったのは。安倍首相は秘書かなんかをやってたと

か、いっつもなんかくっついて歩いていて、そんなやつがさ総理大臣になっちゃんたんだもんなぁ、とみたいな、

だからなんかそういう自慢的な。」 

ナレ「安倍前総理の父、晋太郎氏が外務大臣を務めていたとき、ニューヨークの外遊に山口容疑者が同行、その

場に安倍氏も秘書官としていたことがわかっています。」" 

"安倍総理（1 月）「山口氏と 1 対 1 のような形でお会いしたことはなく、個人的な関係は一切ありません。」 
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ナレ「安倍前総理は山口容疑者との個人的な関係はないと繰り返し主張してきました。では、山口容疑者を桜を

見る会に推薦したのは誰なのでしょうか。招待状にあったのは 60 の番号、2005 年の政府資料には 60 は総理大

臣と明記されています、野党は安倍総理が山口容疑者を推薦したとして追及しますが。」" 

"宮本徹（共産党、衆院議員）「60 番は総理大臣ということではないんですか。」 

内閣府「平成 17 年はそういったことだったのかもしれません。」 

ナレ「2006 年の招待者名簿にも 60 は総理と書かれていましたが、政府は名簿を廃棄したとして、一貫して安倍

前総理の推薦かどうか明らかにしませんでした。菅総理は官房長官時代に。」 

記者（去年 11 月）「どなたからの推薦なんでしょうか。」 

菅義偉（官房長官、去年 11 月当時）「それは分かりません。」 

ナレ「一昨日、来年以降の桜を見る会を中止するとした菅総理、野党は山口容疑者が招待された経緯などについ

て再調査を求めています。」" 

田浦智子（共産党政策委員長）「中止っていうふうに決めて蓋をするという姿勢がミエミエですし、官房長官時

代の答弁というのも私は嘘も含めてあるだろうと、徹底的な真相究明が求められているというふうに考えていま

す。」 

"ナレ「加藤官房長官は。」 

加藤勝信（官房長官）「この間、十分な調査は行っているというふうに思っております。」 

ナレ「再調査は行わない考えを示しました。」" 

 このトピックに当てられた時間は 480 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・新型コロナと GoTo トラベル：結論→特に問題なし 

山本キャスターの「さて、明日から４連休という方も多いのではないでしょうか、観光地では客足が戻りつつ

あるところも見られますが、中には町長自ら新型コロナウィルスの安全対策を観光の売りにする街もあります。」

とのコメントを受けて、以下に朱記したような VTR が取り上げられていた。 

市民 A「キャンプに行く予定ではあるんですけれどもみんな１人ずつひと針テントをみんな立てて、そこでそれ

ぞれ寝るようにしようかなと思います。」 

市民 B「まぁゆっくり一度二人で温泉に行こうかなと。」 

記者「どちらに行かれるんですか。」 

市民 B「一応箱根、まぁホテルとかもバイキング制じゃないところ。」 

ナレ「明日、土曜日から来週火曜日までは４連休、旅行を計画中の人もいる中、気になるのは最新の感染状況で

す。」" 

"小池百合子「感染拡大の方向に向かうギリギリのギリだということ、」 

ナレ「東京都で今日確認された感染者の数は 220 人、1 週間平均の感染者を見ると先週火曜日の 120 人を底に再

び増え始めています。今日は国会議員の観戦も初めて確認されました。」" 

"菅総理「どうもありがとうございました。」 

ナレ「一昨日、菅総理とグータッチをする自民党の高鳥修一衆院議員、今朝発熱し、病院で検査したところ陽性

反応が出たということです。感染の再拡大が懸念される一方、観光地は少しずつ賑わいを取り戻しています。日
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本三名泉の一つ群馬県の草津温泉、名物となっている湯もみショーの会場や、湯畑にはマスク姿の観光客が集ま

っていました。」 

村瀬健介（報告）「明日から始まる四連休、ここ草津温泉の宿泊施設ではほぼ全てが満室だということです。」 

村瀬健介「今日はどちらから来られた。」 

観光客 A「川崎から。」 

村瀬健介「今日は泊まりですかこちらに。」 

観光客 A「2 泊、感染対策をしつつ楽しみたいな。」 

観光客 B「今日でね、５泊なんです。戻ってきましたね、今日は特に戻ってきている。」 

ナレ「４連休中はすべて満室になっているというこちらのホテルは。」 

村瀬健介「シルバーウィークだけじゃなくそれ以降の予約も大分入り始めている、」 

奥野勇磨（ホテルあおるり支配人）「はい、おかげさまで頂いております。前年比に比べればまだまだですけれ

ども土曜日が満室に近いくらいかなという予定です。」 

ナレ「草津町は先週金曜日に初めて感染者が欠くにされると思いきった対策に出ました。住民や町内で働く人が

感染の有無を調べる検査を受けた場合、その費用を全額補助することにしたのです、草津町の町長は、」 

黒岩信忠（群馬草津町町長）「日本の温泉 100 選で連続 17 年一位を取っていますけれども、今それは売りではな

い。いかに温泉観光地として安全対策を取っているかが一番の売りだ、セールスポイントだと思うんですね。」 

ナレ「同じく人気観光地となっている沖縄県の玉城知事は今日、県外からの観光客に対し。」 

玉城デニー（沖縄県知事）「御自身の健康観察をしっかり気をつけていただきたいということが一番だと思いま

す。そうすれば、まぁ普通に旅行に来ていただいて普通に旅行を楽しんでいただける、」 

ナレ「明日から始まる四連休、観光地はその後に始まるあのキャンペーンにも期待を寄せています。」" 

"消毒作業をした人「パッタリというか、やっぱりね、静かになっちゃったもんで、まぁこれ GoTo キャンペーン

の前にね、こういう活動をして、それでまた皆さんに来ていただければ。」 

ナレ「東京発着の旅行が来月 1 日から対象に加わる GoTo トラベルキャンペーン。旅行会社や宿泊事業者は今日

正午から割引を手清吹田東京発着の旅行商品を幅位できるようになりました。都内の大手呂酷会社には早くも。」 

利用客 A「10 月の 20 日から宝塚にいくことになっているので GoTo キャンペーンを利用して申し込みに来まし

た。」 

ナレ「海外旅行専用のカウンターも濃くないように変更して対応しています。」 

宮川藍（JTB 個人事業本部広報）「先週くらいからお客様のお問い合わせですとかお申込みが急激に増えており

まして、お客様の期待感というのを感じております、非常に大きなマーケットというふうにも捉えておりますの

で。」 

ナレ「GoTo の対象に東京が加わったことについて、街では。」 

40 代美術館経営者「これで東京の人が言っちゃダメだみたいない空気がなくなるだけで安心して移動ができると

思うので、」 

40 代主婦「やっとなったかなという気はするんですけれども、自分が行くかってなるとやっぱりまだ感染とか怖

いので。」 

ナレ「やはり心配なのは新型コロナウィルスです。栃木県宇都宮市の旅行会社ではあるプランを販売をはじめま
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した。」 

社員（うつのみや観光）「只今当社で PCR 検査付きのプランを販売しておりまして、あのご旅行の前に受けてい

ただくものなんですけれども。」」 

ナレ「市内の医療機関と連携して旅行前に PCR 検査を実施。陰性が確認された場合、旅行に行ってもらうとい

うプランです。検査費用は一人あたり 1 万 7000 円、この費用は旅行代金に上乗せされますが GoTo トラベルの

対象となるため割引を受けることができるということです。」" 

"高嶋真奈美（うつのみや観光課長）「お客様からですね旅行に行きたいんだけれどもやっぱりコロナウィルスが

不安だ、や、家族の方が心配するから行きたくてもいけないというお声が多くてですね、このようなのを作成し

ました。」 

ナレ「この旅行会社あと連携する医療機関は。」 

倉持仁（インターパーク倉持呼吸器内科院長）「医学的な検知からは旅行も行かないほうが感染はしないんです

ね、だけどそれを言っていたのでは社会が回らないんですね。我々が持っているノウハウを提供して、そしてそ

れに準じて対策をしていただくことで少しでも感染する確率を下げてですね、安心して旅行ができるような環境

づくりをしていくしかない。」" 

 VTR を受けて以下に朱記したようなやり取りが繰り広げられた。 

"山本恵里伽「PCR 検査付きのプランなど地域によっていろんな工夫がされているわけですけれども、来月から

具体的にどういった点が変わるんでしょうか。」 

上村彩子「はい、一泊二日一人総額 2 万円の旅行を例に見ていきましょう、2 万円の 35％7000 円戻ってくると

いうのが今まで、ですが 10 月からに加えて旅行の総額の 15％、この旅行の場合 2 万円の 15％に当たる 3000 円

が地域共通クーポンとして配布されるということなんですね、すなわち 7000 円と 3000 円で 1 万円戻ってくる

というのが今回のキャンペーンです。草津町の黒岩町長によりますと 3 割から 4 割は東京からの客なので大きな

期待を持っていると口にしていました。」" 

"山本恵里伽「草津町、実際に取材した村瀬さん、どうでしたか。」 

村瀬健介「えぇ、これ本当に久しぶりなことだそうですけれども、この草津の宿、ほぼこの四連休満室になって

いるということなんですね。しかもこの 10 月以降の予約の状況もかなり順調だということでやはりこの GoTo

トラベルに東京が加わることの意味というのはかなり大きいということがよくわかりました。」 

山本恵里伽「そうですね。」 

上村彩子「ただ、正式に東京が追加されたというのが決まったわけではないんです、政府のコロナ分科会により

ますと GoTo キャンペーンの開始の目安は感染開始の 4 つのステージのうち、2 以下であるべき。すなわち 3 以

上は除外すべきと提言しているんです、ではステージ３、どんな状況かといいますと分科会によると病床使用率

とか療養者数、このように数値が決まっているんです、ですが東京は赤く示してあるところ、何項目かで越えて

しまっているんですね、小池都知事は今日の会見で東京の状況、ギリギリのギリだと不安を口にしていました。」 

山本恵里伽「東京はいつステージ 3 になってもいつ除外されてもおかしくないということですよね。」 

上村彩子「では誰がその判断をするのかということなんですが、こちら、田村厚労大臣によりますと地方におい

て判断していただくことが妥当と言っていて、すなわち東京が判断すべきと。一方で小池都知事は国が判断され

ることと言っているので、国と東京都で意見が食い違っているわけですね。」 
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山本恵里伽「うーん、経済を立て直すことはもちろん大事だと思うんですが、今の状況だとどうしても観光業の

方であったり旅行に行く皆さんにすべてが委ねられてしまっていますよね、まぁ明確な判断が早急に求められて

います。」" 

 

・北朝鮮の国境問題：結論→特に問題なし 

村瀬キャスターの「新型コロナウィルスの世界の感染者は 3000 万人を超えました、北朝鮮は感染の拡大を受

け、およそ 8 ヶ月前に国境を封鎖しています、国境近くにある中国の街には北に帰ることのできない女性たちが

いました。」とのコメントを受けて以下に朱記したような VTR が取り上げられていた。 

"ナレ「北朝鮮との国境に位置する中国丹東、川の対岸には北朝鮮の町並みが広がります。」 

松井智史（報告）「中国と北朝鮮の国境、丹東に来ています。観光客もかなりいるんですけれども、北朝鮮のレ

ストランも現在、オープンしています。」 

ナレ「歌と踊りを披露するのは北朝鮮の女性たちです。こうしたレストランは外貨獲得の手段のひとつなのです、

国連の制裁によって中国で働く北朝鮮労働者は去年暮れまでに相関することが義務付けられていたはずなので

すが。」 

北朝鮮レストラン従業員「そもそも北朝鮮は閉鎖していて帰れません。」 

ナレ「母国に帰れないという女性たち。店には北朝鮮産のビールや食品も入ってこないと言います。新型コロナ

ウィルスの感染防止のため、北朝鮮が 1 月末に国境を閉鎖したためです。」" 

"朝鮮中央テレビ「この伝染病（新型コロナ）が我が国に絶対に入ってこないようにしなければなりません。」 

ナレ「北朝鮮はすべての外国人の出入りを制限しています。国境を流れる川では。」 

報告「街の向こう側が北朝鮮なんですけれどもあまり人を見かけません、歩いているのは軍人ばかりですね。監

視小屋の兵士が双眼鏡でこちらの様子を伺っています。」 

ナレ「船による観光も以前は北朝鮮側の川岸まで近づくことができましたが、今は距離が取られていました、北

朝鮮産の漢方薬が売られている土産物店を尋ねると。」 

土産物店店員「去年入ったものしか残っていません、日付も去年のもの。今は入ってきません。」 

ナレ「港の海鮮市場では北朝鮮産だというカニが売られていますが密猟品だと言います。」 

市場従業員「中国の海域はカニが全く取れない、北朝鮮に密かに行って捕ってくる。」 

ナレ「貿易の 9 割以上を依存する中国との国境封鎖で北朝鮮の市民生活や経済への打撃は避けられないと見られ

ています。そこに追い打ちをかけたのは大雨や台風による被害です。」 

朝鮮中央テレビ「洪水で道路がマヒした状態です。」" 

（CM) 

"ナレ「先月から立て続けに大雨や台風の直撃を受けた北朝鮮、道路や住宅が冠水し農地も甚大な被害を受けまし

た。金正恩党委員長自らが被災地に足を運ぶ様子が伝えられ、事態の重大さが伺えます。それでも金委員長はコ

ロナ問題を警戒して国際的な支援は求めない考えを強調しています。」 

磯崎敦仁（慶応大学准教授、北朝鮮政治）「食糧事情は非常に厳しいものにならざるをえない、今後の動き、更

に深刻になる可能性を見据えて考えていかないといけないように思います。」" 

 このトピックに当てられた時間は 238 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 
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・河井事件：結論→特に問題なし 

上村キャスターの「参院議員の河井案里被告の裁判で現金を受け取った広島県議が証人として出廷し、案里被

告から口裏合わせの電話があったと証言しました。」とのコメントを受け VTR が取り上げられるとともに、ナレ

ーションによって「平本徹広島県技は今日の法廷で自身の妻が案里被告から現金 30 万円を受け取ったことを認

めました。また、選挙違反疑惑が報じられた直後の去年 12 月に案里被告本人からあれなかったことで言いよう

ね、と電話があったことを証言し、口裏合わせだと思いました、と話しました。こうした証言の途中、案里被告

が法廷でうふふと声を上げて笑う場面もあり弁護人から肩を叩かれるとすみません、と座ったまま頭を下げまし

た。」とのことが伝えられた。 

このトピックに当てられた時間は 53 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・縦割り 110 番を一旦中止に：結論→特に問題なし 

 縦割り 110 番について以下に朱記したような VTR が取り上げられていた。 

"ナレ「縦割り 110 番、一旦ストップです。河野行政改革担当大臣は昨日設置した行政改革目安箱、別名縦割り

110 番について、投稿が 4000 件以上寄せられたため、一旦停止すると発表しました。」 

河野太郎（行革相）「4 連休に 4000 通、一生懸命目を通していきたいと思います、昨日、結構ヘロヘロになりな

がら明け方まで読んでいましたけれども、結構限界がありますので、ちょっと、がんばります。」 

ナレ「河野大臣は停止中は内閣府のホームページにある規制改革ホットラインに意見を寄せてほしい、としてい

ます。」" 

 このトピックに当てられた時間は 48 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・アメリカが TikTok のダウンロード禁止へ：結論→特に問題なし 

 ナレーションによって「中国企業の動画投稿アプリ TkTok をめぐり、トランプ政権が設定したアメリカ事業の

売却期限が 20 日に迫る中、商務省はその 20 日から国内でのダウンロードを禁止すると発表しました。通話アプ

リ、ウィーチャットにも同じ措置を取ります。商務省は安全保障と個人情報保護のため、としていますが、売却

交渉を優位に進めるため、トランプ政権が中国側に圧力をかけた形です。」とのことが伝えられた。 

 このトピックに当てられた時間は 34 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・台湾をめぐる米中対立：結論→特に問題なし 

 山本キャスターによって「台湾を訪問中のアメリカの国務次官が今夜、蔡英文総統との夕食会に出席しました。

一連の動きに反発する中国は台湾海峡付近で軍事演習を始めています。今日、行われる李登輝元相当の告別式の

ため台湾を訪れているアメリカのクラック国務次官は 18 日夜、蔡総統との夕食会に出席し関係強化について意

見を交換したと見られます。一連の動きについて中国外務省は台湾は中国の領土であり、外国からの干渉は許さ

れない、と不快感をあらわにしています。そして、中国は 18 日、台湾海峡付近で軍事演習を始め、台湾当局は

中国の軍用機 18 機が防空識別圏に入ったと発表しました。少なくとも 8 機が台湾海峡の中間線を超えたという

ことで、台湾とアメリカの接近に対する中国の反発が一層激しくなっています。」とのことが伝えられた。この
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トピックに当てられた時間は 67 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

最高裁判例の見地からの「印象操作」に関する所見および該当トピックの報道内容要旨 

 特に問題なし 

検証者所感 

・ジャパンライフの元幹部らを逮捕 

 「総理までね、そうやってあのなんていうの推薦しているって言うことは納得いくじゃないですか、我々普通

の人は参加できないわけでしょ、大丈夫かな、と思っちゃいますよね。」という被害者の声が取り上げられてい

たが、そんなことで収益性まで判断してしまう人がいるのか、ということに驚きを禁じ得なかった。 

 

 


