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テレビ局： TBS 番組名：報道特集  放送日：2020 年 11 月 21 日 

出演者：金平茂紀、日下部正樹、膳場貴子、斎藤慎一郎 

     

検証テーマ： 我慢の三連休、オープニング、GoTo の見直し、コロナ感染者、コロナのワクチン 

トランプ Jr 氏に陽性反応、米台経済対話 

【特集】コロナ第三波への備えと東京オリンピックの行方 

報道トピック一覧 

・我慢の三連休 

・オープニング 

・GoTo の見直し 

・コロナ感染者 

・コロナのワクチン 

・トランプ Jr 氏に陽性反応 

・渋谷区での女性への殴打死事件の容疑者が出頭 

・米台経済対話 

・冬の風物詩静岡のカピバラ温泉 

・富山で「ひみ寒ぶり宣言」 

・川崎フロンターレがマスクできない子でも楽しめるサッカー 

・国連がエチオピアで内戦が起きた場合 20 万人の難民と試算 

・【特集】コロナ第三波への備えと東京オリンピックの行方 

・【特集】兄の焼死の真相は…… 

・スポーツ報道 

 

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 

・我慢の三連休：結論→特に問題なし 

 コロナ禍での連休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。 

"観光客 A「ちょっと心配はありましたけれども、もう 1 ヶ月前くらいから予約していたんで、」 

ナレ「三連休初日、新型コロナの感染状況がひときわ厳しい北海道にも GoTo トラベルを利用する多くの観光客

が降り立ちました。」 

関西からの観光客 B「あの、実施されていなかったら多分来ていないと思います。マスクは必ずして早めにホテ

ルに入るようにします。感染者の数が急増するなかで、GoTo キャンペーンを続けるのかどうか、昨日夜になっ

て大きな動きがありました。」" 

"尾身茂（政府の分科会会長）「感染拡大の早期の沈静化、そして人々の健康のため、政府の営団を心からお願い

申し上げる、」 

ナレ「専門家からの提言を受ける形で、政府も。」 

西村康稔（経済再生相）「GoTo キャンペーンについては運用の見直しの検討ということが提言されております。

ご意見を踏まえて早急に国としての対応を検討していくことになります。」 

ナレ「GoTo キャンペーンを見直す方向で動き出したのです、具体的には GoTo トラベルの新規受付を一時的に停
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止することなどを検討。こうした方針が三連休直前の深夜になって明らかになったことで旅行者や観光客から戸

惑いの声も聞かれました。」" 

"家族で仙台に向かう男性 C「不安ですがこれから先、自粛になる可能性が高いと思うので、まぁ前から予約して

ましたし、今回行くことにしています。」 

墓参りで盛岡にいく女性 D「もっとはやくにこうバシッとした判断をしてほしと思います、もっと早めに具体例

を出してもらわないとこっちも予約できないし、キャンセルできないし、」 

ナレ「GoTo トラベルを使わず法事のためにやむなく東京に来たという女性は。」 

GoTo トラベルを使っていない 70 代女性 E「怖いですね、私、使ってほしくないです、見直ししてほしいと思い

ます、もうしばらくはみんなして我慢してほしいと思います。」" 

"ナレ「首都圏から近い観光地、箱根は連休初日の午前中から賑わいを見せておりました。」 

観光客 F「気になりますね、今回宿を取るときもあんまり人が多いとか、食事がビュフェ形式のところとかは避

けようとか思っていますね。」 

観光客 G「開始から完了までのそのへんをちょっと計画的にもっとやっていただけたら、こっちも利用する側も

もっと計画的にできるのかな、と。」" 

"ナレ「こちらの旅館では緊急事態宣言のときには 0 になった客が GoTo トラベルキャンペーンの効果もあって 8

割ほどが戻ってきたところだと言います。： 

小島支配人（蔵のや）「多少規制がかかっても GoTo トラベルは続けてほしいというのが本音ですね、最終的には

国の判断に沿うような形になると思うんですけれども、きちっと方向性を一貫してもらわないと、私どもの方も

やっぱり従業員の生活もありますのでね。」 

ナレ「感染者が急増する中、GoTo トラベルは具体的にどう、見直されるのか、先程開かれた政府の対策本部の

検討結果はこのあと、速報でお伝えします。」" 

 このトピックについて当てられた時間は 202 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・オープニング：結論→特に問題なし 

 番組の冒頭で金平キャスターが「えぇ、かつてある財界人がバカな大将敵より怖いと言い放ったことがありま

す。コロナ感染拡大が第三波を迎える中マスク会食とか GoTo キャンペーンを巡って国民の命を蔑ろにしかねな

い政策のブレについて、ちょっときつい言い方ですが、だめな政府はウィルスよりも有害だと言いたくなります。

特集でもお伝えします。」とのコメントしていた。 

 このシーンに当てられた時間は 24 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・GoTo の見直し：結論→特に問題なし 

膳場キャスターの「ではニュース、速報からです。感染拡大を受けて GoTo 事業、見直し表明です」とのコメ

ント、日下部キャスターの「菅総理は先程政府の対策本部で GoTo トラベルについて感染が拡大している地域を

目的地としている旅行の新たな受付を一時停止するなどと表明しました。」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。 

"菅義偉「GoTo トラベル事業については感染拡大地域を目的とする旅行の新規予約の一時停止などの措置を導入

します。」 

ナレ「政府は先程、対策本部を開き、この中で菅総理はこう述べるとともに飲食業への支援策 GoTo イートにつ

いては都道府県に対し、食事券の新規発行を一時停止することやポイントの利用を控えることなどを要請する考
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えを表明しました。また、菅総理は社会経済活動にさらに強い対策を講じる事態を回避するために国民の協力が

不可欠だとして会食する際のマスク着用などの感染防止策を改めて訴えました。」" 

 このトピックについて当てられた時間は 68 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・コロナ感染者：結論→特に問題なし 

日下部キャスターの「新型コロナの新たな感染者の数は今日も東京兵庫など各地で過去最多を更新していま

す。」とのコメントを受けて VTR とともにナレーションによって「東京都が今日新たに発表した感染者は 539 人

でした。1 日の感染発表が 500 人を超えるのは 3 日連続で今日も過去最多を更新しました。また、現在入院して

いる感染者の内、人工呼吸器や人工心肺装置を装着している重傷者については昨日から 3 人増えて 40 人となっ

ています。また、全国では北海道で 234 人、愛知で 211 人、神奈川で 181 人と 200 人前後の感染発表が相次い

だ他、兵庫で 153 人、千葉で 109 人、愛媛で 20 人とそれぞれ過去最多を更新しました。JNN のまとめで全国の

新たな感染者は今日午後 5 時半までの時点で 1849 人となっています。」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 65 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・コロナのワクチン：結論→特に問題なし 

 膳場キャスターの「アメリカの製薬大手ファイザーは開発中の新型コロナウィルスのワクチン候補について

FDA アメリカ食品医薬品局に緊急使用許可を申請しました。ファイザーのアルバート・ブーラ CEO は 20 日、

ドイツのビオンテックと共同開発するワクチン候補について FDA に緊急使用許可を申請したと発表しました。

アメリカでの緊急使用許可の申請はファイザーが初めてで審査が順調に進めば数週間以内に承認され、年内に接

種が始まる可能性があります。ファイザーはこれまでに最終段階までに 95％の有効性が確認され重大な安全上の

懸念は報告されていない、と言います。年内に最大 5000 万回分、来年には最大 13 億回分製造したいとしていて、

日本政府とは来年 6 月末までに 6000 万人分の供給で合意しています。」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 60 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・トランプ Jr 氏に陽性反応：結論→特に問題なし 

 VTR とともにナレーションによって「こうした中、トランプ大統領の長男ジュニア氏が今週はじめに新型コロ

ナ陽性と診断されたことがわかりました。症状はなく自主隔離中だということです、ジュニア氏は大統領選の応

援を積極的に行い、その中でも新型コロナの危険性を軽視する発言を繰り返していました。トランプ大統領の家

族は大統領本人の他、妻のメラニア夫人、三男のバロンさんも先月感染しています。」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 30 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・米台経済対話：結論→特に問題なし 

 膳場キャスターによって「アメリカと中国の対立が深まる中、トランプ政権は 20 日、台湾と初めての経済対

話を開催したと発表しました。アメリカ国務省によりますと首都ワシントンで行われた初の台湾との経済対話で

は、次世代高速通信５G や通信セキュリティに加え、部品の供給網や再生可能エネルギーなど幅広い分野につい

て話し合われました。米中の対立が深まる中、トランプ政権としては経済の連携を通じて中国からの圧力が強ま

る台湾を支援する他、５G や半導体などハイテク分野の通信網や供給網から中国を排除する狙いです。経済対話

はアメリカと台湾の経済関係の強化に役立つとして今後も続けられる見通しで開催に反対している中国側のさら

なる反発は避けられそうにありません。」とのことが伝えられた。 
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 このトピックについて当てられた時間は 57 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

【特集】コロナ第三波への備えと東京オリンピックの行方：結論→特に問題なし 

膳場キャスターの「特集です。新型コロナウイルスの全国の新規感染者数が、過去最多を更新し続けています。」

とのコメント、日下部キャスターの「終息の兆しが見えない中、GoTo キャンペーン、そして、東京五輪はどう

なるんでしょうか？」とのコメントを受けて、以下に朱記したような特集が取り上げられていた。 

ナレ「新型コロナウイルスの感染者数が、過去最多の３００人台を記録した北海道。その６割以上を占めている

札幌市では、警戒ステージを３から４相当に引き上げ、市民に対し、不要不急の外出自粛を要請した。」 

札幌市民の女性「静かですね。」 

"札幌市民の男性「まあ正直言うと、人少ないなーと思いますよね。前よりは」 

札幌市民の男性「一気にゴーストタウンになった感じだよね。」" 

店員の女性「前回の不要不急の問題じゃないね。うん。ものすごいわ これは。」 

ナレ「札幌の観光名所。時計台をのぞいてみると・・・中はこの通り（人がいない館内）１日に７００人以上の

観光客が訪れていたが・・現在は通常の４割程度にまで減っている。」 

ナレ「GoTO トラベルを利用して札幌に来たという客は・・・」 

GoTo トラベルの利用客「キャンセル料がもったいなくて、それでもしキャンセル料、要りませんよって辞めた

かもしれませんけど。」 

GoTo トラベルの利用客「府知事さんが対策をきちんとして、できないなら来ないで。みたいな、ニュアンスの

ことをおっしゃってくれていたんで。そんなことをおっしゃってくれていたんで。きちんと対策をして、注意し

ながら、楽しめることは楽しむ。」 

ナレ「不要不出の外出自粛で、大きな打撃を受けているのが、バス業界だ。 

ナレ「新千歳空港と、札幌市内を結ぶ連絡バスを運行するこの会社では、乗客の数が、激減しているという」 

北海道中央バス運輸部 太田隆広 副部長「空港連絡バス。そちらにつきましては、今現場で 7 割と言うことで、

昨年の 3 割程度しか、お客様がご乗車いただけておりません。」 

ナレ「これまで 15 分おきに運行していた連絡バスは、現在 30 分間隔に減便。 同じ会社の観光バスも、インバ

ウンドの回復が見込めないため、3 月から運休している。」 

ナレ「落ち込んだ交通需要を喚起するため、道内のバス会社が共同で 1 万円のクーポン券を発行。先月から 7000

円で販売しているが、売上は思うように伸びていない。」 

太田氏「当然,会社として経営努力をして、雇用を維持していくという考えでございますが、やはりこの後の感染

状況を考えますと、バス事業を下支えしていただくような、国の支援だとか、そういうのが必要だと、考えてお

ります。」 

ナレ「同様に悲鳴を上げているのが飲食業界だ。 札幌の繁華街、すすきのにあるこの居酒屋は、 コロナの影響

で売上が半減。感染対策を取りながら、ギリギリの営業を続けているが、この日も客はいない。」 

居酒屋店員男性「これは加湿器。次亜塩素酸水による加湿器を、店内で今 6 台ぐらい回してまして、テーブルの

方も椅子をしまわないという感じで距離を取れるようにしております。」 

ナレ「感染拡大以降、 テイクアウトメニューなどを増やして、営業を続けてきたが、収束の目処が立たない今、

閉店を考えざるを得ないという。」 

鈴の屋 深谷 仁博代表「今のところ、常連さんのご協力もありますので、0 はないのですが、今後は多分 0 は

出ると思いますね。あの来年ぐらいにはちょっと、色々結論は出したいなと思っております。」 
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ナレ「北海道は経済活動だけでなく、医療提供体制も危機的な状況だ。現場では医療崩壊への懸念が高まってい

た。」 

旭川赤十字病院 牧野憲一院長「同規模のクラスターがもう一つ起きたら、今の体制ではとても足りません。」 

（CM) 

ナレ「旭川赤十字病院の ICU。集中治療室で治療を受けているのは、新型コロナウイルスの重症患者だ。 」 

ナレ「この病院では 24 床ある専門病床のうち、8 割以上が既に埋まっていて、院長は医療崩壊への懸念を強めて

いる。」 

牧野院長「旭川ではこういったコロナに対応できる病院は五つしかなくて、そこでの病床というのもある程度限

られるわけです。ひとつのクラスターそこで 40 人 50 人というようなクラスターが起こった時に、大都会であれ

ば患者さんを複数のたくさんの病院に分散させて対応できるところが、地方都市では限られた病院で、対応しな

くてはいけない。」 

牧野院長「同規模のクラスターがもう一つ起きたら、今の体制ではとても足りません。通常の診療にかなりの制

限を加えながら、対応せざるを得ないと。」 

ナレ「北海道では新型コロナ用の病床を 1119 床確保しているが、入院患者数は 718 人で、すでに 6 割以上が埋

まっている。また軽症者用の宿泊療養施設は、現在三つのホテルを借り上げて１２７０室確保しているが、 入所

日を調整している人も含めると八割近くが埋まっている状態だ。」 

ナレ「限界に達しつつある医療体制。北海道医師会の長瀬清会長は危機感を強めている」 

長瀬会長「 病院の状態でいうと、医療をやっていく上では、崩壊の状態に入っているんじゃないでしょうか。と

いうのはね、その病院だけでは済まなくて、その待機する、あのー、ところ、ホテルを借りるとかね そういうと

ころまで埋まっていっているということは、病院をね全部機能させるには、大変な状態になっているということ

になりますね。」 

ナレ「長瀬会長は go to キャンペーンについても、こう言及した。」 

長瀬会長「人が移動するっていうことが、一番の原因と。それを進めたのが go to キャンペーンをやってる。そ

れが私はものすごく影響していると 思ってます。やっぱりここでね 1 回考えてみる必要があるかなと」 

ナレ「 go to キャンペーンをめぐる政府の対応は揺れている。今週水曜、加藤官房長官は」 

加藤勝信官房長官「現時点の感染状況を踏まえ、県をまたいだ移動について、一律に自粛を要請する必要がある

とは考えてはおりません。」 

ナレ「だが同じ日、日本医師会の中川会長は、」 

日本医師会 中川俊男会長「go to トラベル自体から感染者が急増したってエビデンスがなかなかはっきりしま

せんが、きっかけになったということは間違いないとは、私は思ってます。」 

ナレ「そして昨夜、政府の分科会も、ついに go to キャンペーンの運用見直しを提言した。」 

尾身茂会長 「このまま状況が続くと、結果的には経済・雇用への影響が、甚大になってしまうというのが我々の

判断。」 

ナレ「これを受け政府は、 go to トラベル について新規受付の一時的停止や、キャンセル料の補償などの検討

を始めた。 この間、全国の 1 日の新規感染者数は、三日連続で過去最多を更新し続けた。」 

ナレ「コロナの 終息が見通せない中、来年の 東京オリンピックパラリンピックは、開催できるのか？翻弄され

ているのはアスリートたちだ。」 

ナレ「群馬県前橋市にある運動場。やってきたのは・・・」 

膳場「車の横に南スーダンの旗の絵が書いてある。」 
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ナレ「彼らは南スーダン代表の陸上選手団だ。去年 11 月にはやばやと来日して、事前合宿を続けていたが、大

会は 1 年延期に。今も日本にとどまり練習を続けている。」 

膳場（字幕）「思わず長期滞在となりましたがどう捉えていますか？」 

パラリンピック 100 M  マイケル選手（２９）（吹替）「私は、 誰も責めることはできないと思っています。」 

オリンピック 1500 M アブラハム選手（２１）（吹替）「延期になりましたが、トレーニングで技術を伸ばして、

弱点を克服し改善するための良い機会ができたと捉えています。 」 

ナレ「滞在費は、前橋市がふるさと納税を使って、支援している。練習の合間に市民との交流を続ける選手たち

は、この日、学校の体育の時間に参加した。」 

ナレ「中学生たちは東京大会の開催について」 

中学女子「来年でも絶対にしてほしい。開催してほしい。 」 

中学男子「もちろん近くで見られた方がいいので、出来れば行きたいです。」 

中学男子「行きたい気持ちもあるんですけど、コロナのことを考えれば、無観客で。まあちゃんと開催して欲し

いです。」 

膳場（字幕）「２０２１に 向けて、五輪の開催はどんな形が理想的ですか？」 

選手（吹替）「一番は、大会関係者の安全のために、頻繁に検査を実施することです。他の国の選手と交流させな

いようにするのは、正しいことだとは思いません。」 

選手（吹替）「選手同士の交流こそ、この大会が本来目指していることです。」 

ナレ「今週日本を訪れたのが、 IOC 国際オリンピック委員会のバッハ会長 だ。東京オリンピックパラリンピッ

クの開催について、」 

バッハ会長（吹替）「 大会の実現は団結の証しとなります。」 

ナレ「実現への強い意志を表明したバッハ会長。」 

ナレ「だが、感染症対策を専門とする賀来満夫教授は、開催にはまだたくさんのクリアすべき条件があると話す。」 

東北医科薬科大学 賀来満夫特任教授「競技によってはハードコンタクト、まあレスリングとか柔道とかですね、

非常にこう相手の体と直接ぶつかり合う、競技がありますよね。 ハードコンタクトの競技については、より徹底

した、例えば検査。 PCR 検査を非常に頻度をこまめに行っていくというようにですね、やっぱり安全に試合が

できるための、健康管理のあり方を競技によってやっぱり少しずつ変えていく必要があると思うんですよね。」 

ナレ「さらに注目を集めたのが、バッハ会長のワクチンに関する発言だ。」 

バッハ会長（吹替）「ワクチンが使えるようになるなら、 IOC がそのコストを負担します。」 

ナレ「 世界で開発が進むワクチンへの強い期待を示した。だがこれについても専門家は」 

東京大学医科学研究所 石井健教授「ワクチンはワクチンでしっかりと安全性を見て、オリンピックがあろうが

なかろうがにかかわらず、安全であるものを、ゆっくりじっくり人に届けるっていうのが、前提だと思うんです

ね。知らない副作用とか予想外の副作用が出たとします。その時にまだ数万人しか打っていないのか、それとも

もう数千万人に打ってしまったあとなのかは、 対処方法が全然違いますので、行政の体制とか、も含めてですね、

徐々に順々に”急がば回れ””で急いでるからこそ、そこら辺をきっちりですね、した後に進めていくべきなもの

だと。少し待っていただいて、本当に安心して皆さんが打てる状況になってから、全国民に打てばいい話なので、」 

ナレ「そんな中、画期的な治療薬の研究が進められている。」 

（CM) 

ナレ「画期的な治療薬の研究も進められている。これはキラー T 細胞ががん細胞を攻撃し破壊する様子だ。キ

ラー T 細胞はがん細胞を見つけると、くっついて細胞に穴を開ける。そこから毒物を入れてがん細胞を次々と
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破壊していくのだ。」 

ナレ「キラー T 細胞は人が誰でも持っているリンパ球の一つだ。」 

ナレ「このキラー T 細胞を使って、新型コロナウイルスの治療薬の開発に挑んでいる研究者がいる。」 

記者「先生今日は一つどうかよろしくお願いします」 

ナレ「京都大学の河本 宏教授。世界でもこの研究室でしかできない方法を確立させたことで、キラー T 細胞

を使った治療薬の開発に道を開いた。」 

河本教授「感染している最中の細胞を攻撃するというのが、とても効果的なんですね。キラー T 細胞はそのた

めにいる細胞といってもいいぐらい、このウイルスに感染した細胞を見つけ出して殺すのが得意なんです。」 

ナレ「現在の治療薬の開発は、抗体を利用するのが主流だ。 抗体はウイルスに感染した時に作られ、ウイルスを

攻撃するものだが、ウイルスがひとたび細胞の中に入り込むと、効かなくなる。」 

ナレ「だがキラー T 細胞なら、ウイルスに感染した細胞ごと破壊する事ができる。」 

ナレ「治療法開発の戦略はこうだ。まず新型コロナウイルス感染症から回復した患者の血液を採取。この血液中

には、新型コロナウイルスを見つけて撃退する能力の優れたキラー T 細胞が存在する。その遺伝子を IPS 細胞

に導入し、再生するのだ。」 

ナレ「 IPS 細胞はどんな細胞・組織・臓器にもなることができる。その特性を使うことで、キラー T 細胞の量

産が可能になる。だが、」 

河本教授「本当は、 キラー T 細胞、使えたらいいなと思っている人は、世界中にたくさんいると思います。ま

あしかしキラー T 細胞を薬として入れるというのは、そう簡単ではないわけですね。」 

ナレ「なぜ、 薬にするのは難しいのか？他人のキラー T 細胞を入れると異物とみなされ、いわゆる拒絶反応が

起こるためだ。ところが河本教授らの研究チームには、拒絶ハンドを乗り越える世界で唯一の技術があるという。」 

河本教授「質の良いキラー T 細胞を作る技術を持っているのが、今のところ世界で我々だけだから、」 

ナレ「この独自の技術は拒絶反応が起こりにくい、 IPS 細胞を材料にキラー T 細胞を再生するものだ。既にヨ

ーロッパで国際特許を取得するなど、世界的に高く評価されている。」 

ナレ「最大の狙いは、重症化を食い止めること。病院の冷凍庫に保管が可能なため、患者が重症化した場合、す

ぐ点滴治療にも入れる。」 

河本教授「肺炎をそれ以上重症化しないように止める力が、キラー T 細胞にはあるはずだと。そういう意味で、

そのタイミングを逃さずにやったら、これも死亡者の数を、亡くなる方の数を大幅に減らすことができると。」 

河本教授「死亡例が減ったら、怖い病気ではなくなると。」 

ナレ「 河本教授は、 藤田医科大学との共同研究をはじめていて、現時点で新型コロナから回復した患者、6 人

の血液を採取。さらなる解析を進めている。」 

（CM) 

 特集の 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。 

日下部「世界中の医療関係者がまさに不眠不休でですね、治療薬ですとか、ワクチンの開発に取り組んでいて、

一刻も早い開発待たれるわけですけれども、一方で、その安全性が確認されるまでには、さらに時間がかかるん

だということをね、私たちきちんと認識する必要があると思うんですよね。」 

日下部「あのーオリンピック選手に優先的にワクチンをうつ、果たしてそれはいいことなのかどうか。あのー東

大の石井教授が言うように、急がば回れ。そんな悠長なことを言っていられないという気持ちもあるんですけど

も、長い目で見るとね、こういった冷静な視点。これが本当に大切になってくるんだと思いますけどね。」 

膳場「そうですね、それも踏まえたうえで、オリンピックを来年開催するのか、タイムスケジュール的には、明
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確にすべきタイミングだと思います。あのー選手団を取材して思ったのは、アスリートっていうのはものすごく

大きなものを背負って、このオリンピックを目指しているんですね。例えば南スーダンでは、長らく部族の対立

で内戦が続いてきましたので、選手が一つの国の代表として、世界の舞台に立つということが非常に大きな意味

を持つんですね。そしてあの、選手たちも、国の平和に貢献したいという悲痛な思いを持ってるわけです。まあ

そうしたアスリートたちを宙ぶらりんの状態において、翻弄していいはずがないと。そういう想い強くしました。」 

金平「あのね、えーと、冷静に考えてみて、今、世界がコロナパンデミックの第３波にあってですね、５０００

万人ほどの感染者や、１２０万人を超える死者が出ている中で、世界の人々は本当に、来年の夏にオリンピック

の開催を望んでいるんだろうか？っていうふうに、僕は個人的には思ってしまいますね。まあ残念ながら日本政

府や、組織委員会は目先の狭い範囲で物事を考える傾向が強くてですね、より広い視野が欠けていると。まあコ

ロナに打ち勝った証としてというような精神論を言っている段階では、ないんじゃないかって思います。今急が

れているのはまあ、なんども指摘されてますけれども、その、検査の徹底と、病床の確保。とりわけ、今、困っ

ている人たちに、経済・医療の両面から救いを手を差し伸べるというですね、まあ公助こそが率先して行うとい

うのが、まあ政治の務めなんじゃないかと僕は思います。」 

 この特集に当てられた時間は 1377 秒で時間配分及び比率は以下の通りであった。 

 

 放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

 

概要 

56秒 

4% 
北海道の経済 

266秒 

19% 

北海道の医療 

200秒 

15% 

政府の対応について 

81秒 

6% 
オリンピック 

265秒 

19% 

最新の治療薬 

362秒 

26% 

スタジオ 

147秒 

11% 
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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 

・オープニング 

 番組の冒頭で金平キャスターが「えぇ、かつてある財界人がバカな大将敵より怖いと言い放ったことがありま

す。コロナ感染拡大が第三波を迎える中マスク会食とか GoTo キャンペーンを巡って国民の命を蔑ろにしかねな

い政策のブレについて、ちょっときつい言い方ですが、だめな政府はウィルスよりも有害だと言いたくなります。

特集でもお伝えします。」とコメントしていたが、「だめな政府はウィルスよりも有害」というのはまさにそのと

おりである。そういうだめな政府が何かをしたところで、たとえそれが良かれと思ってという善意に基づくもの

であっても、ろくでもない結果を招くのがオチであるし、そうしたところがだめな政府のだめな政府たる所以な

のだから、そういう政府に権限だとか金を渡さないことこそが重要ではないだろうか。 

 

・【特集】コロナ第三波への備えと東京オリンピックの行方 

 オープニングで「だめな政府はウィルスよりも有害だと言いたくなります」と言い放った金平キャスターであ

るが、この特集の VTR を受けてのやり取りでは一転して「今急がれているのはまあ、なんども指摘されてます

けれども、その、検査の徹底と、病床の確保。とりわけ、今、困っている人たちに、経済・医療の両面から救い

を手を差し伸べるというですね、まあ公助こそが率先して行うというのが、まあ政治の務めなんじゃないかと僕

は思います。」と、政府の積極的な役割を求める発言をしている。 

 しかし、冷静に考えていただきたい。 

 政府による公助のためには政府に権限と財源を与える必要がある。「だめな政府」に権限や財源を与えてどう

するつもりなのだろうか。金平キャスターも政府が本当に「だめな政府」だなどと考えているのであれば、困っ

た時に「政治の務めだ」などと言うのではなく、むしろそういったときにこそ「だめな政府は余計なことをする

な」といい切ることが大事ではなかろうか。また、「だめな政府」が余計なことをしてしまわないように監視す

るというのも立派な政治の務めである。 

 いずれにしても、「だめな政府はウィルスよりも有害」などと言っておきながら、その「だめな政府」による

積極的な公助を求めるというのはあまりにも信念・定見がなさすぎやしないだろうか。 

 検証者はこの番組を通しで見ていて呆れてしまった。 

 

 


