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テレビ局： TBS 番組名：報道特集  放送日：2020 年 12 月 12 日 

出演者：金平茂紀、日下部正樹、膳場貴子、斎藤慎太郎 

    曺琴袖（収容所の特集を取材） 

検証テーマ： 新型コロナの感染者、旭川の外出自粛要請、広島の集中対策、大阪の外出自粛要請 

GoTo キャンペーン、アメリカのワクチン、神奈川の療養施設、グレタ氏の訴え 

北朝鮮の拉致問題、【特集】「桜・前夜祭」疑惑に地元は 

コロナ感染者の速報、黎智英氏が起訴 

報道トピック一覧 

・青森県で震度 5 弱の地震観測 

・新型コロナの感染者 

・旭川の外出自粛要請 

・広島の集中対策 

・大阪の外出自粛要請 

・GoTo キャンペーン 

・アメリカのワクチン 

・神奈川の療養施設で 50 代男性が死亡 

・水虫の薬に睡眠導入剤が混入していたことで製薬会社社長が謝罪 

・グレタ氏の訴え 

・北朝鮮の拉致問題 

・世田谷一家殺害事件からまもなく 20 年 

・【特集】「桜・前夜祭」疑惑に地元は 

・【特集】堀の中は「地獄」と告発 

・コロナ感染者の速報 

・黎智英氏が起訴 

 

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 

・新型コロナの感染者：結論→特に問題なし 

膳場キャスターの「新型コロナウィルスについてのニュースです、東京都は今日新たに 621 人の感染を発表し

ました。」と日下部キャスターの「一昨日の 602 人を上回り 1 日の感染者として過去最多です。」との声を受けて、

VTR とともにナレーションによって「年代別では 20 代が最多の 181 人、重症化リスクの高い 65 際以上の高齢

者は 77 人でした。また重症者の数は昨日から一人増えて 68 人です。一方東京都内の昨日の人出は午後 10 時時

点で渋谷センター街、銀座、新宿歌舞伎町で前の週を 20％近く上回りました、今日これまでに発表された国内の

感染者は他にも岐阜岩手高知などで 1 日の過去最多を更新しています。」とのコメントを受けられた。 

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

 

・旭川の外出自粛要請：結論→特に問題なし 

 旭川の外出自粛要請について以下に朱記したような VTR が取り上げられた。 

"旭川市民 A「旭川がこんなことになるとはちょっと思いがけなくてすごい心配しています。」 
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ナレ「北海道旭川市では病院などで集団感染が相次ぎ医療の逼迫が続いています、国内最大のクラスターが発生

している旭川厚生病院の感染者は今日さらに 15 人増えて 268 人に、北海道は感染の拡大を防ぐため今日から 25

日までの二週間、旭川市民に対し外出自粛を求めています。旭川の中心部の買物公園、土曜日にもかかわらず人

出はまばらです。」 

旭川市民 B「、もしコロナにかかった時、重症化しやすいっていうまぁ病気持ってる家族がいるので、人の集ま

るところに行かないとか。」 

旭川市民 C「緊急事態宣言出さない限りはお店は開けるともうので本当自分たちで気をつけるしかないと思いま

すよね。」 

ナレ「最大の歓楽街のさんろく街も昨日は金曜の夜にもかかわらず人の姿が消えました。」 

旭川市民 D「印象店をやっているのでちょっとなんだろうな悲しいというか。」 

旭川市民 E「必要最小限の外出にとどめて。」 

ナレ「旭川市の新型コロナ患者の病床の使用率は 73％とほぼ満床の状態で医療体制の逼迫が続いています。」" 

 このトピックについて当てられた時間は 93 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・広島の集中対策：結論→特に問題なし 

 広島の集中対策について以下に朱記したような VTR が繰り広げられた。 

"ナレ「1 日の感染者数が昨日はじめて 100 人を超えた広島県では広島市を中心とした集中対策期間が始まり施設

は早いものでは今日から臨時休館となっています、こちらのお好み焼き店では今の所集中対策による来客への影

響は出ていません。県の求める感染防止対策の徹底を続けたいとしてます。」 

豊田典正(お好み村組合理事長)「大事な時期だと思うんです、でもやっぱり指示通りにして気をつけて動いとか

んと来年ももっともっとひどくなる、だから年末年始に向けてできることはさせていただいて。」 

広島市民 A「他人事だったのが他人事じゃなくなった幹事が。」 

広島市民 B「我慢せんにゃしょうがないですね。」 

ナレ「集中対策は広島市の市民には外出機会の削減を会社などには出勤者の 5 割削減を求めていて、早ければ 17

日からは酒の提供時間の短縮を飲食店に要請します。広島市は今日も市としては過去最多の感染者数が発表され

ています。」" 

 このトピックについて当てられた時間は 69 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・大阪の外出自粛要請：結論→特に問題なし 

 大阪の外出自粛要請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「医療体制が逼迫している大阪府、大阪市の一部地域では今月 15 日まで飲食店などに対し営業時間の短縮

要請が継続されていて繁華街の道頓堀の街ではシャッターを下ろした店が目立ちます。そんな中でも営業してい

たお好み焼き店。」 

原田正明(お好み焼き鉄板焼き「道頓堀一明」社長）「もう前前お客様はほぼゼロみたいな状態ですね。12 月に入

ってからもう営業しても赤字というか、営業するだけ赤字が多い、廃業というのも考えつつも営業になっていま

すね。」 

ナレ「府民に対するできる限りの外出自粛要請は今月 15 日までですが、吉村知事は週明けの対策本部会議で延

長するかどうか判断するとしています。」" 

 このトピックについて当てられた時間は 53 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 
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・GoTo キャンペーン：結論→特に問題なし 

日下部キャスターの「観光振興策 GoTo トラベル事業を巡って政府は現在対象から除外している大阪市と札幌

市への措置を延長する方向で調整を進めていて週明けに決定する見通しです。」とのコメントを受けられた VTR

が取り上げられるとともに、ナレーションによって「大阪市と札幌市を目的地とした旅行を GoTo トラベルの対

象から除外する機関は今月 15 日までとなっています。しかし大阪市と札幌市は感染状況が深刻な状況が続いて

いたことから今の状況で除外措置を止めるのは難しいと言う認識を示しています。政府は延長に向けた調整を進

め、週明け 14 日にも対策本部を開き、大阪、札幌の除外措置の延長を決める他、年末年始に向けた感染防止策

なども打ち出す見通しです。」とのことが取り上げられた。 

このトピックについて当てられた時間は 52 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・アメリカのワクチン：結論→特に問題なし 

 膳場キャスターの「新型コロナの感染が世界で最も深刻なアメリカでワクチンの緊急使用が許可されました。

この週末にも接種が始まる見通しです。」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「FDA 食品医薬品局は日本時間の今日、ファイザー社などが開発した新型コロナワクチンの緊急使用を許可

したと発表しました。」" 

"トランプ大統領「私は年末までに記録的な速さでワクチンを作ると言った。無理だと言われたが、今日の発表を

持ってその目標を達成した」 

ナレ「こうアピールしたトランプ大統領、先月にはこうも述べていました。」 

トランプ大統領「ワクチンをバイデン氏の功績にしないで。私の功績だ。これまでになく人々をプッシュした。」 

ナレ「今後は各州が独自の指針に沿ってワクチンを接種をしますが、早ければこの週末から来週にかけて始まる

見込です。」" 

"尾関淳哉(報告)「こちらの病院では急増する新型コロナの患者に対応するためテントを張ってベッドを増設しま

した。」 

ナレ「西部カリフォルニア州ロサンゼルス郊外にある病院では新型コロナの感染者に対応するため駐車場にテン

トを立てベッドを増設しました。州内に５つあるチキのうち 3 つで UCU 集中治療室の空きが 15％を下回るなど

医療体制が逼迫してます。アメリカの CBS テレビは今週様々な例えを用いて事態の深刻さを報道。全米の一日

の死者が 3000 人を超えると 2001 年の同時多発テロの犠牲者より多いとし、累計で 29 万 5000 人を超えている

死者については第二次世界大戦で亡くなったアメリカ人より多いと伝えています。」" 

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

 

・神奈川の療養施設： 

日下部キャスターの「新型コロナに感染し軽症と診断された人たちが入る神奈川県内の療養施設で昨日 50 代

の男性が死亡しました。県内の療養施設で感染者が死亡したのは初めてで、県が詳しい原因を調べています。」と

のコメントを受けて、以下に朱記したような VTR が取り上げられた。 

"篠原仙一(神奈川県医療機器対策本部室長)「ご遺族の方には心よりお悔やみ申し上げます。」 

ナレ「死亡したのは神奈川県内の宿泊療養施設に入ってた 50 代男性です。県によると男性は今月 8 日に感染が

確認され翌 9 日に宿泊療養施設に入所、昨日午前の定時連絡では体温が 73.8 度、頭痛やだるさを訴えたものの水
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分や食事は取れていると回答していました。しかし、午後三時の定時連絡がなく、その後看護師が内線と部屋の

携帯電話に併せて 6 回連絡しましたが応答はありませんでした、看護師が部屋を見に行ったのは午後八時頃、男

性は既に心肺停止の状態でベッドで仰向けに倒れていました。男性に基礎疾患はなく、死因はわかっていません。」 

"篠原仙一「一回電話に出なかったら直ちに部屋に行くというような明確な基準、取り決めというのはないです

ね。」 

ナレ「神奈川県はこの療養施設の入所者の数を明らかにしてませんが県内では昨日、過去最多の 285 人の感染が

明らかになるなど、感染者の数が高止まりしています。」" 

松本哲哉(国際医療福祉大学教授）「基本的には当然のことながら軽症であって重症化するようなそんなリスクが

ない方を優先的にホテルで療養の対象になりますから、ここからしばらくはあなたはホテルでしばらく過ごして

ください、というような人が増えてくる可能性があって、その中からやっぱり今回のように重症化してしまう可

能性がある人が増えてきます。」 

 このトピックについて当てられた時間は 123 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・グレタ氏の訴え：結論→特に問題なし 

膳場キャスターの「地球温暖化対策の国際的な枠組みパリ協定の採択からまもなく 5 年です、スウェーデンの

環境活動家グレタ・トゥンベリさんが具体的な行動を起こすよう改めて訴えました。」とのことぉ受けて以下に朱

記したような VTR が取り上げられた。 

"グレタ・トゥンベリ(環境活動家)「5 年前からたくさんのことが起きたが、必要とされる行動は全く見えてきま

せん。」 

ナレ「パリ協定は禁上昇を産業革命前に比べ 2℃未満に抑えることを掲げていますが、グレタさんは 11 日、『各

国が空虚な言葉で新たな抜け穴を作り出している』と批判し、具体的な行動を起こすよう改めて訴えました。パ

リ協定の採択から 5 年となる 11 日は気候変動サミットが開かれ、来年 11 月の COP26 に向け、各国が目標など

を表明する予定です。」" 

 このトピックについて当てられた時間は 50 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・北朝鮮の拉致問題： 

日下部キャスターの「北朝鮮による人権侵害啓発週間に開かれた国際シンポジウムで拉致被害者家族らが北朝

鮮に被害者帰国を決断させるよう政府はもっと発信すべきだと訴えました。」とのことを受けて以下に朱記したよ

うな VTR が取り上げられた。 

"拓也さん(横田めぐみさんの弟)「新型コロナウィルス感染が猛威をふるい、生活弱者である拉致被害者たちが健

康な生活を送れているだろうかと心から心配しています。」 

飯塚耕一郎(田口八重子さんの長男)「まず日本政府は金正恩に拉致問題のメリットを見出だせるよう発信を行う

必要があると考えています。」" 

ナレ「拉致問題担当大臣の加藤官房長官も出席する中、ビデオ参加した元アメリカ国務次官補代理のエバンズ・

リベア氏は新型コロナで北朝鮮の経済が悪化し打撃を受けている今こそ金正恩党委員長に拉致被害者帰国を決断

させるメッセージを綿密に練る重要な時期だと訴えました。」 

 このトピックについて当てられた時間は 55 秒が放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・【特集】「桜・前夜祭」疑惑に地元は：結論→ 
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膳場キャスターの「特集です。安倍前総理主催の桜を見る会。その前夜祭をめぐる問題。真相の究明は進むで

しょうか。」とのコメントおよび金平キャスターの「また報道特集では、 その安倍氏に近い閣僚が、そのコロナ

禍で疑問を覚えざるを得ないような行動をしていた事実を独自取材で入手しました。」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。 

ナレ「先月 21 日に開かれた政府の新型コロナ対策本部の会合。この日、 新規感染者数は、2500 人を超え、菅

総理は国民に会食の際にも、マスクを着用するようあらためて呼び掛けた。」 

菅総理「是非、このマスクを、皆さんが会食する際も含めて、マスク着用を心からお願い申し上げたい。」 

ナレ「これは報道特集が取材をもとに、ある会食の場面を再現したイラスト。菅総理がマスク着用での会食を呼

びかけた 1 時間後、閣僚の一人が、 芸者同席で会食していたことが分かった。」 

ナレ「その人物は、萩生田光一文部科学大臣だ。先月 21 日の午後 6 時半頃、萩生田大臣がいたのは都内の料亭。

12 畳程の個室に、大臣の他二人の男性と芸者の女性ら少なくとも合わせて 6 人がいた。」 

ナレ「萩生田大臣と男性の間に芸者の女性がおり、向かいの男性の両脇にも芸者の女性がいた。テーブルの上に

は数本の酒の瓶が並んでいた。この時萩生田大臣は、マスクをつけておらず向かいの男性もマスクをつけず、笑

顔を見せていたという。芸者同席の元、密な会食をしていたのか。」 

ナレ「萩生田大臣本人を取材した。」 

記者「大臣おはようございます。 TBS 報道特集ですけれども、昨日 FAX を送らせていただきましたが、 先

月 21 日にあの、マスクをしないで八王子市内で会食をされてますけども、それについて適切だったとお考えで

すか？」、 

萩生田文科相「食事の時にマスクを？」 

記者「そうですね。」 

萩生田文科相「外したりつけたりしてね。 」 

記者「あの芸者の方囲んで会食されていると思うんですけれども。」 

萩生田文科相「芸者の方は僕が囲んで？」 

記者「はい、そうです」 

萩生田文科相「席に お見えになったのはそうですけど、」 

記者「どういう風に？」 

萩生田文科相「ちゃんと答えますので 3 時に」 

記者「適切に？それは適切だったという風に解釈、適切だったとお考えですか？」 

萩生田文科相「少人数の会食でしたから」 

ナレ「そして昨日午後、萩生田大臣の事務所が書面で回答した。」 

回答「会食は経済界のお招きにより、遅参・中座でしたが、出席をさせていただきました。コロナ対策について

は、手指の消毒や人数辺りの部屋の広さや、換気等の適切な感染防止対策を講じおられてましたことを店舗側に

も確認しております。」 

ナレ「政府がマスク会食などを呼びかける中、会食に芸者が同席していたことは、適切だったのか？」 

萩生田事務所の回答「芸者は食事をしていません。また芸者がいるかどうか、会食の場に行くまで知りませんで

した。」 

ナレ「その上で事務所側は、少人数で長時間ではなかったため、総理が言う会食には当たらないものだとした。」 

萩生田事務所の回答「長時間、大人数のものではなく、店側にも対策を講じていることを確認しているため、適

切であったか否かを一概に言うことはできません。」 
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ナレ「一方萩生田大臣が会食をしていた日の 3 日後、」 

安部前総理「あの今回告発を受けてですね、捜査が行われていると承知しております。」 

（CM） 

ナレ「 先月、 地元山口県を訪れた安倍前総理。父晋三太郎氏の墓前で、総理辞任の報告を行った。その後も新

たに発足した議員連盟の会長に就任するなど、活動を活発化させ、周囲からは 3 度目の登板を期待する声すら出

始めていた。」 

ナレ「ところが」 

ナレ「先月２３日、東京地検特捜部が安倍氏の公設秘書等を、任意で事情聴取していたことが判明。調査を受け

た関係者の一部が桜を見る会の前夜祭について、安倍氏側が費用を補填していたことを認めたのだ。」 

ナレ「補填額は、去年までの 5 年間で、800 万円以上。特捜部は政治資金収支報告書に記載していなかった疑い

で、安倍氏本人にも任意の聴取を要請したと見られる。」 

安倍前首相「事務所としては、全面的に捜査に協力していくということであります。それ以上のことについては

ですね、まだ今の段階で、お答えすることはできないということで。」 

ナレ 「今回の疑惑を受け、自民党内からは懸念の声が上がっている」 

自民党中堅議員「安倍さんは、早く記者会見を開いて全てを言うしかない。」 

自民閣僚経験者「河井夫妻といい、票を金で買っていたようなもの。こんなことが続いて選挙なんてできない。」 

ナレ「さらに自身の出身派閥である細田派からも。」 

細田派幹部「安倍さんが派閥に戻ってこなくて清々した。面倒くさいことにならなくて良かった。」 

ナレ「今週水曜日、安倍前総理の地元山口県下関市に、金平キャスターが入った。」 

金平「地元の、下関市の事務所ですね。えー去年の 11 月に桜を見る会の疑惑が明らかになった時に、取材を申

し込んだんですけども、けんもほろろな対応をされたことをよく覚えてますけれども」」 

ナレ「事務所から出てきた職員に話を聞くと、」 

金平「今日、中にはいらっしゃるんでしょ？秘書の方とか。事務所の方から」 

男性「そりゃあ仕事してますよ」 

金平「えーと、取材を受けていただくってことは難しいですか？」 

男性「難しいです。」 

金平「難しい。取材するなっていう風に言われているんですか？」 

男性「いやいやそうじゃないけど、忙しいから。」 

ナレ「そう言って職員は、その場を去っていった。」 

ナレ「地元の有権者たちはどう思っているのか。」 

女性「うちはみんなお父さんの代から、安倍さんで。うん。この事件があるから、ちょっとちょっとモヤモヤし

ています。」 

男性「みっともないね。長州人としてね。 誰が聞いても見てもね、あらあんな嘘の上塗りもいいところよね。ほ

んともう恥ずかしいよ。本当」 

ナレ「桜を見る会と前夜祭には、地元の自民党系市議会議員も複数参加している。本人たちに取材を申し込んだ

が、応じてもらうことはできなかった。」 

ナレ「取材を進めると、参加した講演会の人から直接話を伺うことができた。」 

ナレ「国会議員になる前から安倍氏を支持してきた男性は、妻と二人で前夜祭から参加したという。」 

前夜祭に参加した後援会員「市会議員から行かないかって話になって、それで家内を連れてね、一緒に行ったん
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ですけどね。うん。」 

金平「どうでした前夜祭の方は？」 

前夜祭に参加した後援会員「まあ、みんなと色々お話ししてね、安倍さんも色々ずっと回ってね。 」 

ナレ「男性は、詳しいことはあまり語ろうとしなかった。」 

男性「私たちから言えば、まあ残念ですよね。もう応援するたって、安倍さんはどうかな。もう。 あれに（選挙

に）もう出ないんじゃないかね。」 

ナレ「妻と従業員を連れて前夜祭から参加したという別の男性からも話を聞くことができた。」 

前夜祭から参加した男性「ずっーと並んで写真を撮ることになったんやね、みんな」 

前夜祭から参加した男性「行った時、総理が覚えていてくれたんですよね。」 

金平「あーそっか。」 

前夜祭から参加した男性「お世話になりますって言って、あー私の知っていてくれとったんやねっていうかね。

行った甲斐が出たなと思って。うん。」 

ナレ「男性は、招待されたことを名誉だと思っていたが、これまでの安倍氏の受け答えを聞いて、気持ちに陰り

が出たという。」 

前夜祭から参加した男性「 なんかシャキッとせんね。シャキっとせん。自分の心がね。」 

金平「シャキッとしない？」 

前夜祭から参加した男性「うん。シャキッとしない。すっきりしない。」 

金平「すっきりしない？」 

前夜祭から参加した男性「うん」 

ナレ「 地元の参加者たちに直接聞き取りをした田辺よし子市議会議員はこう話す。」 

市民連合田辺よし子市議会議員「地元の人たちにとっては、やっぱり安倍事務所が言ってくれたから、皆行こう

って言って言ったわけですよ。喜んで行ったわけですよ。それが。で、晴れがましく行ったわけですよね。それ

が、そこに行ってよかったのかという気持ちもやっぱりなって、」 

金平「逆に、 そうすっと、精神的に言うと裏切られたみたいな感じ？」 

田辺 議員「もちろんそうですね。はい。過去に行った人も口をつぐんでしまって自分が入ったとは言わない。今

まで誇りに思ってた事が、もう言えないっていうのようなことでね。」 

ナレ「安倍氏はこれまで費用を補填した事実はなく、ホテル側から領収書などはもらっていないと、説明し続け

てきた。」 

ナレ「追及を続けてきた辻元清美議員。今年 2 月の時点で領収書を発行したとするホテル側の証言を得ていた。」 

立憲民主党 辻元清美副代表「これ見て身震いしましたね。政権が吹っ飛ぶかもしれないと言うか。真っ向から

総理の答弁を否定していたのでですね。」 

ナレ「答えたのは ANA、 インターコンチネンタルホテル東京。過去 7 回行われた前夜祭のうち、3 回会場とな

っている。過去 7 年間にこの開かれたパーティー宴席について、見積書や請求明細書を発行しないケースはござ

いません。」 

ナレ「そして『主催者が政治家や政治家関連の団体であっても、対応を変えたことはございません』と 、書かれ

ている。」 

ナレ「辻本氏はこの文章を突きつけた。」 

安倍首相「あのーそれは、私の事務所で開いたものということでおっしゃっているんでしょうか？おそらくそう

ではないんだろうと思うわけでございまして。ニューオータニ・・」 
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立憲民主党 辻元清美副代表「一般とは違うやり方でやったと、全日空ホテルはこう言っているけれども、安倍

事務所は特別にご配慮いただいたという理解で良いですか？」 

安倍首相「それはですね、辻本さんの事務所と全日空ホテルはどういう前提で、どういうやり取りをされたかと

いうことを、私、承知をしていないので答えようがありませんから、お答えのしようがないのでございます。例

えばニューオータニとのやり取りのおきましてもね、」 

立憲民主党 辻元清美副代表「全日空の話だからニューオータニはいらないです。」 

立憲民主党 辻元清美副代表「 総理、ご覧になりますかこれ。どうぞ。ご覧になったらどうですか？どうぞ。」 

議長「辻本議員恐縮ですが、強要をなさらないように」 

立憲民主党 辻元清美副代表「いかがですか？」 

立憲民主党 辻元清美副代表「私もこれでですね、桜は終わったと思ってたわけですよ。ところが、安倍総理は

これは一般論だとか、」 

膳場「もごもごとね。」 

立憲民主党 辻元清美副代表「はい」 

ナレ「 そして今回、安倍氏の資金管理団体晋和会あてにホテル側が、領収書を出していたことが判明した。」 

立憲民主党 辻元清美副代表「国会で、総理大臣や官僚が語ることが、 真実じゃないことを答弁してたとすれば

ですね、それを見過ごしたらですね、あらゆる審議が成り立たなくなるじゃないですか。」 

膳場「ええ、ええ、ええ」 

立憲民主党 辻元清美副代表「これ与野党関係ありませんから。立法府に対して、行政府が、ちゃんと質疑をし

て、やり取りをしたことに対しての虚偽の可能性ですから、」 

ナレ「自民党の石破元幹事長は」 

石破元幹事長「桜の問題、前夜祭の問題、複雑な法律問題をなんでもないわけ。事実関係だから、明らかにして

くれれば、1 分で終わる話。なんですよね。」 

石破元幹事長「国会の場を、国民の時間としてちゃんと使おうよと。」 

膳場「あれぐらいの規模の大きな宴会を、秘書が議員に相談であるとか、報告せずにお金お補填してくってこと

はありえるんでしょうか？」 

石破元幹事長「絶対にないとは断言できない。そこは。私自身も、秘書さんを信頼し、事務所を信頼して、いろ

んな会合をやっていることはあります。ただしそこにおいて、補填などしちゃいけないよということは、これは

また常識、なわけよね。」 

（CM） 

ナレ「安倍政権が次の検事総長に推していたのは、当時の、黒川東京高検検事長だった。検察当局を長年取材し

ているジャーナリストの村山治氏に聞いた。」 

ジャーナリスト村山治氏「黒川さんていうのはね、こう、ずっとこう、ロビイングをやってきてですね、政界に

も知己が多いし、 摩擦を避ける、すごいこう何て言いますか、バッファをね、設定していく本当のプロフェッシ

ョナルでね、」 

ナレ「しかし、黒川氏は、賭けマージャン問題で辞任。今後の見通しは」 

ジャーナリスト村山治氏「安倍さんが総理を辞めてしまわれたので、そういう配慮を、やっていく必要が全くな

くなったのでね、法と証拠に基づいてね、できるものなら早くやっちゃいなさいという話じゃないですかね。」 

ジャーナリスト村山治氏「検察はね、検察のものでもない。政治家のものでもない。今は我々国民のね、共有財

産なのでね、そこはあんまり毀損しないでくれよねって検事たちには言いたいし、 ちゃんともう仕事をしないと
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駄目だぞっとこうね、言いたい。」 

ナレ「検察幹部は取材に対し、こう語った。」 

検察庁幹部「これだけの数の、弁護士や法学者から、刑事告発を受けたことは、重く受け止めている。」 

検察庁幹部「政治的な注目を浴びているのは分かるが、証拠に基づき淡々と処理するだけだ。」 

ナレ「この問題を巡っては、これまで、900 人を超える弁護士らが刑事告発。今月に入って、徹底した捜査を求

める『要請書』を改めて東京地検に提出した。 」 

泉澤 章弁護士「安倍前首相が全くそれを知らずにですね、確認もせずですよ国会質問しているとは、到底我々

ありえないと思うんですよ。やはりそこには共謀があったと。」 

ナレ「 告発人の一人、泉澤章弁護士。前夜祭の費用の補填は、参加者への寄付行為にも当たると指摘する。」 

泉澤弁護士「公職選挙法の寄付行為っていうことについてもですね、本当にあの、ちゃん捜査を遂げてほしいな

というふうに思います。」 

泉澤弁護士「このお金をですね、いったいどっから出ているのだろうかと。あのー資金管理団体から出てるって

言うのは分かりましたけれども、じゃあ資金管理団体に入ってくるこのお金はどっから来たのだろうか。」 

泉澤弁護士「安倍さんのポケットマネーだっていうことになれば、それはそれで問題ですし、どこから来たか分

からないお金を、自分たちの後援会のために、要するに自分の利益のために使ってるということになるとですね、

これはやはり金額の大小にかかわらず大問題だという風に思いますし。」 

ナレ「一方、菅総理については」 

泉澤弁護士「安倍内閣の、あの長い安倍内閣のなかでも、ナンバー2 だとわけですよね。安倍首相の答弁をその

ままですね、これはきちんとしたものだというふうな話を、言ってみれば、支えてきたわけです。」 

ナレ「官房長官だった菅氏は、一貫して安倍総理の答弁も擁護していた。」 

菅義偉官房長官（当時）「5000 円でできないことはないんじゃないでしょうか。私どもはいろいろやってます。」 

ナレ「ホテル側の主張と食い違っていることを指摘されても 、」 

菅氏「なぜ私の答弁が虚偽なんですか？総理が答弁されたことが正しい。」 

ナレ「今回、事実と異なる答弁をしたことを問われ、こう弁解した。」 

菅総理「私のこれまでの答弁については、安倍前総理が国会で答弁されたこと、あるいは私自身が安倍前総理に、

確認をしながら、答弁を行ってきた。まあそういうことであります」 

日下部「菅総理の責任っていうのは、どう考えますか？」 

泉澤章弁護士「あなたの責任を問われているんだというふうに私どもは言いたいというふうに考えております。」 

（CM） 

 特集の VTR を受けてスタジオではいかに朱記したようなやり取りが繰り広げられた。 

膳場「先週末に実施した JNN の世論調査では、桜を見る会の問題に対する安部前総理の説明について、７６％

もの人が納得できないと回答しています。えー安倍前総理はこの問題について、今月の４日に捜査が行われてお

り、結論が出る前に申し上げるのは適切ではないと言っているのですけども、」 

膳場「辻本議員が指摘していたのは、三権分立なのだから、司法は司法、それとは別に安倍前総理は、立法府に

対しても説明責任をおっていると。立法府、つまり国会への答弁内容に疑問が生じているのだから、そこは説明

を果たすべきだと言っていました。」 

膳場「捜査中であることを盾に口を閉ざさず、国民に対する説明を果たしてもらいたいなと思いますね。」 

日下部「一部ではですね、秘書を略式起訴にして、これでは公判は開かれず罰金だけ、裁判はきちんと行われる

べきだと思いますね。政治資金規正法も公職選挙法も、議員が自らを律するため議員が自ら作ったものなんです
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ね。ですから私は聞いてません知りませんの問題ではありません。」 

金平「あの萩生田文科大臣の会食の件ですけどね、 私たちが宿題した事実を申し上げておきますとね、この宴席

この会食があった日には、政府のコロナ対策会議が開かれていたと。で、そこには菅首相が出席して、文科省か

らは慣例に従った順番だということで、この日は副大臣が出席していました。で、この会議の終了後に、菅首相

がマスク会食を勧めてですね、さらにこの会食の四日後に「 勝負の三週間」といってですね、国民に自粛を呼び

開けて、会食に同席していたのは、萩生田大臣の他に、 少なくとも男性二人、 そして少なくとも 3 人の芸者さ

ん、退職の費用の支払いと言ったらどちらがどのようにしたかは、 明らかになっていませんけれども、文部大臣

の振る舞いとして、適切だったのかどうなのか。これ、テレビを見ている皆さんはどのように判断されるでしょ

うか？」 

 このトピックについて当てられた時間は 1381 秒だった。なお、時間配分および比率であった。 

 

 放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・コロナ感染者の速報：結論→特に問題なし 

 番組の終盤で膳場キャスターによって「さて国内では今日新たに 3003 人の新型コロナウィルスへの感染が確

認されました。一日の感染者が 3000 人を超えたのは初めてです。JNN の取材にまとめによりますと午後 6 時 20

分現在、新たに確認された新型コロナウィルスの感染者は 3003 人でした。今月 10 日の 2977 人を上回り、1 日

の感染者数として過去最多を更新しています。都道府県別でも東京で過去最多となる 621人の感染を確認した他、

概要 

55秒 

4% 萩生田文科相が会食 

257秒 

19% 

桜を見る会 

389秒 

28% 

下関の受け止め 

294秒 

21% 

検察 

97秒 

7% 

泉澤弁護士 

157秒 

11% 

スタジオ 

132秒 

10% 
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岩手、山形、福島、埼玉、長野、岐阜、京都、高知の併せて 9 つの都府県で最多を更新、もしくは過去最多と並

んでいます、また厚生労働省によりますと国内の重症者は 578 人と、こちらも過去最多です。」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 52 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・黎智英氏が起訴：結論→特に問題なし 

 日下部キャスターによって「香港メディア界の重鎮黎智英氏がですね、国家安全維持法違反罪で昨日起訴され

ました。これは今朝、裁判所に向かう黎氏を捉えた写真なんですが、アップルデイリーは言論弾圧の象徴として

物々しい手錠姿を配信しているんですね、国家安全維持法によれば身柄を中国に移して秘密裏に裁くことも可能

です、TBS ではニュースサイトでですねこの黎智英氏のインタビューを公開します。」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 29 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 

・【特集】「桜・前夜祭」疑惑に地元は： 

 VTR 中で自民党内の声として自民党中堅議員の「安倍さんは、早く記者会見を開いて全てを言うしかない。」

や自民閣僚経験者の「河井夫妻といい、票を金で買っていたようなもの。こんなことが続いて選挙なんてできな

い。」という声が挙げられていたのみならず、細田派幹部の「安倍さんが派閥に戻ってこなくて清々した。面倒

くさいことにならなくて良かった。」という声が紹介されていた。 

 これらの声の主は匿名になっていたため、誰の声かはわからないが、中堅議員の「早く記者会見を開いて全て

を言うしかない」であるとか、自民閣僚経験者の「こんなことが続いて選挙なんてできない。」というのは選挙

を控えた議員の悲痛な叫びであろう。今の自民党は閣僚経験者とて地盤が盤石というわけではないので、確かに

この問題を抱えることが自民党に対する逆風となってそれで落選するという議員もいるだろうということは想

像に難くない。他方で、安倍前総理は 2009 年の自民党にも激しい逆風が吹き、また安倍氏自身に対しても第一

次の辞め方問題の批判もある中での選挙であったが、対立候補に比例復活すら許さない堂々たる当選を果たす盤

石な地盤を築いている。ちなみにこの時の選挙で落選あるいは比例復活に甘んじた大物議員というのは案外少な

くない。 

 だからこそ、自民党への逆風の要因となっている桜の問題については安倍前総理に説明を求めている、という

のが自民党内の特に選挙に強くない議員の本音であろう。だから、自民党からこうした声が上がっているという

ことは立派なことでもなければ特筆すべきことでもなく、単に風頼みの選挙をしてきた議員が喚いているだけ

だ、という見方も成り立つだろう。そうした自分本位での話を匿名で流すというのは、些か汚いのではなかろう

か。その点、党内から安倍前総理に対して説明を求めるにしても石破元幹事長は自らの実名肉声で語っていると

いうのは立派である。しかしこれもやはり石破元幹事長がご自身の選挙に強い、ということがあるから堂々とし

ていられるのだろう、とも感じられるし、政治家にとって選挙に強いということはなによりも大事な出発点では

なかろうかと改めて感じられた。他方で、石破元幹事長は「桜の問題、前夜祭の問題、複雑な法律問題をなんで

もないわけ。事実関係だから、明らかにしてくれれば、1 分で終わる話。なんですよね。国会の場を、国民の時

間としてちゃんと使おうよと。」とも言っているが、そもそもこうした問題を国会で取り上げることそれ自体が
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不適切、あるいは国民に対する背信行為ではないだろうか。国民が国会に期待しているのは予算審議や法案審議

および政策論争なのであって、個々の議員の資金管理団体だとか疑惑だとか、そういう問題を取り上げることを

期待しているわけではない。そうしたことを言いたいのであれば街頭演説で好きなだけ言えばいいだろうし、そ

うした動きが高まったのを受けた言われた側も記者会見なりホームページなりで釈明をすればいいのであって、

それを国会という場でする必要がどこにあるのだろうか。石破元幹事長にしても辻元氏にしても国会で与野党の

疑惑を取り上げることをどこか当然視しているフシがあるが、そこがそもそもの誤りではないだろうか。 

 なお、細田派幹部の「安倍さんが派閥に戻ってこなくて清々した。面倒くさいことにならなくて良かった。」

の「清々した」というのはおそらく心の底からの本音であろうが、桜を見る会の問題がなくとも派閥に戻ってこ

なければ清々とするものだろう。そもそも安倍前総理に限らず総理大臣まで務めたような人に派閥にいつまでも

いられる、というのでは派閥内部、特に派閥領袖やそれを狙いうる立場からすると必ずしも喜ばしいことではな

いのは当たり前の話である。 

 なおスタジオでは日下部キャスターが「一部ではですね、秘書を略式起訴にして、これでは公判は開かれず罰

金だけ、裁判はきちんと行われるべきだと思いますね。」とコメントしていたが、確かに略式起訴よりは裁判を

きちんと行い、そこで検察に誤りがなかったのか、ということ含めて明らかにしたほうが良いだろう。しかし、

検察を巡る報道で気になるのはいかに検察が起訴した場合の有罪判決率が 99.9％を超えるものであるとしても、

建前としては「無罪推定の原則」であり有罪判決が確定するまでは無罪であるものとみなして扱うということが

文明的な法治国家における大前提であるのだから、判決が出るまでは被疑者がいかにも有罪であるかのような論

調での報道というのは慎むべきであろう。 

 

 


