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対象番組：NEWS23(TBS) 

対象期間：1/4～1/8 

 

・1/4(月) 

 コロナと緊急事態宣言、コロナ禍と年末年始、コロナとワクチン、アメリカ大統領選挙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、コロナと緊急事態

宣言については放送法上問題のある傾向が見られました。また、アメリカ大統領選挙については検証者の所感を

記しました。 

 

・1/5(火) 

 コロナと緊急事態宣言、コロナと成人式、アメリカ上院決選投票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、コロナと緊急事態宣言については検証者の所感を記しました。 

 

・1/6(水) 

 コロナ対策、コロナとワクチン、緊急事態宣言で変わる暮らし、コロナ患者の情報流出。国会議員の会食ルー

ル、アメリカ大統領選挙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、コロナ対策とコロナとワクチンについては他の放送日も注視が必要と考えられるも

のでした。なお、コロナ対策および国会議員の会食ルールについては検証者の所感を記しました。 

 

・1/7(木) 

 コロナと緊急事態宣言、コロナ患者の SOS、アメリカ大統領選挙、ワクチン優先接種の詐欺電話が相次ぐなど

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、

放送法上問題と考えられる部分は特に見られませんでしたが、コロナ患者の SOS については検証者の所感を記し

ました。 

 

・1/8(金) 

 緊急事態宣言、元慰安婦訴訟、外出自粛の夜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、緊急事態宣言および外出自粛の夜については今後も注視が必

要と考えられるものでした。なお緊急事態宣言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：2021 年 1 月 4 日 

出演者：小川彩佳、村瀬健介、山本恵里伽、石井大裕 

    宮田裕章（慶応大学教授、データサイエンス） 

検証テーマ：コロナと緊急事態宣言、コロナ禍と年末年始、コロナとワクチン、アメリカ大統領選挙 

報道トピック一覧 

・渋谷区笹塚駅付近でタクシーが 6 人をはねる交通事故 

・コロナと緊急事態宣言 

・コロナ禍と年末年始 

・コロナとワクチン 

・滋賀県でフォークリフトにひかれ 6 歳女児死亡 

・去年大晦日のカリフォルニア州で 20 代の日本人女性がひき逃げで死亡し男性逮捕 

・アメリカ大統領選挙 

・ルヴァンカップが 2 ヶ月遅れの決勝戦 

・全日本高校女子サッカー２回戦 

・スポーツ報道 

・栃木県で相次ぐガソリン窃盗事件の容疑者を逮捕 

・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 

・コロナと緊急事態宣言：結論→放送法上問題のある傾向あり 

小川キャスターの「続いて新型コロナを巡ってなんですが、不他旅緊急事態宣言が出されることになりそうで

す、山本さん。」とのコメント、山本キャスターの「はい、年末年始も続く新型コロナウィルスの感染拡大を受

けて、菅総理は首都圏の一都三県を対象にする緊急事態宣言の検討に入ったことを明らかにしました。」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「今夜行われた首都圏一都三県の知事会議。」 

小池百合子（東京都知事）「一都三県、緊急事態行動として、位置付けまして、共同で取り組むことと致したい

と存じます。」 

ナレ「一都三県は今月 8 日から月末まで住民に対し午後 8 時以降の不要不急の外出自粛を要請することを確認し

ました。」" 

"村瀬健介（報告）「午後八時以降外出しないでくださいっていうことになりそうなんですけど、」 

街の声 A「それくらいならまあぁたぶん大丈夫だと思うんです、守れるです、六時とかになっちゃうとキツイで

すけれど。」 

街の声 B「8 時以降は控えて欲しい？あぁ、まぁそしたら何もできなくなっっちゃいますね、仕事が終わってご

飯も食べれないですし、まぁちょっとそれは楽しみがないっていうか。」 

ナレ「また、一都三県は 12 日から全ての飲食店に対して午後 8 時までの短縮営業を要請します。知事たちが政
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府に要請していた緊急事態宣言、今日午前、菅総理は。」 

菅義偉（首相）「国として緊急事態宣言の検討に入ります。東京都いわゆる首都三県においては三が日も感染者

数が減少せず、極めて高い水準であります。」 

ナレ「対象となるのは東京、神奈川、埼玉、千葉、週内にも緊急事態宣言が発表される見通しで、発表されれば、

4 月 7 日以来のこととなります。東京都の今日の新規感染者は 884 人、大晦日には 1337 人を記録するなど感染

爆発が懸念される事態となっています、重症者も 108 人を数え、前回の緊急事態宣言下の 105 人を上回り過去最

多となりました。」" 

"街の声 C「医療の方の声とかをちょっとこう報道とかで聞いていると経済よりも今は感染者をとにかく減らすこ

とが第一なのかな、と。」 

街の声 D「実際に宣言出てても、私の周りだと全然仕事がテレワークにならない人とか多いんです、宣言で何が

変わるかわからない。」 

ナレ「また、菅総理は会見で緊急事態宣言を発表した場合、今月 11 日まで全国で一斉停止となっている GoTo

トラベル事業の再開は難しいとしました。では、サイドの緊急事態宣言で、私たちの暮らしはどうなるのでしょ

うか、今月 11 日からは大学入学共通テストが始まりますが。」 

西村康稔（経済再生相）「感染防止策を徹底していただいて実施をするということで基本的に考えております。」 

ナレ「去年 3 月には緊急事態宣言に先立ち小中学校の一斉休校が実施されました。」 

先生（去年 2 月）「6 年 2 組が揃って授業できるのは今日が最後となりました。」 

児童（去年 2 月）「大きくなったらみんな出会って、また遊びましょう」 

ナレ「今回の緊急事態宣言では。」 

西村康稔「基本的にはリスクが低いということで、小中学校について一斉急行することは今の時点では考えてお

りません。」 

ナレ「西村大臣は大学入試の中止や小中学校の一斉休校は必要ないとの考えを示しました。また、ある政権幹部

によりますと劇場や映画館も制限の多少から除外する方向で調整を進めていると言います。今回対策の中心とな

るのは飲食店の営業時間の短縮と夜間の移動制限です。政府の分科会の尾身会長は以前、こう指摘していまし

た。」 

尾身茂（政府の分科会会長）「億は飲食店における感染によるものと考えられる、判断しています、急所を抑え

ることができれば、感染を収束方向に向かわせる k とは我々は可能だと思います。」" 

"ナレ「今後、午後 8 時の閉店が求められることになる都内の焼き鳥店。」 

村瀬健介「不安はある？」 

小杉奈津子（炭火焼鳥忠や烏山店女将）「めちゃくちゃ不安です。もう不安しか無いですね、毎日毎日不安で、

今年はじめてお正月営業したんですけれども、そんなこと今まで一度もなかったので。」 

ナレ「これまでの時短要請で先月の売上は六割減、少しでも穴埋めをしようと 2 日から営業を始めたと言います、

東京都は協力金を上積みし、店舗ごとに 1 日 5 万円を支給することを軸に調整、この店舗では要請に応じる意向

ですが、より充実した支援を求めています。」 

村瀬健介「午後八時までの時短要請は？」 

小杉美奈子「むちゃくちゃダメージです。もう本当にダメージですし、給付金を頂いてなんとかギリギリでやっ
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ている状態なので、それがないとやっぱりお店が存続していかないかなという感じです。」" 

ナレ「菅総理は知事による時短要請に実効性を持たせるため給付金と罰則をセットにして特措法を通常国会に提

出するとしています。」 

 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ていた。 

"小川彩佳「ここから宮田教授に伺っていますけれども、まず緊急事態宣言、再び出されることになりそうですね。」 

宮田裕章「はい、今の特措法の枠組みで緊急事態宣言を有効に機能させるためには。」 

小川彩佳「はい。」 

宮田裕章「関係者の納得が必要です。」 

小川彩佳「はい。" 

"宮田裕章「いろいろな立場の人達が納得してブレーキを踏む、まぁこういうようないわゆる状況を作っていかな

ければいけないんですね、ただこれまではやはり医療か経済かという二項対立の中でですね、」 

小川彩佳「はい。」 

宮田裕章「分断が発生するような議論になってしまったんですよ。」 

小川彩佳「えぇ。」 

宮田裕章「ただ改めて考えた時にこの経済対策ですね、例えば自主矯正ですね、休業養成、これによって逼迫し

てそして自殺者も出てくる。」 

小川彩佳「うん、」 

宮田裕章「まぁこういった、あの、命もですね、やはりこの感染対策として捉えたうえで、これから緊急事態宣

言を行っていく必要あると思うんですね、もちろん医療を守るということも。」 

小川彩佳「はい。」 

宮田裕章「必要なんですが、それだけではなくて、この市場のバランスで救うことができない、まぁ今回特に飲

食だったり観光、こういったところが大きなダメージを受けているんですが、こういった領域もいかにサポート

していけるか、こういう納得をあの、示すことが重要だというふうに考えています。」" 

"小川彩佳「経済を守る、医療を守る、とこう二者択一のようになってしまいがちですけれども両立できる、して

いかなければならない。」 

宮田裕章「両立させた上でやはりこの緊急事態宣言を今回は行う必要があるんではないかというふうに思ってい

ます。」 

小川彩佳「両立して感染対策なのではないか。」 

宮田裕章「はい。」 

小川彩佳「ということですけれども、宮田教授は神奈川県で医療プロジェクトなどの顧問を務めていらっしゃい

ますが、」 

宮田裕章「はい。」 

小川彩佳「その神奈川県のグーグルの感染予測がどうなっているのか見てみますと、今日の時点で 412 人ほど、

感染者がいるんですけれども、これが倍ほどにまで右肩上がりを続けるのではないかという予測が出ているんで

すよね。」 

宮田裕章「そうですね、この神奈川県であったりあるいは首都圏が何もしてこなかったというわけではないので
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すが、」 

小川彩佳「えぇ。」 

宮田裕章「まぁやはりこの気温の低下、様々な要因とですね相殺することによって 11 月から公表されたグーグ

ルの予想通りの増加をこの一ヶ月たどってきています。そうすると、やはりこの 1 月中にですね、まぁ倍に増え

ていくという予測は出ているわけですね。」 

小川彩佳「東京を見てみますとこちら、まぁ大晦日には 1337 人と、あぁあの検査自体が多かったというのもあ

りますけれどもこうした数字が出ている中でこれがまた倍くらいになっていくのでしょうか。」 

宮田裕章「そうですね、この 1 月の中で 2000 であったり 3000 といったところに現状の延長だとこのようなシ

ナリオに入っていく、まぁこれはグーグル予測だけではなくて、いろいろな予測からも示されているというのが

今の状況です。」 

小川彩佳「これが緊急事態宣言によってピークアウトしていくのかどうかというのが気になるところですが。」 

宮田裕章「はい、まぁその中で北海道であったり大阪の対策というところに光明があるということですね。」 

小川彩佳「はい、これ北海道ですね。」 

宮田裕章「北海道はですね、この 11 月半ばの時にグーグル予測ではこういった形（右肩上がり）で感染が拡大

する予測だったんですね、ただ、あの北海道は非常に強い手を打っていったことによって、未来を変えるという

ことにまぁ今成功しつつあるということです。」 

小川彩佳「感染対策、こうした要請などによってということですか。」 

宮田裕章「はい、はい、そういうことです。」 

小川彩佳「うーん、そうするとまぁ緊急事態宣言によって、まぁ要請という形でも未来を変えていくことが出来

ると。」 

宮田裕章「そうですね、十分にあの首都圏にもこの未来を変える可能性があるというように考えています。」" 

"小川彩佳「ここであの去年の四月の時点での緊急事態宣言どんなものだったのか振り返っていたいのですが、ま

ず東京都ではスーパーや薬局、交通機関等は対象外、通常営業を続けていましたね。そして飲食店等は時短要請

が出ていた、で学校なんですけれども、休校だったりですとか飲食店なども百貨店なども休業となった、こうし

た措置が今回も必要なんでしょうか。」 

宮田裕章「いえ、まぁこのですね、あの、最初の第一波の頃は世界中子のデータがなかったので、やはり経済を

かなり殺して感染対策を最重視したんですね、ただこの間、色んなエビデンスをかなり積み上げることによって、

どこを抑えるべきかといことがだいぶ判明してきたということです、でまぁあの今日の総理の会見でもお話され

ていましたが、まぁやはりマスクを外して人と接触を行うような状況ですね、まぁこれは飲食と名指しされてい

ましたが、、まぁこういった部分を軸にしながら対策を行っていくというのが既に示されていますが、ただ一方

でもう一つ重要なのはその分ですね、不平等な対策を打たざるを得ない。」 

小川彩佳「不平等な対策。」 

宮田裕章「やはり業種に対して、あの大きなダメージが言ってしまうと、従ってやはりこの緊急事態宣言を行い

ながら対策を打つ上でそういった業種で働く人達にいかに寄り添えるのか、サポートできるのか、こういった対

策も同時に示すことが必要なのかな、というふうに考えています、まぁ例えば GoTo ですね、あのまぁいわゆる

数ヶ月間続けてきたんですが、実績があるところを軸にしながら勾配を付けて一律給付ではないような形でサポ
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ートしていく、まぁこういうようなアプローチもあるんでう s ね、だからこういった今までの一律給付とはまた

違う形でいかにこういった業種の方々を支えながら、ですね、この緊急事態宣言を抜けることが出来るかと、ま

ぁこういうビジョンを示すことも必要になるのかなと考えます。」" 

"小川彩佳「緊急事態宣言があってから、給付などの話が出てくるのではなくてそれは同時に出される。」 

宮田裕章「そうですね、それは第一回の去年の緊急事態宣言で何が起こるかというのは我々既にある程度わかっ

ているので、その点に関してこそやはり先手を打っていくべきなのかなというふうに思います。」" 

小川彩佳「メッセージが必要になってきますけれども、」 

 このトピックについて当てられた時間は 788 秒だった。 

 スタジオでは医療と経済の両立は可能であるという話がされていたが、医療政策や経済政策のための資金をど

う調達するのかという話は一切出てきていなかった。どのレベルでの医療や経済の両立をするのかは明示されて

いなかったものの、それで財政は保つのかという視点、将来世代に負担を転嫁することになりはしないのか、と

いう視点からの意見は一切出ておらず、そうした意味ではスタジオでの議論は若者や子どもたちあるいは将来世

代の利益というのを蔑ろにしたものであり、放送法第四条一項二号「政治的に公平であること」および同四号「意

見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」という点に照らして問

題のあるものだったと言える。 

 このトピックについては一度の放送日で全ての論点や利害を網羅するというのは難しいので、今回の報道一回

で、直ちに問題だとは言えないが、他の放送日などを眺めても取り上げられる論点や利害に偏りがある場合は、

放送法上問題のある取り上げ方と言えるだろう。 

 

・コロナ禍と年末年始：結論→特に問題なし 

 小川キャスターの「続いてはですね、このコロナ禍で迎えた年末年始について山本さん。」とのコメントと山

本キャスターの「はい、今日から仕事始めですが、異例づく目の年末年始を過ごしたという方もいらっしゃると

思います。一方で感染拡大が収まらず医療現場でも異例の場面が相次ぎました。」"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「今日から仕事始め、熊本県の営業部長、くまモンは書き初めで、毎年恒例の今年の干支をしたためました。

今年最初の証券取引となる大発会、証券業界の格言では丑年はつまづきと言われ株価が下がる事が多いとされて

います。今日は緊急事態宣言発表の可能性が一部で報じられると株価は急激に下落しましたが結局 2 万 7 千円台

を維持して今年最初の取引を終えました。新型コロナの影響で年末年始の様子は様変わりしました。携帯電話の

位置情報を使った調査では正月三が日の初詣の人出が東京の明治神宮では去年と比べ 7 割以上が減少、浅草の浅

草寺や京都の伏見稲荷大社でも七割近く減少しています、その一方で新しい初詣のかたちも。」 

ガイド「私から見て右手ですね、森戸神社の本宮です。」 

ナレ「見えてきたのは、海に浮かぶ鳥居、クルーズ船で参拝することも出来るのです、賽銭箱ももちろんありま

す。」 

利用者「いやー船の上からだったら人混みに関係なく初詣が出来るかなって思って。」 

ナレ「密を避ける初詣には他にも、2 階建てのバスに乗り込むのは参拝客です。」 

ガイド「山王日枝神社でございます。柏手を打って皆様も是非お参りしてみてください。」 
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ナレ「バスの上から都内の寺社を周るツアーが行われていました。一方、こちらは商売繁盛の神様を祀る神田明

神、例年初詣には企業関係者など 30 万人以上が集まります。しかし、今年はご覧のとおり、静かな初詣になり

ましたが参拝客の思いは例年以上に強いようです。」」" 

"記者「いくらしましたか」 

参拝客「2 万円です。去年は 5000 円、商売繁盛で神様の力を借りようと思って。」 

ナレ「神田明神では参拝客の感染リスクを減らすため、様々な工夫をしています、社殿に入れる人数を制限した

り、ネット上で込み具合がわかるようにしました。一方こちらは。」 

野方千裕（報告）「新橋の PCR センターなんですけれども結構たくさんの方来ていらっしゃいます。」 

ナレ「今日も民間の PCR 検査施設には行列が、そして元日のクリニックでも、電話が鳴り止みませんでした」 

大谷義夫（池袋大谷クリニック院長）「もう止まらなくて、今日。また・・・・・・、はい池袋大谷クリニック

です。」 

ナレ「こちらのクリニックでは年末年始も診察を行い 4 日間で発熱外来を受診した 61 人の内 20 人が要請となり

陽性率はおよそ 33%に登りました。」 

大谷義夫「自分にも限界があるので早く収束してもらわないと。」 

沼口敦（名古屋大学医学部附属病院、医師）「年が明けておめでたいムードはむしろ一切なかったですね、」 

ナレ「こう話すのは名古屋大学医学部附属病院のコロナ病棟に勤務する沼口医師です。」 

沼口敦「1 月 2 日の夜です、病室部分には患者さんがずっと並んでいる状況です。ずっと人工呼吸器がついた患

者さんが並んでいまして透析等々色んな処置を続けてやっています。」" 

"ナレ「例年、年末年始では医師の人数を二人ほどに減らしますが、今年は倍の 4 人体制で対応、用意していた

重症者用ベッドが埋まったため、臨時のベッドも追加しました、一方で軽症者が療養施設に中々入ることができ

ないケースも、」 

ホテル療養した女性「正直不安でしたね、何かあった時にどうしたら良いんだろう、っていう。」 

ナレ「女性が宿泊療養施設に入れたのは要請の連絡を受けてから三日後だったといいます。しかし、受け入れ側

も厳しい状況です、年末年始軽症者施設で働いていた看護師は。」 

大阪の看護師（宿泊療養施設で勤務）「大晦日、元旦にかけては看護師は 4 人体制で 120 人くらいの方を患者と

して見ていました。」 

ナレ「看護師 1 人で 30 人ほどの軽症者に対応したと言います、年末年始も感染の拡大傾向は止まらず、医療機

関の逼迫した状況は続いています。」" 

 VTR 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。 

"小川彩佳「医療がギリギリという状況がね、ずっと続いてきているわけですけれども、宮田教授のお考えにある

医療の逼迫というのは三段階あるということで、まず第一段階は陽性者が医療に到達できない。第二段階として

は重症の方が高度医療、ECMO などに到達できない、救える命が救えなくなってくるということになってきます

ね、そして打いさん段階に入りますと、人々がすべての医療に到達できない、このようなことも起きています、

というわけなんですか。」 

宮田裕章「そうですね、これら３つは同時進行しながら局所的に顕在化していくんですね、まぁ日本ではまさに

この一段階目が起こり始めている、と。」 
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小川彩佳「はい。」 

宮田裕章「陽性判定を受けても医療に到達できない人ってのが出てき始めている、で、ドイツは第一波の時はこ

こで食い止めていたんですが、１１月から一気に死亡率が上昇してですね、死亡率がかなり上がってしまってい

る、で、そうすると今まで救えていた人たちが救えなくなってしまうんですね、でこの、一番深刻な局面がまさ

に医療者が感染してですね、どんどん感染しながら、今まで子どもたちに届けることができていた通常医療です

らも届けることができずに、手から命がこぼれ落ちていく、こういう状況、まぁこうならないためにはやはりで

きるだけ手前ですよね、この逼迫という状況を作らないようにこの緊急事態宣言の中でですね医療を回復させて

いく必要があるのかなというふうに考えています。」" 

 このトピックについて当てられた時間は 508 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・コロナとワクチン：結論→特に問題なし 

小川キャスターの「まさに今食い止めていかなければならないというコロナとの戦いが続くわけですけれども

日本では来月下旬からのワクチン接種の準備を進めると菅総理が今日表明しましたが、世界では続々とワクチン

接種が進んでいます、ただこれで大丈夫というわけではないようです。」とのコメントを受けて、以下に朱記し

たような VTR が取り上げられた。 

"ナレ「音楽とともに人々は新年を祝いました、新型コロナ対策で夜間の外出禁止措置が続くフランス、大晦日か

ら２日にかけて規制に反したパーティが開かれました。参加したのは国内外からおよそ 2500 人、駆けつけた警

察に参加者の一部が石を投げつけたり、車に放火したりするなど、激しく抵抗する騒ぎとなりました。」 

参加者 A「大勢の人がいて楽しかった、リスクは承知の上です。」 

参加者 B「みんなで集まりたかった、私たちは 20 歳なのにコロナで青春が台無しです。」 

ナレ「警察はパーティを主催した疑いなどで 7 人を拘束、1200 人以上に罰金が課されたということです。感染

力が強い変異ウィルスの蔓延で新たな感染者が 6 日連続で 50000 人を超えるイギリス、今日から製薬大手アスト

ラゼネカなどが開発したワクチンの接種が始まりました。このワクチンは通常の冷蔵庫の温度で保管が可能のた

め、輸送にも便利とされています。一方、新型コロナの最初の感染者が確認された中国武漢、感染が抑え込まれ

ているとして大勢の市民が新年を祝いました。その中国では」" 

"濱野祐司（報告）「北京市内では新型コロナウィルスのワクチンの接種が始まっていて、次々と受けに来る人達

が訪れています。」 

ナレ「年末に初めて承認された国産ワクチンの接種が 1 日から医療従事者などを対象に始まっています。中国メ

ディアは北京市内で 1 日と 2 日で 7 万 3000 回以上摂取され、深刻な副反応は起きていないとしています。では、

日本でのワクチン接種はいつになるのか、菅総理は今日の会見で。」 

菅義偉（首相）「安全性、有効性の審査を進めて承認されたワクチンを出来る限り 2 月下旬までには接種開始で

きるように政府一体となって準備を進めております。」 

ナレ「ワクチン接種を 2 月下旬までに開始すると表明、医療従事者、高齢者、高齢者施設の従業員から順次始め

るとしました。」" 

 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。 

"小川彩佳「来月下旬からワクチン接種できるかも、と聞くとちょっとホッとしてしまうんですけれども、これ期
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待していいんでしょうか。」 

宮野裕章「そうですねワクチンの効果に関しては様々なデータ、科学的発表を見て大いに期待していいいと思う

んですが、一方でこれが短期的に感染を抑えることが出来るかというとですね、やはりこの数ヶ月単位では難し

いだろうという予測がイギリスから既に出ています、まぁイギリスがですね、今日発表したものだと、まず最初

第一陣の高齢者に打つというのが数ヶ月かかって、その後ようやく一般人に入る、さらに収束するかどうかって

いうのはまたその先の見通しになるので、ジョンソン首相も年内の中でなんとか見通しをつけたい、とまぁ 2021

年始まったばかりですが、かなり長いスパンで説明しているので、日本でもこの 2 月下旬から始まるワクチン接

種には非常に期待できる一方で、これが今起こっている流行の波を抑えるものにはならないという覚悟でです

ね、予防対策というものを行っていかなくては行けないということになります。」 

小川彩佳「収束に繋がるのは随分先の先になりそうということになりますよね、やっぱりこのコロナのお話、明

るい兆しがないんでしょうか。」 

宮田裕章「そうですね、やはり、まぁなんでしょうね、とは言えですね例えば日本で言えば北海道は感染を抑え

ることが今、でき始めていますし、であの、今回何が起こるかということに関してもですね、様々なデータが積

み重なってきたので、我々が対策を打ちながら、経済か命かではなくてですね、両方を守りながらまぁこの収束

まで歩むことが出来るような道筋というのは少しずつ見えてきているので目の前にできることをですね積み上

げながら歩いていくしか無いのかなと思います。」 

小川彩佳「未来は変えられるとね、先程おっしゃていました、力強い言葉です、宮田教授ありがとうございまし

た。」" 

 このトピックについて当てられた時間は 328 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・アメリカ大統領選挙：結論→特に問題なし 

 アメリカの大統領選挙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「トランプ大統領が大統領選の結果を覆すよう圧力をかけたとされる会話の音声が公開されました。」 

トランプ（ワシントン・ポストが公開した音声）「あなたが再集計したということは何の問題もない。」 

ナレ「公開されたのはトランプ氏とジョージア州の州務長官が行った電話会談、バイデン氏に 11,779 票の差で

敗れたトランプ氏は結果を覆すだけの票を見つけたい、と働きかけます。」 

トランプ（ワシントン・ポストが公開した音声）「私はただ 11780 票を見つけたいだけだ。」 

ナレ「州務長官は要求に応じなかったということです。」" 

 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。 

 

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 

・アメリカ大統領選挙 

 ワシントン・ポストが公開したトランプ氏の音声が取り上げられていたがワシントン・ポストは一体どういう
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ルートでこの音声を入手したのだろうか、非常に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：2021 年 1 月 5 日 

出演者：小川彩佳、村瀬健介、山本恵里伽、石井大裕 

    岡田育（エッセイスト） 

検証テーマ：コロナと緊急事態宣言、コロナと成人式、アメリカ上院決選投票 

報道トピック一覧 

・コロナと緊急事態宣言 

・コロナと成人式 

・イチローが球児に伝えたかったこと 

・昨日の渋谷区でのタクシー事故で運転手が意識を失っていた可能性 

・アメリカ上院決選投票 

・高校ラグビー準決勝 

・体操の白井健三選手復活への兆し 

・先月の女性遺体事件で元保育士を再逮捕 

・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 

・コロナと緊急事態宣言：結論→特に問題なし 

小川キャスターの「さてまずは緊急事態宣言をめぐる新しい動きです。」とのコメント、山本キャスターの「緊

急事態宣言は明後日発表される見通しで、期間は 1 ヶ月ほど、飲食店の営業時間短縮に重点が置かれることにな

りそうです、ただ、コロナ分科会の尾身会長は今夜、一ヶ月未満で感染を下火にするのは至難の業だと話してい

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

"ナレ「当初の予定より遅れて始まった今夜の西村経済再生担当大臣の会見、強い危機感を示しました。」 

西村康稔（経済再生相）「春の緊急事態宣言を経験し、ですね、昨年、そして夏の経験をし、そして今回はそれ

を遥かに上回る過去本当に高い水準の感染者の数、陽性車の数が報告されているわけでありまして、過去の基準、

過去の相場観がもう当てはまらなくなってきています。」 

ナレ「このあと、会見した政府分科会の尾身会長は。」 

尾身茂（コロナ対策分科会会長）「東京を中心とした首都圏の感染状況が沈静化しなければ全国的かつ急速な蔓

延の恐れがあると考えています。」 

ナレ「その東京都が今日、発表した感染者数は 1278 人、先月 31 日の 1831 人に次ぐ、過去二番目の多さです。」 

"千葉県から来た人 A「やっぱ、怖いですね、やっぱ多いんで、怖いんですけれども来ちゃったかな。」 

街の声 B「実査に周りなんですけれども、一人もいなくて、なので正直そこまで実感ないというか、あまり感じ

ていないですね。」 

ナレ「東京都の重症者も機能から 3 人増え、111 人と最多を更新しています、全国の感染者週も過去最多を更新

しています。千葉、埼玉、神奈川を始め、長野や岐阜など多くの県で過去最多となるなど全国で 4914 人となり

ました、重症者も昨日から 40 人増え、771 人と過去最多です。政府は東京、神奈川、埼玉、千葉の一都三県を

対象とした緊急事態宣言を明後日、7 日にも発表します。」" 
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"記者「出すタイミングが遅かったですとか早かったですとか、そういうことについては幹事長、どのようにお考

えでしょうか。」 

二階俊博（自民党幹事長）「あとからは誰でもなんでも言えるんです、真剣に取り組んでおる、と。」" 

"ふじみの救急病院院長「治療しても治療してもイタチごっこのような状態ですね。」 

ナレ「先月、勝負の三週間を終えても感染が収まることなく医療はひっ迫したまま年末年始に突入しました。厚

生労働省は全国の看護系の大学およそ 290 校に対し、看護師免許を持つ大学院生や教員を医療現場に派遣するよ

う要望しました、一都三県という限定的な緊急事態宣言が出されることについて、医療関係者からはこんな声が

上がっています。」 

都の医療関係者 C「緊急事態の意識付けが限定的だと思われると勝負の三週間と同様、酷く弱いものにあってし

まうおそれがある。」 

都の医療関係者 D「強力かつ効果的なメッセージが望まれるのに、緊急さが少しも伝わらない、」 

ナレ「緊急事態宣言の対象ではない栃木県宇都宮市の医療機関では。」 

倉持仁（インターパーク倉持呼吸器内科院長）「ある都道府県だけにとどまって対策をしていただけではですね、

結局その止めた時の一時的な効果しかなくてですね「、いずれから大都市から元に広がっていってしまうのは自

明の理だと思うんですね。一斉の同時に止めないと効果は薄いです。」" 

"ナレ「緊急事態宣言の期間は一ヶ月程度、飲食店の時短営業などに重点が置かれます、その飲食業界に対し、都

は 8 日から酒を提供する飲食店で営業時間を午後 8 時までとするよう要請、12 日からはすべての飲食店に対象

を広げます。」 

江藤智昭（さかなさま浜松町店店長）「コロナが飲食店だけにいる、みたいな言い方をされちゃっているので、

すべての商業施設だったりというところも同じように 8 時まで、というふうにしてもらわないと、不公平さは感

じる。」 

ナレ「緊急事態宣言を解除する見通しについて、西村大臣は。」 

西村康稔「ステージ４のいろいろな指標がステージ３に下がってくればですね、これは緊急事態宣言の解除が視

野に入ってくるというのが自然な考え方、と」 

ナレ「政府分科会では緊急事態宣言が出される一都三県は既に医療崩壊の恐れがあるステージ４相当だと指摘、

医療提供体制に多少の余裕ができるステージ３相当になるまでは解除すべきではないという考えです。」 

尾身茂「無条件に出したからと言って、宣言そのものが感染を下火にする保証は私はないと思います、これは一

ヶ月未満に底まで行くことはもう、至難のことだと思います、もう少し、３月、４月それはわかりあ m せんけれ

ども、」 

ナレ「一方、今夜 BS-TBS の報道番組に出演した加藤官房長官は、」 

加藤勝信（官房長官）「機械的に決めるのではなくて、最終的には総合的な判断を現在はステージ４とか３の判

断を都道府県知事がされることになっていますけれども、いずれにしてもそういう判断をしていくということに

なると思います。」" 

 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。 

"小川彩佳「明後日にも緊急事態宣言が出されるということになりますけれども、岡田さん、このタイミングでの

緊急事態宣言どのようにご覧になっていますか。」 
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岡田育（エッセイスト）「そうですね、正直もっと早く出すのかなという付兎に思っていました、例えばアメリ

カだとサンクスギビング、日本だとお正月、あとヨーロッパですとクリスマスに当たるんですかね、やはりあの

年の瀬に、家族が集って人が動いて伝統的にみんなで飲み食いするようなイベントが続くタイミングなので、一

番警戒すべきときだろうと思っていて、やはり先に覚悟を素人ながら決めていたんですがやはり蓋を開けると

ね、どうしても親戚同士集まってしまったり、まぁ忘年会やってる人もいるとなるとそれは感染者数も増えるか

なというのが印象なので、まぁあの、このタイミングでか、という付兎に思っています。」 

小川彩佳「１２月にも GoTo トラベルの停止ですとか、飲食などの対策を強化するようにという発疹はありまし

たけれども」 

岡田育「そうですね。」" 

"小川彩佳「どうですか、後手に回っているような印象ですか。」 

岡田育「うーん、そうですね、新規感染者数見るとどうしてもこのあとまた増えるんじゃないかなというふうに

思うと、まぁもちろん今のタイミングで出すというのは、それは出さないよりは出したほうがいいというふうに

思います。」 

小川彩佳「新規感染者数なんですけど、今日も全国で過去最多を更新しましたね、。」 

山本恵里伽「はい、そうなんです、全国の感染者 4914 人となっています。緊急事態宣言の対象となっている東

京は 1278 人、神奈川 622 人、千葉 261 人埼玉 369 人と非常に高い水準となっているのです、そして重症者が

771 人、過去最多そして新たな情報として亡くなった方も過去最多となっているんです。」 

小川彩佳「一都三県に関しては分科会でも感染爆発だという発信がありましたけれども、まぁ緊急事態宣言が出

されれば飲食店などは勿論なんですが、4 月には学校の休校などがありましたよね、その学校への対応がどうな

るのか気になるところですが、」 

山本恵里伽「はい、こちらで見ていきたいと思うんですが。萩生田文科大臣は小中高校に対して一斉休校の要請

はしない、ということです、大学は対面とオンラインを適切に活用するよう求める、そして今月予定されている

大学入学共通テストは感染対策に万全を期して実施するということにしています。」 

小川彩佳「そのほかのことは様々今後、検討されていく出されていくということになるんですけれども、岡田さ

んはニューヨークでロックダウンを経験されていますが、勿論、感染の状況もその強制力という意味でも全く異

なる中で単純に比較はできないですけれどもどのようにお感じになっていますか。」" 

"岡田育「日本とアメリカというかニューヨークとの比較で一番大きいなと思うのは変化に対する柔軟性何じゃな

いかなと思います、例えば昨年の１末くらいの時点でもう早々にレストランなどで業態を切り替えて、デリバリ

ーにもう主眼を置くというふうに決めたりですね、後はその家庭教師を派遣するようなビジネスをやっていた私

の友人はオンライン授業のサービスにもう授業全体を切り替えるとか、で、例えば給付金ですとか補償が出る場

合もそうやって新しいビジネスに切り替えていく、新しい挑戦のために使うというような気持ちでこのロックダ

ウン下を乗り切るというような話がたくさんあって、それはやっぱり自分たちが変化して動いてサバイバルして

いかなければいけないという気持ちがすごく強い、その合理的な判断の材料になるのがやはりトップからの情報

開示であるという認識、そこが一番違うのかなという風に思いますね、で、私、日本にも年の半分はいたので、

あのあちこち眺めてみますとやはり今のまま続けるというのを重視しているように見受けられて、で、行けると

ころまで行こうというふうになるとやはり弱者から先に倒れていってしまうという、状況になっていると思うの
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でそこはやっぱりもともとの社会の構造からして違うのかなという印象は抱きますね。」 

小川彩佳「社会の構造というのもあるのかもしれませんけれども、あの先ほどトップの情報開示という話があり

ました。こちらニューヨークのクオモ知事の支持率なんですが、まぁちょうど感染が深刻になったあたりからこ

のように一気に支持が高まって一時は 80%くらいまでに言ったんですね、そこからまぁニューヨークでは 1 日に

1 万人以上の新規感染者がでていますからどんどん下がっていくのかなと思いきや現在も 56%ということで高い

水準を維持している、これ非常に興味深い数字だと思うんですけれども、どういうことなんですかね。」" 

岡田育「どうなんですかね、まぁ確かに感染者数という意味ではニューヨークだって決して優等生というわけで

はなくて、まぁアメリカ全体も大変なことになっているんですが、まぁあのそうですねニューヨークは特に多様

性を重視する街というふうに言われていますがそれは裏返すと生活習慣や衛生観念みたいなことからしてまる

で違う人達の集合体という特徴があるわけですね、だからこそすごくファクトが大事で科学的なエビデンスをト

ップが噛み砕いて伝えるということによって一丸となることが出来る、で、専門家の言葉もトップが通訳するこ

とによって、みんなそれぞれ違う文化の人達にも伝わるという点があると思います、で、日本は、やはりその行

動様式という意味ではすごく揃えやすいと思うんですけれども一方会食を続けている人がいたり、一方で飲食店

を閉めるといったり、そのあたりの曖昧なところというのがパフォーマンスがあっても中々メッセージとして伝

わりづらいのかなという印象はありますね、ただ日本の対策は世界的に見ても中々評価できる点があると思いま

すし、日本には日本なりの対策があると思うので、やはりあの春の緊急事態宣言下での失敗も勿論あったんじゃ

ないかなとは思うので、同じ失敗を繰り返さないようにそことの違いを見せてほしいなと思いますね。」 

 このトピックについては当てられた時間は 761 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。今後、どういう人

をゲストとして招くのかというのはその傾向含めて注視が必要と考える。 

 

・コロナと成人式：結論→特に問題なし 

小川キャスターの「その緊急事態宣言が出されるという中で、若い世代に影響が出てきていますね。」とのコ

メントおよび山本キャスターの「そうですね、来週 11 日は成人の日です。今年の成人式は緊急事態宣言の発表

を見越して中止とする自治体が相次いでいます、一生に一度のイベントの中止に新成人は。」とのコメントを受

けて以下に朱記したような VTR が取り上げられた。 

"佐藤義興（熊本阿蘇市長）「君の目が貫いた、僕の胸をまっすぐ、その日から」 

ナレ「市長の生歌が披露されたり、」 

新成人「小倉！小倉！」 

ナレ「ド派手な衣装が注目されたり、はたまた乱闘騒ぎがあったり、色々ありますが、目前に迫った成人の日は

申請人にとって一生に一度のハレノヒです、しかし、」 

文京区 HP「緊急事態宣言が発出される見込が高いことを踏まえ、式典の開催を中止とさせていただきます。」 

ナレ「新型コロナの感染防止の観点から成人式の開催を中止する動きが広がっています番組の調べでは東京 23

区のうち、16 の区が会場に集まる式典を取りやめます。」 

店員 B「いらっしゃいませ、新成人おめでとうございます。」 

ナレ「世田谷区に住む美波さん、区は会場での開催を注視しましたが、今日は着付けの打ち合わせにやってきま

した、振り袖は 2 年前、祖母が勝ってくれたと言います。」 
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村瀬健介（報告）「これ、選ばれるのもけっこう大変だったんではないですか、」 

高野美波さん（世田谷区の新成人）「そうですね、すごい素敵な着物が他にもたくさんあって、一番似合うのは

これだとおばあちゃんとかお母さんが決めてくれたので、」 

美波さんの母親「特に上の子が男の子でしたので、やはり女の子が着物を着てというのはすごい思い入れがあっ

たので。」 

ナレ「美波さんは当日、オンライン開催となった式典の司会を務めるといます。」 

村瀬健介「中止というふうな決定をしたということなんですけれども、その知らせを聞いた時はどういうお気持

ちだったですか。」 

高野美波さん「わたし、実行委員でもあるので、司会をして、その後に同窓会をしてっていう楽しいのが亡くな

ったちゃうんだな、っていうのがすごいちょっと悲しくて残念でした。」 

ナレ「一方、東京新宿区は予定通り開催するとしています。」 

鯨井康司(新宿区総務課課長)「午前午後と二部制にしました、分散をさせると、祝宴、会食はですね、中止をす

る、一生に一度でございますので、そこは区としても万全を期してお迎えをしたいというふうに考えています。」 

ナレ「式が中止にならないか、不安な日々を過ごす人もいます。埼玉県新座市に住む恵美里さん、去年の春にお

気に入りの振り袖をレンタルし夏には記念撮影を済ませました。」 

レガラド恵美里さん(新座市の新成人「振り袖ももう一回ぐらいしか来ないんじゃないかって、人生でそんな感じ

なんでやっていきたいんで、これしてるときはモデルの気持ちですごい一杯写真撮ってくれて、カメラマンさん

すごい掛け声とか言いよって褒めてくれるので調子にのっちゃって。」 

ナレ「今の所成人式は行われる予定ですが、緊急事態宣言に大規模イベントの注視が盛り込まれた場合、新座市

は中止をすることも検討しています。」 

レガラド恵美里さん「何年もあっていない子達もいるのに、せっかく会うためのたった一回の機会だったのに、

本当に延期でもいいので、絶対これを着てみんなと会う機会がほしいです。」" 

 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。 

"小川彩佳「本当に大事な一つの節目だと思うんですが、岡田さんは節目をテーマにしたエッセイも書かれていま

すけれども。」 

岡田育「そうですね、とは言え、まぁ成人式はちょっと私も区の成人式とかは出なかったのでなんとも。」 

小川彩佳「あっ、そうなんですか。」 

岡田育「ただ、あの VTR を見て振り袖を着るタイミングは人生で一度ではないよというふうにはすごく思いま

したね。中々いろんな行事、完全な元通りは難しいと思うんですけれども、またニューノーマルに移行するきっ

かけとしてあの、忘れられない一年にすればいいなと思いますね。」 

小川彩佳「若い世代はもうずっと我慢が続いていますよね。」 

岡田育「本当に仰るとおりですよね、でもきっとその新しい形での自治体の呼びかけとはまた別の形でお祝いす

るようなタイミング、写真だけでも取るとか、色々と新しい提案をされていらっしゃる方もいらっしゃるので、

そちらに期待していきたいかなと思いました。見ていて」 

小川彩佳「大人もね、知恵を絞っていかなければなりません。」" 

 このトピックについては当てられた時間は 325 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 
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・アメリカ上院決選投票：結論→特に問題なし 

ナレーションによって「アメリカ南部ジョージア州で 5 日、バイデン次期政権の命運を握る、連邦議会上院に

議席の決選投票が始まりました。2 議席とも民主党が取ればバイデン氏の議会運営は安定しますが、民主党が一

議席でも落とせば上院で野党共和党が多数を占めるねじれ議会となります。一方、大統領選に不正があったと訴

えるトランプ氏にとっては今後も党内での存在感を維持できるかどうかの分かれ目です、両陣営とも総力戦で臨

んでいますが、接戦が予想されます。」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 39 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 

・コロナと緊急事態宣言 

 岡田育さんが「もともとの社会の構造からして違うのかな」とニューヨークと日本の違いをコメントしていた

が、そうした面は多分にあるように思われる。特に日本のコロナ禍に苦しむ経営者などが取り上げられると、彼

らは経営する会社の倒産と自分の生活の破産が地続きであるかのように語ることが多かったが、そもそも基本的

に会社というのは有限責任であるから、これが倒産したところで経営者はその持ち分を失うのみで連鎖的に生活

も破産するということは原理的にはありえない。このありえない状況を起こしているのが中小零細企業の資金調

達における「個人保証」という問題であるが、この個人保証まで踏み込んでの報道というのはされていないので、

そうした点も報じなければ、「社会の構造」の違いだとか、あるいは日本の状況というのは見えてこないのでは

ないかと感じた。 
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テレビ局：TBS 番組名：NEWS23 放送日：2021 年 1 月 6 日 

出演者：小川彩佳、村瀬健介、山本恵里伽、石井大裕 

    松本哲哉（国際医療福祉大学教授） 

    黒岩祐治（神奈川県知事：中継） 

検証テーマ：コロナ対策、コロナとワクチン、緊急事態宣言で変わる暮らし、コロナ患者の情報流出 

国会議員の会食ルール、アメリカ大統領選挙 

報道トピック一覧 

・コロナ対策 

・コロナとワクチン 

・緊急事態宣言で変わる暮らし 

・コロナ患者の情報流出 

・国会議員の会食ルール 

・熊本県天草市で夜の住宅火災 

・菅野選手のメジャー移籍難航 

・スポーツ報道 

・アメリカ大統領選挙 

・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 

・コロナ対策：結論→他の放送日との比較が必要 

 冒頭スタジオで以下に朱記したようなやり取りが繰り広げられた。 

"小川彩佳「明日、緊急事態宣言が決定されるということになりますが、それを前に今夜はですね、神奈川県の黒

岩知事と中継をつなぎまして、緊急事態宣言が私たちの生活にどう影響していくかなどを様々伺ってまいります、

知事、どうぞよろしくお願いたします。」 

黒岩祐治(神奈川県知事)「はい、よろしくお願い致します。」 

小川彩佳「そしてスタジオにはおなじみ松本哲哉教授にも来ていただいておりますよろしくお願い致します。」 

松本哲哉(国際医療福祉大学教授)「よろしくお願い致します」" 

"小川彩佳「さて、今日の全国の新たな感染者なんですが 6000 人を超えてしまいました、そして重症な方も 784

人ということで松本先生大変厳しい数字ですね。」 

松本哲哉「まぁこれが本当にこの時点でピークなら良いんですけれども、このあと更に増えていく可能性もあり

ますし、決してあの楽観できない、かなり深刻な数字というふうに受け止めています。」 

小川彩佳「この深刻な状況の中、明日、緊急事態宣言が決定されるということになりますね。」 

山本恵里伽「はい、そうです、飲食店への時短要請などを中心とする今回の対策、本当に感染拡大を防ぐことが

出来るんでしょうか、早くも疑問の声が上がっています。」" 

 上記のやり取りを受けて、以下に朱記したような VTR が取り上げられていた。 

"ナレ「耳にはいってきたのは客の声ではなく BGM、新年会シーズンになっても客足は遠のいたままです。」 
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今井清尚（居酒屋さざん社長）「全然全く詳細がわからなので、仕入れとかもどういうふうにしていいのか今全く

わからない状態で困っています。」 

ナレ「東京では今日、新規感染者が過去最多となる 1591 人に登りました、一週間平均では初めて 1000 人を超え、

まさに感染爆発の様相となってきました。東京都の幹部は。」 

東京都幹部「クリスマスの人出を考えると予想できた数字だ。」 

ナレ「東京だけではありません、埼玉、千葉、大阪、福岡などでも過去最多を更新、全国の感染者は初めて 6000

人を突破しました、医療体制の逼迫も深刻です、都は現在 3500 の病床を確保していますが、今日現在で 3090

床、実に 88％が埋まっているのです。また、入院調整中で待機している感染者は 3516 人、自宅で療養中は 4901

人といずれも最多となっています、日本医師会の会長は危機感をあらわにしました。」" 

"中川俊男(日本医師会会長)「必要な時に適切な医療を提供できない、適切な医療を受けることができない、これ

が医療崩壊です。現実は既に医療崩壊です。」 

ナレ「検査した人の内、陽性と判定される人の割合、陽性率もここに来て急増、東京の場合先月 1 日時点で 6.4％、

それが今月 4 日には 13.6％と 2 倍医女湯になりました。さらに、神奈川では 5.9％が 18.1％となり三倍以上にな

っています。陽性率だけを比べれば神奈川は東京を上回っているのです、民間の PCR 検査ではもっと陽性率が

高いというデータもあります、医療用ガウンをまとい、感染症対策を施した男性、出張で検査を行う医師です。

依頼主は美容し、微熱があると言います。」 

依頼主「咳は少し出ていて、たんはそんなに出ていないです。」 

ナレ「1 日 1500 件ほどの検査を行うこの会社のデータでは陽性率が 3 割を超えていると言います。」 

北條康弘(ナイトドクター代表)「陽性率は 3 割から 4 割ですね。年末検査した方で陽性になる患者さんっていう

のはだいたい 1 割から 2 割程度だったんです、で、今年はですね、それが三割から四割ぐらいに増えてきていま

す。」" 

"記者「総理はなにか仰っていましたか」 

西村康稔(経済再生相)「あの、そうですね、あの、詰めを急ぐようにと言うことであります。」 

ナレ「明日の緊急事態宣言を前に詰めの作業を急ぐ政府、飲食店への時短要請への実効性を高めるため、知事の

要請に応じない店については店名を公表することが出来るよう、政令を改正する方針です。また期間については

来月七日までの一ヶ月間とする方針を固めました。」" 

"菅義偉(首相)「夜の会合を控え、飲食店の時間短縮にご協力いただくことが最も有効ということであります。」 

ナレ「政府は分科会の提言を受け、飲食店の時短を対策の柱にしていますが、ここに来て分科会との微妙なズレ

も垣間見えます。昨日、尾身会長は。」 

尾身茂(コロナ対策分科会会長）「飲食店はやることは重要ですけれども、ここだけをやるということでは今回の

感染は私は下火に、沈静化することはできないと思います。」 

ナレ「一ヶ月間という期間についても。」 

尾身茂「一ヶ月未満にそこまで行くことは至難の業だと思います。もう少し 3 月 4 月、それは分かりませんけれ

ども。」 

ナレ「前回の緊急事態宣言の際、政府に人との接触を 8 割減らすよう助言した京都大学の西浦教授も厳しい見通

しを示しています。西浦教授は感染者一人が何人に感染させるかを示す、実効再生産数をもとに東京の感染者数
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をシミュレーションしました、現在の状態が続くと一日の感染者数は 2 月末時点で 3500 人、3 月末には 7000 人

にまで増える予想です、飲食店に限定して時短営業などの対策をとった場合 2 月末の時点で現状と同レベルの

1300 人となりました。前回の緊急事態宣言の際と同じ効果のある対策をとった場合でも 100 人以下になるのに

およそ 2 ヶ月かかるというのです、こちらは緊急事態宣言の対象となる神奈川県の飲食店 m,すでに午後 10 時ま

での時短営業を要請されていますが、明後日からは更には早まり午後八時までの営業を求められます。」 

今井清尚「こちらが宴会場ですね、」 

村瀬健介「やっぱり広いですね。」 

今井清尚「ここで 80 名入る。」 

村瀬健介「お店全体としてはどれくらいの。」 

今井清尚「200 席あります」 

村瀬健介「あぁそうですか、居酒屋としてはやはりかなり大規模な。」 

今井清尚「はい、大型店ですね 100 坪あります。」 

村瀬健介「なるほどなるほど。」" 

"ナレ「こちらの居酒屋、家賃に人件費、光熱費で月に 300 円以上かかると言います。今の時点では協力金をめ

いいっぱいもらってもその金額は 100 万円、家賃にも届かないため時短用背に答えるのは難しい、と社長は話し

ます。」 

今井清尚「お店の規模に応じて、あのこう増額してくれるんだったらまだいいんですけれども、一律にこうお店

閉めてくださいっていわれて、はいわかりましたっていうふうには行かないですよね。」 

村瀬健介「応じるかどうかは補償次第。」 

今井清尚「補償次第だと思います、金額次第だと思います。」" 

ナレ「政府は協力金について今月 8 日以降は店舗ごとに一日あたり 6 万円、一ヶ月で最大 180 万円を上限とする

ということですが、飲食店側の状況は日に日に厳しくなっています。」 

 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。 

"小川彩佳「改めまして黒岩知事、どうぞよろしくおねがいいたします。」 

黒岩祐治（神奈川県知事）「はい、よろしくお願い致します。」 

小川彩佳「さて、神奈川県の今日の新たな感染者の数、確認しておきたいんですが、591 人ということで、過去

最多の昨日に続いて高い水準になっているですね、まぁ東京に注目が集まりがちですが、神奈川も非常に厳しい

状況、そして神奈川はとりわけ病床の逼迫というのが危機的ですよね、重症の方についてはすぐに使える病床が

使用率 92.5％ということで、もう、単純計算で 7 床しか無い、今日明日でこの病床満床になってしまってもおか

しくないという状況ですけれども、これに知事、同対応されていくんでしょうか。」 

黒岩祐治「本当に今厳しいですね、これあの神奈川はですねコロナ受け入れ体制かなり今充実してやってきたつ

もりなんですけれども個々のところですね、この患者の激増というか、このグラフがこう立ち上がってくるとい

う最悪の状態になってきていますね、そうなるとさすがですねとてもとてももう耐えきれない、いったことで、

そんな中でなんとかこれはもう厳しい措置を取らなければならない、という中で我々一都三県一致してですね、

国に求めて緊急事態宣言がどうも発出されるようになったと、これはもう最後のカードですからね、ここでなん

とかしないといけない、強くそう思っていますね。」 
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小川彩佳「その緊急事態宣言でこの病床の圧迫というのもなんとかこう回避していけるというふうにお考えです

か。」" 

"黒岩祐治「これ、いかなきゃいけないですね、っていうのはですねこれ、我々医療を守らなければいけないとい

うことでですね、これ医療を守らないとですね、もう皆さん医療崩壊で誰も普通の病気では助からなくなってし

まう、それだけはどうしても避けなければいけない、そのためにはどうすればいいか、これはですねやっぱり新

たな感染者を出さないと、ここを徹底的にやるしかもう無いんですね、そのための緊急事態宣言ですから、これ

が本当に有効なものになるように我々はですね、しっかりとしたものを作っていかなければいけない、もうギリ

ギリのところに今来ていますね。」 

小川彩佳「うーんそのしっかりしたものというの、中身このあと伺ってきたいんですけれども、この逼迫の背景

にはいま知事からありましたように高まるよう成立というのがありますね、この一週間平均のものですけれども、

過去の一ヶ月で陽性率、急増していまして、神奈川県、一都三県の中でも特に高い 18.1％ということで松本先生

5 人に 1 人が検査を受けた方の中で陽性という数字が出ているんですよね。」 

松本哲哉「まぁこれはもうかなり高い陽性率ですし、まぁ今の時点でこれくらいの陽性率であるともうそう簡単

にはですねこれを下げて、感染者数を減らすということはかなり至難の業になってくると思いますので、やはり

あの勿論知事の危機感もわかるんですけれども、かなり厳しい対応を取らないと早々これは簡単には対応するの

は簡単ではないというふうに思います。」" 

"小川彩佳「黒岩さん、これいかがでしょうか、どのように発信して一段また危機意識を上げていってもらおうと

いうふうにお考えですか、」 

黒岩祐治「まぁこの数字はですね、本当になぜ神奈川だけそれだけ高いのかというのはもっとしばらく見ないと

わからないんですけれども、今言われているのはお正月の三が日ですね、ここのところはですね、本当に自分が

危ないなと思った人が検査に行っているんですね、ですからここはこの三が日は特に数字が高くなっているんで

すね、ですからもうしばらく見ないとですね本当のその感染率がどうなっているのかはわからない。しかし、危

機的状況、もうしゅう蔓延ということに繋がり、いってるということは間違いないですからね、今本当に強い対

策が必要だというふうに思いますね、」 

小川彩佳「うーん、その強い施策どうしていくのか、緊急事態宣言の国の原案ではこちら、飲食店以外のご覧の

ような事業者に対して時短要請をするということなんですけれども、これに神奈川県も対応していくということ

になりますが、知事、これで十分なんでしょうか。」 

黒岩祐治「これはですね、飲食店ということがかなり今注目をされました、これは急所だという言い方をされま

したね、これはたしかに間違いないですね、ところがですね、最近のこの一都三県と西村大臣とのやり取りから

はじまってまぁ緊急事態宣言つながってきた流れの中でですね、この八時までの時短というのが非常にクローズ

アップされましたね、じゃあそれさえやればなんとかなるのかなという思いが広がるというのはこれは違う、こ

れは尾身会長がはっきり仰っていたんですけれども、それだけでは済まない。ここは私ちょっと心配していると

ころなんですね、というのは、8 時まで 8 時までと言いすぎたことでじゃあランチタイムはいいのかということ

で、」 

小川彩佳「そうですよね。」 

黒岩祐治「ランチタイムは集まってお酒は飲まなくてもわぁっとこうやっちゃうとですね、また広がってしまい
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ますよね、でそれだけではなくて幅広い業種をどうするかいったことのなかでですね、我々が一都三県で確認を

しているのはこの徹底した外出自粛、これをやろうと、これですね、徹底した外出自粛、つまり街に出ても人が

ガランとしている、いないよ、って、街に出ても楽しくないよってそういうような雰囲気を作らないとですね、

この危機は乗り越えられないというふうに私はおもっているんですね。」 

小川彩佳「はい。その雰囲気というのはどのように作っていかれるんでしょうか。」 

黒岩祐治「これだから、徹底した外出自粛といったことをですね皆さんに圧倒的にみんなで手を組んでですねあ

りとあらゆる資産を使ってですねアピールしていく、といったことこれやるしかないですよね。その前の春の時

のですね緊急事態宣言のときには様々な業種、幅広くですね、上げて、休業養成、休業養成、休業養成というか

たちにしてあんあふうにしました。今日のですねアドバイザリーボードの話なんかも、西浦先生の話なんかを聞

いてもですねあれだけのことをやってもやっとなんとか 2 月ちょっとかかって、ちょっと落としていけるかな、

ぐらいのことなのでありますのでね、まぁああいうところと一つ一つの業種ごとに休業養成かける方法じゃない

形であんな形でやるとなるとどうするかと言ったならばこれはお一人お一人がもう徹底的に外出を自粛する、と。

もう外出の自粛と言ったことがじつは一番重大なことなんだといったことのメッセージをみんなで共有する、こ

れがやっぱり大事だと思いますね。」 

小川彩佳「あの、知事の危機意識、非常に伝わって参りますけれども。そもそも大阪や札幌のように東京小池都

知事がもっと時短要請はやく決断していればこのようなことにならなかったんじゃないかという声もあります、

隣接する県の知事として色んな思いがおありなんじゃないですか。」" 

"黒岩祐治「これはですね、歴史の流れの中で起きたことについての責任、これは我々負わなければいけないです

ね、ただし、まだわからないですよ、じゃああの時なぜね、北海道と大阪どーんとあれだけ増えたのか、確かに

その後減りましたよ、でもまたどうですか、大阪また今度どーんと今日上がっているじゃないですか、だからで

すね、まだどんなふうになるかわからないですよ。ですから、過去のことは過去として起きたことについては責

任は我々取らなければいけない、しかし立ち止まるわけには行かないですから、なんとかしてこの危機を乗り越

えるためにはですね、徹底的な外出自粛、これをみんなでやるしか無いですよ。これを是非お願いしたいと思い

ますね」 

小川彩佳「うーんその発信をして行かれると、まぁそうした中での緊急事態宣言となりますが、政府としては今

後一ヶ月を目安にしているということですけれども分科会の尾身会長からこんな発言がありました。緊急事態宣

言が感染を下火にする補償はない、と、一ヶ月未満での解除は至難の業だというふうに仰っているんですけれど

も、松本先生、これ一ヶ月で解除というのは考えられるんでしょうか。」" 

"松本哲哉「はい、あの、先程知事がおっしゃられれたように、徹底した外出自粛、これができればたしかに一ヶ

月で可能だとは思います、ただ、実はその実際にいわゆる校出されている策というのは時短でしか無いので、ま

ぁ先ほど知事も仰っておられましたけれども、ただ結局 8 時までは食事もしていいし、色んな所に言っても良い、

だけど自粛を外出をしてください、というのはどうしてもそこに矛盾がありますので」 

小川彩佳「そうですよね。」 

松本哲哉「みんながそこに受け止めて頂けるかどうか、そこが大事なんじゃないかと思います。」 

小川彩佳「出される施策と、外出自粛という発信の矛盾、これは黒岩知事、どのようにお考えですか。」" 

"黒岩祐治「そうですね、これ我々の手としてはですね、強制力は持っていないわけですね、この特措法の中で緊
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急事態宣言がでたとしてもですね、強制力は持っていないんですね、養成、お願いするしか無い、それはもう皆

さんのね、良心を信じてね、何が問題か、要するに早くこの事態を早くきゅうそくさせたいですよね収束させた

いですよね、そのためには今集中的にやるべきことは何かと言ったら、徹底的な外出自粛、そして飲食というと

ころに対してはですね、これ飲食店を全部閉めろというわけにはいかないですから、そこのところは控えめにし

てその時も食事されるときには徹底的に飛沫飛ばないようにする、マスクをしてでも会食をするとかですね、そ

してそのエムエーエスケーという基本的な感染防止対策をしっかりやるというここをギリギリにしながらです

ね、その乗り越えていくということをみんなでやっていかなければダメですよね。」 

小川彩佳「うーん、それをね、成功させる、きちんと一人ひとりの心に届けるにはやはり補償のあり方だったり

ですとか、知事の発信というところにもかかってくるんじゃないかと思うんですが、」" 

 このトピックについて当てられた時間は秒で VTR とスタジオでのやり取りそれぞれに当てられた時間配分お

よび比率は以下の通りであった。 

 

今回は黒岩知事との中継ということであったが、他の知事であるとかカウンターパートとなっている西村大臣

などとも中継をつなごうとするのか、という点は今後も注視していきたい。 

 

・コロナとワクチン：結論→他の放送日との比較が必要 

小川キャスターの「続いてまいります新型コロナのワクチンについてです、世界では続々と接種が始まってい

ますが政府は来月下旬までには日本でも接種を始めたいとしています黒岩知事のお膝元の神奈川県でも特別なチ

VTR 

497秒 

44% 
スタジオ 

643秒 

56% 
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ームを編成するなどワクチン接種の準備に追われているようです。」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。 

"村瀬健介(報告)「大規模なワクチン接種をどのように行うのか、こちらでは神奈川県庁とのウェブ会議が行われ

ています。」 

大杉誠（海老名市役所保健福祉部副主幹）「ワクチンの承認が出次第、順次接種ができるような体制を今のうちか

ら作っていかなければいけないと思っています。」 

ナレ「神奈川県海老名市で一昨日新たな組織が発足しました。その名も、新型コロナウィルス感染症ワクチン接

種準備チーム、チームは保健福祉部を中心とした 14 人の職員で構成されています、13 万 5000 人の市民に対し、

接種券の発送や会場の設置、医療スタッフの配置などの準備を続けていますがスケジュール的に厳しい問いま

す。」 

小松幸也(海老名市保健福祉部次長)「これから接種券とか印刷業者との契約とかですね、そういった部分の事務

手続きとか進めないといけませんので、かなりタイトなスケジュールということですね。」 

ナレ「感染対策の決め手となるワクチン接種、日本での開始時期について一昨日菅総理は。」" 

"菅義偉(首相)「出来る限り 2 月下旬までには接種開始できるように政府一体となって準備を進めております。」 

ナレ「ワクチン接種の優先順位は政府ワクチン分科会の方針によりますと医療従事者およそ 400 万人、高齢者お

よそ 3600 万人、基礎疾患のある人およそ 820 万人、高齢者施設などの従事者およそ 200 万人、60 歳から 64 歳

の人およそ 750 万人となっています、これらの接種を進めながらワクチンの供給量を踏まえた上で全国民が接種

できるようにします、冷凍庫を製造するメーカーではワクチンの保管用に出荷台数が急増、現在例年の 3～4 倍

の出荷量で機種によっては 4 月以降になると言います。変異ウィルスが感染拡大しているイギリスでは二回目の

接種を遅らせ多くの人に一回目を摂取させ、死亡や重症化率を下げる方針です、しかし、ワクチンを開発したフ

ァイザー社は感覚を三週間以上接種した場合の安全性と効果を示すデータがない、と警告しています、混乱なく

ワクチン接種が出来るのか日本でも課題が多そうです。」" 

 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。 

"小川彩佳「自治体ごとに急ピッチで進めているこのワクチンの準備ですけれども、課題は知事、どんなところに

ある、というふうにお感じになりますか。」 

黒岩祐治「そうですね、ワクチン、これが本当に皆さんの希望に繋がりたい、それを我々は準備しなければいけ

ない、これは大きな課題ですね、そこで皆さんに打つのはこの各市町村の仕事になりますよね、そしてまずはこ

の最初の優先順位、医療関係者から打っていくわけですけれども、その分は県がやりますね、それから県はそう

いったワクチンを入れて、そして市町村と連携しながらやっていくと、この連携がどうやってうまくいくかとい

ったことですね、これをしっかりやっていくということが大きな課題になってくると思いますので、神奈川県 33

市町村あるんですけれどもそのうちの 10 でですね、既に専属チームを作ってやっていますので、しっかりと連

携しながらワクチンを皆さんに確実に届けていくようにしていきたいと考えています。」 

小川彩佳「うーん、ワクチンには本当に期待したいんですけれども、お時間も迫ってまいりました、あの、先程

から知事はとにかく外出自粛をして星というふうに語気を強めて仰っていますけれども、今我慢をしている方に

更なる我慢を強いたりですとか、いま危機感のない方に危機感を持って貰うというのは本当に難しいことだと思

うんですね、ただ言葉だけでは難しいんじゃないかなというふうに思うんですが、目標がないと頑張れないとい
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うところがあります、緊急事態宣言で目指していいく具体的な数字の目標というのはありますでしょうか。」" 

"黒岩祐治「要するに今ステージ 4 と言われていますよね、まずはステージ３といったレベルに持ってくるという

こと、そこはステージ３になればまずは緊急事態宣言は外れる。その後はステージ２に持っていくというそれぞ

れ全部の数値目標はありますからそれをどんどん今度逆にクリアしていくと、これが一つの目標になっていくと

いう風に思いますね。」 

小川彩佳「はい、どのように発信をしていかれますか、」 

黒岩祐治「これはありとあらゆる手段を通じてやっていきたいとも思います、我々今ね分析をしていく中でね、

中々この若い人に十分届いていないと言ったことはデータとしてでているんですねこの皆さんにどうやって伝え

ていくのかといったこと、どういう言い方、どういう発信の仕方をすれば若い人に刺さるのかといったことをで

すね、我々今やっているのはですね、今のままの状況で行くとどんなふうにこの先に未来が見えていくのか、感

染者がどうやって増えていくのか、で、病床数はどれだけ増えていくのか、それがこうクロスしていくのがいつ

なのか、そのクロスするのがそれが医療崩壊の日だ、こういう具体的なデータ、これがわかるような形でいま神

奈川県はどんどんどんどん毎日毎日発信をしています、これが今のところはですね、若い人に一番届いているん

ですね、という感じがしますのでありとあらゆる、ことを想像しながら、想定しながらですね、若い人にむけて

もですね、そしてまぁ皆さんにとっても、届くように一生懸命、全力を上げてですね、メッセージを届けていき

たいと思いますね。」 

小川彩佳「黒岩知事、本日はお忙しい中、どうもありがとうございました。」 

黒岩祐治「ありがとうございました。」" 

 このトピックについて当てられた時間は 383 秒で、VTR とスタジオでのやり取りそれぞれに当てられた時間配

分および比率は以下のとおりであった。 
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今回は黒岩知事との中継ということであったが、他の知事であるとかカウンターパートとなっている西村大臣

などとも中継をつなごうとするのか、という点は今後も注視していきたい。 

 

 

・緊急事態宣言で変わる暮らし：結論→特に問題なし 

 "小川彩佳「さてこの緊急事態宣言で私たちの暮らしはどう変わっていくのでしょうか。」 

山本恵里伽「前回は買い溜めでスーパーの棚がスカスカ、また一斉休校も行われました、今回はどのような対応

が取られそうなのでしょうか。」" 

"ナレ「都内にあるこちらのスーパー、」 

鈴木誠(信濃屋食品営業本部長)「前回のですね、緊急事態宣言のときもここにあるパスタ、またパスタソース、

これもですねあっという間に商品がなくなって。」 

ナレ「去年４月の緊急事態宣言が出る直前、各地のスーパーには多くの買い物客が訪れ、買い溜めに依る品薄も

続きました。こちらのスーパーでは二度目の緊急事態宣言を目前に在庫を十分い確保したといいます。」 

鈴木誠「前回の教訓でですね、こういうところはですね、重きをおいて、仕入れを増やして対応しているところ

ですね。」 

ナレ「一方、こちらは埼玉県にあるスーパー、至って落ち着いた様子です。」 

４０代主婦 A「本当は行けないとわかっているんですけれども、結構買い溜めとかしちゃったりとかして、でも

今回そんなに焦っていないからな、やっぱり。」 

４０代主婦 B「サバ缶とか使ったことなかったんですけれど、焦って買いました、なんかもしかしたらと思って、

VTR 

181秒 

47% 

スタジオ 

202秒 

53% 
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使わないで結局置いてあります。」 

ナレ「こちらの店でも在庫は十分、なので、買い溜めに備えた必要以上の仕入れはしていないと言います。一方、

小中高校は前回と違い一斉休校を要請されません、し 

かし、対策も進んでいます、都内にある私立の中高一貫校では緊急事態宣言で休校はしないものの。」 

青田泰明(青陵中学校・高等学校校長)「１月日から学校始まるという予定でしたけれども社会状況をある程度推

移を見守るという意味も含めまして四日間冬休みを延期させるということに致しました。」 

ナレ「さらに、」 

青田泰明「今しばらくは朝の通勤ラッシュが続くだろうということで、来週いっぱいにつきましては子どもたち

は時差投稿１０時半からの投稿と少しずらさせていただいています。」 

ナレ「二度目となる緊急事態宣言は私たちの生活にどのような影響を与えることになるのでしょうか。」" 

 VTR をうけて、以下に朱記したようなあやり取りが繰り広げられた。 

"小川彩佳「とにかく感染者を減らしていかないといけない、松本先生、今何が必要なんでしょうか。」 

松本哲哉「そうですね、やはりあの、今までの状況から考えていくとこれからは政治がしっかり引っ張っていっ

て、あの感染者を抑え込むような状況に社会全体として持っていかないといけないと思います。少なくとも今の

政策自体は場当たり的で昨年の１２月の末まで緊急事態宣言を出さないといっていたのが急に出すような状況に

なって、今度、出すなら次は一ヶ月くらいと、いうふうなことに、本当にどうやって戦略的なことを考えていか

ないといけないのかとかっていうのを考えるともうちょっと半年くらいのスパンで考えて、じゃあ本当にオリン

ピックが出来るようになるためには、やっぱりこのタイミングでしっかり感染者を抑え込むことが出来るように

なるためには何をやればいいか、今の状況で時短だけでは本当に今、先ほどありましたような徹底した自粛、外

出自粛が出来るのかどうか、おそらく難しい。」 

小川彩佳「そうですね。」 

松本哲哉「だったらば、本当にそれをやるためにはどうすればいいのかということをこれから政治がもっとしっ

かりとリーダーシップを取ってそのような政策をとっていただくことが大事だというふうに思います。」 

小川彩佳「戦略的なリーダーシップ、戦略的な訴えということですね、松本先生どうもありがとうございました。」  

 このトピックについて当てられた時間は 225 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・コロナ患者の情報流出：結論→特に問題なし 

山本恵里伽「新型コロナ患者 1 万人近くの個人情報がネット上に流出していました。」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「これはネット上に第三者がアクセスでき量になっていた、福岡県作成の新型コロナ患者に関する内部文書

です、文書には検査で陽性だったおよそ 9500 人分の名前や年齢、住所、症状などが含まれていました、去年１

１月末、無関係の男性のもとに内部文書が届き、発覚しました。」 

内部文書が送られてきた人「11 月 30 日から今日まで、ずっとそれがほったらかしになっているって、いくらな

んでもおかしいし。」 

ナレ「福岡県は医師同士が患者の受け入れをどうするか調整する中で情報が漏れたとしています。」" 

 このトピックについて当てられた時間は 54 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 
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・国会議員の会食ルール：結論→特に問題なし 

 国会議員の会食ルールについて以下に朱記したように取り上げられていた。 

"森山裕(自民党国対委員長)「大勢で会食をすることは、色々問題もありますので、4 人までとしようではないか、」 

ナレ「緊急事態宣言が出たあとの国会議員の会食について自民党と立憲民主党の国会対策責任者は 4 人以下で午

後 8 時までなどのルールを設ける方向で調整に入りました。しかし、その直後。」" 

"中川俊男(日本医師会会長)「4 人以下での会食なら、感染しないとお思いなら、それは間違いです、全国会議員

の夜の会食を人数に関わらず全面自粛してはいかがでしょうか。」 

ナレ「日本医師会の中川会長は今日午後の会見で会食の全面自粛を促し釘を刺す形に。与野党の調整が難航する

こともありそうです。」 

 このトピックについて当てられた時間は 118 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・アメリカ大統領選挙：結論→特に問題なし 

 アメリカ大統領選挙について小川キャスターの「アメリカでは 6 日、連邦議会がバイデン次期大統領の当選を

公式に認定しますが、それに抗議するトランプ大統領の支持者らが大規模な集会を開いています、ワシントンか

ら中継です、お願いします。」とのコメントを受けてワシントン支局の岩田夏弥氏が「はい、トランプ氏はこれか

ら一時間ほど後に演説する予定で、会場には既に多くの人が集まっています、ホワイトハウスに隣接する広場に

は早朝から多くの人が集まりました、マスクを付けていない人の姿が非常に目立ち、心配ですが人の数はどんど

ん増え続けていて会場に入り切らない数千人がトランプ氏の旗を振るなどしています。一方 5 日に南部ジョージ

ア州で行われた上院２議席の決選投票は最後の一議席が大激戦となっていて、未だ確定していません、アメリカ

では今日、連邦議会が大統領選挙の結果を集計し、バイデン氏の当選を公式に認定する見通しですが、１００人

を超える共和党議員が異議を訴えかなりの時間がかかると言った混乱が起きる可能性が指摘されています、トラ

ンプ氏はこのあとの演説でも最後まで敗北を認めずに議会に対しても圧力をかける形となりますが、結果が覆る

可能性は極めて低いと見られています。」と中継で伝えていた。 

 このトピックについては当てられた時間は 90 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 

・コロナ対策 

 栗岩知事は「我々医療を守らなければいけないということでですね、これ医療を守らないとですね、もう皆さ

ん医療崩壊で誰も普通の病気では助からなくなってしまう、それだけはどうしても避けなければいけない、その

ためにはどうすればいいか、これはですねやっぱり新たな感染者を出さないと、ここを徹底的にやるしかもう無

いんですね、そのための緊急事態宣言ですから、これが本当に有効なものになるように我々はですね、しっかり
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としたものを作っていかなければいけない、もうギリギリのところに今来ていますね。」とコメントしていたが、

それはすべての人に医療を提供するだということを前提にしているからであって、例えば回復の見込が薄いとこ

ろには医療を提供しないだとか、医療費の支払能力のない人には医療を提供しない、というように医療資源の配

分パラダイムを転換すれば、普通の病気への対応はできるだろうし、医療崩壊というのも起きないだろう。 

 実際に国民の多くはどういう医療提供体制や自粛を望んでいるのだろうか。 

 政府や報道側は現行の医療体制を所与として、多少の自粛や我慢をしてでもこの医療体制を守ることを国民も

望んでいるはずだ、と考えているのかもしれないが、実際はそうではないという可能性もあるだろう。 

 とは言え、そうしたことを対面の取材で聞き出すのは難しいと思うが匿名性の高い SNS など、例えばツイッ

ターであれば、もう少し本音に近いベースの意見などにも触れられるのではないだろうか。 

 NEWS23 は比較的 Twitter を取り上げることが多いが、ことコロナの問題についてはあまり Twitter を取り上

げていないように見えるが、それはどうしてなのだろうか、気になるところである。 

 

・国会議員の会食ルール 

 国対活動があっての国会審議であることを踏まえると尾身会長の言うような会食の全面自粛をしては議員活

動、国会審議もまともにできないのではなかろうか。NEWS23 でも新型コロナの危機を訴える一方で、連日の

ように取材している VTR を流しているが、これだって十分に感染拡大のリスクを孕んだものであり、こういう

のを全面自粛していては報道番組として成立しなくなる恐れがある、それと同様の話なのではなかろうか。 
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テレビ局：TBS 番組名：NEWS23 放送日：2021 年 1 月 7 日 

出演者：星浩、小川彩佳、村瀬健介、山本恵里伽、石井大裕 

     

検証テーマ：コロナと緊急事態宣言、コロナ患者の SOS 

アメリカ大統領選挙、ワクチン優先接種の詐欺電話が相次ぐ 

報道トピック一覧 

・コロナと緊急事態宣言 

・コロナ患者の SOS 

・今年一番の寒波 

・アメリカ大統領選挙 

・山形県の国道でスリップ事故 

・ワクチン優先接種の詐欺電話が相次ぐ 

・スポーツ報道 

・千葉県館山小学校で台風 15 号から 1 年半ぶりに給食が再開 

・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 

・コロナと緊急事態宣言：結論→特に問題なし 

 番組冒頭では以下に朱記したようにテーマの導入がなされていた。 

"小川彩佳「新型コロナウィルスの全国の感染急拡大が止まりません、今夜は星さんとともにお伝えしてまいりま

す、よろしくお願いい致します。」 

星浩「よろしくおねがいします。」 

小川彩佳「さて、全国の新たな感染者なんですが、こちら 7568 人ということで非常に大変な数字が出ています、

そしてこちらの数字に驚かれたかたも多いと思います、東京では 2447 人の新規感染者が出ました、初めて 2000

人を超えたということになります。全国で 20 の都府県で過去最多を更新、そして重症の方もですね 796 人とい

うことでこちらも過去最多を更新しました。」 

山本恵里伽「菅総理は会見の中で一都三県に対する緊急事態宣言を発表、以下月後には必ず事態を改善させる、

と決意を語りました。」" 

 上記のやり取りを受けて以下に朱記したような VTR が取り上げていた。 

"菅義偉(首相)「ここ最近全国的に更に厳しい状況となっており、強い危機感を持っています。特別措置法の規定

に基づく緊急事態宣言を発出する」、 

ナレ「菅総理は東京神奈川埼玉千葉を対象とした緊急事態宣言を発表しました。期間はまもなく日が変わる 8 日

午前 0 時から来月 7 日までの一ヶ月です。対策本部会議の後、念頭会見に続き今週 2 回目の会見を行った菅総理。」 

菅義偉「何としてもこれ以上の感染拡大を食い止め、感染を減少傾向に転じさせる、そのために今回の緊急事態

宣言を決断いたしました。そうした決意のもとに効果のある対象にしっかりした対策を講じます、今回の世界規
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模の感染の波は私たちが想像をしていたものを超え、厳しいものになっています、しかし私はこの状況は必ず克

服できるものだと思って今う s,そのためにはもう一度皆さんに制約のある生活を願いせざるを得ません。」 

ナレ「国民に向けて発信された制約のある生活のお願い、街の様子を見てみると。」" 

"村瀬健介(報告)「午後八時の東京渋谷ですけれども、こちらスクランブル交差点、信号待ちする人の姿もいつも

より少ないような感じがします。」 

ナレ「菅総理が上げた感染角田異帽子の 4 つのポイントを見ていきます。まず不要不急の外出、移動自粛の要請、

特に午後 8 時以降の外出自粛の徹底を呼びかけます。」 

村瀬健介「午後八時以降は外出を自粛してくださいということなんですけれども、」 

街の声 A「僕自身プライベートだったら出かけることはないんですけれども、まぁやっぱり会社次第」 

街の声 B「まぁ 7 割削減というのはちょっと現実的では無いのかなとは思います。」 

ナレ「出勤者数の 7 割削減を目指すぃテレワークを協力に推進、午後 8 時以降の勤務を抑制するよう要請します、

飲食店やバー、カラオケ店の営業については午後 8 時まで、アルコールの提供は午後 7 時までとすることを要請

します、一方で 1000 平方メートルを超える商業施設や劇場や映画館、パチンコ店、ゲームセンターなどに潰え

ては午後 8 時までの要請ではなく働きかけるということです。イベントは人数の上限を 5000 人、かつ収容率を

50%以下とするよう厳格化、さらに午後 8 時までの営業短縮を働きかけます。」" 

"長田ゆり(報告)「こちらにあるのは全てカップ麺です。」 

ナレ「イオンは今日、千葉県内の物流倉庫を報道陣に公開しました、去年品薄となったカップ麺やマスクなどを

中心に在庫を通常の 2 倍にして対応します。」 

横山憲男(イオントップバリュ副社長)「地域社会のインフラの役目も果たしていますので、感染防止対策を万全

にとってですね営業を続けていくというのが基本的な考え方だと思います・」 

ナレ「イオンなどの大手シューパーでは緊急事態宣言中でも原則通常通り営業します。バレンタイン商戦が始ま

ったばかりの百貨店。」 

銭丸敬雄（西武池袋本店担当部長）「コロナ感染の状況は大変憂慮しております。」 

ナレ「そごう・西武では明日から首都圏の八店舗で閉店時間を午後 7 時半に、三越伊勢丹も午後七時にするなど

対応に追われています、外食チェーンではすかいらーく、松屋が午後八時以降、テイクアウト営業をすることを

決めました。菅総理に対し、記者からはこんな質問がありました。」" 

"記者「営業時間の短縮要請の対象を飲食店に絞られて、その映画館やパチンコ店等に関しては働きかけというよ

うな、それによって効果が上がるというようにお考えでしょうか、ややちょっと中途半端な対応にも思うのです

がいかがでしょうか。」 

菅義偉「東京の約 6 割の感染経路の不明な所、そうしたことには大部分がこの飲食店ということであります、で

すからそうした対象にしっかりと的を絞って徹底して行う、そうしたことだ大事だという付兎に思っています。」 

尾身茂(コロナ対策分科会会長)「家庭内感染は大変重要でこれはなんとか防ぎたいですけれど、むしろ家庭内感

染はこの食事を介しての感染の結果だと、そういうに認識、そういう意味で重要だということ。」" 

"ナレ「その、東京都、今日発表された新規感染者数は 2447 人、昨日から一気に 800 人以上増え、過去最多を更

新しました。」 

小池百合子(東京都知事)「緊急事態宣言期間においては最大限外出をお控えくださるよう強く強く要請をさせて
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いただきます。特に 20 時以降、午後 8 時以降の外出はおやめ下さい、一都三県で国、そして鉄道事業者に対し、

終電の自国の繰り上げなどを要請をしてまいります。」 

ナレ「これを受け、JR 東日本は今年 3 月のダイヤ改正に合わせて予定していた、終電繰り上げを前倒しにする

方向で調整に入ったことがわかりました。早ければ来週からの繰り上げとなる見込みです。去年 11 月 NEWS23

に出演した際、一日の全国感染者数について立ち上がら 5000 人くらいまで行く、と表現した日本以下ぢ阿賀区

の北村特任教授、東京都の感染者が急増していることについて年末年始の行動を上げました。」 

北村義浩(日本医科大学特任教授)「予想の範囲内に増加しています、皆さんがこのくらい大丈夫だろう、このく

らい増えないだろうと思っている行動は決して増やさない行動ではなくて増やす行動であるということです

ね。」" 

"ナレ「感染拡大を抑え込むための要とされる飲食店、厳しい対応を迫られています。要請に応じて午後八時に店

を閉めるという都内の居酒屋では。」 

加藤洋平(たくみろまん亭店長)「正直に申し上げますとその時間短縮ではなく本来であれば休業という形を取ら

せていただければと思っていたんですけれども、雇っている従業員であったり、その家族もいるので営業せざる

を得ない状況ではあります。」 

ナレ「都は協力した店舗ごとに 1 日 6 万円の協力金を支給しますが、」 

加藤洋平「正直少ないですよね。」 

ナレ「新型コロナによる業績の悪化で厳しい状況が続く飲食店、去年 1 年間で倒産した件数が過去最多の 780 件

に登りました。また、解雇や雇い止めにあった人が全国で 8 万人を超えた事がわかりました。経営が厳しいのは

飲食店に限ったことではありません。夕方、下北沢のライブハウスではある準備が進んでいました、ネット配信

による新年会を行ったのです。」 

二位徳裕（下北沢 CLUBQue）「わざわざこの日に緊急非常事態宣言みたいなのを出していただかなくてもいい

んじゃないかなとお思いますけど。」 

ナレ「こちらのライブハウスは飲食店として登録しているため、午後八時までの時短営業を求められることにな

ります。夜がメインのライブハウスにとっては死活問題です。」 

二位徳裕「工夫をしながらね、夜あっていくしか無いかな、頭捻ってやって、アレ儲かっていない、給料払って

いない、みたいなね、ことも起きちゃうんでね、そのへんもね、菅官房長官じゃない、総理にね、聞いてほしい

なぁ。」 

ナレ「協力金だけでは従業員の給料を賄うことができません。それでも無観客のライブをリモート配信するなど

してなんとか乗り切りたい、そう考えています。」 

二位徳裕「音楽というのはそれを一回好きになるとずっと必要で、やっぱりこう何回も何回も来てくれる人が多

い、その人達が行き場をなくしてしまう可能性があると信じたいですし、のこれるようにしたい。」 

ナレ「都内で活動するこちらの劇団では感染角田位を受けて来週末に予定していた公園を 5 月に延期することを

決めました。」 

村瀬健介「緊急事態宣言をうけて、劇団の活動を今後どうするのか、緊急の話し合いが行われています。」 

劇団員 C「ユーチューブ強化。」 

劇団員 D「朗読劇の配信とか、そういうのが俺は一番早い。早い。」 
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ナレ「劇団を主催する春陽さんは今回の延期により劇場やスタッフらへの支払いなど金銭的なダメージはあるも

のの今後に向けて対応していきたいと話します。」 

春陽漁介(劇団 5454 主催)「僕らはこうお客様の安全だったり、関係者の安全だったりというものは勿論第一なの

で、延期中止に対してネガティブな判断というよりは万全な状態で見ていただくというようなことの喜びでしか

判断していないので、じゃあもう少し粘って頑張ろう。」" 

"ナレ「緊急事態宣言が発表された東京以外の自治体でも今日、過去最多の感染者を記録、各知事は危機感を訴え

ました。」 

黒岩祐治(神奈川県知事)「非常に危機的な状況であります。一刻も早く感染拡大を食い止め、減少に展示させる

措置を講じなければなりません。」 

大野元裕(埼玉県知事)「今、正念場を迎えています、緊急事態宣言を実効的なものとし、感染爆発を食い止める

ためには県民、事業者の皆様のご協力が不可欠であります。」 

ナレ「全国各地でも過去最多の感染者が相次いで確認され、併せて 7568 人に登りました。感染者が膨らみ続け

る現状に大阪府の吉村知事は会見で。」 

吉村洋文(大阪府知事)「この感染の拡大、この明らかな兆しというのが見えているというような状況だと思いま

す、ですのでこれはもう先手の対応を打つべきだというのが僕自身の考え方です、なので大阪として緊急事態宣

言の発令を要請をすべきじゃないか、と」 

ナレ「隣接する兵庫県や京都府の知事も足並みをそろえています。こうした声に菅総理は、」 

菅義偉「大阪を始め非常に高い水準であるということは認識しております。現時点においては私はそうした状況

にはないというふうに思っています。」 

ナレ「尾身会長もあくまで首都圏の感染を抑えることが重要だと話します。」 

尾身茂「今の感染状況を一言で言えばですね、私は首都圏の感染を沈静化しなければ、これは全国の感染を下火

にすることは無理だと思います。」 

ナレ「政府は緊急事態宣言の解除について何時頃を目指しているのでしょうか。」 

菅義偉「一ヶ月後には必ず事態を改善させる、そのためにも私自身内閣総理大臣として、感染価格大防止をする

ために全力を尽くし、ありとあらゆる方策を講じてまいります。」" 

"ナレ「また、宣言の解除について西村経済再生担当大臣は国会で。」 

西村康稔(経済再生相)「ステージ３の対策が必要となる段階になったかどうかということを判断していくことに

なります、１日あたり約 500 人の水準となります。」" 

"ナレ「東京都の新規感染者数が一日あたり 500 人程度に減少するなどステージ３の達成が目安との認識を示し

ました。尾身会長も会見で、」 

尾身茂「日本の社会を構成するみんながですね、しっかりと頑張れば、頑張れば一ヶ月以内でも私はステージ３

に行くことは可能だと思っています。」" 

 VTR をう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。 

"小川彩佳「緊急事態宣言が発表差売れたわけですが国民の行動を変えるという意味でも国のリーダーがこの局面

でどのような言葉でどのような熱量で語るのかが非常に重要になってくると思うのですが、」 

星浩「そうですね。」 
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小川彩佳「今日の菅総理の会見、星さんどのようにお聞きになりましたか。」 

星浩「まずこの緊急事態宣言の一ヶ月でなんとか感染拡大を抑え込むんだ、そういう意欲は表明されましたね、

しかし考えてみるとこの数ヶ月ですね、GoTo トラベルの停止は遅れましたし、特措法の改正も遅れに遅れてい

るということもあって、そのことへの反省とか検証っていうのもないまま、今回緊急事態宣言ではまたうまくい

くんだっていうのでは些か説得力に欠けるという風に思いますね。」 

小川彩佳「はぁ、その宣言の中身なんですけれども、私たちの生活にも様々影響がでますが、改めて山本さん確

認お願いしていいですか。」 

山本恵里伽「そうですね、まず期間なんですけれども明日から２月７日までの一ヶ月間ということになります、

今日菅総理は会見の中でこれら４つを会見に上げたんですね、その中でこの第一に飲食店の営業時間の短縮とい

うのが特に上げられました、具体的に見ていきます、この飲食店レストランや居酒屋などの飲食店は午後八時ま

での時短営業を要請するということです、お酒類の提供は午後７時までということになります。こうした要請に

応じたお店に対しては協力金として一ヶ月最大１８０万円が支給されます。一方でその例外の事業者はといいま

すとデパートや映画館、パチンコ店など、飲食店としての営業許可を持っていない事業者に対しては協力金がで

ないんですね、ということで要請ではなく働きかけという形になるんです。」" 

"小川彩佳「うん、VTR にもありましたけれども、大手デパートなどはこの働きかけに応じるということですね。」 

山本恵里伽「はい、そうですね、ではイベンはどうなのか、見ていきますと収容率は 50％以下、かつ人数の上限

は 5000 人ということになっています、で学校に対しての対応は小中高校に対して休校の要請はしません、大学

は対面とオンライン適切に対応するように入試は感染対策をしっかり行ったうえで予定通り実施するというこ

とです。」 

小川彩佳「うん、国民生活にも影響が大きいこの緊急事態宣言ですけれども、同時進行で手当をしていかなけれ

ばならない課題もありますよね、」 

星浩「課題は大きいですね、ポイントは 2 つあると思います、医療支援と生活支援ですね、医療も非常に深刻に

なっていましてベッド数だけではなく人手不足がですね、そこをどう克服していくかなんですけれども、菅総理

の頭の中には自衛隊をどういう局面で派遣するかとういことがあると思いますね、もう 1 つは経済が相当これ非

常に冷え込みますので、生活支援をどうするかですね、生活困窮の方、収入が激減する方をどうするか前回は 10

万円の一律給付がありましたけれど、もう国にそんなお金はありませんので、どういう形でそのメリハリのきい

た生活支援をしていくか、これがこれからの大きな課題になっていくと思いますね。」 

小川彩佳「必要なところに必要な支援がしっかり行き届くのかということ。」 

星浩「額がある程度十分でないといけないということんなってくると思いますね。」" 

"小川彩佳「さて、まもなく緊急事態宣言ということになりますけれども都内の街の様子、どうなっていますでし

ょうか。渋谷駅前に村瀬キャスターがいます、村瀬さん。」 

村瀬健介「はい、こちら JR の渋谷駅ですけれども駅構内をご覧いただきますとちょうど帰宅する人たちが行き

交っていまして、普段どおり野駅の様子のように見えますけれども、ただですね、駅前の広場ご覧頂きますと、

ご覧のようにかなり人の数は普段に比べますと少なくなっています、まぁ明らかに普段の渋谷とは違う様子なん

です、私はですねこの渋谷の街で今日の午後七時半位から取材をしていますけれども午後 7 時半の段階ではかな

り人の数は多かったんです、ただ時間が進むにつれて人の数はだんだん少なくなってですね、街の人にも話を聞
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きましたけれども、特に若い人の間ではですね、今回、前回の緊急事態宣言の時に比べて危機感が薄いのではな

いかですとか、人出がこのままでは減らないのではないかという不安の声が多く聞かれました。私は前回の緊急

事態宣言の際にもですね、こちらの渋谷の街、何度も取材しましたけれども街に漂う危機感、それに緊張感とい

ったものは前回に比べると薄いように感じます、こちらからは以上です。」" 

小川彩佳「はい、ただその緊張感、一段高めていかなければならないというのは改めて、緊急事態宣言が出され

る一都三県の感染確認者数、確認しておきますと、全部でですね、およそ 4036 人ということで全国の半分以上

を占めているんです。」 

 このトピックについて当てられた時間は 1280 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・コロナ患者の SOS：結論→特に問題なし 

小川キャスターの「深刻なのは医療です特に東京では使用率、病床の使用率、8 割に迫っていて、感染者が入

院したくてもできないという状況もでてきているんです。」とのコメントを受けて以下に朱記したような VTR が

取り上げていた。 

"コロナ療養中の都内の大学生（18 歳）「嗅覚の方はもう香水の瓶に鼻を近づけても全く匂いがしない状況です。」 

ナレ「コロナに感染し今も療養を続けているのは都内に住む 18 歳の大学生です。先月 18 日、体調不良を訴え、

翌日、病院に相談、この時の熱は 38 度で全身に倦怠感や咳の症状が見られ、検査結果は陽性でした、入院など

はせず自宅療養を指示されていましたが、年が明けてさらに症状が悪化、都の発熱相談センターに連絡しまし

た。」 

コロナ療養中の都内の大学生（18 歳）「1 月の 2 日に、こきゅうがあっかして、息ができない、酸欠状態になっ

てしまったのと、」 

ナレ「あまりの苦しさに入院したいと訴えましたが、断られたと言います。」 

コロナ療養中の都内の大学生(18 歳)「ひとり暮らしで 18 歳で周りに誰もいないからもう苦しくて入院をしたい

というふうに、最初伝えました。もう今は患者待ちが結構多いから、もう本当にダメだったら自分でなんとかす

るしか無い、というふうに伝えられました。」 

ナレ「この学生は不整脈の持病についても伝えましたが対応はしてもらえなかったということです。」 

コロナ療養中の都内の大学生(18 歳)「苦しかった時はほぼ何も食べなくて三キロ落ちたんですけれどもすごい辛

かったです。」 

ナレ「この学生が相談した都内の保健所は取材に対し、保健師もギリギリの中で働いている、として医療現場の

厳しさを訴えています、入院したくてもさせたくてもできないという現象、一都三県の病床使用率は東京埼玉千

葉で最も深刻なステージ四に該当し重症者用の病床も逼迫してます。今日の会見で菅総理は。」" 

"菅義偉(首相)「この間、一貫して大事なのは医療体制です、必要な方には必要な医療を提供致します。」 

ナレ「コロナ病床を新たに増やした支援金についてこれまでの額に加え一床あたり 450 万円を上乗せすることを

明らかにしました。」" 

 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ていた。 

"小川彩佳「救える命が救えなくなるという事態に発展するかもしれない、それが自分なのかもしれない、自分の

大切な人かもしれないという想像力を今一度持たなければならないですよね、」 



NEWS23週刊報告 詳細版 

放送法遵守を求める視聴者の会 

35/46 

星浩「そうですよね、その医療体制についてハード面でね、お金を出すとか病床を確保するとか、という面もも

ちろんあるんですが、私は、さらにいうとですね、ここはもうちょっと医療関係者を激励する、みんなでその称

えるというなことを総理自身の口からメッセージが発せられてもいいかなと主ますね。」 

小川彩佳「その発信が欲しいところですよね。そしてその医療を守るというためにも今後一ヶ月が大事になって

きますけれども、」 

星浩「実はですね今回のその菅総理の狙いはですね、飲食にターゲットが絞られているんですけれども、飲食の

ターゲットを絞ることとじつはそれを通じて人々の行動変容を促す、まぁ七割削減というようなことを促すこと

なんですが、それが出来るかどうかにかかっているんですね、特にこの 2 週間くらいで成果が出てくるというこ

とだと思いますね、」 

小川彩佳「この 2 週間で成果が出てこなかったらどうなるんでしょうか。」 

星浩「そうですね、二週間で成果が出ない一ヶ月後に緊急事態宣言の期限切れますので、その段階でどうなって

いるか、そうなるとですね今までその自民党の中でもどうも総理のメッセージが国民に届いていないじゃない

か、という批判がくすぶっていますので成果が出てこないと菅総理の政治責任を問う声ってのが出てくると思い

ますので、まさにいますが政権は崖っぷちに立っていると言っていいと思いますね。」" 

 このトピックについて当てられた時間は 278 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・アメリカ大統領選挙：結論→特に問題なし 

 山本キャスターの「トランプ大統領の支持者が連邦議会議事堂に乱入し、四人の死者が出る異常事態となりま

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

ナレ「窓ガラスを割ってワシントンの連邦議会議事堂に入っていくのはトランプ大統領の支持者です、議事堂内

は支持者と警察で大混乱に、この日バイデン氏の大統領当選を認める手続きが行われていたその抗議に訪れたの

です。きっかけは。」 

トランプ大統領「我々は連邦議会に歩いて向かう、」 

ナレ「トランプ氏は支持者に対し、連邦議会に向かうよう、繰り返し訴えたからです。混乱の結果、本会議は一

時中断、そして最悪の事態に。議事堂内で警察が発砲し、女性 1 人が死亡、さらに議事堂内でも三人がなくなっ

たといいます。」 

トランプ大統領「これは不正な選挙だった。しかし無事に家に帰ってください。」 

ナレ「今回の混乱を巡ってツイッター社はトランプ氏のアカウントを一時的に凍結、『選挙は盗まれた』と訴え

た動画などを削除しなければ永久に停止する、と蛍光しています。再開された議会ではトランプ氏の腹心もため

息まじりです。」 

ペンス副大統領「今日は連邦議事堂の歴史で暗い 1 日となった。暴力がかつことはない、自由が勝つ」 

ナレ「その後、バイデン氏の当選が議会で正式に認定、20 日に行われる就任式で大統領に就任することになりま

す、一方、ジョージア州で行われた上院に議席の決選投票でも民主党の勝利が確実となり、バイデン氏は上院と

か印で主導権を握れることになりました。」 

バイデン「今後四年間の仕事は民主主義、良識、法の支配などを回復すること。」" 

 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。 
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"小川彩佳「トランプ大統領の支持者たちの暴走というのは懸念されていたというものの、四人の方が亡くなると

いう事態にまで発展してしまったというのはショッキングですね。」 

星浩「そうですね、連邦議会はキャピトルヒルと呼ばれましてね、まぁ民主主義の総本山的な存在ですよね、ま

ぁ意見は違っても議論を通じて話し合いを進めていこうというシンボルみたいなものですよね、私も何度も取材

に言ったことがあるんですが、そこに入って、侵入して議論を封じようというのですからまさに民主主義の否定

ですので、これ、許すわけにはいかないと思いますね。トランプさんがその選挙結果をまず認めない、それから

デモ隊を煽った、その責任は非常に重大だと思いますね、まぁトランプさんはアメリカの社会を分断してきたん

ですけれども、最後はその民主主義を壊そうとしたトランプ政権 4 年の締めくくりみたいな非常にまずい形にな

っていると思いますね、バイデンさんは 20 日に大統領に就任し執務を始めるんですけれども、こういう民主主

義の挑戦に立ち向かいながら融和を進めていくと非常に重い課題を背負うことになりましたね。」" 

 このトピックについて当てられた時間は 227 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・ワクチン優先接種の詐欺電話が相次ぐ：結論→特に問題なし 

 VTR とともにナレーションによって「新型コロナのワクチン接種をめぐり詐欺と見られる電話が相次いでいま

す、警視庁によりますと昨日午後、都の福祉保健局などを騙って高齢者を対象に PCR 検査とワクチンを受ける

ことができます、10 万円の予約金が必要なので指定の口座に振り込んでください、などと現金の振り込みを求め

るような電話が相次いで確認されたということです。いずれも 80 代の女性三人にかかってきましたが、被害は

ありませんでした、東京都福祉保健局はワクチン接種の予約に関する電話はかけていないとして注意を呼びかけ

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 44 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 

・コロナ患者の SOS 

 スタジオで小川キャスターが「救える命が救えなくなるという事態に発展するかもしれない、それが自分なの

かもしれない、自分の大切な人かもしれないという想像力を今一度持たなければならないですよね、」とコメン

トしていたが、そもそもこうした状況にあるのは医療資源の配分の仕方に問題があるからではないだろうか。 

 例えば医療資源の配分にオークション理論とくに第二価格式オークションを活用し、市場原理的に医療資源を

割り当てていくことで、少なくとも「医療費を支払えるが医療を受けられない」という意味での「救える命が救

えなくなる」ということは防げるはずである。 

 そうなれば、後は医療費をどうファイナンスするかという問題を解く話になってくるので、今の状況よりも理

不尽やストレスはかなり軽減されるだろう。仮に自分や自分の大事な人がコロナに感染して、それで医療にアク

セスできるかどうかが偶然性に大きく委ねられるよりも、自分たちの力で医療へのアクセス可能性を高めること

が出来る、という状況のほうがまだマシだ、と感じる人も少なくないのではないだろうか。 
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 また、価格で需給調整が行われることで、医療需要が高まる一方で医療現場に対して十分に報いることができ

ない、という状況も解消されるはずである。 

 いずれにしても医療崩壊の危機にあるところで需要サイドだけに働きかけて解決しないのであれば、供給サイ

ドにメスを入れるという選択肢もそろそろ検討されても良いのではないかと感じる。 

 また、今回のコロナ患者は若者ではあるものの持病で不整脈を持っているとのことで、こうした事例を取り上

げられて、特に持病を持っていないような人が自分事だと認識できるのかは若干疑問に感じた。 
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テレビ局：TBS 番組名：NEWS23 放送日：2021 年 1 月 8 日 

出演者：小川彩佳、村瀬健介、山本恵里伽、石井大裕 

    新谷学（週刊文春編集局長） 

検証テーマ：緊急事態宣言、元慰安婦訴訟、外出自粛の夜 

報道トピック一覧 

・緊急事態宣言 

・元慰安婦訴訟 

・スポーツ報道 

・外出自粛の夜 

・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 

・緊急事態宣言：結論→今後も注視が必要 

 番組冒頭でトピックの導入とゲストの紹介で以下に朱記したようなやり取りが繰り広げられた。 

"小川彩佳「こんばんは、NEWS23 です、今夜のゲストをご紹介いたします、文春砲の生みの親、週刊文春の新

谷学編集長においでいただきました。二度目のご出演ということになります、どうぞよろしくお願いたします。」 

新谷学（週刊文春編集局長）「よろしくおねがいいたします。」 

小川彩佳「はい、二回目ご出演いただけますね。」 

新谷学「いや、二回目があるとまさか思ってなかったですけれども、大丈夫だったんですかね、一回目は。」 

小川彩佳「私は大丈夫じゃなかったですね。」 

新谷学「やっぱそうですか。」 

小川彩佳「ちょっと文春砲とは無縁じゃないもので、はい、条件反射的に戦々恐々としちゃうんですけれども。」 

新谷学「旦那さん含めてお世話になってますんで。」 

小川彩佳「やめてください、本当に。はい、今日も貴重なお話を伺えるということで、どうぞよろしくお願い致

します。」 

新谷学「よろしくお願い致します。」" 

小川彩佳「さて、二度目の緊急事態宣言下での生活が始まりました。東京の新規感染者は今日も 2400 人近く出

ていますが、街の様子に変化は出てきているんでしょうか。」 

 上記のやり取りを受けて、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）「あ、今午後八時になりました、この時刻以降の外出自粛が呼びかけられています、ここ東京新

橋の SL 広場前、いつもに比べますと人の数少ないような感じがします。飲食店もですねこの時刻以降の営業が

自粛することになっていますので、皆さん、駅に向かう人の姿は多いんですけれども繁華街に向かう人の姿、殆

ど見られないような状況です。」 

"小池百合子（東京都知事）「昨日までとは違う、局面、違う局面に変わっている、そのことを導火お一人お一人

が強くご認識をしてくださいませ。」 

ナレ「緊急事態宣言下に貼った東京都、初日に行動の変化はあったのでしょうか。」 
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杉山英里（報告）「午後八時です。看板の明かりが消え、営業終了となりました。」" 

（CM) 

"ナレ「緊急事態宣言初日の東京都、午後 8 時以降の新橋は外出自粛要請で人の姿は普段より少なく見えます。」 

街の人 A「経済っていう所を活気づけるためにも今は我慢が必要かなというところで。」 

街の人 B「どこもお店がもうやっていなくて、あぁもう緊急事態宣言真っ只中なんだなというのを実感いたしま

した。」 

小池百合子「全く異なるステージに入った、極めて深刻だということが今回の宣言下における一番の違いではな

いかと思います。」 

ナレ「時短要請に対し、従うことを決めた外食チェーンのワタミですが飲食業界が直面する状態に危機感を示し

ています。」 

渡邉美樹（ワタミ会長）「わたしはこのままでは日本の外食産業は崩壊する、と危惧しております、そもそも今回

の要請、飲食業の時間規制だけで十分なのでしょうか。」 

ナレ「大手ファストフードチェーンや牛丼チェーン更に東京ディズニーリゾートも時短営業を始めます、一方で

午後八時までの時短営業では従業員の雇用を守れないと判断し、現時点では要請に応じない店もあります、自治

体は要請に従わない事業者の名前を公表することも可能ですが、」 

長谷川耕造（グローバルダイニング社長）「恥ずかしいことをやっているつもりはないので公表されて全然問題な

いと思っています。」 

ナレ「午後、政府と与野党は 2 月上旬にも改正を目指す特別措置法と感染症法について意見を交わしました特措

法では緊急事態宣言下で休業用背に応じない事業者には罰則を設けることを検討 s ていますが、政府内では過料

を 50 万円以下とする案などが出ています。感染症法については感染者が入院措置を拒否した場合などには刑事

罰を与える方針が示されました。こうした中、東京都の新規感染者数は過去二番目となる 2392 人、緊急事態宣

言がでている埼玉、神奈川、千葉も最多となった他、大阪、兵庫、京都などでも過去最多を更新し、全国で 7879

人となりました。重症者も新規感染者の増加に合わせるように全国で 826 人、死者も 78 人と過去最多になりま

した。」" 

"松本哲哉（国際医療福祉大学教授）「感染者数に比べて重症者数というのはずっとこう蓄積してくような形で一

般の医療現場に圧迫していくような状況なんですよね、第三波の場合は高齢者の割合がまず多いんです、それを

反映する形で重症者も増えている。」 

ナレ「大阪、京都、兵庫の三府県は明日にもセフに対し緊急事態宣言を出すことを要請することを決めました。」 

吉村洋文（大阪府知事）「明日にでも政府に対して要請、とそして協議に入りたいと思います。」 

ナレ「その他、愛知や栃木も緊急事態宣言を要請する方向で調整しています。宣言拡大の可能性について菅総理

は」 

菅義偉（首相）「そうした地域ともしっかり連携をして、ここはしっかりと対応していきたい、状況を確認した上

で、対応していきたい。」" 

 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ていた。 

"小川彩佳「それではここで、東京渋谷駅前にいる村瀬キャスターを呼びます、村瀬さん、そちらの様子、どうで

しょうか。」 
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村瀬健介「はい。渋谷駅前のハチ公前広場ですけれどもこの時間にありますとね、流石に人の数かなり少なくな

ってきました、今日から緊急事態宣言下、様々な自粛要請が始まったわけですけれども、実は私昨日もですねこ

の全く同じ場所で中継を行いました、人の数ですね、昨日と比べてどれくらい減ったかということなんですけれ

ども、実はあまり減っていないのではないかというのが私の印象です、今日が三連休前の金曜日だということも

加味しないといけないかもしれませんけれども、先程、10 時頃まではですね、この交差点の向かい側、あちらで

は路上ライブも開かれていましてですね、たくさんの若い人たちの姿も見られました。午後 8 時以降の外出自粛

という呼びかけはこうした若い人たちにはあまり響いていないのではないかというのが今日、取材した印象です、

こちらからは以上です。」" 

"小川彩佳「我慢していらっしゃる方はもう既に我慢しているという中で、危機感がない方にどれだけ危機意識を

持ってもらうのか、ここが難しいところですよね。」 

山本恵里伽「そうですよね、一部の方に対してなんですけれどね。」 

小川彩佳「そうした中で、今日も全国の新規感染者過去最多を更新しましたね、」 

山本恵里伽「はい、そうですね今日全国の新規感染者は 7879 人と過去最多を更新しました、そして関東地方、

真っ赤になっているんですが緊急事態宣言が出されている一都三県のうちの三県が過去最多、東京も過去二番目

の多さとなっているんです、さらに重症者の数、初めて 800 人を超えました。更になくなった方も過去最多とな

っています。」 

小川彩佳「そしてここで新たな情報が入ってきています。神奈川県の感染患者の急増を受けて市中感染について

は濃厚接触者の追跡調査を原則取り止めると発表しました。保健所の負担軽減に加え、市中感染が広がり追跡に

意味がなくなってきている、としています。誰がコロナに罹患してもおかしくないというこの状況の中で緊急事

態宣言が出されたわけですが、菅総理を長く取材していらっしゃる新谷さんからはどのようにご覧になっていま

すか。」" 

"新谷学「そうですね、まぁ土俵を割らされちゃったなというような感じで、菅さん自身はずっと緊急事態宣言に

関しては慎重な、一人で抵抗しているといっても良いような状況が続いていたんですけれども、ただまぁ去年の

年末の段階で 1300 人を超える感染者が出て、で、年を明けて、まぁ小池知事、あるいは埼玉の大野知事だけで

はなくて菅さんと関係が近い神奈川の黒岩知事とか千葉の森田知事まで含めて官邸にやってきた段階でもうこれ

以上のまぁ抵抗はできないなというやらされたというような印象を与えてしまっていますよね。」 

小川彩佳「はぁ、ただご本人としてはどうなんでしょうね、当然危機意識はおありなんですよね、今の現状に対

して。」" 

"新谷学「勿論コロナに対する危機意識はものすごくお持ちだと思いますけれども、それだけではなくてやっぱり

緊急事態宣言を前回 4 月に出した段階では相当なやはり経済が失速するような大きなマイナスになったので、そ

れをもう一度することには慎重だったということですね。」 

小川彩佳「なるほど、そうした事も含めてメッセージが国民に届いているのかどうかという点に関しては菅総理

御自身はどのように思っていらっしゃるんでしょうか。」 

新谷学「そうですね、届ける努力はされていると思いますけれども、まぁ今ひとつ確信は持てていないのかもし

れないですね、あの、今日ちょうど、菅総理がものすごい信頼をしている自民党のある幹部とあっていたんです

けれども、私がその時言ったのはこれだけ国難のような状態の中でですね、いつまで国会閉じているんですか、
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と、早く開けて、もう与野党問わず国民のために汗をかいて議論して、どうやってこの国をコロナから救うんだ、

とその姿を見せることが大事なんじゃないかというふうに言ったら、まぁそれはそのとおりだよなというふうに

言っていましたね。」" 

"小川彩佳「あの、世論調査なども見ていても国民の心が離れてきているのかなと感じるのがこういった事がある

んだと思うんですね、菅総理ご自身が就任されてから感染者数を簡単に流れとともにまとめたものなんですけれ

ども、やはり GoTo 停止ですよね、政府分科会も GoTo 停止を低減する中で菅総理はこれに踏み切れなかった、

ずっとこだわり続けていたという印象がありますけれども、ここ踏み切れなかったのはどうしてなんでしょうか、

背景には何があったんでしょうか。」 

新谷学「そうですね、安倍政権時代に菅官房長官はまぁ GoTo を強行するような形で、あの時点で反対はあった

んですけれども、かなり強行するような形で推し進めて v 結果としてまぁ経済が上向いたということもあってで

すね、菅さんいわく俺は賭けに勝ったんだと、で、その結果、やっぱりこういう状況で頼りになるのは菅さんだ

よな、という流れの中で総理になれたというような、そういう気持ちがあるので GoTo にもこだわり、経済を回

すことにもこだわり、まぁこだわりすぎた結果まぁ後手後手に回り今日の状況を招いてしまっているんじゃない

ですかね。」 

小川彩佳「あの、旅行協会の会長も務める二階幹事長との関係性の中で踏み切れなかったんじゃないあと言うよ

うな報道もありましたけれども、そのあたりはどうなんですか。」" 

"新谷学「そうですね、まぁ非常に似たところのある、まぁ官僚出身ではないし二世でもない、叩き上げの二人な

ので、そういうところのその実利の部分に非常にこだわりがある、そこで共鳴するところがあったのは事実だと

思いますけれどね、はい。」 

小川彩佳「共鳴するところがあった、と。」 

新谷学「二階さんに恩義を感じているのも事実、で、二階さんのおかげで総理になれたという面があるのもこれ

確かですから、そういう関係性があるでしょうね。当然。」" 

小川彩佳「さ、そしてこのタイミングで出された緊急事態宣言ということになりますが、当然、生活にも深刻な

影響がでてきているようです。東京新宿にあります焼き鳥店こうした飲食店におしぼりを納入する会社、そして

親からの仕送りがなくアルバイトが生活の柱になっている大学生の方、様々な方たちから不安の声が上がってい

ます。」 

 スタジオでの上記のやり取り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「まだ。人通りの少ない午前 7 時の新宿、こちらの焼き鳥店の転倒に出されたのは朝食のメニューです。こ

の日のメニューはとり天うどんとかしわ飯。昨日思い立ち今日から始めたそうです。」 

吉田憂児（陽の鳥店長）「緊急事態宣言が 20 時の、都だと 20 時までの営業になりまして、まぁ速攻でどう売上

を立てていくかってなりましたら、やっぱり朝だな、と。」 

ナレ「本来、夜が主戦場の焼き鳥店、しかしさらなる時短要請に伴い、収益をどう確保する模索が続いています。」 

吉田憂児「まぁ正直本音を言わせてもらうと苦しいところもあるんですけれども、ある意味チャンスだと、うち

らの会社は捉えていて。」" 

"ナレ「飲食店が打撃を受けることでこちらの会社にも大きな影響が出ています、飲食店にレンタルのおしぼりを

納入する会社です。」 
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池ノ谷幸枝（東京すずらん総務部長）「通常は 3 つのレーンで全て人数いっぱいの状態で稼働するんですが、今

はあのコロナの影響がありまして 2 ラインですね、の稼働になっています。」 

ナレ「検品や包装をする 3 つのラインのうち、一つを停止、100 人いる従業員のうち出勤を 3 分の 2 に減らして

対応しています。昨日と今日で会社にはキャンセルの電話が相次いでいます。」 

従業員 C「再開するときにはまた新しいものを納入しますので」" 

"ナレ「売上は去年の緊急事態宣言の戸期に半分以下まで落ち込みましたが、その後八割程度にまで回復、しかし

こんかい再び大幅に落ち込むのではないかと危機感を強めています、飲食店に関連の業界へも何らかの支援が必

要だと訴えます。」」 

池ノ谷幸枝「今後この状況が続くとなると私ども従業員も約 100 名くらいおりますので雇用についてすごく厳し

くなってくると予測されますので、もし検討頂けるものがあれば、なにか検討いただければな、と強く思います。」

" 

"ナレ「影響はこんなところにも、神奈川県で一人暮らしをしている大学三年の辻昌歩さん、親からの仕送りはな

く家賃と生活費はすべてアルバイト代で賄っています。」 

辻昌歩（神奈川県の大学三年生）「シフトを減らされちゃったりとかしたら、生活費どうしようっていうふうには

結構いろいろ考えます。」 

ナレ「前回の緊急事態宣言ではアルバイト先が休養になり食費は 1 日一食 50 円に切り詰めて生活していました、

現在はパチンコ店で週 4 日働き月に 15 面円ほどの収入があると言いますが、店が休業や時短営業になれば再び

収入が減ることになると不安を感じています。」 

辻昌歩「アルバイトを多めに入るとかして、で、そこでためたお金とか家の更新料だったりとか後は想定しなか

った大きい金額の出費だったりとかはまぁ今の所貯金を切り崩して生活しているという感じで、まぁ時短だった

り、休業するってなった場合にはたぶんそこの貯金から切り崩す、って、さらに切り崩すって感じになると思い

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。 

"小川彩佳「苦しい思いをただでさへされている方が更に苦しいところに追いやられているような感がありますけ

れども、こうした方たちの声というのは菅総理に届いているんでしょうか。」 

新谷学「勿論届いている、と思います、あの自殺される方が増えているとか非正規の方が非常にまぁ苦労されて

いるとか、そういうことは非常にまぁ気にされているとは思うんですよね。菅さんもともとあの初当選したとき

に彼が政治の師と仰いでいる梶山静六さんという官房長官をされていた方がいまして、その梶山さんから『お前

の仕事は国民の食い扶持を作ること』、要するに国民の暮らしを豊かにすることがお前の仕事なんだと言われてい

て、それをずっとまぁ大事にしている、そこの思いは純粋だと思うんですよね。」 

小川彩佳「ただ、国民に安心感を届けられているのかどうかという点では新谷さんからご覧になっていかがです

か。」 

新谷学「まぁうまく伝わっていないですよね、菅さんがやろうとしていること、あるいは思いも含めてきちっと

国民に伝わっていない、そういう感じはしますよね、まぁ菅さんの問題もあるでしょうけれど、まぁその周辺と

いうかずっと参謀不在というふうに言われていますけれども、今の菅政権のありようですよね、もう菅スーパー

一強みたいにになっていますので。」 
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小川彩佳「スーパー一強」 

新谷学「はい、本来あの参謀の人たちは、参謀っていうのはね、まぁブレーンのような役割を果たしたり、とか、

あるいはブレーキ役ですよね、総理これはやめましょう、これやっちゃあいけませんよというふうに嫌われてで

もブレーキを踏んだりとか、あるいは自らが盾になって総理を守る、まぁそういう役割を果たす参謀が必要なん

ですけれどもまさに安倍政権のときに自分がそれをやっていたんですけれども、菅政権になったときにそれをや

る人がいるかと言えば、実はいなくなってしまっていて、まぁ人事、組閣について、官房長官の人事とかそのあ

たりで失敗したのかな、と、政務の秘書官もそうだし、要するに安倍さんの菅さん、あるいは今井秘書官みたい

な人がいない現状があってですね、まぁ十分に機能していない、菅さん一人が自分が頭で後はみんな手足みたい

な状況なのでうまく回っていないんじゃないかな、というふうにはすごく思いますね、だからそれで慌てて年末

に政務秘書官を変えたんだと思いますけれども。」" 

"小川彩佳「うーん、あの去年スタジオに菅総理が起こしくださったときにも政治は結果だというふうにお話され

ていたんですけれども、今回の緊急事態宣言で結果が出なかった場合、今後がどうなって行くという付兎にお考

えですか。」 

新谷学「そうですね、あの、結果責任を負うのが政治家ですから、特に今年は大きな選挙がある年で。」 

小川彩佳「そうですね。」 

新谷学「まずはあの 4 月の 25 日に補選が 2 つ、北海道と長野があるんですね、これ非常に自民党にとっては厳

しい選挙になると思うので、これ 2 つ負けるような状況になる可能性がそれなりに高くあって、そうなると自民

党で特に風で受かったような人たち、まぁ大体三割くらいがそういう人じゃないかと思うんですけれども、浮足

だってくるわけですね、菅さんで選挙を戦えるのか、選挙の顔になるのかというふうになってくるので、そうす

るとまぁ菅卸が始まってくるのじゃないかなというふうに思いますね。」 

小川彩佳「菅さん、崖っぷちですね。」" 

"新谷学「うん。非常に追い詰められてきていると思いますけれども、ただ一方で、菅下ろしをやっている場合な

のか、政局をやっている場合なのかというのはすごく私自身も感じるところがあるので、これまぁ自戒を込めて、

メディアの責任というのもあると思うんですね、まぁ菅さん批判するのもするべきだし、うちも週刊文春もやっ

てますけれど、批判するばっかりじゃなくてやっぱりもうちょっとみんなで国民的な議論というか、与野党問わ

ずメディアも含めてどうやればコロナに打ち勝てるのかというまぁ前向きな議論をするような空気を作る必要も

本当はあるんだろうな、と。まぁ例えばワクチンが今後頼みの綱になってくるんじゃないか、と菅さんも言って

ますけれども。」 

小川彩佳「そうですね、仰っていますね。」 

新谷学「このワクチンってものすごく取り扱いが難しいもので運搬も難しい、いわゆるロジスティクがものすご

く難しいんですけれども、そういうことを実務的に回していくのは菅さん最も得意な仕事のひとつなので、むし

ろ菅さんにきちっと仕事をさせるということも大事なのかな、叩くだけではなくて仕事をさせるということも必

要なのかなというふうには思いますけれどね、私は。」 

小川彩佳「まぁメディアの片隅にいる人間として私も日々、苦悩しながらやっていることですけれども。」 

新谷学「片隅ではないんじゃないですか。」 

小川彩佳「いえいえ本当にそうなんです。ただワクチンが最後の切り札になる落ちうことなんでしょうかね。」 
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新谷学「うーん、ただワクチンの場合、子宮頸がんのときもそうなんですけれども副反応の問題とか」 

小川彩佳「そうですね。」 

新谷学「様々抵抗感もあるから、やっぱりよほど国民と菅政権との間の信頼関係がないと進んで打とうという空

気にはならないかもしれないですね、菅さんも会見では自分で率先して打つというふうに行っていましたけれど

も、やっぱ本当の信頼関係がないとそれは前に進まないんじゃないかなと思います。」 

小川彩佳「その信頼関係をどのように構築されていくのか注視してまいります。新谷さん今日はどうもありがと

うございました。」 

新谷学「ありがとうございました。」" 

 このトピックについて当てられた時間は 1369秒でVTRとスタジオでのやり取りの時間配分は以下の通りであ

った。 

 

 今回の報道については放送法上は特に問題は見られなかったが、新型コロナについて誰をゲストとして招き意

見を求めるのかということについては今後も注視が必要と考える。 

 

・元慰安婦訴訟：結論→特に問題なし 

山本キャスターの「次です。断じて受け入れられない、今夜、菅総理が語気を強めて反発したのは韓国の元慰

VTR 

560秒 

41% 

スタジオ 

809秒 

59% 
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安婦らが損害賠償を求めた裁判の判決です。日本政府に賠償を命じるもので日韓関係がさらに悪化することは避

けられない情勢です。」とのコメントを受けて以下に朱記したような VTR が取り上げられた。 

"ナレ「元慰安婦 12 人が日本政府を相手取り、損害賠償を求めた今回の裁判でソウル中央地裁は日本政府に一人

あたり 1 億ウォン、日本円でおよそ 950 万円の支払いを命じました。また 1965 年の日韓請求権協定や 2015 年

の慰安婦問題をめぐる日韓合意で個人の請求権が消滅したとは言えない、との判断も示されました。」 

菅義偉（首相）「このような判決が出されることは断じて受け入れることはできません。」 

ナレ「日本政府は韓国側に激しく反発、大使を呼んで強く抗議をしました。外務省幹部からも」 

外務省幹部「常識的、国際法的にありえない判決だ。」 

ナレ「日本政府が強く反発する理由は主権免除という国家は他の国の裁判権に服さないという原則が認められな

かったからです。韓国大使を務めた武藤氏は」 

武藤正敏（元駐韓大使）「ある国方の国を裁くということは国際的な紛争のもとになりますよね、だからそういう

ことは避けましょう、ということで、19 世紀からあった慣習法で一報が主権を主張して相手国をそれで押さえつ

けるということはないということ。」 

ナレ「しかし、ソウル中央地裁の判決は反人道的な犯罪行為には主権免除は適用されないとしたのです。」 

武藤正敏「国民のその情緒に逆らえないというのが今の韓国の裁判所なんです、で、これじゃあね、法治国家と

しての裁判所の役割は果たせない。」 

ナレ「今後日本政府が控訴しなければ一審判決が確定することになります。ただ、日本政府は主権免除の原則か

らこの訴訟は却下されるべきだとの立場で一貫して審理を欠席していて控訴する考えはないとしています。一方、

韓国政府内にも判決は理解し難いとの声もあり、新たな駐日大使に任命された姜昌一氏は JNN の取材に『関係

正常化がより困難になる解決のためには知恵が必要だ』と述べました。」" 

武藤正敏「いずれにしてもこれは国家間の大きな争いになっているだろうと思いますし、日本は一歩も譲らない

でしょう。これで本当に困るのは韓国政府じゃないだろうか。」 

 このトピックについて当てられた時間は 195 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・外出自粛の夜：結論→他の放送日との比較が必要 

小川キャスターの「日付が変わりまして、ふたたび東京渋谷駅前の様子覗いてみましょう、村瀬さん。」とのコ

メントを受けて渋谷駅前から村瀬キャスターが中継で「はい先ほどですね午前 0 時を過ぎたところで渋谷駅前に

ある大型モニターが一斉に消えましたので、街全体が暗くなりまして静かになった印象です、人の数もさらに少

なくなっていまして、ただですね、この時間帯になりますと終電間近でもありますので駅に向かて急ぐ人の姿も

あります、ただ本来の渋谷ですと、この時間帯、終電間近までですね、飲んでいた人たちでごった返すはずなん

ですけれども今日はこのような状況なんです。私もですね、午後 10 時頃渋谷の飲食店街歩きましたけれども、

やはりほとんどのお店が閉店していました、ただですね一部のお店は閉店していまして、そうしたお店の中には

ですね、長い行列ができているような状態なんです、ただ街中にいるのはほとんどが若い人たちでして、今後は

ですね、こうした若い人たちの行動がどのように変わるのかが焦点になると感じました。こちらからは以上です。」

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 72 秒だった。 
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渋谷で中継しながら「街中にいるのは殆どが若い人たち」と言っているが、そもそも緊急事態宣言以前も渋谷

といえば「若者の街」であり、昼であれ夜であれ渋谷にいる人の大半は若者であるのは分かり切ったことである。

それは「新橋がサラリーマンの街」だとか、「巣鴨がお年寄りの街」、「霞ヶ関は官庁街」というのと同じである。 

つまり、どこの街から中継をするかを選ぶ時点で取れる絵柄というのは決まってくるわけで、若者を狙い撃ち

にするならば新宿や渋谷というようになってくる。 

様々な街（駅）の様子を見比べて渋谷が特別人出が多いということであれば、確かに「街中にいるのはほとん

どが若い人たち」と言えるが、他の街では若い人以外の人出が目立つということであれば、「街中にいるのはほと

んどが若い人たち」とは言い切れないはずであり、そもそも若者の街だけを取り上げて、さも若者が悪い家のよ

うな報道をするのはいくら視聴者の多くが年配の方で若者の視聴者が少ないからと言っても、流石にアンフェア

に過ぎる報道姿勢であり、こうした報道が続くようであれば放送法第四条一項二号「政治的に公平であること」

に抵触する恐れも出てくるだろう。 

他の放送日ではどの街の様子を伝えるのか、取り上げている街に偏りはないのか、という点について今後も注

視していく必要があると考える。 

 

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 

・緊急事態宣言 

 今回 VTR で緊急事態宣言で苦境に立たされている人たちとしておしぼりの会社や焼き鳥店、アルバイト学生

を取材し、それを取り上げていたが、NEWS23 では散々緊急事態宣言を発出するべきだという専門家の意見を

紹介し、またスタジオでも星キャスターや小川キャスターの医療を守るためには経済社会活動を抑制するべきだ

という論調が支配的だった。 

 この緊急事態宣言、確かに政府が出したものではあるがメディアが出させたという面も否めない。 

 緊急事態宣言の影響で苦しんでいる人に対してこのメディアはどういう顔で取材に行ったのか、そこは純粋に

気になるところである。 

 また、視聴者にはさんざん不要不急の外出を呼びかけておいて、村瀬キャスターを繁華街だとか飲食店に取材

に向かわせているが、感染拡大を防ぐことが大事なのであれば、そうした取材の在り方も改めるべきなのではな

いだろうか。 

 連日連夜、村瀬キャスターをそうした感染源と疑われる場所に取材に向かわせているのを見て、それで視聴者

はコロナへの危機感を強めるのだろうか。逆に「これくらい大丈夫」というふうに感じはしないだろうか。 

 

 


