
問題練習                                              提供者：池田 

問題： 次の①～③に共通する（または一見共通しているように見えて違う）現象を 

見つけてみましょう。 

 

＜サンデープロジェクト・インタビュー場面・参与者＞ 

① 2003 年 12 月  

田中康夫（当時長野県知事） 田原総一郎（司会）  宮沢喜一（パネリストとして参加） 

② 2004 年 4 月 

竹中平蔵（当時財務大臣）  田原総一郎（司会）   財部誠一（パネリストとして参加） 

③ 2005 年 2 月 

堀江孝夫（当時ライブドア社長） 田原総一郎（司会） 松原聡 （パネリストとして参加） 

 

① Excerpt １ 
1 田原：加藤紘一総理大臣. 
2 田中：どうですか宮沢さん. .h ((turn to Miyazawa)) 加藤紘一さん首相ってのは.  
3     (0.2) 
4     なかなか私はこれいいアイデアだと思うん ◦ ですけど◦  
5 田原：どうでしょうか. (( gazing at Miyazawa))  
6     (1.5) ((TV captures slight shifts of M’s body posture and a gentle grim on his face)) 
7 田中：そうすると： 菅さんも：(.) 小沢さんも発憤するんじゃない＝ 
8 田原：                                    ＝実はさっきね:, (.) 
9      カンボジアの PKO は： ＞あれは＜宮沢さん首相の時に決めた ◦ んですよ◦  
10 田中：うん 
11      (1) ((T turns to Miyazawa again)) 
12 田原： ですよね？ 
13 宮沢：(0.2) (( M nods)) はい.  
14      (1.5)  
15 田原： どうで[しょう. 
16 宮沢：      [そうです ((nods again))  
17     (1.2)  
18 田原：や今 加藤紘一さん待望ろ[ん 
19 田中：                  [ん：それこそ 私（わたくし）は真の加藤 
20     の乱になるんじゃないか↓と思ってんですけどね. (1) 季節はずれ[の. 
21 宮沢：                                          [((M giggles)) 
22      (1.5)  
23 田原：宮沢さん. 
24     (1) 
25 田中：ね：：. (0.5) 宮沢さんも： あ： その形を実は： (.) 少し望んでいらっしゃる 
26     んじゃないかな： ってきが： ◦ わたし [は◦  
27 田原：                         [あ！のぞんでるから！こたえられない◦ と. ◦  
28 田中：↑あ あ↓：：  (.) かもしれないですけれどもね. 
29 田原：◦ そうか.◦ 
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② Excerpt ２ 
1 田原：やっぱ国がそ：う： 金を出すからには口も出す◦ ってことですね. ◦  
2      (1) 
3 竹中：いや(.5)これは！(.) a-あの：あの国が必― 先ほど言ったよう[に 
4 田原：                                      [ん 
5 竹中：必要な場合は国が資本参加しますよ, 
6 田原：資本参加す[る 
7 竹中：        [◦ で◦ 必要かどうかってのはまず↑ 自分で ちゃんと 
8     判断しなさい ◦ と ◦ = 
9 田原：             =◦ そこは：◦  
10 竹中：でそこは＞ですね：＜公金（.）って言いますか：＝資本参加する以上(.2)  
11     *きっちりと*した基準は作りますよ◦ と ◦ で口をだすと言うよりも！ちゃんと 
12     した基準をみたしてない↓と：(.2) 税金を使うことはできませんね. (.4)それは： 
13     ＞やっぱり＜しっかりやらないと：(.) まさに ↓モラルハザードになります.hh  
14      そう言[う: 基準 ◦ を-◦] 
15 田原：    [あの： 竹中さん]はこういう風におっしゃると思う. (1) 財部さん 
16     どう＝だけど＜やっぱり＞ね, (.) 地銀がそれぞれ主体的にってやっぱり 
     ((Tawara turning around and gazing towards Takarabe with some hand gestures)) 
17      金融庁が！↓ お前ここと＞ここと＜くっついた方がいいよと (.) こう言うんじゃない 
18     か ◦ な.◦  
      ((Takenaka gazing towards Takarabe while listening to Tawara’s comment))  
19 財部：.hh あの： (.) ま (.) 竹中さんはお立場あるから言えないと思うんです 
20     ◦ けれども◦ ＞それは＜ やると思います. .hh (.) 僕は実はね？ (.) 竹中さん 
21     の： ずっとこの： 数年間の手腕見てきて：, (.) ま その都度その都度僕文句も 
22     言いましたけども：(.) .hhh ＞でもあの＜りそな銀行の手法みてると＞ですね：＜ 
23      やはり日本を救ったその政治的な, .h 決断があったとすれば： (.) 僕は 
24     りそなだと思ってるんですよ. (.) .hh  
25 ＞あれでも＜随分避難されましたよね：, = 
26 田原：                          =そう：めちゃ[くちゃに言われた] 
27 財部：                                   [いいとか悪いとか]って  
28 
29 

     ↓ 言う .hh ところが(.) あれは(.) あそこであれを*やったから* (.2)  
実際経済の良さが＞ですね＜足を引っ張られずに伸びた！ 

30     ってのが一番大きかったんですね：, (.) ＞ですから＜  
31     竹中さんはやりますよ. (.) なにかあったら. .hh ↑ なんでも ↓やると思います.  
32 田原：なんでも. 
33 財部：＞やると思います＜= 
34 田原：             =怖いひと ◦ だ. ◦   
 

③ Excerpt 3 
1 松原：でそれでね！ 
2 田原：はい 
3 松原：問題はなにかと言うと：(.) ＞要するに＜ニッポン放送で！ま：  
4     七百億円で ↓ 筆頭株主になったと. .hh でその： ニッポン放送がですね 
5 田原：ええ 
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6 松原：ま： ライブドアが買った時で： 時価総額一千八百億円ぐらい◦ ですか◦  
7     ((gazing at Tawara)) 
8 田原：ふ[ん 
9 堀江：  [一千九百[億ぐらい 
10 松原：           [今だと一千九百[億円＞超えてます＜ 
11 堀江：                   [ええ 
12 松原：それだけの価値が (0.2)  
13 田原：うん 
14 松原：このニッポン放送がなんであるかと言うと！ 
15 田原：ふん 
16 松原：ラジオ局としての価値は(.) ま 五六百億だろう [◦ と ◦  
17 田原：                              [ふん 
18 松原：え＝要するにプラスのですね 一千九百億円分は！(.) フジテレビとか 
19     への支配力で(.) それだけの価値があると.  
20 田原：それがこれね！ 
21 松原：はいそうです. ＞だから＜堀江さんが(.) 価値があるんだといったのは ↑ ラジオ 
22     局 としては五六百で(.)千数百億円はそのフジテレビとかの支配力だと. 
23 田原：これ＝ 
24 松原：    ＝そうすると！もしフジテレビに対して支配力を発揮できないと. (.)  
25      要するに二十五パーセント取られちゃうんだったら .hh その支配力を発揮 
26     できない 
27 田原：ふぅん 
28 松原：訳だから(.) ↑ そう すると！ ニッポン放送自体の価値が 
29 こんなに無[くて： 
30 堀江：       [いやいやそれは(.) ちがいますよ＝だって(.) フジテレビ株ってのは：  
31     当初一部 ↓ 確実株ですから：  (.) いつでも売れますよ. 市場で. .hh その 
32     時価がついてますから： (.) それは価値ありますよ. 
33 松原：だ-  
34 堀江：議決権が[あろうがなかろう[が： ] 
35 松原：      [だ-           [ただ] ね？ 
36 堀江：は[い 
37 松原：  [ただ堀江さんが！(.) ここに入っていったのは！ .hh その (.) 議決権を通して 
38 
39 

    メディアとかと連携したいと. (.2) でそれで！すぐ売っちゃえば価値が  
↓あるわけですけど連携したいといってたわけです.  

40      ＞と言うことは＜逆に言うとでうね： (.) 七百億円分 
41 
42 

    増資して！(.) この分の価値がちゃんとそのライブドアとして ↑ ある ↓かどうか. 
この七百億円が生きて行かなくちゃ ◦ いけない. ◦  
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