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繰り越しをした時にも発行 以降︑新規口座開設者のう

手数料が必要︒通帳が不要 ち紙の通帳が必要な十八〜

﹁ワクチン担当相﹂兼任となった河野太郎行革担当相︒ウイルスをブロックするワクチンの円滑接種という

重責を担うわけだが︑河野氏といえば︑ツイツタ上ではすでに名うてのブロッカーとして有名だ︒直接的に

批判する人はもちろん︑全く関わっ魯﹂とかない人でもブロックされたケースが多数あるという︒﹁次の首
相﹂の候補トップに垂訓も挙がる政治家として︑こんな異論排除の姿勢でいいのか︒︵石井絶代美︑佐藤直子︶
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手企業は利益をため込み︑

︑キ︶ノモラ打力帽は崩壊．大

ングを始めてみるのも一つ
の手﹂と話す︒

タイミングでネットバンキ

覇餓藤懸麟轡

鰯緯周憾鮨舶渇仰

銀行から借りる必要がなく

的なリツイート︵引用︶

トした︒それに対する批判

旺醒蘭画頭躍聞

氏はツイッダーで二︑三

に︑岐阜県の男性39が︑ツ

叩叩‖鵠

凝轡

回︑河野氏を風刺してブロ
ックされた︒﹁あの程度で

男性は﹁河野氏は︑気にくわ
ない人とつながっている人 緒 川 鵬 鵠 魂 鴇 鱒 鰯 鵬 鰯 品
まで手当たり次第にブロッ 綴 爆 畿 懸 蟹 離 籍 畿 9 5

鰯鰯灘繕撥綴

イッダー上で賀意をホすボ
鮨鰹0⁝蔵悩網棚鵡川鮒補⁝
タン﹁いいね﹂を押したとこ
撥饗綴撥離韻麟綴
ろブロックされたという︒

糖讃懸鰯繊維

繊籍総獄概観儲部品鋤繊細

糊Oi欄網棚Ⅷ軸淵同州胡同梱軸

ブロックするなんて︑よほ
どメンタルが弱いか︑非常
にプライドが高いかのどち
らかだろう﹂と推し量る︒
ツイッダーでは︑嫌な相
手の発信を自分の画面に表

示させなくする﹁ミュー

クしているのでは﹂と話す︒ 籍繊撥擬態離鵬擢
ブロックについて︑十八 捕獲0堪能掴Al螺悠肇蛍品螺

日夜︑BSITBSの報道 総粥的翻鰯鰯離籍縦僻畿555

ト﹂という機能もある︒小

田鴨氏は﹁ブロックした事

続灘繊灘雛雄勝鰯掘

聞縮刷灘撼灘縦離艦網的鵜相

欄欄間鵬雌的掴鯉川的職能⁝鈍間欄間0仰涌け

知らずの人に罵声を浴びせ 鶴綴撥偶博識儲鮨怒撼綴
ることはしない︒ツイッタ

鵠欄纏堀端鮒鵬捌情理網的

機餓綴離綴継続

実は相手にも伝わるため︑

番組に出演した河野氏は︑
﹁道を歩いている時に見ず

いわば絶交状を突き付ける

行為二へ︑コートで事足りる

にはツイツダーで会話する

続錆醗議

のは︑政治家に必要な冷静
さを欠いている﹂と話す︒
普段は河野氏のツイツダ
ーを見たこともないのに︑
ブロックされた一般人は大
勢いる︒大阪府在住の男性

欄脚的‖W鵠講⁝0⁝踏Al州側購伸輔調川

離籍擬鰯撥撥

鰯脚憾認緩燭撥髄鞘撥節−然

A12掴畦間⁝鴫0︽蔵0鱗嫡脳−脱硝罵言畳

鰯繍韻雑観綴繊

必要性も感じません﹂と説
明した︒ただ︑ やり方 ⁝蝦繊棚絹撚踊稲馳脳仰蜂鵠鎚脚
がおかしい﹄と政治家に指 髄鞘雌蕊鵜網縞鰯櫛側端覇脚
摘するのはまっとうな批判

デザイナー︵六一︶は︑河野氏

が外相だった一九年八月︑

であり︑誹講中傷でも何で

答があった︒

材に対応できません﹂と回

かりで日程がかつかつ︒取

銘柄鵜鰯離

終値髄騨驚態

19割矧−工矧割勘矧矧矧

臼鰯轢澱繍鰯

轢艶縄鱗綴鰯

日︑河野事務所に︑ブロッ 綴 轡 端 報 離 臓 態 凝 l 棚
クについて質問した︒する
と︑河野氏の広報担当を務
A▼ △ ▼llAA▼AAl日用 −
める内閣府政策評価広報課
擬澱韻畿鶉798憾脱
の猪口暗平氏から﹁ワクチ
ン担当大臣に任命されたば

﹁こちら特報部﹂は十九

というのが普通の感覚だ︒

もない﹂ ︵前出の畠山氏︶

日本がアフリカ各国の首脳

を招いた際︑外務省が和服
を着た日本人女性をずらり
と並べて対応させたイベン
トに﹁おかしい﹂と発信︒

いないのに︑ブロックされ

河野氏には二言も言及して

た︒﹁区別できないところ
に幼児性を感じる﹂

一八年夏には︑河野外相
が外遊先の欧州で︑かつて

王が使用したベッドに自分
が寝そべった写真をツイー

河野氏が﹁ブロック﹂し
ているのはツイッダーだけ
ではない︒
外相時代の二〇一八年十
二月︑記者会見で︑日本が
北方領土をロシア領と認め
ることが平和条約締結交渉
入りの条件だ︑とロシアの
ラブロブ外相が発言したこ
とへの感想を問われた河野
氏は︑質問に答えず︑何度
も﹁次の質問どうぞ﹂と言
うのみで︑質問をブロック
した︒二九年七月には︑駐
日韓国大使と元徴用工問題

の解決について会談した

際︑韓国側の提案を説明し

2016年12月、談話を：発表する超党派議運「原発・ゼ

ようとした大使の発言をさ
えぎり︑﹁提案はまったく

受け入れられるものではあ
りません︒極めて無礼だ﹂
と面罵した︒
だが︑そもそも河野氏が
こうした﹁ブロッカー﹂と
して有名だったかと言えは

そうでもない︒

祖父は自民党実力者の故
河野一郎元農相︑父は衆院
議長の洋平氏という政治家
一家ながら︑〇三年の自衛
隊のイラク派遣に反対し︑

一一年の福島原発事故前か
ら核燃料サイクル路線に反

薦人さえ集まらないほど︒

を呈する︒

分がつい出ている﹂と重吉

イッダーで批判者をブロッ
クしたり︑外交の席で面罵
したりするのは﹁未熟な部

内主流から異端児扱いさ

自らは︑異論を唱える側の

れ︑総裁選出馬に必要な推

人だったのた︒

﹁異端児というより変
人︒酒を飲んでだれかと群
れることもない﹂︒こう語
るのは二十年来河野氏を取
材しているジャーナリスト

の鈴木哲夫氏だ︒

月︑トランプ大統領が自分
に批判的なコメントをした

人物をブロックしたこと
を︑﹁憲法違反﹂とした︒
大統領のツイッダーを﹁主
要な公務遂行手段の一つ﹂

とみなし︑投稿に対するコ

メントは対話集会と同様の
意義があるとし︑異論を締

め出すのは許されないとの

判断だ︒批判や異論をシャ
ットアウトし︑独善的な主

脳鰭的日脚聡精脇間Al⁝猫−矧

灘欝綴綴瑠擬欝

躍鰯艶麗識翳

壇鰐講0−−間Al掴的確的0胸的Al帖

麓窮約二瑠駆謙繍脚鵜

髄鞘瑚競掘鰯糊

政治評論家の森田実氏は
﹁政治家の仕事は何を彊い

灘灘鰯離礁離籍凝縮繊

艶謙撥繊維綴

W雄的棚胴囲Al 滴同門11口腹梼細目⁝0

讃灘髄鞘欝

鵬W鵠醗⁝欄間川⁝哩品柄⁝Al日輪的棚

滋轡凝緩避撥凝鵠

間A16︒諦⁝招欄鮒が鯉川開講⁝満目

瑚糊珊翻繍鰯縄

を招くだけだ﹂と警告した再

⁝鵠0冊日間日日⁝⁝帖鴇棚猶朝川碓欄

薮灘鶉雑驚親鶏韻綴
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All▼lA目的的

講鰹⁝圧醒日賦周弼⁝調光冊間合

灘親裁鰯緋灘鵜綴鰐灘

掴Al鴇撚再出⁝帯0川浩閥柁Al時雄

撥艶麗繊議離

瀧懸l蔵惚鱒揺認盈謙麿

謹品薄醐蕪満期輔弼寝蛇噂

搬繍鰯鰯搬繊鰯

凝議鑑耀蹴脚鯨籠離籍運

同館Ⅵ川植樹脚⁝A12博端緒11鵬鵠︽

閲鰯鯛蹴綴闇

鞘粥鰯粥鰯親鳳雛

A▼lili

擬鵜艶醗鰯雑搬酸

闇撚摺綴脚認l鶴l醤撥霧

引離直川⁝槌脚推舵博M露人7罷鈍間舵蛇捺

弼擬蹴醸鱗

無視した政治は悲惨な結果

だろうが︑チームワークを

傾いた政権の浮揚を狙うの 鞭絨荻⁝競⁝雛雛

いう重要課題を主導させ︑

ないなら河野氏は政治家を 膵解離撼⁝灘錨橘絹灘珊
やめるべきだ﹂と一蹴︒﹁管
首相は河野氏にワクチンと

どん耳に入るようにしなく

プ氏は敗北した︒

鵜鱒溝略舶A18−1蝦旧譜碓欄−1欄⁝嘩

ても忍耐︒国民の声がどん 惚絹縄継摺鵜議鰯驚犠

張に走った揚げ句︑トラン

河野氏がツイッダーを多用

教授︵社会学︶は﹁結局︑

ただ︑毎日新聞が十六日
に実施した世論調査では︑
河野氏が﹁首相にふさわし
い人﹂の一位になるなど︑
曹内閣の支持率が急落する
中で︑にわかに河野政権の
現実味も出てきた︒だとす
れば︑﹁未熟﹂なままでば
困るのは国民だ︒
東京工業大の西田亮介推

長として初入閣以降︑脱原

脱原発の世論が高まった
一一年以降︑河野氏にはリ
ベラル支持層からも期待が
集まったが︑一五年に第三
次安倍内閣に国家公安委員

ちゃいけない︒それができ

えての発信とは言えない︒
リベラルなイメージもある
人だが︑異論に耳を貸さな

だからだ︒公益性だけを考

するのは自身の求心力にと
っても都合の良い発信手段

発などの持論が後退し︑異
論や批判を排除する安倍晋
三︑菅義信両政権の流蟻に

ため︑︷支持者とのしがらみ

いというのなら︑よくある

染まったとの批判もある︒

のために持論を封印してい

鈴木氏は﹁今は首相になる

るだけ﹂とみる︒だが︑ツ

米連邦高裁は一九年七

る﹂と懸念する︒

見を書かず独走するタイプ
だからどうなるか心配もあ

きる人ではあるが︑反対意

ど既存秩序を壊すことので

当相起用について﹁行革な

とではないか﹂とみる︒
政治ジャーナリストの泉
宏氏は河野氏のワクチン担

タイプの政治家のバリエー
ションでしかないというこ

検品されるファイザーの新型コ
ロナワクチン︒接種をどう進め

るか河野氏の手腕が問われる
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ロの会」の河野太郎共同代表（右から2人日、当
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