Not Totally
Off the Hook
ついに公表された
「マラー報告書」
混迷深まるトランプ氏のロシア疑惑
2016 年の米大統領選挙へのロシア政府介入を巡る「ロシア疑惑」。
その捜査結果をまとめたマラー報告書がついに公開された。
トランプ陣営とロシア政府の共謀の証拠は見つからなかったが、
トランプ大統領について潔白とは結論付けず、最終判断は議会に委ねられた。

議会が報告書の全文公開と司法長官の召喚を要求するも、
トランプ氏は大統領特権でこれを拒否。国民はこの事態をどう見ているのか？
そして、2020 年の米大統領選挙への影響は？
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番組ホスト

ゲスト

アンダーソン・クーパー

ホーガン・ギドリー

1992 年、教育向けニュース・チャンネル、
Channel One でキャリアをスタート。’95 年、
28 歳のとき、最年少特派員として ABC と契

約。その後、同局の「ワールド・ニュース・ナ
ウ」などの看 板 番 組のアンカーを務める。
2001 年 12 月、CNN に入局。’05 年、ピープ
ル誌が選ぶ「セクシーで頭の切れる男性」の
1 人に選ばれる。1967 年生まれ、ニューヨー
ク育ち。

アーカンソー州のテレビ局での議会担
当リポーターを経て政界進出。2016 年
の米大統領選挙で共和党のマイク・ハッ
カビー候補のシニアアドバイザーを務
め、’17 年よりホワイトハウス副報道官
に。ミシシッピ大学卒。

70 司法妨害という新たな問題の浮上

Anderson Cooper The Mueller Report is out. The good
news is that it provides a detailed
look at how the Russian government interfered in the 2016 election.
And after an extensive investigation,
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大統領は中断させようとしたのです。
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