Getting Their
Just Deserts
未曽有の米連邦議会襲撃事件
捜査進む
「組織化された暴徒」
バイデン新大統領の就任を目前に控えた米現地時間1 月6 日、
またも衝撃的なニュースが世界を駆け巡った。
バイデン氏勝利の選挙結果を正式に認定する手続きが米連邦議会で行われる中、

選挙結果を受け入れないとするトランプ氏の支持者らが議事堂に乱入、
死者5 名を出す未曽有の暴動に発展したのだ。
暴動への組織的関与が疑われる極右勢力の捜査が進む一方、暴動直前に
支持者を鼓舞したとして2 名の共和党上院議員に厳しい批判の目が向けられている。
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番組ホスト

リポーター

アンダーソン・クーパー

シモン・プロクペズ

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。’20 年、男児の父となる。
1967 年生まれ、ニューヨーク育ち。

主に米国内の警察関連ニュースをリポートす
る CNN 犯罪・司法担当特派員。2019 年に
はエミー 賞を受 賞した特 集（FBI によるロ
ジャー・ストーン邸強制捜査）のチームに参
加。その他、ロシアによる選挙介入疑惑など
の重要事件の報道に従事した経歴を持つ。
ニューヨーク市出身。
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