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東京

降⽔確率：30％

20℃ 8℃
テレ朝newsを検索

トップ 国際 ヨーロッパ 記事

当のロシア兵、国営TV内からも“反戦・プーチン批判”の⾏動噴出
[2022/03/15 18:59]

> > >

 ウクライナ当局が捕虜にしたロシア兵が、「ここにはファシストもネオナチもいなかった」と訴
えました。

 ロシア兵捕虜：「ギリギリまでロシア国内での野外演習だと⾔われていました。私たちはだまさ
れて来たんです」

 並んで会⾒をするのは、ウクライナで捕らえられたロシア軍の捕虜。

 ロシア兵捕虜：「私たち皆⾃発的にここにいます。そして世界に真実を伝えたい！」

 ⾃発的に語るという前置きのなか、ロシア兵から出てきた⾔葉は意外なものでした。

 ロシア兵捕虜：「ここには『ファシスト』も『ネオナチ』もいませんでした。私は死ぬところだ
ったんですよ、⼤統領！あなたは間違っている！これはあなたの責任です！プーチン⼤統領、もう
終わらせるべきです！」

 ロシア兵から出た「反戦」と「反プーチン」の声。

 ロシア国内でも…。

 CNNによると、ロシア国営の「第1チャンネル」⽣放送中に⼥性が乱⼊。映像はすぐに切り替え
られましたが…。世界に配信されることも想定してか「ロシア⼈は戦争に反対」と英語でも。

 ロシアメデイアによると、⼥性は放送局で働いていて、すぐに警察が拘束。事前にSNSでもメッ
セージを残していました。

※⽇本時間の午後4時から20〜30分ほど、⼀時的にストリーム
を停⽌する可能性があります。
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関連ニュース
ウクライナ侵攻 背後の情報戦
（5） 「⽇本に核攻撃」のリ
アル
[2022/03/15 20:00]

ロシアに軍事⽀援あるか？ カ
ギ握る中国の動きを記者が解説
[2022/03/15 19:25]

“ロシア⽀援”報道 何が
起きている？ 中国の戦
略を専⾨家に聞く
[2022/03/15 17:46]

ロシア国内に変化？ ⽣
放送中に「戦争反対」、
乱⼊前にSNS投稿も
[2022/03/15 17:34]

「ウクライナ侵略の動き
と呼応」ロシア軍の活動
活発化に岸⼤⾂が懸念
[2022/03/15 15:43]

ウクライナ侵攻 背後の
情報戦（4） 中国の“裏
切り”と「台湾有事」
[2022/03/13 20:00]

 拘束された⼥性のものとみられるメッセージ動画：「ウクライナで起きていることは犯罪です。
ロシアが侵略者の国になる。その責任はプーチンにあります」

 ただ、映像をよく確認すると⼥性が、突然の乱⼊を⾏ったにもかかわらず、⼥性キャスターやカ
メラマンも含めて⼀切、動じる様⼦がないようにみえます。周りのスタッフも同意のうえだったの
でしょうか。

 このニュースが世界を駆け巡ると、様々な反応が。

 アメリカの⼤統領候補としても、度々名前が上がったサンダース議員は。

 バーニー・サンダース議員のツイッターから：「これは信じられないほど勇気のある⾏動です」

 苦しい戦況下のゼレンスキー⼤統領にも伝わりました。

 ウクライナ・ゼレンスキー⼤統領：「ロシア国営テレビのニュース番組に乱⼊した⼥性に、私は
個⼈的にお礼を⾔いたいです。感謝しています！」

 ウクライナ侵攻を巡り、報道規制やデモの取り締まりを強化するプーチン政権。

 メッセージやスローガンを書かない「⽩紙」を掲げての抗議⾏動ですが、それでも連⾏されま
す。

 海外メディアによると、ロシア国内では13⽇も各地で抗議のデモが⾏われ、817⼈が拘束されま
した。

（C） CABLE NEWS NETWORK 2022 

北朝鮮 スマートフォン
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【速報】キエフ全域に3
5時間の外出禁⽌令 
[2022/03/15 21:15]

【速報】ウクライナとロ
シアの停戦協議が再開
[2022/03/15 20:46]

停戦交渉の⾏⽅は ⽇夜
攻撃に怯え「もう耐えら
れない」
[2022/03/15 18:32]

当のロシア兵、国営TV
内からも“反戦・プーチ
ン批判”の⾏動噴出
[2022/03/15 18:59]

侵攻20⽇⽬ ⺠間⼈の
犠牲、インフラ破壊⽌ま
ず 避難は280万⼈以上
に
[2022/03/15 18:47]

ロシア国内に変化？ ⽣
放送中に「戦争反対」、
乱⼊前にSNS投稿も
[2022/03/15 17:34]
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冠城亘（反町隆史）刺
される…！『相棒』卒
業直前に絶体絶命の…
（テレ朝POST）

なぜコンビニでは現⾦
で⽀払うべきでないの
か？その理由を知っ…
AD（株式会社ウェブサポート
on クレカNAVI）

⼩瀧望、『⿅楓堂よつ
いろ⽇和』撮影終了に
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（テレ朝POST）

⽯原良純、祝・還暦！
あの⼈気⼥優から祝福
メッセージでニヤニ…
（テレ朝POST）

⽇産リーフ補助⾦最⼤8
0万円
AD（⽇産⾃動⾞株式会社）

⽥村亮が語る、亡き
兄・⽥村正和さんとの
思い出。家族を⼤笑…
（テレ朝POST）
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ウクライナ避難者は280万⼈超

⾸都キエフや⻄部に空爆 南部では
「市⻑拉致」相次ぎ…親ロシア派
の“新市⻑”誕⽣

中古着物がデニムに変⾝！コロナ影
響で買い取り増加
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