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東京

降⽔確率：10％

- -
テレ朝newsを検索

トップ 国際 ヨーロッパ 記事

独⽴系テレビ局が“放送停⽌”…キャスター「泣きそう」 ロシアで広がる“情
報統制”
[2022/03/16 12:40]

> > >

 ロシア政府がウクライナ侵攻に関する情報統制を強めるなか、国営テレビで反戦を訴え、拘束さ
れた⼥性が公の場に姿を現しました。

■拘束された⼥性「責任はプーチンに」

 「これが戦争反対に声を上げる、私の決断でした。ロシアが、この侵攻を始めたことが、気に⼊
らないからです」

 こう話す、多くの報道陣に囲まれている⼥性です。

 ⽇本時間の15⽇午前、ロシア国営の「第1チャンネル」⽣放送中に乱⼊した、この放送局で働い
ていたスタッフだとみられています。
 
 ⼥性が掲げた紙：「戦争反対 プロパガンダを信じるな だまされている ロシア⼈は戦争に反
対」

 ⼥性は、SNSにも動画を投稿していました。 

 ⼥性が投稿した動画：「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。私は近年、クレムリンのプロパガンダの仕事をしてきまし
た。そして今、私はそのことをとても恥じています」

 「反戦」を訴えたことで拘束され、裁判を受けることになりました。現地時間の15⽇夜、罰⾦3
万ルーブル（約3万円）の判決が⾔い渡されました。 

※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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1 オミクロン株「BA.2へ置き
換わり進む」感染再拡⼤の
懸念
2022/03/16 07:48

2 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

3 ウクライナ軍 森に潜伏“ロ
シア軍拠点”⼀⻫攻撃…ドロ
ーン映像公開
2022/03/16 13:20

4 「あおり運転」…回避する
⽅法をプロがアドバイス
2020/09/23 19:21

5 「県⺠割」隣県にも拡⼤ 
旅⾏料⾦最⼤7000円補助
2021/11/20 06:13
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 勇気を出して反戦の声を上げた彼⼥に対して、「よくやった！」と叫ぶ声も聞こえます。ウクラ
イナのゼレンスキー⼤統領も、次のように話しました。

 ゼレンスキー⼤統領：「真実を届けているロシア⼈に感謝したい。偽情報と戦って、事実を語っ
ている⼈。現状を親戚、友達に伝えている⼈。個⼈的には、反戦のポスターを掲げて、チャンネル
1のスタジオに⼊った⼥性に感謝します」 

 ただ、この罰⾦は、SNSに動画を上げたことに対するもので、ニュース番組への乱⼊騒動につい
ては、別に裁かれるとみられています。

■意味のない「⼆つの⾔葉」掲げても…

 ⼥性の⾏動が⼤きな反響を呼んでいる背景には、ロシアが⾏っている徹底的な情報統制がありま
す。

 今⽉4⽇には、軍に関する虚偽の情報を広めた個⼈や団体に対し、最⼤で懲役15年を科す、新た
な法律が成⽴しました。

 「戦争」や「侵攻」といった表現を使うと、“虚偽”とみなされる可能性があります。 

 しかし、直接「反戦」という⾔葉を使わなくても…。

 独⽴系メディアのテレグラムから：「ただ、このように『⼆つの⾔葉』と発⾔したら逮捕される
のかしら？」
 カメラマン：「びっくり、びっくりしたよ。⾒たか？」

 ⼥性が掲げた紙に書かれているのは、意味のない「⼆つの⾔葉」です。反戦を訴える内容が書か
れていると思ったのか、警察官が⼥性を連⾏していきました。

■テレビ・新聞も…“停⽌・削除”に 

 情報統制の⽭先は、ロシア国内の独⽴系メディアにも向けています。

 独⽴系テレビ局ドシチ・シンデイェワCEO：「我々が直⾯した事情により、放送を⼀時停⽌しま
す。そして…短いスピーチを⽤意したのですが、泣きそうで⾔葉になりません」

 プーチン政権を批判する報道姿勢を貫き、去年、ノーベル平和賞に選ばれた独⽴系新聞のムラト
フ編集⻑も、「戦争」や「侵攻」などの表現が問題視され、記事の削除に追い込まれました。

 独⽴系新聞・ムラトフ編集⻑：「我々は悲しんでいる。戦争を⽌める者は誰もいない。だから、
悲しみと共に恥ずかしいと感じている」

■徹底した“情報統制”広がる 

 こうした既存メディアだけでなく、フェイスブックやツイッターといったSNSも制限され、ロシ
アにとって不都合な情報が排除されています。

 警察官の検閲は、市⺠のスマートフォンにも⾏われています。

 数少ない情報を得ようと、インターネット上の“抜け道”を利⽤すると、当局に摘発される可能性
もあります。

【放送されました】
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関連ニュース
⽣放送で「反戦」⼥性職員
に“デモ呼びかけ”罰⾦刑
[2022/03/16 11:50]

ロシア 徹底的“情報統制”で
「プロパガンダ」展開…ウクラ
イナの悲劇は“フェイク”
[2022/03/16 11:45]

ついにバレた国連の機能不全
世界平和を守る機関なのに、なぜウクライナ侵略を阻止できない？私物化された

国連の現状がヒドイ ダイレクト出版

開く

駐⽇モルドバ⼤使「次に
狙われる」ロシアの侵攻
に危機感
[2022/03/16 11:19]

ウクライナ 31歳デジ
タル⼤⾂“SNS”で戦い…
サイバー攻撃対抗 志願
制「IT軍」創設
[2022/03/16 10:34]

ロシア 安保理に独⾃の
⼈道⽀援決議案を提出へ
[2022/03/16 09:35]

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]

【速報】ガソリン価格 
10週連続で値上がり 
前週⽐0.6円⾼の1リット
ルあたり175.2円
[2022/03/16 14:25]

【速報】18都道府県へ
のまん延防⽌措置 21
⽇ですべて解除 政府が
⽅針固める
[2022/03/16 14:39]

韓国で感染爆発収まらず 
新規感染者が40万⼈超
える
[2022/03/16 14:07]

ロシアとウクライナ 4
回⽬の停戦協議は再開も
進展なし 16⽇に持ち
越し
[2022/03/16 12:00]

ウクライナの「⼈道回
廊」 1⽇に3万⼈近くが
避難
[2022/03/16 12:14]

東欧3カ国⾸脳がキエフ
訪問 ゼレンスキー⼤統
領と会談
[2022/03/16 11:54]

こんな記事も読まれています

（「グッド！モーニング」2022年3⽉16⽇放送分より）

⼀覧へ

⽇産リーフ補助⾦最⼤8
0万円
AD（⽇産⾃動⾞株式会社）

『俺の可愛いはもうす
ぐ消費期限!?』キャス
ト解禁！⼤橋和也（…
（テレ朝POST）

「うなぎ」に「わたあめ」も！？“冷
凍”⾃動販売機

独⽴系テレビ局が“放送停⽌”…キャ
スター「泣きそう」 ロシアで広が
る“情報統制”

ゼレンスキー⼤統領が打診「⽇本の
国会で演説を」
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象の⾚ちゃんを救出し
た男に対して象の群れ
がとった⾏動
AD（Investment Guru）

ドラマ『愛しい嘘』完
結。ラスト5分、叫んで
しまうほどの悲しい…
（テレ朝POST）

『新婚さん』4週連続
「フィナーレSP」へ！
51年続けてきたから…
（テレ朝POST）

錦鯉、本格中華料理店
でまさかの⾏動に！⼿
を洗う“フィンガーボ…
（テレ朝POST）
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