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2022年2月24日，ロシアが隣国ウクライナに軍事侵攻した。圧倒的な軍事力を背景に，空からのミサイル攻撃と
並行し地上軍も進軍させた。当初は首都キーウの陥落も時間の問題と見られた。力による一方的な現状変更の試み
にアメリカはじめG7各国は強く反発し，経済制裁を強化した。世界各地で反戦デモが行われ，ロシア国内でも反
対の声が上がった。

21世紀に起きた侵略戦争を日本のテレビはどう伝えたのだろうか。それをつかむため，報道内容の量的調査を
行った。調査対象期間は侵攻初日から最初の停戦交渉が行われた2月28日までの5日間。調査対象はNHKと民
放の夜のニュース番組5番組とした。またこの間の，スタジオ解説や中継・リポート，オンライン取材，SNSで発信
された映像についても調査・分析を進めた。調査の結果，期間中の報道では戦況や被害，ロシアの思惑，経済制
裁に関する報道量が多かったことがわかった。さらにSNS映像が多用され，一連の報道が「ソーシャルメディア時
代の戦争報道」と位置付けられることも裏付けられた。

本稿脱稿時点で戦闘がやむ兆候は見られず，事態は長期化している。今回の調査は侵攻初期に焦点を当てたも
のだが，戦争報道の全体像をつかむためには，さらに長期間を対象にした調査や過去の戦争報道との比較も重要
となる。

ウクライナ侵攻初期に
テレビは何を伝えたか
～ソーシャルメディア時代の戦争報道～

メディア研究部  上杉慎一　　

1. はじめに

「突然の軍事侵攻」「ついに始まってしまった」
「むき出しの軍事力」。2022年2月24日，ロシ
アのプーチン大統領が日本時間の正午前に国
民に向けたテレビ演説を行い，ウクライナへの
軍事侵攻が始まった。日本のテレビ各局はさま
ざまな表現を使って，ロシアの暴挙を伝えた。

ロシア軍は，攻撃は軍事施設に限定したも
のだと説明した。プーチン大統領はウクライナ
を占領するつもりはないと強調した。しかし，
空からのミサイル攻撃と並行して地上軍も進軍
し，侵攻初日から民間人の死者が出た。ロシ
アの圧倒的な軍事力を前に，専門家からは当
初，首都キーウの陥落は時間の問題ではない
かという見方が示された。

アメリカをはじめG7各国は，ロシアが踏み
切った力による現状変更の試みを強く非難。
経済制裁の強化を次々に打ち出し，日本も足
並みをそろえた。国連総会の緊急特別会合で
は，ロシア軍の即時撤退などを求める決議案
が賛成多数で可決された。

戦火を逃れるため，ウクライナからは隣国
ポーランドをはじめ各国に国外避難する人が相
次いだ。日本にも避難民が身を寄せた。世界
各地では反戦デモが繰り広げられ，ロシア国
内でも市民が戦争反対の声を上げた。

戦争の実像はメディアやSNSを通じて，全
世界に伝えられた。特にSNSにはウクライナ
の惨状を伝える動画や写真が連日，投稿され
た。破壊し尽くされ変わり果てた街，逃げ惑い
悲しみにくれる人の姿などが次 と々共有され，
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「SNS時代」「ソーシャルメディア時代」を反映
したものとなった。

ロシアとウクライナの間では停戦交渉が断続
的に行われた。しかし，本稿を脱稿した5月
末の時点で，ロシアの攻撃がやむ気配は見ら
れない。ウクライナはアメリカなどの軍事支援
を受けながら徹底抗戦を続け，4月には首都を
含むキーウ州全域を奪還した。ロシアは攻撃
の重点をウクライナの東部と南部に移した。ロ
シアでは5月9日，第2次世界大戦で旧ソビエ
トがナチス・ドイツに勝利したことを祝う戦勝
記念日を迎え，プーチン大統領の演説が注目
されたが，事態が長期化するという見通しに変
化はなかった。

21世紀に起きた侵略戦争を日本のテレビは
どのように伝えたのだろうか。本稿はNHKと
民放各局の夜のニュース番組を対象に，開戦
当初の報道内容を量的に調査し2つの分析を
行ったものである。第1の分析では，戦況・被
害や国外避難，経済制裁など，テレビがどの
ような内容を伝えたのかを明らかにした。また
第2の分析では，スタジオ解説や中継・リポー
ト，オンライン取材，SNSの映像など，テレビ
がどのような演出や取材手法で伝えたかについ
て詳しく見た。

事態の長期化に伴って，全体像の解明には
長期的な調査・分析が必要になる。しかし先
行きが見通せない中でいち早く状況をつかむ
ため，まず侵攻開始当初の報道内容を明らか
にすることを本稿の目的とした。

2. 調査方法

2–1　対象番組

量的調査の対象は，NHKの『ニュース7』
と『ニュースウオッチ9』，日本テレビの『news 

zero』，テレビ朝日の『報道ステーション』，
TBSの『news23』の5番組とした。民放では，
夜のニュース番組のうち比較的オーソドックス
な番組作りをしている3 番組を選んだ。

2–2　対象期間

調査の対象期間は，開戦当初の2月24日か
ら28日までの5日間とした。2月24日はロシア
がウクライナへの軍事侵攻を開始した日，2月
28日は最初の停戦交渉がベラルーシで行われ
た日である。なお調査期間のうち26日と27日
は土曜日・日曜日であり，5 番組ではニュース
7だけしか放送がなかった。これを補うため，
ニュースウオッチ9とは演出スタイルが異なる
ものの内容面では共通点が多い『サタデーウ
オッチ9』も調査の対象に加えた 1）。 

2–3　調査手法と分類

5 番組の録画を視聴し，報道された内容の
時間量を調査した。そのとき使われた映像や
文字スーパー，演出方法なども合わせて記録
した。

報道内容は表1に示した17 項目に分類 2）し
た。その際，映像のシーンごとに細かく分け，
秒数を調べた。スタジオ解説も伝えた内容に
応じて細分化したが，スタジオ解説や中継の

表 1　報道内容の分類項目

• 戦況・被害 • 現地は今
• 国外避難 • とどまる人
• 経済制裁 • 軍事支援
• 反戦 • 停戦交渉
• ロシアねらい • ウクライナ訴え
• 米対応 • 国際社会
• 日本の対応 • 国内反応
• 影響 • ふりかえり
• その他
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際，インサートされた映像については調査の
対象にしなかった。

各シーンの秒数は1秒単位で記録し，小数
点以下の端数は切り捨てた。また，番組のオー
プニング部分で印象的な映像をアイキャッチと
して使ったケースや，ニュース7のラインナップ
は集計の対象にしなかった。このため，すべ
てのシーンを足し上げた時間量と実際に放送さ
れた時間量は必ずしも一致しない。

2–4　量的調査に基づく分析

これまでに示した調査方法に基づいて量的
調査を行い，以下の2つの分析を試みた。
• 伝えた内容は何か

日付ごとに17分類の時間量を調査し，単純
集計するとともにウクライナ報道全体に占め
る割合を示した。そのうえで，日付ごと，番
組ごとの特徴を分析した。

• どのような演出方法・取材方法がとられたか

スタジオ解説，中継・リポート，オンライン
取材，SNS・縦動画（スマートフォンを縦にし
て撮影した動画）を使った映像について，詳
細を分析した。

3. 侵攻開始当初に伝えた内容は何か

ここからは5 番組が侵攻開始当初に伝えた
内容を，その日の動きとともに日付ごとに見て
いく。

2月24日（木）　侵攻初日（表2）

ロシアのプーチン大統領が日本時間の正午
前に国民に向けたテレビ演説を行い，「特別な
軍事作戦を開始した」と明らかにした。ロシア
軍はウクライナの軍事施設や飛行場にミサイル
攻撃を行い，地上軍も進軍させた。攻撃はウ

クライナの広い範囲に及び，民間人にも死者が
出た。ロシア軍はウクライナの制空権を掌握し
たと発表した。

24日に5番組が伝えたウクライナ報道の時
間量を単純集計し表2に示した。最も多くの
時間を割いて伝えられたのは「戦況・被害」で
あった。侵攻初日であることを考えれば，当然
の結果と言える。次いで「ロシアねらい」「日本
の対応」が続いた。

表 2には各項目の時間量がウクライナ報道全
体の時間量に占める割合も示した。「戦況・被
害」はどの番組でも最も多かったが，中でも
報道ステーションの時間量が最多の18分45 秒
で，ウクライナ報道全体の38％を占めた。こ
れは，スタジオ解説の時間がほかの番組に比
べて長かったことによる（スタジオ解説につい
ては次章で詳述する）。

N7 NW9 zero 報ステ n23

戦況・被害 13分56秒 9分58秒 13分25秒 18分45秒 16分25秒
30％ 27％ 52％ 38％ 46％

現地は今 3分56秒 3分42秒 39秒 4分26秒 5分4秒
8％ 10％ 3％ 9％ 14％

経済制裁 3分37秒 2分29秒
7％ 7％

反戦 58秒
3％

ロシアねらい 6分15秒 7分36秒 2分57秒 6分53秒 1分21秒
13％ 21％ 11％ 22％ 4％

ウクライナ訴え 21秒
1％

米対応 2分29秒 4分13秒 3分8秒
5％ 12％ 6％

国際社会 4分26秒 2分37秒 2分54秒 6分24秒 3分10秒
9％ 7％ 11％ 13％ 9％

日本の対応 7分55秒 7分45秒 1分16秒 2分 2分15秒
17％ 21％ 5％ 4％ 6％

国内反応 4分36秒
18％

影響 4分11秒 8秒
9％ 1％

ふりかえり 4分 3分36秒
8％ 10％

表2　2月24日の報道量
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「戦況・被害」に続き2番目に多かった項目を
見ると各番組の特徴が現れてくる。news23の
2番目は「現地は今」だった。これは，TBSが
日本のテレビ局では唯一，侵攻初日に首都キー
ウから中継やリポートを記者が繰り返し伝えた
ことによる。一方，NHKのニュース7とニュー
スウオッチ9の2番組は，「日本の対応」が2番
目となった。現地の動きやスタジオ解説ととも
に日本政府の対応を詳しく伝えたためで，参議
院予算委員会のニュースの中でも，政府のウク
ライナ対応の質疑を詳細に報じた。報道ステー
ションの2番目は「ロシアねらい」である。スタ
ジオ解説では2人の専門家が戦況の分析ととも
にプーチン大統領のねらいを詳しく解説した。
news zeroは「国内反応」が18％と2番目に多
くなった。日本に住む人気ユーチューバーのウ
クライナ人兄弟を取材し，現地の家族を心配す
る様子を取り上げたためであった。

2月25日（金）　侵攻2日目（表3）

ロシア軍の地上部隊はウクライナの北と南，
さらに北東の3方向から進軍した。北部では
チョルノービリ（ロシア語でチェルノブイリ）原
子力発電所が，前日24日に占拠されたことも
伝えられた。攻撃は首都キーウに迫り，多くの
市民が地下鉄の駅に避難した。ウクライナの
ゼレンスキー大統領はロシア側に停戦交渉に
応じるよう求めた。

25日の5番組が伝えた各項目の時間量を単
純に足し上げた単純集計では多い順に，「戦
況・被害」「経済制裁」「反戦」となった。ロシ
アの攻撃激化に国際社会がさらに強く反発した
ことに加え，日本政府がロシアへの追加の経
済制裁を打ち出したことを反映し，「経済制裁」
の時間量が多くなった。3番目の「反戦 」で

は，軍事侵攻に反対するデモが世界各国で行
われ，抗議の声はロシア国内からも上がったこ
とが伝えられた。同時に，ロシア国内で反対
の声を上げた市民が次 と々拘束されたことも報
道された。

各番組の特徴を見ると，キーウから記者が
中継・リポートを続けたnews23は，「現地は
今」が「戦況・被害」を上回った。一方，ニュー
ス7は「経済制裁 」が「戦況・被害」を上回っ
た。これに対し，ニュースウオッチ9，news 
zero，報道ステーションの3番組は前日に続き

N7 NW9 zero 報ステ n23

戦況・被害 6分1秒 12分22秒 10分16秒 9分14秒 5分23秒
29% 32% 43% 21% 20%

現地は今 1分8秒 1分2秒 2分38秒 6分39秒
3% 4% 6% 25%

国外避難 1分22秒 2分49秒 3分31秒 50秒
4% 12% 8% 3%

とどまる人 3分36秒
8%

経済制裁 8分4秒 2分5秒 53秒 6分52秒 32秒
39% 5% 4% 15% 2%

軍事支援 44秒
2%

反戦 43秒 4分12秒 3分1秒 4分25秒 3分48秒
3% 11% 13% 10% 14%

停戦交渉 2分54秒 3分14秒 1分10秒
12% 7% 4%

ロシアねらい 2分6秒 2分49秒 1分2秒 3分45秒 5分47秒
10% 7% 4% 8% 22%

ウクライナ訴え 1分1秒 2分15秒
4% 5%

米対応 4分33秒 8秒 27秒 1分30秒
12% 1% 1% 6%

国際社会 4分48秒
12%

日本の対応 3分8秒 5分11秒
15% 13%

国内反応 52秒
4%

影響 54秒 55秒
2% 3%

ふりかえり 53秒
4%

その他 3分9秒
7%

表3　2月25日の報道量
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「戦況・被害」が最も多かったが，2番目の項目
は報道ステーションが「経済制裁 」，ニュース
ウオッチ9が「日本の対応」，news zeroが「反
戦」と対応が分かれた。

2月26日（土）　侵攻3日目（表4）

キーウ中心部の高層アパートにミサイルが着
弾したことが報じられた。一方，ウクライナ側
の抵抗で，ロシア軍のキーウへの進軍は遅れ
ているとの見方も伝えられた。

26日のニュース7の報道量は，「戦況・被害」
「国外避難 」「国際社会」の順となった。サタ
デーウオッチ9では，「戦況・被害」「ロシアね
らい」「影響」の順であった。NHKのこの2 番
組では侵攻開始後初めてウクライナ西部のリビ

ウから記者が中継を行った。中継では，隣国
ポーランドに避難するため，大勢の人が臨時
の避難所に集まっていることを伝えた。

2月27日（日）　侵攻4日目（表4）

ロシアへの追加の経済制裁として，EU＝
ヨーロッパ連合が国際的な経済ネットワークの
SWIFTからロシアの一部の銀行を締め出すこ
とを決定した（現地時間26日）。戦況では，ウ
クライナ第2の都市ハルキウでロシア軍とウク
ライナ軍の市街戦が行われたことや，ロシア軍
が南部ヘルソン近くの飛行場を制圧したと発表
したことなどが伝えられた。

27日，5番組の中で唯一放送があったニュー
ス7の報道量は，「経済制裁 」「戦況・被害」

「停戦交渉」の順となった。最も厳しい経済制
裁と言われるSWIFTからのロシアの締め出し
を受けて「経済制裁 」が最多となった。番組
では民間のシンクタンクのアナリストを取材し，
ロシア経済への影響だけでなく，日本への影
響についても報道した。

2 月 28 日（月）　侵攻 5 日目　
最初の停戦交渉（表5）

ロシアとウクライナはベラルーシで停戦に向
けた代表団の最初の交渉を行った。一方，ロ
シアのプーチン大統領は核戦力を念頭に抑止
力を特別警戒態勢に引き上げるよう命じた。戦
闘は激しさを増し，東部マリウポリではロシア
軍の攻撃で重傷を負った6歳の女の子が病院
に救急搬送されたものの，命を救うことはで
きなかったことが伝えられた。

28日の5 番組の単純集計を見ると，報道量
は「戦況・被害」「停戦交渉」「経済制裁 」の
順となった。このあと「ロシアねらい」「反戦 」

2 月 26 日 2 月 27 日

N7 SW9 N7

戦況・被害 7分33秒 9分7秒 3分2秒
47% 32% 21%

現地は今 2分47秒
10%

国外避難 2分51秒 1分1秒 1分26秒
18% 4% 10%

とどまる人 1分15秒
9%

経済制裁 5分40秒
40%

軍事支援 25秒
3%

反戦 1分53秒 1分8秒 41秒
12% 4% 5%

停戦交渉 18秒 1分49秒
1% 13%

ロシアねらい 8分37秒
30%

米対応 1分24秒
5%

国際社会 2分43秒 1分30秒
17% 5%

日本の対応 44秒
5%

影響 2分57秒
10%

表4　2月26日・27日の報道量
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「現地は今」が続いた。
各番組を見ると，「戦況・被害」は，この 

日もnews23以外の4番組で最も多くなった。
news23は「停戦交渉」が最多となった。「停
戦交渉」はニュースウオッチ9とnews zeroで
も2番目の報道量となり，各番組とも多くの時
間を割いて初めての交渉を伝えた。民放3番
組は新たな情報が入るたびに途中経過を速報
した。news23では「停戦交渉」に次いで「現
地は今」の時間量が多くなった。キーウ駅か
らの中継やミサイルが直撃したキーウ市内の高
層アパートの取材リポート，さらにキーウに住
む日本人が撮影した街の様子などを伝えたた
めである。

なお，この日は，トヨタ自動車が国内すべ
ての工場で翌日の稼働を停止すると明らかにし
たことが報道された。主要な取引先がサイバー
攻撃を受けたことが原因だが，ロシアの関与
があるのかどうか特定するには至っていない
ため，今回の集計からは除外した。しかし，
ニュースウオッチ9，news zero，報道ステー
ションはこのニュースをトップで伝え，このう
ち報道ステーションは，ロシアとの関係は明ら
かではないとしながら，出演した2人の専門家
に意見を求めたことを追記しておく。

小括

ここまで，侵攻開始直後の5日間にニュース
5番組がどのような内容を伝えたかを見てきた。
期間中の5番組を単純集計すると，時間量は

「戦況・被害」「ロシアねらい」「経済制裁」「現
地は今」「停戦交渉」の順となった。

番組ごとに見ると，「戦況・被害」はどの番
組でも最多であったが，ニュース7は「経済制
裁」と「日本の対応」，報道ステーションは「ロ
シアねらい」と「経済制裁 」がそれぞれ2番目
と3番目を占めた。両番組がどこまで意図した
かは定かではないが，軍事侵攻の日本への影
響をどう見るかという視点と，ロシアの思惑を
どう見るかという視点のどちらに重きを置いた
かで結果が分かれたと読み取ることができる。
一方，news23は「現地は今」と「停戦交渉」
が2番目，3番目になった。「現地は今」では，
侵攻初日だけでなく，2日目，5日目もキーウか
ら中継し，緊迫する首都の表情を伝え続けた。
ニュースウオッチ9は「ロシアねらい」と「日本
の対応」が2番目，3番目だったが，サタデー
ウオッチ9を除いて集計するとこの順番は入れ
替わる。news zeroは「停戦交渉」と「反戦 」

N7 NW9 zero 報ステ n23

戦況・被害 6分28秒 6分14秒 8分13秒 16分44秒 3分48秒
37% 28% 25% 33% 14%

現地は今 1分12秒 4分47秒 5分51秒
4% 9% 21%

国外避難 1分19秒 28秒 1分21秒 20秒 1分5秒
7% 2% 4% 1% 4%

とどまる人 23秒 1分15秒 1分
2% 4% 2%

経済制裁 3分25秒 45秒 2分34秒 6分16秒 5分2秒
19% 3% 8% 12% 18%

軍事支援 56秒
3%

反戦 1分7秒 1分5秒 6分3秒 2分28秒 2分28秒
6% 5% 18% 5% 9%

停戦交渉 2分47秒 5分49秒 6分12秒 6分48秒 7分25秒
16% 27% 19% 13% 27%

ロシアねらい 2分5秒 3分22秒 52秒 9分20秒 1分
12% 15% 3% 18% 4%

ウクライナ訴え 1分24秒 29秒 12秒
4% 1% 1%

国際社会 1分56秒 2分59秒 46秒
9% 6% 3%

日本の対応 23秒 1分21秒 15秒
2% 6% 1%

国内反応 2分7秒
6%

その他 31秒 48秒
2% 2%

表5　2月28日の報道量
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が2番目，3番目となり，5番組の中で「反戦 」
の報道に最も多くの時間を割いた。

4. 侵攻初期 どのような方法で伝えたか

ここからはウクライナ侵攻初期の時点で，
5番組がどのような方法で報道を進めていった
のかを見ていく。分析の対象とするのは，スタ
ジオ解説，中継・リポート，オンライン取材，
SNSなどの映像の4つである。

4–1　スタジオ解説

今回の報道では，ロシアの外交や軍事，安
全保障に詳しい専門家が連日出演し，スタジ
オ解説を行った。最初の5日間に5番組に出演
した専門家は，兵頭慎治氏（防衛省防衛研究
所政策研究部長），東野篤子氏（筑波大学教
授），小泉悠氏（東京大学先端科学技術研究
センター講師），廣瀬陽子氏（慶応大学教授），
下斗米伸夫氏（神奈川大学特別招聘教授 ），
小谷哲男氏（明海大学教授），鶴岡路人氏（慶
応大学准教授），畔蒜泰助氏（笹川平和財団
主任研究員），中村逸郎氏（筑波大学教授・
当時）の9人である。このほか，24日のニュー
ス7ではNHK国際部の鴨志田郷デスク，28
日のnews23ではスペシャルコメンテーターの 

星浩氏がそれぞれ解説に加わった。
5番組でのスタジオ解説の時間と出演者を表

6にまとめた。各番組とも多くの時間をスタジ
オ解説に割いた。中でも報道ステーションは，
24日にはスタジオ解説が19分44秒に上り，ウ
クライナ報道全体のおよそ40％を占めた。ま
た，25日は17分25 秒，28日は19分17秒とい
ずれも5番組の中で最も多かった。また，サタ
デーウオッチ9は平日のニュースウオッチ9とは
異なる演出スタイル 3）をとったことから，スタジ
オ解説がウクライナ報道全体の58％に上った。
一方，5番組の中で，スタジオ解説が最も少な
かったのはnews23で3日間の平均は18％と唯
一20％を切った。

出演した専門家の顔ぶれを見ると，登場回
数が最も多かったのは兵頭慎治氏の6回，次
いで東野篤子氏の3回であった。番組別では，
報道ステーションには3回とも兵頭氏が出演

（うち2回は小泉悠氏と2人で出演）し，news 
zeroには3回とも鶴岡路人氏が出演した。

スタジオ解説で扱った内容は「戦況・被害」
「ロシアねらい」「経済制裁」「停戦交渉」「日本
の対応」「国際社会」などで，前章で見た報
道内容と重なっている。

N7 NW9 zero 報ステ n23

2月24日
下斗米伸夫
鴨志田郷 9分23秒

東野篤子 7分54秒 鶴岡路人 6分16秒
兵頭慎治
小泉悠 19分1秒

畔蒜泰助 4分59秒
鴨志田郷 2分16秒 兵頭慎治 43秒

2月25日 兵頭慎治 5分39秒 小谷哲男 7分32秒 鶴岡路人
（オンライン） 5分14秒 兵頭慎治 17分25秒 中村逸郎

（オンライン） 3分52秒

2月26日 小谷哲男 4分56秒 兵頭慎治 15分38秒

2月27日 東野篤子 4分28秒

2月28日 兵頭慎治 5分20秒 東野篤子 8分32秒 鶴岡路人 7分25秒 兵頭慎治
小泉悠 19分17秒

廣瀬陽子
（オンライン）

星浩
6分37秒

表 6　スタジオ解説の時間量

※NW9のうち2月26日にはサタデーウオッチ9に出演した専門家を示した
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4–2　中継・リポート

次に5番組の中継とリポートについて見てみ
る。表7に示したように，5番組の中継はウクラ
イナ，ポーランド，モスクワ，ワシントンから行
われた。

このうちウクライナ国内の中継は，news23
が3回，報道ステーション2回，ニュース7と
ニュースウオッチ9が各1回であった。首都キー
ウから中継したのはnews23だけで，ほかの3
番組はいずれも戦火から離れた西部の都市リ
ビウからだった。

一方，収録によるリポートは表8にまとめ
た。ウクライナ国内では，news23が首都キー
ウから連日，記者のリポートを伝えた。リビウ
からのリポートを伝えたのは報道ステーション，

news zeroだった。
news23は中継・リポートともに首都キーウ

から情報発信を繰り返した。ロシアの攻撃が
迫る中で，首都で何が起きているのかをTBS
の記者が伝え続けた。他局が取材の安全確
保の観点から西部のリビウやポーランドからの
中継やリポートにとどめたのに比べ，TBSの
現地での取材活動は抜きん出ていた。

取材の安全と戦争の実態を伝えることの両
立をどう図るのか。この問いにTBS 報道局は
以下のようにコメントしている。

私たちは報道機関として，戦争の悲惨さを自ら
取材して，日本の視聴者に届ける責務があると
考えています。紛争地での取材に危険が伴うこ

表 8　収録リポートと時間量

N7 NW9 zero 報ステ n23

2月24日
モスクワ

ワシントン

2分37秒

1分23秒

モスクワ 2分18秒
モスクワ

ワシントン

1分30秒

1分25秒

モスクワ

ワシントン

リビウ

2分15秒

1分1秒

1分19秒

キーウ

ワシントン

モスクワ

3分28秒

1分32秒

1分21秒

ワシントン 2分22秒
モスクワ 1分35秒

ワシントン 1分15秒

2月25日

モスクワ

ワシントン

1分10秒

1分11秒
モスクワ 2分49秒 プシェミシル

（ポーランド） 1分46秒

リビウ 1分54秒 キーウ

モスクワ

ワシントン

1分31秒

1分22秒

1分38秒

メディカ
（ポーランド） 1分45秒

モスクワ 3分42秒
ワシントン 1分46秒

2月26日 リビウ 1分53秒 リビウ 1分40秒
2月27日 ―

2月28日 ― ― モスクワ 1分52秒
モスクワ
モスクワ

1分30秒
1分49秒

キーウ
モスクワ

1分57秒
1分28秒

※太字はウクライナ国内

※太字はウクライナ国内

表 7　中継場所と時間量

N7 NW9 zero 報ステ n23

2月24日 ― ―
リビウ

リビウ

24秒

13秒
リビウ 42秒

キーウ 57秒
キーウ 22秒
キーウ 17秒

2月25日 ― メディカ
（ポーランド） 40秒 国境付近 8秒 ― キーウ 1分7秒

国境 24秒
2月26日 ― ―
2月27日 ―

2月28日 ― ―
プシェミシル
（ポーランド） 32秒

―
キーウ

キーウ

54秒

26秒メディカ
（ポーランド） 27秒

※NW9のうち2月26日にはサタデーウオッチ9に出演した専門家を示した
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とは承知していますが，危ないから取材をしな
い，のではなく，どうすれば安全を確保しなが
ら，戦争の現実を伝えることができるのか。そ
のために，紛争地などの取材経験を積んだク
ルーの選定，適切な装備，戦況の情報共有な
どについて，現場と本社の間で随時，綿密に
協議しています。

4–3　オンライン取材

侵攻初期のウクライナ報道で，TBS以外の
局では首都キーウからの情報発信は見られな
かった。その代わりに取り組んだのがオンライ
ン取材である。表9はオンライン取材の内容を
示したものだ。

24日，ニュース7とnews zero，報道ステー
ションはキーウに住むウクライナ人や日本人と連

絡を取り，攻撃迫る首都の様子をオンラインで
聞いた。25日と28日のnews23はキーウに住
む日本人男性が撮影したキーウ市内の様子をイ
ンタビューとともに放送し，生々しい攻撃の傷
痕が残る街やそこに暮らす市民の様子を伝え
た。

現地の人にメディア側が直接連絡を取る以
外の方法もとられた。例えば NHKは24日，
ウクライナ北東部のハルキウに開発拠点がある
東京・渋谷のIT企業を取材。この日のニュー
ス7では，社長が現地のウクライナ人従業員と
連絡を取って街の状況などを聞き取る様子を
伝えた。オンライン越しの画面では従業員が，
早朝，爆発音が聞こえたと現地の様子を事細
かに説明した。この様子はニュースウオッチ9
でも放送された。またnews zeroとnews23も

N7 NW9 zero 報ステ n23

2月24日

ウクライナ女性
（キーウ在住）
「爆発音が聞こえた」

日本に住む
ウクライナ女性
→キーウの両親に状況を
　聞く

日本男性（キーウ在住）
「明るくなったころに音が」

国連で働く日本女性
（キーウ在住）
「朝起きてびっくりした」

ウクライナ女性
（リビウ在住）
「サイレンが断続的に」

渋谷のIT企業の社長
→ハルキウの従業員と
　連絡

渋谷のIT企業の社長
→ハルキウの従業員と
　連絡

2月25日

日本に住む
ウクライナ女性
→母親と連絡

日本男性（キーウ在住）
「今は平穏だが時おり砲
撃音も」

日本男性（キーウ在住）
街の様子を撮影

渋谷のIT企業の社長
→ハルキウの従業員と
　連絡

渋谷のIT企業の社長
→ハルキウの従業員と
　連絡

2月26日 デモに参加したウクライナ
男性→母親と連絡

2月27日 ポーランド避難の
大学教員「悪夢のようだ」

2月28日

ウクライナ女性
（ジトーミル）
「攻撃が迫っている」

日本男性（ドニプロ滞在）
爆風でガラスが割れない
よう対策

日本に住む
ウクライナ女性
→キーウの母親に状況を

 聞く

日本男性（キーウ在住）
街の様子を車で撮影

現地記者
（キーウ在住の日本女性）
「みんな何ができるか考
えている」

表 9　オンライン取材



47JULY 2022

翌25日に同じ会社を取り上げている。さらに，
日本に住むウクライナ人が心配して家族と連絡
を取り現地の状況を聞く様子を，メディア側が
傍らで取材するケースもあった。28日の報道ス
テーションは，日本で活動する民族楽器の演
奏家の女性とキーウで一人暮らしをする母親の
ビデオ通話でのやりとりを報じた。

こうしたオンライン取材は，新型コロナウイル
スの取材で広く行われるようになった。特に病
院取材では，感染拡大防止の観点から取材ク
ルーが病院に入るのではなく，病院関係者に
映像撮影を託したりオンラインで話を聞いたり
することで，最前線の医療現場の状況を伝え
た。これと同じように，今回の報道でも戦場
の最前線に入る代わりに，各局はオンラインの
手段を使って少しでも現地の実像や生の声に迫
ろうとした。

4–4　SNS映像と「縦動画」

今回のウクライナ侵攻は，情報戦やサイバー
攻撃を交えたハイブリッド戦争とも指摘され 4），
ロシア，ウクライナ双方がSNSなどソーシャル
メディアを使って数多くの情報や動画を発信し
た。特にウクライナはゼレンスキー大統領をは
じめとする政府関係者や各地の市長などが盛
んにSNS発信を行い，その巧みな戦略が注目
された。また，SNS時代を反映して，ウクラ
イナ市民も数多くの動画をSNSで公開し，戦
争の悲惨さがスマートフォン一つで広く世界の
人々に共有された。

各局の報道ではSNSで公開された映像（以
下，SNS映像）や，スマートフォンで撮影され
たと見られる「縦動画」が数多く見受けられた。
こうした映像は，侵攻開始5日間でどの程度，
使われたのだろうか。

表10は「戦況・被害」（スタジオ解説は除
く）5）のうち，SNS 映像とそれ以外の「縦動画」
の時間量と全体に占める割合をまとめたもの
である。

SNS映像かどうかは，基本的に文字スー
パーの情報をもとに判断した。スーパーの表示
がないものの，「SNSで動画を公開した」など
のコメントがあった場合もSNS映像に含めた。
縦動画については，詳細がわかるよう元の映
像をデジタルズームで横長にしたと見られる映
像も多く，こうした場合も縦動画として数えた。

これを見ると，「戦況・被害」を伝えた映像
に占めるSNS映像と縦動画の割合は，侵攻初
日の24日こそnews23の16％が最高だったが，
25日と27日，28日は30％に達する番組が相
次いだ。時間量を見ても，5番組の放送回数計

表10　SNS映像と縦動画の時間量・割合

SNS 縦動画 SNS＋縦動画

2月24日

N7 0 0 0 0%

NW9 53秒 0 53秒 14%

zero 0 42秒 42秒 9%

報ステ 48秒 15秒 1分3秒 9%

n23 15秒 1分42秒 1分57秒 16%

2月25日

N7 9秒 16秒 25秒 12%

NW9 32秒 55秒 1分27秒 15%

zero 0 1分1秒 1分1秒 11%

報ステ 22秒 47秒 1分9秒 23%

n23 47秒 1分13秒 2分 30%

2月26日
N7 41秒 19秒 1分 27%

NW9 38秒 18秒 56秒 23%

2月27日 N7 0 23秒 23秒 38%

2月28日

N7 45秒 43秒 1分28秒 38%

NW9 12秒 13秒 25秒 9%

zero 1分32秒 1分33秒 3分5秒 36%

報ステ 59秒 1分6秒 2分5秒 18%

n23 18秒 1分5秒 1分23秒 36%
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18回のうち11回で1分以上使われていた。こ
のうち2分以上は3回あった。

SNS映像は，局によってスーパーの仕方が
まちまちで，必ずしもすべての映像に文字スー
パーや紹介コメントがついているわけではない
と判断される。このため実際には，さらに多く
の映像がSNS由来だったと考えられる。

一方，確認できたSNS映像を数で見ると，
のべ32件に上り，このうち17件で公開先のプ
ラットフォームが確認できた。最も多かったの
はFacebookの9 件であった。

SNS映像や縦動画にはどんなものがあった
のか，具体例をいくつか挙げておく。

【SNS動画の例】
•「敵の標的は私だ」と話すゼレンスキー大統

領のFacebook 動画（25日 ニュースウオッ
チ9）

• ロシアの攻撃で破壊し尽くされたキーウ近郊
ブチャの街の様子。ブチャの市長が自撮りを
しながら撮影した（28日 ニュース7，報道ス
テーション，news23）

• 白い建物の前で，「母国の・領土・真実・我々
の子どもたちを守り続ける」とゼレンスキー
大統領が訴える自撮りのTwitter映像（28日 
news zero，news23）

【縦動画の例】
• 飛行機が接近し近くに砲撃する様子を走行

中の車内から撮影した映像（26日 サタデー
ウオッチ9，28日 news zero）

• ロシア軍の戦車にウクライナの男性が立ちふ
さがり行く手を阻む映像（28日 news23）

• 燃え上がる車の映像。「助けてください。ここ
には人がいます。子どももいます」と訴える女
性の声が重なる（28日 報道ステーション）

「縦動画」の一部は，放送上明示されていな
いものの，SNS映像の可能性が高いと見られ
る。この点も踏まえると，今回のウクライナ報
道では，いかにSNS由来の映像が多用された
かがわかる。このため一連の報道をYouTube
などの映像活用も含め「ソーシャルメディア時
代の戦争報道」と位置付けることが可能だ。

5. ウクライナ侵攻 その後の展開

今回の調査・分析の対象は侵攻開始5日目
の2月28日までである。ここからは軍事侵攻
のその後の展開を振り返る。

3月はロシア軍の度重なる攻撃が繰り返し伝
えられた。ハルキウの州庁舎へのミサイル攻撃，
キーウのテレビ塔への攻撃，ザポリージャ原発
への攻撃，マリウポリの産科病院への攻撃，
多くの市民が避難し建物の前に大きな文字で

「子どもたち」と書かれた劇場への攻撃……。 
ロシアの国営テレビでは，ニュース番組の放
送中に編集スタッフの女性がプラカードを掲げ
てスタジオに入り戦争反対を訴えた。ゼレンス
キー大統領は日本の国会でもオンライン形式で
演説し国際社会の支持と支援を求めた。

4月に入ると，ウクライナは首都を含むキー
ウ州全域を奪還した。ロシア軍の撤退後，キー
ウ近郊のブチャでは数百人の市民が殺害されて
いるのが見つかった。ロシアは攻撃の重点をウ
クライナの東部と南部に移し，東部の要衝マリ
ウポリでは激しい戦闘が続いた。ウクライナの
精鋭部隊 6）「アゾフ大隊」はマリウポリの製鉄
所を拠点に徹底抗戦を続けた。

5月，マリウポリの製鉄所の地下に身を寄せ
ていた市民が，国連の仲介で避難を開始した。
一方，ロシアとウクライナの攻防は続き，ウク
ライナ東部のルハンシク州や北部のチェルニヒ
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ウ州ではロシア軍によって学校が攻撃された。
5月9日の戦勝記念日の式典でプーチン大統領
は軍事侵攻を重ねて正当化した。しかし，戦
闘による具体的な成果や「戦争状態 」の宣言
については言及しなかった。

UNHCR＝国連難民高等弁務官事務所のま
とめによると，ウクライナから国外に避難した
人は5月29日時点で680万人となっている。一
方，国外に逃れたあと，戦況を見ながらウクラ
イナに帰国する人の動きも出ている。

6. 考察・まとめ

本稿では，夜のニュース5番組を対象に侵
攻開始直後5日間の報道内容と伝え方を分析
した。報道内容の量的調査から，5番組が伝
えた時間量は単純集計で，「戦況・被害」「ロ
シアねらい」「経済制裁 」「現地は今」「停戦交
渉」の順となったことがわかった。また，伝え
方については，スタジオ解説や中継・リポート，
オンライン取材，それにSNS映像と「縦動画」
に着目して詳しい分析を試みた。中でも，SNS
映像と「縦動画」は多用され，一連の報道を
YouTubeの映像活用も含め「ソーシャルメディ
ア時代の戦争報道」と位置付けることができ
ると裏付けられた。

しかし，SNS由来の映像が多用されたこと
は戦争報道において功罪併せ持つと考えるべ
きではないだろうか。戦場という極めて危険な
現場に取材クルーがいなくても悲惨な戦争の
実像に迫ることができるという意味ではプラス
に作用するであろう。他方，発信側が切り取っ
た映像がそのまま使われ，結局，戦争の一方
の当事者（特にウクライナ）が発信する情報に
過度に依拠した報道になったのならマイナス面
も見過ごせないと考えるからである。それゆえ，

現場取材やオンライン取材，さらに映像の検
証といった，真実に迫るためのメディア独自の
アプローチがいっそう重要性を帯びてくること
になる。

さらに今回の報道ではSNS映像や「縦動
画」はもちろん，そのほかの配信映像も含め
て，情報の発信元を示すクレジットの表示が
十分だったとは言いがたい。配信映像につい
ては，配信元との契約や協定に基づいて表示
を省略することが可能で，多くの場合，表示
しないことが通常の運用になっている。とはい
え，戦争報道では発信元が重要な意味を持ち，
その場合は，通常と異なる運用も必要になって
くる。無論，仮にすべてを表示していたら映
像が見づらくなるだろう。さらに，文字スーパー
の発注作業が格段に煩雑になり，迅速な報道
に支障をきたすおそれもある。このため，さま
ざまな観点からの議論や検討がなされるべき
である。

残された課題としては，事態が長期化する
中で，3月以降の報道についても調査・分析を
進め，ウクライナ侵攻を巡る報道の全体像につ
いて解明を進める必要があることを挙げる。そ
の際，イラク戦争や湾岸戦争など過去の戦争
報道との比較も求められる。

2月25日の報道ステーションでイエール大学
の成田悠輔助教授は，防衛研究所の兵頭慎治
氏に対し，「日本人の素朴な疑問」として，今
回の軍事侵攻が中国，台湾，日本など東アジ
ア情勢に与える影響について質問した。ロシア
と日本の関係で見ると，北方領土問題に与える
影響についても考える必要がある。さらに日本
経済や私たちの暮らしへの影響はさまざまな
形ですでに表れている。

21世紀に起きた侵略戦争をどうとらえ，どう
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伝えるのか。メディア研究の重要課題として継
続して取り組んでいきたい。

（うえすぎ しんいち）

注：
 1） サタデーウオッチ9は2022年4月からの新番組

で，2月26日は正式スタートに先立ち試験的に
放送された。

 2） ・「戦況・被害」には，戦況の今後の見通しも
含めた。また，被害に伴って市民が地下シェ
ルターに避難したこともこの分類とした。

・「現地は今」は，街の状況や混乱ぶりなどを
伝えるものとした。現地からの中継や住民の
声などが該当する。

・「停戦交渉」には，交渉の呼びかけも含めた。
なお，28日の時点では「停戦交渉」という言
葉を使わず「代表団による会談」との表現も
使われたが，本稿では「停戦交渉」で統一し
た。

・ アメリカの対応は，主に「米対応」に分類した。
ただし，内容が経済制裁のみの場合は，「経
済制裁」に分類した。

・ 日本政府の対応は，「日本の対応」に分類し
た。ただし内容が経済制裁のみの場合は「経
済制裁」に分類した。

・「国内反応」には，日本に住むウクライナ人の
反応や街の声，号外の配布などを含めた。

 3） この日のスタジオ解説には，聞き手としてアナウ
ンサーだけでなくタレントの壇蜜さんも出演した。

 4） 「ウクライナ侵攻1か月 世界はどう変わる」
https://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/
462925.html

 5） 28日のnews zeroはウクライナのSNS戦略を特
集していたため，それも今回の集計に含めた。

 6） アゾフ大隊についてNHKは「ウクライナの精鋭
部隊」と表現しているが，表現は報道各社によっ
て異なる。日本テレビでは「ウクライナの治安組
織」，TBSでは「ウクライナの軍事組織」，テレ

ビ朝日とフジテレビではウクライナの「国家親衛
隊」との呼称が確認できた。さらに新聞を見る
と，読売新聞は「ウクライナの内務省系の武装組
織」，毎日新聞は「ウクライナ政府傘下の戦闘部
隊」とした。朝日新聞は「ウクライナ軍側の部隊」
と表現する一方，「ロシア側が『ナチ』と呼ぶ（部
隊）」との表現も使っている。


