
アルジヤジーラ， 10年の歩みと新たな戦略
中東ジャーナリズムが問いかけたもの

太田昌宏

10年前!中東の小国カタールに，アルジヤジーラという衛星テレビ局が突如出現した。これはカ

タールのハマド首長の思惑など偶発的な要素も絡み合うが，一過性の現象では立く!中東社会の経済

的，社会的成熟， IT技術の進展がもたらしたものである。アルジャジーラに続いて多くの汎アラブ

衛星テレビ局が中東に生まれ，中東メディアの基盤を厚くしている。

アルジャジーラは，中東の政治的!宗教的タブーに挑戦し，視聴者に刺激を与えている。このこと

が，中東に目に見える変革をもたらしたわけではないが，物には二面性があるということが理解され，

社会に柔軟性を与えつつある。これは今後の中東の動きの中で重要な要素となるだろう。

中東メディアの情報発信の活発化によって，世界の情報の流れが双方向となり，情報の非対称性が

改善に向かいつつある。しかしイラクなどをめぐる戦争報道では，欧米側が拒否反応を示した。愛国

心!ナショナリズムの流れの中で戦争報道における客観性とは何か，今後も問われることになる。

アルジヤジーラは，カタール政府の財政支援を受けているが，アメリカのネットワークの場合も，

大資本の傘下に入ることで資本の論理が無視できないものと立っている。財政基盤の問題は単にアル

ジャジーラだけの陪題ではなく世界のメディアの共通の課題で品る。

アルジヤジーラは新たに開始する英語放送で， r中東のCNNJから「世界のアルジヤジーラ」を目

指す。ドーハなど 4つの拠点から，世界を360度のパースベクティブで捉えるという。しかしアラブ

の視点をどのように位置づけるか，組織内部での討議の動きは緩慢である。開局10年の飛躍となる

か予断は許さない。
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はじめに

アルジヤジーラが1996年11月に，中東のニ

ュース専門衛星放送チャンネルとして放送を

はじめて2006年， 10周年を迎える。中東の小

国カタールに拠点を置く小さな放送局であり，

またメディアとしての歴史も浅いが，政治的，

宗教的タブーに果敢に挑戦し，ジャーナリズ

ムの概念が希薄な中東に，メディア旋風を巻

き起とした。さらに 9.11同時多発テロをきっ

かけに，アフガニスタン，イラクの戦争報道

では，世界のメディアにさまざまな問題を提

起し，アメリカを中心とした西側の視点、に傾

斜しがちなジャーナリズムのあり方を問いか

けることになった。 2006年 5月には，英語に

よるニュースチャンネル，アルジャジーラ・イ

ンターナショナルを開局し，グローパルチャ

ンネルとして， BBCやCNNに対抗しようと

している。ほぼ10年に及ぶアルジャジーラの，

戦争報道，編集方針，経営基盤などの問題点

を整理し直すことは，とりもなおさず，矛盾

や問題を抱える殴米メディアの姿を，中東を

通して捉え直すことになると考える。

@的…wーラ

， .アルジャジーラの現況

カタールの首都ドーハは活気がある。町の

あちこちでは高級ホテルやオフィスピルの建

設が続く。北アフリカなどからの外国人労働

者が， 50度近い夏の炎天下，工事現場で黙々

と働く 1)。このととろの石油価格の高騰で，
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中東に流れ込むオイルダラーも増え，これが

産油国を活気づけているのだろう。

アルジヤジーラの本部はカタール中心部か

ら車で15分くらいの放送コンプレックスのな

かにある。ここには国営カタールテレビ局と

アルジヤジーラが厳重な警戒体制に守られ肩

を並べている。昔のアルジャジーラは，エジ

プトのムパラク大統領が「こんなマッチ箱が，

中東を振り回しているのか」と嘆息したほど

小さな建物であった。しかし2005年 6月に新

しい本部の建物が完成した。中心となるニュ

ースルームも，以前はバレーコート 2面分ぐ

らいのこぢんまりしたものだったが，新しい

ニュースルームは，面積は 2-3倍に大きく

なった。また時間によって照明カラーがかわ

り，スタジオの雰図気も一変するという最新

鋭の設備で演出もできる。この本部建物の隣

には，アルジャジーラ・スポーツの別館，さ

らに手前にはアルジヤジーラ・インターナシ

ョナルの建物が建てられ，アルジヤジーラの

急拡大を印象づけている。

取材ネットワーク

スタップは， 24時開放送体制となった1999

年当時で500人。海外支局は12か所だった。

資料 1 アルジャジーラの新ス空ジオ



アルジヤジーラ， 10年の者みと新たな戦略

か4か所である。こうした状況のなかでアル

ジヤジーラが世界35か所に支局を配置するこ

とは，その事業規模からみても異例のもので

ある。ちなみにNHKの場合は，支局設置，

記者の駐在都市は，あわせておか所，記者ら

派遣の取材要員は69人となっている。

アルジヤジーラの強みはその取材ネットと

ともに 9つの衛星を使って世界くまなくニュ

ースを配信する国際配信ネットワークであ

る。使用衛星はアラブサット，ナイルサット，

パンナムサット 2号， 9号などで，日本でも

パンナムサット 2号を通じて視聴できる。

世界の視聴者数は正確に把握できないが，

アルジヤジーラは3，500万人としている。イ

ラク戦争のときには4，000万人を超えたとし

ていたが，一応の戦闘が終結したことで若干

目減りしたのかもしれなLミ。

しかし現在はカタールの本部に900人，海外

に300人のあわせて1，200人という。これには

別組織となっているアルジヤジーラ・スポー

ツやアJレジヤジーラ・チルドレンのスタップ

500-600人が含まれていないので，すべての

スタッフをあわせれば2，000人前後になる。

アルジヤジーラの強みはその海外取材ネッ

トワークにある。現在の支局は，ロンドン，

ニューヨークなど欧米の主要都市はもちろん，

中東，アフリカ，アジアにあわせておか所，

特派員は75人に増えている。

外信部長のモハメド・サブイ氏は， Iアル

ジャジーラはニュースだけでなく，ヒューマ

ンストーリーの発掘も目指しており，今後も

と語る。既にアフリ

アルジャジーラは， 2003年11月，新たなチ

ャンネルとして，アルジヤジーラ・スポーツ

を開設し，生・録画で24時開放送をはじめた。

事業の急拡大2. 

スペインのサッカーリーグ，

プン，オーストラリア・オープン・テニスな

フランス・オー

支局は拡大するだろう」

カのモロッコ支局の機能が拡大しており，

らにサハラにも支局を置き，

ースを充実させたいと意気込んでいる。

海外支局は，経費が嵩むことから，欧米メ

ディアでは整理統合する傾向にある。特にア

メリカのネットワークは，視聴者の海外に対

する関心が低く，視聴率もとれないとして縮

小している。 ABCの場合，ブルタイムの記者

がいる海外支局は，ロンドンや香港などわず

さ

との地域のニュ

アJレジャジ ラ組織図資料 2

ア
ル
ジ
ヤ
ジ

l
ラ

チ
ル
ド
レ
ン

ア
ル
ジ
ヤ
ジ

i
ラ

ス
ポ
ー
ツ

ウ
ェ
プ
サ
イ
ト

ア
ル
ジ
ヤ
ジ

l
ラ

ラ
イ
ブ

ア
ル
ジ
ヤ
ジ

l
ラ

(
ア
ラ
ビ
ア
垣
間
一
)

ア
ル
ジ
ヤ
ジ
!
ラ

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー

ア
ル
ジ
ヤ
ジ

l
ラ

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル

(
英
語
)

ア
ル
ジ
ヤ
ジ
1
ラ
メ
デ
ィ
ア

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
問
先

セ
ン
タ
ー

2005.9 2003.11 2001.1 2005.4 1996，11 2006 

(予定)

2006.3 

(予定)

200-1，2 

NH帥送文化研究所年報2附 112



ど中東での独占放映権などを獲得している。

アルジヤジーラ・スポーツは，取締役会に直

結した組織で，ニュース部門とは切り離され

ている。

また2005年4月にはアルジャジーラ・ライ

ブがスター卜した。アメ リカで議会などを中

継しているCスパンの中東版ともいえるもの

で，大会や会議，イベントなどを解説をつけ

ず，そのまま放送している。

さらに2005年 9月， 3歳から 15歳を対象に

したアルジヤジーヲ・チルドレンが放送をは

じめた。アルジヤジーラとカタール財団 2)が

出資して設立したもので，放送施設はドーハ

郊外のエテーュケイション・シティに置かれて

いる。アラビア諸による幼児番組の制作に力

を入れるという。

2004年2月，中東でのジャーナリスト養成

を目指して，アルジャジーラ・メディア・ト

レーニング開発センターが関所した。訓練用

のテレビスタジオや編集機器を完備し，短期

間に必要な知識と技術を教える。 1年間で中

東各国から 1，100人がコースを修了した。日

本からも 2人が研修を受けたという。

アルジャジーラはさらに， 2006年に英語に

よるニュースチャンネJレであるア)l--ジヤジー

ラ・インターナショナJレとアJレジャジーラ・

ドキュメンタリーの準備をすすめている。

こうした積極策で，ブランドとしてのアル

ジヤジーラの名前は中東や世界に浸透してい

る。調査会社のブランドチャンネルが，世界

75か国の読者およそ2，000人にオンラインで

アンケート調査した結果， 2004年の世界トッ

プ。ブ会ランドランキングでアルジヤジーラが 5

位となった。 l位はアップル， 2位グーグル，

3位はスウェーデンの家具ブランドのIkea，
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4位スターパックスであった。 BBCが9位に

とどまっており，いかにアルジヤジーラの名

前が国際的になったかを物語るものである。

3.新たな挑戦アルジャジーラ・

インターナショナル

アルジヤジーラ・インターナショナル(以

下，アル インタとする)は，アルジヤジー

ラの新規事業のなかでも，別格のものである。

早くからアルジヤジーラは，アラビア語ばか

りでなく，位界共通語である英語で，中東か

らの情報を発信する構想を明らかにしていた。

当初は現在のアラビア語ニュースに同時通訳

を入れる程度の発怨であった。しかし次第に

大がかりな言|画となり，現在は本体のアラビ

ア語アルジャジーラと別個の組織を発足さ

せ，全く新しいチャンネルとして2006年5月

の放送開始を目指しており，アルジャジーラ

発足から10年の節目での大事業となる。

放送はHDTV

現在明らかにされている計画では，カター

ルのドーハに本部を置き，ここから 1日12時

間の放送を行う。このあと時差にあわせてロ

ンドン，ワシントン，そしてマレーシアのク

アラルンプールからそれぞれ4時間ずつリレ

一方式で24時開放送を繋いでいくことになっ

ている。

スタップは300人前後で，記者は基本的に

は英語を母国語とする人を対象に採用してお

り，大半の人が欧米系となっている。アルジ

ヤジーラのスタッフが，ほとんどアラブ系で

占められているのとは対照的である。初期投

資は少なくとも 130億円とみられ，全額カタ

ール政府からの融資に依存している。既にド



 

ーハには 2階建ての本部が建設され，新たに

放送拠点となるクアラルンプールにも放送施

設が準備された。

放送は，高品質映像の1080i方式を採用し，

世界で最初のHDTVニュース局となる。これ

にあわせてスタジオ施設や，放送機器，編集

機もノンリニアーなどのデジタル最新鋭のも

のが導入されるとL寸。ヨーロッパやアメリ

カではHD対応型のプラズマテレビ，液晶テ

レビが販売され始めており，アルジャジーラ

の専用チューナーをつけることで直接受信が

できる。しかしまだ普及は限られており，結

局多くの視聴者はケーブルなどでダウンコン

パートしたものを視聴することになりそうだ。

倫理コードは独自策定

アル インタは，取締役会に直結しており，

アラビア語放送のアルジャジーラとは別組織

となる。責任者は，局長のニジエール・パー

ソン氏で，彼はBBCラジオ， BBC国際放送

で経験を積み， EBC (European Business 

Channel)の開局にも参画している。パーソ

ン氏によれば，アル・インタは，あくまでア

ルジャジーラの一部であり，ニュース素材な

どは共有するとしている。しかし日常の編集

業務は独立して行うとしており，倫理コード

も本体のアルジヤジーラが2004年 7月制定し

たものとは別に，イギリスのOfcomlこ準拠す

る独自の倫理コードを制定するという。

編集方針は，世界を360度のパースベクテ

イブで捉え，正確で公正，客観的な報道を目

指すとしている。要するに東洋と西洋，宗教

と世俗など対立する価値観の融合を目指すご

とになる。とはいうものの，アルジヤジーラ

はアラブの視点、からの放送が，その重要な存

アルジヤジーラ， 10年の歩みと新たな戦略

在理由の一つである。このアラブの視点にど

とまで固執するかが，編集上の難しい判断と

なる。アラブの視点を前面に出せば，世界に

散らばるアラブ系の人々の支持を得られるか

もしれない。しかし非アラブ系の人々にどこ

まで受け入れられるのか問題も多い。例えば

イラクで展開するアメリカ軍を「占領軍」と

するか，あるいはイラクやイスラエルなどの

自爆テロ死亡者を「殉教者」と呼ぶかなど微

主企なところである。

アル・インタの編集を担当する幹部 7人の

経歴をみてみると，いずれもBBCなどで経験

を積んだ欧米系の人々で，アラブ出身者はみ

あたらない。またドーハのアルジャジーラ本

部でも，新たなチャンネルにアラブの視点、を

どう取り込むのか，編集方針をめぐって目に

みえる議論が展開された形跡はみられない。

BBCやCNNの二番煎じではなくアルジヤジ

ーラとしての独自性が確立できるのか，アル

ジヤジーラ関係者の聞でも，期待と不安が入

り交じる。

人気キャスヲーの獲得作戦

アル インタは目玉番組のキャスターとし

て， CNNで活躍したリズ・ハーン氏やスカ

イテレビのデイビット フロスト氏と契約を

交わした。リズ・ハーン氏は，アジア系のジ

ャーナリストでCNNのインタビュ一番組

「リズ・ハーンと Q&AJで人気を得た。ア

ル・インタでも，毎日ワシントンからインタ

ビュ一番組を担当する。演出上も，視聴者か

らインターネットで質問を受け付けながら放

送するインタラクティブ・インタビュ一方式

をとるとLミう。

またデイビット・ブロスト氏は， 7人のア
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メリカ大統領， 6人のイギリス首相にインタ

ビューしたという経歴を諮るベテランキャス

ターで， ドーハを拠点に出演する。

また話題づくりという意味合いもあるが，

イラク戦争の際，カタールのアメリカ軍前線

司令部メディアセンターで広報官だった海兵

隊員のジョシュ・ラッシング氏も採用されて

いる。彼は，アルジヤジーラを取材したアメ

リカの独立プロダクションのドキュメンタリ

ー「コントロール・ルーム」のなかで，欧米

と中東の情報戦の狭間で悩む人物として登場

した。

視聴者の獲得は?

アラブ系の人々が多く住む，ドイツ，フラ

ンスなどのヨーロッパや，同じイスラム教の

マレーシアなどでは，アル・インタへの関心

は高く，既にケーブルや衛星による再送信の

交渉は進んでいるといわれる。しかし問題は，

アル・インタが，アメリカで一般の視聴者を

獲得できるかである。

アメリカのテレビ視聴者の場合，電波で直

接受信している世帯はおよそ10%に過ぎず，

70%近くがケーブルテレビで， 20%が衛星で

視聴している。従ってアル・インタが，アメ

リカの視聴者を獲得するためには，まずケー

ブルにチャンネルを確保しなければならない。

しかしアメリカのケーブルテレビでは，お

よそ350社の全国向け番組供給事業者が，鏑

を削っている。特にニュース部門では， CN 

N， CNBC， MSNBC， FOXなどが既に基盤

を築いており，乙こに新たなニュースチャン

ネルが参入するのは困難というのが，ケーブ

ル業界の見方である。またアル・インタは，

アメリカで，できるだけ多くの一般視聴者を
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獲得することを狙っているがこの場合，誰で

も基本料金で視聴できるベーシックチャンネ

ルの中に入るのが先決となる。しかし，アル・

インタにとってハードルは高い。

まずアメリカの視聴者は一般に海外への関

心が低いといわれ，中でも反アメリ力的との

印象が強いアルジヤジーラの英語版に，どれ

だけ視聴者の関心を惹きつけられるかである。

また低料金のベーシックチャンネルに入るた

めには，コマーシャルで制作コストを下げな

ければならな1'0 しかしアメリカの企業は，

政府への配慮もありアルジヤジーラに広告を

だすことにまだ慎重とLミう。

4.アキレス臆の財政問題

2005年 1月，ニューヨークタイムズは，ア

ルジヤジーラが身売りされるという記事を掲

載した。記事では，匿名のカタール政府高官

が「アルジャジーラへの不満はアメリカばか

りでなく，アラブ各国からもあり，頭痛のタ

ネになっている。 1年以内に買い手を見つけ

たい」と語っている。しかし具体的な売買条

件など内容はなく，観測記事のようでもあっ

た。このあと買い手にルパート・マードック

氏の名もとりざたされ，スタップの聞には，

不安が走った。アルジヤジーラがマードック

氏やサウジアラビア資本に買収されれば，こ

れまでの編集方針を維持するととは極めて困

難になるからである。

アルジヤジーラはIPO検討

とのニューヨークタイムズの記事につい

て，アルジヤジーラは，株式を新規上場する

IPO Clnitial Public Offer)を検討しており，

これが誤解されたのではないかという。 IPO



   

はあくまで民営化の一環であり，実施する場

合は，編集権に影響がでないように，カター

ル資本で過半数を確保するなど，安定株主対

策を講じるとしている。しかしアルジヤジー

ラの知名度は高いものの，経営面では大幅な

赤字で，カタール政府の支援なしでは成り立

たず，黒字化のメドも立っていない。こうし

た現状では， IPOというのも，あまり現実的

ではない。

財政問題の背景

アルジヤジーラはその財政状況をほとんど

明らかにしていないが，関連の情報をもとに

幾つかを分析してみよう。そもそもアルジヤ

ジーラは， 1996年の開設のとき，カタール政

府から 5年闘の運営資金として 5億カタール

リヤル(およそ 150億円)が供与された。

2000年の公表資料では「アルジヤジーラは，

開局 5年後には，広告収入と番組収入で運営

資金をまかなうことになっている。幸い多く

の視聴者がアルジヤジーラを視聴するように

なった結果，広告や番組スポンサーの見通し

は明るLリと記されている。しかしこの見通

しは甘かった。 5年経過した2001年は，アフ

ガニスタン攻撃の報道でアルジャジーラは世

界の注目を浴び，独占映像の世界配信で収入

は拡大していた。しかしそれでも必要経費の

半分程度しか収入を確保できず，財政的な独

立を果たさないまま，引き続きカタール政府

の財政支援を受けることになった。アルジヤ

ジーラの幹部は，人気が収入に直接結びつか

ない現実に不満をつのらせている。

乙れは，中東最大の広告マーケットである

サウジアラビアが，アルジヤジーラの報道を

不満として，関連企業にアルジャジーラに広

アルジヤジーラ， 10年の歩みと新たな戦略

告をだすことを禁じているためである。

アルジヤジーラの年間の運営資金は，事業

がまだ拡大していなかった2003年ごろで4，000

万ドル (48億円)前後 3) その後アルジヤジ

ーラ・スポーツや，アルジャジーラ・ライブ

など事業規模が拡大したことから，現在は，

年間8，500万ドルから l億ドル(120億円)4) 

という。アルジャジーラのアーメド・シェイ

ク編集長は，自前の収入は必要経費の多くて

50%程度としていることから，アルジヤジー

ラは少なくとも毎年， 4 -5，000万ドル前後

をカタール政府に依存していることになる。

中東各国は，アルジヤジーラがカタール政

府から支援を受けているため，カタール政府

に対する批判を遠慮していると非難すること

になる。このためアルジャジーラは財政的独

立をまず達成すべきだとの声が強い 5)。

中東の広告市場

中東衛星放送の広告マーケットの規模は，

5億ドル程度という見方もあるが，中東のリ

サーチ会社PARC(Pan Arab Research Cen匂r)

は，広告マーケットは2004年でおよそ16億ド

ル(1，900億円)6)にのぼるとみている。この

パイをめぐって中東衛星チャンネルが錆を削

っている。 2000年のデータだが，個別チャン

ネルの広告収入は，娯楽番組に定評のあるレ

バノンのLBCが9，300万ドル (110億円)，サウ

ジアラビアのMBCが7，600万ドル (90億円)

となっている。しかしサウジアラビアから妨

害を受けるアルジャジーラはわずかに1，500万

ドル程度 (18億円)と Lミう。アルジヤジーラ

はニュース映像の配信販売で収入が多いが，

戦争など有事から平時に戻ると減少する。た

だ少ないながら最近のアルジャジーラのコマ
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ーシャルをみていると，カタール石油などカ

タール企業のほか，ノルウェーのノキア，韓

国のLG，中東の食品メーカーが広告をだすな

ど広がりをみせている。しかし，サウジアラ

ビアの広告市場に参入できない現状ではアル

ジヤジーラの財政的独立は簡単ではなL、
カタール政府の対応は?

カタール政府には，アルジャジーラをめぐ

って，アメリカをはじめさまざまな固から，

政治的圧力がかかったり，批判されたりして，

政府は対応に苦慮している。またカタール政

府がアルジヤジーラに行っている財政支援は，

5，000万ドル前後 (60億円)とみられ，かな

りの額である。それではカタール政府が，こ

うした状況から，本当にアルジヤジーラを手

放すことになるであろうか。

経済的な面からみると人口70万人足らずの

カタールの年間予算は380億カタールリアル，

日本円で l兆1，400億円に達している。これ

は人口380万人の静岡県の年間予算1兆円を

上回る。しかも原油価格の急騰で，カタール

の国家財政は拡大しており，こうした豊富な

資金をいかに活用するかが課題となってい

る。カタールでは，隣国ドパイに対抗して新

空港建設プロジェクトや，自前の航空会社で

あるカタール航空の拡大，スポーツの大きな

イベントであるアジア大会開催，そしてアメ

リカの名門大学の分校を誘致するエテeュケイ

ション シティ計画などプロジェクトが目白

押しである。こうした状況から，カタール政

府が経済的な理由から，アルジヤジーラを手

放すことは考えにく P，

ただアルジャジーラの存在が，国際的，政

治的にマイナスの方が大きいと判断された場
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合は，政治的な判断で支援の打ち切りも考え

られる。しかしアルジャジーラは，“小さな

国の大きなラッパ"といわれ，カタールの存

在を世界にしらしめており，カタールにとっ

て有形無形のメリットがある。またアメリカ

はアルジヤジーラへの不満をぶつけるが，一

方でカタールは，ペルシャ湾で最大のアメリ

カ軍アルウデイド基地を提供し，アメリカに軍

事貢献をしている。アルジャジーラ問題だけで

アメリカとカタールの同盟関係が崩れ去るとは

考えにく P，

⑪ージーラー緯
1.中東，衛星の時代へ

ここでは，アルジヤジーラ誕生までの経緯

を振り返ってみよう。まず，その前提となる

中東での衛星放送の始まりは， 1991年の湾岸

戦争がきっかけとされる。当時，湾岸戦争と

その関連情報は欧米発信のものばかりで，中

東のメディアによるもので、はなかった。とこ

ろがアメリカCNNがバグダッドに残り，イラ

クからの情報を衛星を通じて世界に発信し

た。 CNNのピーター アネット記者は，ア

メリカ軍が爆撃したとする軍事施設は，実は

ミルク工場だったとするリポートや，イラク

政府の見解，イラク側の情報などを伝えた。

彼のリポートはイラクのフ。ロパガンダだとい

う批判もあった。しかし中東の人々にとって，

衛星放送の影響力は衝撃的なものとなった。

湾岸戦争のあと，サウジアラビアのMBC

(Middle East Broadcasting Centre)が， 1991 



  

年初の汎アラブ衛星テレビとして誕生した。

故ファハド第 5代国王の義兄弟が所有する局

である。放送は検閲や政府の干渉を避けるた

めロンドンから衛星で，中東向けに放送され

た。その幅広いニュースや豊かな娯楽性は，

これまで国営テレビしかみられなかった中東

の視聴者の心を瞬く聞に捉えることになった。

とれに続き 1994年にはサウジアラビアの故ハ

リド第4代国王の子息が出資するオービット

(Orbit) ，さらにレノtノンのフューチャー

(Future) ，そして1995年サウジアラビアの

ARf (Arab Radio Television)が，次々と放

送を開始した。サウジアラビア王家に近い

人々は，以前からアラブの新聞事業に投資し

ていたが，衛星放送事業にも進出することに

なり，そのメディアにおけるプレゼンスを一

段と突出させることになった。

2. BBCとオービットの合弁

1994年3月，サウジアラビアのオービット

が，イギリスBBCと合弁でニュースチャンネ

ル iBBC・アラピックテレビジョンjを設立

すると発表した。オービットはデジタル・マ

ルチ・チャンネルのベイテレビで，その基本

パッケージにアラビア言語によるニュースチャ

ンネJしを力日えることになった。このためニュ

ース報道で信頼を得ていたイギリスBBCのア

ラビア語サービスをパートナーに選んだので

ある。 BBCは，当時メディア王のルパート・

マードック氏が，スターテレビを軸に展開す

る世界戦略に脅威を感じていたとともあり，

オービットとの合弁を決定したという。投資

総額 1億5，000万ドル，期間10年という放送

事業契約を結んだ。

アルジャジーラ， 10年の歩みと新たな戦略

伝統のBBCアラビア語サービス

BBCのアラビア語サービスは， BBCの国際

放送のなかでも，特に独立した編集権の伝統

を引き品佐ぐセクションであった。イギリスの

国際放送「エンパイアー・サービス」は1932

年に放送を開始したが，植民地向けの英語に

よる放送にこだわっていた。しかし1938年つ

いに外国語使用に踏み切る。それがアラビア

語であった。イギリス外務省情報部は，アラ

ビア語放送は，国策放送だとしてニュース編

集に介入しようとした。これに対しBBCのリ

ース会長は iBBCは園内放送と等しく，アラ

ビア語放送でも政府の支配から独立していな

ければならない。真実にあふれ，包容力のあ

る放送のみが権威をもっJ7)と外務省の要求

を拒絶した。この編集権に対する誇りはアラ

ビア語放送に脈々と受け継がれてLパ。

一方，サウジアラビアのオービットには，編

集権の独立性といったジャーナリズムの基本

概念は希薄で，との合弁は最初から成功が危

ぶまれていた。 BBCは放送事業契約の際も，

BBCが独立した編集権を持つことを優先し，こ

の事業契約で編集権を確保できたとしていた。

対立が表面化，破綻へ

iBBC'アラピックテレビジョンj は，

1994年10月に開局し，当初は 1日2時間，年

末には 8時間の放送となった。しかしJ心配さ

れたように，編集権をめぐって対立が表面化

した。サウジアラビアではタブーとされるフ

ァハド国王の健康・後継者問題，外国人労働

者の人権問題などを取り上げたり，サウジ家

を批判して追放され，ロンドンに亡命してい

た人権活動家を，インタビュー番組に登場さ

NHK放送文化研究所叩2附 113



   

せたりしたためである。こうした番組が始ま

ると，突然電i皮が止まったり，別の番組に差

し替わったりした。決定的となったのは，

1996年4月に放送されたドキュメンタリー

iD白血 ofa P出 cipleJだった。恋に落ちた男

女を取材したもので，女性はむち打ち，男性

は処刑される。処刑そのものの場面はなかっ

たが，処刑に関して取材すること自体がサウ

ジアラビアでは違法とされた。またこのタイ

トルは王女の悲恋をテーマに， 1980年にイギ

リスで制作された iDeathof a P出lcessJ8)を

もじったものだとして，サウジアラビアが激

怒する。結局この放送の後，オービット側は

電波を切り iBBC'アラピックテレビジョンI

は開局する。放送開始から18か月目のことで

あった。

これにより BBCから移籍した記者やプロデ

ューサーらスタップ150人以上が行き場を失

うことになったが，まもなく新たなチャンス

が到来する。

3.ハマド皇太子とアルジャジーラ計画

サウジアラビアが，その政治力に加え新聞

からテレビまでメディアに影響力を持つこと

に，周辺地域の反応は複雑であった。特に，

サウジアラビアの東海岸に寄り添う小さな半

島の園カタールのハマド皇太子(当時)の胸

中も複雑であった。

カタールは1992年以来，サウジアラビアと

国境線をめぐって対立していた。一方，カタ

ールの対イスラエル，対イラクの自由な外交

姿勢は，サウジアラビアと相容れないもので

もあった。

ハマド皇太子の正式な名前は，シェイク・

ハマド ビン・ハリファー・アル・サーニ9)で
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ある。中東の人々の名前は複雑だが，基本的

には称号，個人名，父親の名前 (1時には祖父

の名前)そして最後に家族名となる。彼の場

合はアル・サーニ家の出身で，父がハリファ

ー，本人の名前はハマドとなる。ピンは息子

の意，シェイクは身分の高い人の称号である。

ハマド皇太子は， 1994年8月，カタールも

サウジアラビアに対抗する形で衛星放送に参

入する計画を明らかにした。しかしながらそ

の計画の具体化は後回しとなった。彼がクー

デターを起乙し父親のハリファ一首長を追放

するという事件が起きたからである。彼は父

親が自分たち兄弟の処遇について気まぐれ

で，このままでは皇太子という自分の地位も

危ないと危機感を持っていたとL寸。 1995年

6月，父親がヨーロッパ外遊に出た際，皇太

子はクーデターを決行する。父親はこのクー

デターを事前に察知し，混乱を避けるため外

遊にでたとも言われ，無血クーデターは成功

する。日本政府も通常の政権交替とみなした。

首長となった彼は，衛星放送計画を具体化

するため，ジャーナリスト，財政専門家，情

報省次官からなる 3人委員会を設置した。当

初，放送内容は報道，娯楽番組など総合編成

とし，既存のカタール国営テレビをリニュー

アルする案も検討されたという。しかし委員

会の結論は，オービット・ BBCと同じニュー

ス専門チャンネルとし，国営テレビとは別に

新たな衛星放送局を設立することになった。

4.アルジャジーラの開局

1996年2月カタールのハマド首長が，アル

ジャジーラ設立の勅令を出して準備を始めた

ころ， BBCとオービットの合弁の破綻が明ら

かになった。アルジヤジーラは，行き場を失



 

    

ったスタップの多くを受け入れることを決め，

ドーハに招いた。新天地を得た彼らは， BBC 

で鳩った編集の手法や番組フォーマットを，

新たなテレビ局アルジャジーラに持ち込むこ

とになった。このことがその後の展開に大き

な影響を及ぼすことになった。

1996年11月アルジヤジーラは， 1日6時間

の放送でスタート，順次放送時聞を延長し

1999年2月から24時間体制となった。

アルジャジーラは，勅令に基づく団体とさ

れるが，ハマド首長の一族らが株式を持つ民

開放送局の形をとっている。会長は，シェイ

ク・ノ、マド・ビン・タメル アル・サーニ10)

氏で，彼と 6人の取締役会メンバーが運営に

当たる。ハマド会長は，名前からもわかるよ

うにハマド首長の遠縁にあたり，会長就任の

前は情報省次官を務め，アルジヤジーラ発足

を検討した 3人委員会の l人でもあった。そ

してカタール政府は，アルジャジーラに 5年

分の運営資金として， 5 jj患カタールリヤル

(およそ150億円)の補助金の支出を決めた。

アルジャジーラとは

アルジヤジーラとは，A1がアラビア語の定

冠詞で， J田 eeraが半島や島を意味する。英語

にすると IThePeninsulaJとなり，唯一の半

島，すなわちアラビア半島を意味する。中東

ではよく使われる名称で，町中を歩いている

と，乙の名前の看板を掲げている商庖や会社

をしばしば見かける。

アルジヤジーラの画面に表示されるロゴ

は，アルジャジーラとアラピア語で書かれた

文字を水の滴りの形にデザインしている。と

のロゴの干にはアルジヤジーラの編集方針で

ある， I一つの意見にはもう一つの意見J(the 

アルジヤジーラ， 10年の歩みと新たな戦略

戸弘4μ19・4bJI
資料3 アルジャジーラのロゴ。下のアラビア語は

“一つの意見にはもう一つの意見"

opinion and the other opinion)の標語が表示

されている。アルジヤジーラの設立の意図や

目標は，アルジヤジーラの発足当時のパンフ

レットに「設立の趣旨とその目的」として簡

潔に述べられている。

「設立の趣旨とその目的」

アルンヤンーラは，アラブ地域での特別メディア

プロンエクトであり，アラブメディア界での偉大な

一歩として計画された。すなわちこれまでアラブの

メディアは，政府の監視と検閲のもとに視聴者は，

アラブや世界の出来事を正確に知る機会を奪われて

いた。これを解決しようというもので品る。

アルジャンーラは，検関のない独立のニュースチ

ャンネルとして?世界各地に配置した支局，記者の

ネットワークを通じて取材したニュースを，その場

所から生で放送し τ 視聴者に提供する。視聴者はこ

れまで外国の通信社のニュースに依存していたが，

ζれらのニュースは，西側の視点から捉えられたも

のであった。アルジャジ ラは，長新の出来事から，

政治!社会 7 経済，そして討論番組にいたるまで 7

完全な番組を提供するよう最善を期している。特に

責任品るメディアとして，スタート以来，差別をな

くし，多くの異なった主張や意見を視聴者に伝える

努力をしている。例えば電話やファックス，それに

eメールを通じたいくつかの視聴者参加の生番組は?

他のチャンネルにはないものである。

新しいテレビ局への意気込みがひしひしと

感じられる。検閲のないニュースは中東にと
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って革命的なことなのである。また視聴者が

直接電話やeメールで番組に参加することも，

ハプニングを嫌う中東のメディアにとって冒

険的な試みである。とにかく国王，首長の動

静や式典，会議ばかりのプロトコルニュース

しか伝えてこなかった中東メディアにとって

は，画期的なものであった。

5.ハマド首長の思惑

アルジャジーラの設立の原動力となったハ

マド首長とはどのような人物であろうか。ハ

マド首長は， 1952年父親ハリファ一首長の 5

人息子の長男として生まれた。イギリスの名

門，サンドハースト陸軍士官学校11)に学び，

ことでヨーロッパの自由な雰囲気にふれたと

いう。クーデターに成功して首長となり，中

東で最も若く，開明的な元首といわれるよう

になる。しかしカタールを取り巻く状況は厳

しかった。カタールは，面積1万1，427平方キ

ロメートル，秋田県ほどで，人口もわずか70

万人，しかもこのうち80%は外国人労働者で，

カタール人は20万人もいない。隣のサウジア

ラビアやパーレーンとは国境紛争を抱え，ま

た父親を追放したことで周辺各国の首長が反

感を持ち，父親の復権を擁護する国もあった。

ハマド首長にとって，小国カタールの存在

を世界にどうアピールするかが関心事であっ

たであろう。まず彼は，中東各国に率先して

自由化・民主化を推進する。

情報省，検閲の廃止

ハマド首長は，アルジャジーラについて多

くは語っていない。しかし自由な報道を保障

するため，中東で初めて検閲制度を廃止，さ

らに1998年 3月には情報省も廃止している。
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彼がなぜアルジャジーラの環境整備にこれだ

け力を入れたのだろうか。

この事業には，サウジアラビアのオービッ

トが失敗しており，民主化を推進するカター

ルとしては同じ失敗はできなかった。サウジ

アラビアの失敗の原因は，サウジアラビアに

報道の自由がなく，編集権という概念も希薄

だったためである。同じ間違いをしないため

にも，検問や情報省を廃止することはハマド

首長にとって自然な結論であった。

彼の決断によりアルジャジーラは，中東の

各国政府の政策を批判したり，宗教的タブー

に挑戦する環境を与えられることになった。

オービットとの合弁の失敗で，失意にあった

BBC出身者のスタッフも，夢を実現すること

ができた。こうしたニュースや番組は，中東

の視聴者に圧倒的に支持される反面，批判さ

れる各国政府や，宗教指導者の反発を招くこ

とにもなった。

一方ハマド首長は，さらに民主化を推し進

め， 1999年には，カタール初の選挙となる，

地方自治評議会の議員選挙を実施した。当選

はできなかったものの女性も立候補した。

2003年には国民投票で憲法にあたる恒久基本

法を採択し，近く立法権を持つ諮問評議会が

選挙で設置されることになっている。こうし

た改革は確かに民主化ではあるが，主権は首

長が有しており，1lX米型の民主主義とは隔た

りがある。しかし中東各国にとって，カター

ルの地域をリードする民主化の動きは無視で

きないものであった。

ハマド首長の民主化には，カタールの安定

した経済，社会基盤が背景にある。カタール

は前述したように人口も少なく面積も狭い小

国であるが，天然ガスは埋蔵量25兆立方メー



   
 

 
 
 

 
 

   

 

トルとロシア，イランについで世界第 3位，

この恩恵により， 1人当たりのGDPは， 3万

1，899ドル12) 日本の 3万3，727ドルと遜色な

い。またカタール人は教育，医療，電力は無料，

土地は無償貸与となることから，国民の経済

的な不満は少なく治安は安定している。こう

した経済的安定を背景に，ハマド首長は，民

主化の推進に自信を持ったのかもしれない。

ハマド首長の外交

ハマド首長は，外交で也カタールの存在を

国際社会に印象づけていく。 1997年にMENA

(中近東・北アフリ力会議)サミットをドー

ハで開催， 1999年には，スーダンとエリトリ

アの紛争を解決するため，両国大統領をドー

ハに招いて仲介役となった。 2000年にはOIC

(イスラム諸国会議)を開催し中東外交の表

舞台となる。さらに2001年11月には同時多発

テロの直後にもかかわらず， WTO (世界貿

易機構)の総会を首都ドーハで開催した。こ

れにより新たな多角的貿易交渉はドーハ・ラ

ウンドと命名されている。また2006年12月に

は，アジア各国のスポーツ選手が参加するア

ジア大会がドーハを中心に開催される。

6.放送でタフーに挑戦

設立趣意書にもあるように，アルジヤジー

ラのニュースは，世界各国に派遣された記者

のリポートが中心となっている。ニュースで

は IThisMorningJ 13) I Al J azeera Midday J 

IToday's HarvestJで 1日のニュースをせき

止める。報道番組ではIWeekly畳leJIReportsJ 

IBetween linesJ IReportersJなどがある。な

かには ITopsecretJのようにロンドンで制

作される番組もある。

アルジヤジーラ， 10年の歩みと新た立戦略

ニュースや報道番組では，それまで中東で

は考えられなかった手法が導入された。中東

各国のメディアは，直接イスラエルを取材す

るととはタブーであったが，アルジヤジーラ

は，ペレス首相やパラク首相などイスラエル

政府の閣僚，要人にインタビューし放送した。

総選挙取材では，イスラエル談会クネセット

から記者が中継リポートも行っている。

1997年には，アルジャジーラはイラク・パ

グダソドに支局を開設し，ブセイン大統領を

インタビューしている。クウェートを侵略し

たイラクは，国連から経済制裁を受けており

中東各国も一線を画していただけに，アルジ

ヤジーラのイラクへの接近，支局開設に，サ

ウジアラビア，クウェート，クルドなど中東

各国や関係者は，反発した。またイスラム抵

抗組織ハマスのリーダーなど問題の人物に接

触し，次々インタビューしたりすることから，

敵対する陣営の神経を刺激することになっ

た。

このようなアルジヤジーラの，従来の中東

メディアの枠を打ち破って，タブーに挑戦す

る報道は欧米のメディアからも評価され，ア

ルジャジーラは「中東のCNNJともいわれ

るようになってゆく。

人気の討論番組「反対方向」

アルジヤジーラの売り物になっているのが

討論番組である。主なものには， IMore白血

One OpinionJ IOpposite DirectionJ INo 

Borde目 JIIslamic Law and LifeJなどがある。

特にシリア出身のファイサル・アル・カシム

氏が司会をする IOppositeDirectionJ (反対

方向)の人気はずば抜けている。アメリカ

CNNのクロスファイヤーをモデルにしたと

NHK放送文化研究所年報捌61日7



いわれる90分の討論番組で，毎週火曜日に生

で放送される。カシム氏の誘導で議論は毎回

自費品する。テーマは「ヒズボラはテロかレジ

スタンスか?J Iクウェートはイラクの一部

か?J I中東はアメリカ軍の駐留を認めるべ

きか」など中東の人々にとってはタブーに近

く，刺激的なものばかりである。

身元を隠すため付けひげで出演したゲスト

が，興奮のあまり付けひげを吹き飛ばしたり，

一夫多妻制度は時代遅れだとL、う主張に腹を

立てた女性が，スタジオからでていってしま

うというハプニングも起きる。カシム氏は，

アメリカのCBSとのインタビューで自分の番

組について，次のように諮っている。

「我々アラブ人は，カーペットの下にたくさんの

ゴミやほこりをためとんでいる。アルジャジーラは

こうした政治的，文化的，宗教的ほこりやゴミを表

にさらけ出す役割をしているだけだ」

収録スタジオを見学させてもらったが，最

新のヴアーチャルスタジオで，内部はクロマ

キー用の青一色で何もない。白熱する番組で

はあるが，スタジオはクールであった。

アルジャジーラへの批判

アルジヤジーラの番組や電話参加番組は，

しばしば中東各国の政府の反感をかった。

1999年に，アルジエリア内戦を扱った番組が

放送されたが，内容に問題があるとして，ア

ルジエリア政府は，放送時間帯に主要都市の

電力を止めるという奇想天外な措置をとっ

た。同じ年，電話参加番組で，イラク人と見

られる男性がクウェートの首長を批判，クウ

ェート政府は直ちに情報相をカタールに派遣

し，抗議するとともに，クウェート支局を閉
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鎖した。

中東では政府への批判，宗教への疑問は，

私的な場に限られ，公の場で語られることは

なかった。中東各国によるアルジャジーラの

支局の閉鎖は頻繁となり，サウジアラビアは

アルジヤジーラの支局設置を認めようとしな

い。各国政府のアルジャジーラへの抗議は，

公式のものだけでも毎年100件前後に及ぶと

いう。また宗教関係者からもアルジャジーラ

への疑問も呈されている。サウジアラビアの

アルジヤジーラ紙(偶然同じ名前)に，次の

ような批判意見が掲載された。

「アラブ?イスラムの世界は，いま，アラビア語

を使い l アラブのチャンネルと称する衛星テレビ放

送にさらされている。ごのテレピ局は， r自由jr表
現の自由』の名の下に，アラブの自li値観，原理，信

仰を踏みにじっている。人に話をするには十分な教

育も経験もない人をゲストに招き，宗教を毒l，偉

大なる神に疑問を投げかける

塑なるコーランと人権宣言をどうやって比較でき

ょうか。表現の自由のもとに，イスラムを攻撃する

無神論者を招くのをどうして許せようか。アラブの

子ども迷，若者逮，教育や知識の限られた人たちへ

の影響はいかばかりか」

2000年 1月，エジプトのムパラク大統領は，

カタールを訪問した際，予告なしにアルジヤ

ジーラを訪れ，その小さなスタジオをみて

「こんなマッチ箱みたいな放送局が，中東を

振り回しているのか」と嘆息したという。



の

。ァ…
1.アルジャジーラの国際テeビ‘ュー

アルジャジーラの存在が，世界に広く知ら

れるようになったのは， 2001年9月11日の同

時多発テロに続く，アフガニスタン戦争であ

る14)。当時アフガニスタンは，イスラム法を

厳守するタリパン政権下にあり，テレビや映

画，音楽などは禁止されていた。メディアと

しては，若干の政府機関紙とラジオ「シャリ

ーアの声」が，コーランなどを細々と放送す

るだけだった。欧米のメディアもアフガニス

タンに特派員を置くほど関心がなく，アフガ

ニスタンはいわば世界のメディナの空白地帯

となっていた。ところがアルジヤジーラはこ

のアフガニスタンの首都カブールに，支局を，

また南部カンダハルにも記者を駐在させてい

た。

アメリカがアフガニスタンへの爆撃を始め

|ビンラディン容疑者からのメッセージ(要旨)I 

9月16日(ファックス)

「私は!今回の事刊に閲揮していない。これは彼ら自

身の個人的な動機によるものだ」

9月24日(ファックス)

「我々は，ジハード(聖戦)に向かっている。アメリヵ

による『ト字軍』にアフガニスタンやパキスタンを侵

略させてはならなLリ

(プツンュ大統領が， r十字軍jと口を滑らしたことに

業平く反応した。)

10月7日(ピデオ)

「 今アメリカが昧わっているものは。

我々が何十年も叫わってきた也のに

比べれば取るに足らない。

神はアメリカの最大の弱点を攻撃し

ピルを破壊した。神を讃えよ

I申大なる有l'は，ムスリムの部隊?イスラムの

先兵にアメリカを破脱することを許した

資料4

アルジャジーラ， 10年の歩みと新たな戦略

ると，アルジャジーラは誤爆による被害状況，

タリパン政権の主張などを 手に取材し，世

界に発信することとなった。特にカブール支

局長となったアッルーニ記者は，タリパン政

権の幹部やアフガニスタンを拠点するビンラ

ディン容疑者，彼のアルカイダ・グループ15)

に接触し，しばしばスクープするととになっ

た。このごとが，後に彼がアルカイダのメン

ノTーだとする疑いを受けるととにもなった。

2関ビンラディン放送

アルジャジーラは，ビンラディン容疑者か

らのファックスやビデオを次々に放送した。

ビンラディン容疑者は詩歌の心得があり，ま

た彼のアラビア語は格調高く，説得力がある

という。それだけにアメリカ政府の衝撃も大

きかった。アメリカ政府は，直ちにABC，

NBC， CBSの 3大ネットワークと CNN，

FOXなどメディアに士Jし， Iアルカイダやビ

ンラディン容疑者のファックスやビデオは，

一方的なプロパガンダであり，またビデオに

モハメドの地から異教の軍隊が去り，

パレスチナの地に

平和がもたらされない限り，

アメリカにも，そこに住む人にも

平和はないだろう。

変革と信仰の風が!予言者モハメドのま島から

偽りを吹き飛ばした。神を祈る者に光栄あれ。日」

(アメリカがアフガニスタン空爆を開始した直桂 カ

プ }"支局に届けられた。)

11月3日(ビデオ)

「アメリカの空燥はアフガニスタンの市民を狙ってい

るJr国述はイスラム教徒に対する犯罪行為を支えるた

めの道具になっている」

12日26日(ピデオ)

「我々のテロは，アメリカの抑圧とイスラエルへの支

援を止めるための祝福されたテロである」

「アメリカは市民の住む地械を爆撃し，各というのに

数百万の市民，女性 こどもの家を奪ったJ

NHK放送文化研究所11胴船 1139



はメンバーへの秘密の暗号が含まれている可

能性があり，そのまま放送しないように」と

異例の要請を行った。

アメリカ憲法修正第 l条では言論，表現の

自由が保障されており，この要請は憲法違反

という指摘もでた。しかし政府はこれはあく

まで要請であって命令ではない。従って憲法

には触れないと説明し，アメリカのメディア

もこの要請をほとんど抵抗なく，受け入れた。

しかし，要請を受け入れなかったアルジヤジ

ーラについては， 2001年10月17日，ライス

大統領補佐官がアルジヤジーラに出演して，

アメリカの立場を説明した。

質問)品在たは，アメリカのテレビ局に士すしカブー

ルからのニュース素材は編集なしで放送しないよ

うに，あるいは全く放送しないように要請してい

ますが，これはどういうことですか?

ライス)アメリカの放送局は高い責任感を持ってお

り， 15分から20分の録画テープを放送するのは，

広告に等しいと理解しています。またテープのな

かにはアメリカに対する憎悪や暴力を呼びかける

内容もふくまれています。アルジヤジーラの編集

方針は尊重しますが，我々としてはこうした人た

ちがテレビにでて，無垢な人たちを刺激して欲し

くないのです。

質問)アメリカ政府は，アノレジャジーラを独立した

メディアとして支援するのですか。それとも敵対

するのですか?

ライス)アルジャジ ラを評価しないのなら?こん

なインタビューは受けません。すべてのアラブの

国々にとどくメディアは非常に大切です。また報

道の自由也民主主義の基礎の 1つであり，すべて

の人々が享受すべきものです。インタビューをう

けて幸せです。ほかの幹部ともインタビューして

欲しいし，私にもまたインタビューしてくださL、。

との時点では，アメリカ政府はアルジャジ

ーラの影響力は無視できないとして，パウエ
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ル国務長官，ラムズフェルド国防長官が出演

している。またイギリスでは，ブレア一首相，

ストロー外相もインタビューに応じている。

しかし次第にアルジヤジーラと米英の関係は

悪化し，対立していく。アメリカのパウエル

国務長官は，訪米したカタールのハマド首長

に対しアルジヤジーラに影響力を行使して，

ビデオなどの放送を自粛するよう異例の要請

を行っている。

イギリスの新聞の中には「アルジヤジーラ

のスクープは，ビンラディン容疑者やアルカ

イダとの危険で濃密な関係に基づくものだ]

とし，アルジャジーラを「ピンラディン・テ

レビ」とか「ビンラディンの代弁者 (mou血-

piece) Jと非難する記事もでた。

アルジヤジーラのジャセム・アルアリ局長

(当時)は「この戦争におけるもう一方の側

に意見を述べさせることに，報道としての重

要性がある。特にその人物がピンラディンの

ように議論を呼び，注目を集めている場合は

なおさらであるIと反論する 16)。アルジヤジ

ーラの編集方針は，双方の主張を公平に扱う

というもので，ブッシュ大統領とビンラディ

ン容疑者を並べる形で放送している。

一方各国のジャーナリストで組織するRSF

「国境なき記者団」は，パウエル国務長官が

カタールに圧力をかけたことについて，抗議

文を送り「情報を多角的に取り上げることは，

どのような状i兄で、あっても，尊重されなけれ

ばならない。アメリカの態度は，報道の自由

を認めない中東の各国政府を応援することに

なる」と反省を促した。

報道規制イギリスの事例

戦争や紛争時に，相手の主張の報道につい



てメディア規制に踏み切った事例が，イギリ

スにある。 1988年，北アイルランド紛争で相

次ぐテロに手を焼いたイギリス・サッチャ一

政権は， lRAやシンフェイン党17)など，特定

の団体の代表者らが発表する声明の放送を禁

じるという措置をとった。 BBCについては免

許協定書，また商業放送局については，放送

法に基つく措置であった。放送史上初めての

ことであり，野党労働党は「正しい判断を下

す機会を視聴者から奪い，言論の自由への攻

撃だjと反発した。

一方，放送界は政府の命令には「直接放送

してはいけなLリとあるととから「悶4妾なら

放送しでもよLリといわば抜け穴の解釈をし，

シンフェイン党のアダムス党首の声とよく似

た声優で吹き替えて放送した18)。この禁止措

置は1994年に停戦が成立して，解除されるま

で6年間続いた。この変則的な吹き替え放送

は，政府の言論規制の姿を視聴者に印象づけ，

またlRAやシンフェイン党側も責任追及を免

れるなど結局，政府にとっては逆効果であっ

たといわれる。

3.戦争の被害報道をめぐって

アフガニスタンは，国際的にはメディアの

空白地帯となっており，アメリカの情報管理

は極めて容易なものと思われた。ところが，

現地で取材するアルジャジーラが，アメリカ

軍の爆撃によって市民に死傷者が統出してい

ると報じ始めた。映像はとどもの遺体や， ト

ラックに積み込まれる大量の死体，小さな遺

体を抱き「息子の体はまだ温かいJと泣き叫

ぶ父親，血まみれの負傷者など，視聴者の感

情に訴えるものであった。とうした映像をア

ルジャジーラは容赦なく放送した。痛ましい

アルジヤジーラ， 10年の歩みと新たな戦略

映像が，位界に発信されると，アメリカ政府

のメディア戦略は，根底から覆されることに

なった。

アメリカは， 1991年の湾岸戦争では，メデ

ィアの取材を制限し，アメリカ軍が提供する

ビデオで「クリーンな戦争」を演出して成功

した。今回アブガンでもこの作戦を踏襲しよ

うと，ピンポイント爆撃のビデオをメディア

に提供した。このビデオで見る限り空爆は，

軍事目標だけを正確に破壊するものだった。

ところがアルジヤジーラの報道は，アメリカ

のピンポイント爆撃が正確なものでなく，い

かに危ういものであるかを示すことになった。

アメリカ軍は，とうしたアルジヤジーラの報

道に，まだ未確認であるとか，誤報であると

か，あるいはすべての責任はタリパンにある

などと，弁解と反論に躍起となった。

一方メディアのなかから也，市民の遺体を

そのまま放送するのは，死者やその家族に対

する官涜である。視聴者に嫌悪感をいだかせ

るような映像は放送すべきでないといった声

也出てきた。これに対し，アルジヤジーラの

イフラヒム・ヒラル編集長(当時)は， r戦争

は悲惨なものであり，悲惨な側面を伝えるの

がジャーナリズムの責任だjと反論する。そ

して戦争の悲惨さを隠したり，カットするこ

とは，戦争を無毒化 (sanitize)するととだ

と批判する。「我々は，アメリカから報道の

自由を学んだ。そのアメリカが，それをやめ

ろと言えるのだろうかjと疑問を投げかける。

アメリカのメディアの対応

アメリカのメディアは，当主耳からアフガニ

スタンでの空爆被害の報道にはあまり積極的

ではなかった。なかでも CNNは，アフガニ

NHK放送文化研究所年報捌日|凶



スタンでの市民の被害を報道する場合，アン

カーがニュースの後でこんなコメントをつけ

始めた。

「ごらんいただいたのはタリパン支配地域からの

一方的立報告にすぎません。空爆のきっかけはテ口

事件にあることを忘れないでください。 9月11日に

はなんの罪もない5，OC日人以上の人が殺されたので

すJ19) 

これは， CNNのアイザクソン会長の指示

によるもので，これについてCNNのイーザ

ン・ジョーダン社長は「アフガニスタンを攻

撃しているのは，同時多発テロの犯人をみつ

けるためだということをネ見聴者にj思い出して

貰うためだ。今回は我々自身の命が脅かされ

ているのだから，中立の立場をとるのは不可

能だJ20)と説明する。湾岸戦争など常にグロ

ーパル放送として客観報道を標携してきた

CNNが，その編集方針を大きく変更すること

になった。

同時多発テロで3，000人以上の市民が尊い

命を失ったととは，悲しく痛ましいことであ

る。それと同時に多くのアフガニスタンの市

民がアメリカ軍の空爆に巻き乙まれて命を落

としたことも，悲しく痛ましいととである。

しかしアメリカのメディアは，同時多発テロ

の犠牲者ほど，アフガニスタンでの市民の犠

牲者については，関心を払わなくなった。

4. アルジャジーラとCNNの対立

アルジャジーラのアッルーニ記者が，ピン

ラディン容疑者と行ったインタビューをめぐ

って， 2002年 1月CNNとアルジヤジーラが

対立した。この問題については未だ不明な点

が残っており，その経緯を振り返ってみたい。
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CNNとアルジャジーラは素材の先行使用権

などの業務協定を結び密接な関係にあった。

当時アルジヤジーラとCNNは，ビンラデ

ィン容疑者をインタビューしようと接触を試

みていたが実現しなかった。とごろが2001年

10月，アルジヤジーラのカブール支局に男た

ちが現れ，支局長のアッルーニ記者に目隠し

をして，秘密の場所に案内し，そこでインタ

ビューが実現した。しかしアルジャジーラは，

なぜかこのインタビューをひた隠しにし，イ

ンタビュービデオの存在も否定していた。し

かし年が明けて2002年 1月，とのインタビュ

ーが突然CNNから放送された。アルジャジ

ーラは「このインタビューは，ビンラディン

容疑者と自由，対等な形で行われなかった。

内容も報道に値しないと判断した。 CNNが

ど乙でビデオを子に入れたかわからないが信

頼関係を裏切るものだ」と抗議した。一方

CNNは， Iこのビデオは合法的に手に入れた

もので，内容も放送する価値のあるものだI

と反論した。インタピューのなかで，ピンラ

ディン容疑者は，同時多発テロとの関わりは

否定しているが， I人々を扇動すること，

我々の息子を殺した者を殺すことが，テロと

いうなら，歴史に我々はテロリストだと証言

させようjと述べている。ブレア一首相はビ

ンラディン容疑者が，同時多発テロに関与し

たことを示す証拠だとした。

ビンラディン容疑者のビデオ放送には積極

的であったアルジヤジーラが，なぜ乙のビデ

オを放送しなかったのか。逆にビンラディン

容疑者のビデオの放送に慎重だったアメリカ

CNNが，なぜ放送に踏み切ったのか，未だ

にその理由がはっきりしない。



@初戦争と即デイア

1.存在感増す中東衛星テレビ

アメリカによるアフガニスタンのタリノtン

への攻撃のときは，現地取材はアルジヤジー

ラの独壇場だった。ところがイラク戦争では

状況が一変し，数多くの中東テレビ局が戦争

報道に参加した。バグダッドが陥落する直前

まで続けられたイラクのサハフ情報相(当時)

の記者会見の様子をみると，会見席には20本

以上のマイクロフォンがところ狭しと並んだ。

その多くが中東の衛星テレビ局の也のであっ

た。とうした取材体制もあって，イラク戦争

ではとれまでになく大量の映像や情報が，世

界に発信されることになった。

アルジャジーラ， 10年の歩みと新たな戦略

アルアラビアの登場

当日寺活躍した主な中東衛星テレビをみてみ

よう。まず，アルアラビアはイラク戦争が始

まる直前の2003年 2月，アラブ首長国連邦

(UAE)のドノfイから放送を開始した。サウ

ジアラビアやクウェートなどが2億ドルを投

入し，サウジアラビアの衛星テレビMBCの

子会社として発足した。ドパイのMBCと同

じ建物を使って放送している。

アルアラビアは設立の理念として，地域の

安定と民主化をあげているが，実態としては

アルジヤジーラの報道に不満を持つサウジア

ラビアやクウェートが，穏健なニュース局を

求めたことが背景といわれる。しかし記者な

どの400人のスタッフは， BBCやアルジヤジ

ーラからの移籍組も多L、。との結果，報道内

容はアルジヤジーラと同じ方向となり，視聴

者に評価されたが，サウジアラビアやクウェ

資料5 中東の主な衛星テレビ局

UAE 

MBC 

アルアラビア

アプダピテレビ

CNBCアラビア
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ート政府の期待を裏切ることとなった。

アブダピテレビは， UAEのメディア公社傘

下にあり， 2000年 1月に開局。ニュース専門

チャンネルではないが，大きな事件が発生し

た場合は，ほとんどの番組がニュースに切り

替わる柔軟な編成となっている。 UAEは湾岸

のいずれの固とも良好な関係を維持してお

り，この立場を生かして，幅広い取材先を確

保している。イラク戦争終了後は，ニュース

の比重は低下している。

LBC/アルハヤトは，イラク戦争取材のた

めレバノンのテレビ局LBCとアラブ有力紙ア

ルハヤトが，業務提携しニュース部門を強化

したものである。 LBCは，アルハヤトの記者

もレポーターとして起用した。このほかイス

ラム教シーア派民兵組織ヒズボラが運営する

アルマナールは，反シオニズムをf昌げてレバ

ノンから放送しており，それなりの人気があ

るという。経済専門チャンネルのCNBCアラ

ビアはドノくイから，またシリア系のANN(Arab 

News Network)も，ロンドンからの放送で経

済ニュースに力を入れている。

国営では，エジプトのナイルニュース，イ

ラン国営のアルアラムがある。このほかレバ

ノンのフューチャー，サウジアラビアのART，

オービットなど，中東の空は国境を越えて多

様な電波が飛びかうごとになった。

新たな情報戦

イラク戦争報道は，これにまでになく大量

の映像や情報が，世界に配信された戦争であ

った。欧米のテレビメディアと中東のテレビ

メディアが，イラクを舞台にさまざまな取材

活動を展開したためである。各局の報道姿勢

は，テレビ局が画面に表示したタグラインに
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i参み出ている。

アメリカABCは iAroerica Fight back (アメ

リカは反撃する)J，NBCは iWeshall Over-

come (我々は打ち勝つ)J，CBSは iAroerica 

Rising(立ち上がるアメリカ)J，FOXはiAroerica 

United (団結するアメリカ)J ，そしてCNNが

i Aroerica' s N ew War (アメリカの新しLミ戦

争)Jであった。

一方，中東のテレビ局ではアルジヤジーラ

が iWaron Iraq (イラク戦争)Jで，これは偶

然か， BBCと同じものとなった。アルアラビ

アは「官官ThirdGulf War (第3の湾岸戦争)J，

これはイラン・イラク戦争が第 1の湾岸戦争

で， 1991年のイラクによるクウェート侵攻を，

第2の湾岸戦争と数えている。そしてアブダ

ビテレビが ilnthe Line of Fire (戦線で)Jと

なっている。アメリカのテレビ局は， i愛国

報道Iのうねりのなかで，国民を鼓舞しよう

とする姿勢がみえる。これに対し中東のテレ

ビ局は一歩号[¥ミた感じとなっている。

アメリカはカタールのアメリカ中央軍司令

部にメディアセンターを設置し，テレビスタ

ジオ並の記者会見場21)を設営した。さらにア

メリカ軍部隊に同行するエンベッド(埋め込

み)取材を認め，外国人記者を含め600人が

参加した。

一方，イラクは，情報省が各局の放送を厳

しく監視し，不利なニュースが流れると，サ

ハ7'['青報相が直接，放送局に圧力をかけた。

特にサハフ情報相は，アルジヤジーラの支局

には，毎日のように顔をだし，アメリカ軍捕

虜の映像などイラクに有利な映像を放送させ

ようと躍起になっていたという包)。

今回のイラク戦争は，アメリカやイギリス

の流す情報が，地元メディアによってしばし
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う

ば否定された。例えば，開戦まもなく，イギ

リスとアメリカは， iパスラで反ブセインの

民衆蜂起が起きたJiパスラが陥落したjな

どと情報を流した。ところがパスラを取材し

ていたアルジャジーラの記者は「パスラは平

穏で民衆は蜂起していない。陥落もしていな

Lリと現地からリポートした。事実パスラは

平穏であった。またアメリカ軍は盛んにフセ

イン大統領を狙った空爆を行い， 4月にはフ

セイン大統領爆死説が流された。しかしアブ

ダピテレビが，地下潜伏中とみられるフセイ

ン大統領の映像を放送した。撮影日時は不明

だったが，これで爆死説は疑問視されるよう

になった。こうした状況下で，イラクでのア

メリカやイギリスの情報操作は困難なものと

なつってゆく。

2.捕虜・遺体報道をめぐって

イラク戦争の報道で大きな問題となったの

は，兵士の遺体，捕虜の兵士の扱いであった。

アルジヤジーラは， 2003年3月23日イラク

国営放送から入手したビデオを放送した。捕

虜となったアメリカ兵5人が，イラク当局か

ら名前や出身地の尋問を受けるシーンと，戦

死した兵士が床に横たわる映像が含まれてい

た。アメリカは直ちに，ジュネーブ協定違反

であると抗議した。捕虜の扱いについて1949

年に制定されたジュネーブ協定は，第13条で

「戦争捕虜は暴行，脅迫並びに侮辱および公

衆の好奇心から保護しなければならな¥'J 23) 

としている。国際赤十字も，ジュネーブ協定

にふれる可能性を指摘した。

この映像については同じアラブメディアで

も対応が異なり，アルアラビアはアメリカ兵

の顔や遺体がはっきり見えないよう編集して

アルジヤジーラ。 10年の歩みと新たな戦略

いる。またアブダビテレビは家族の感情を配

慮、し放送は差し控えた。アメリカではCBSが

l度放送したが，その後モザイクをかけた。

ほかのネットワークは放送を自粛した。

この問題でアルジャジーラのアメン・ジャ

パラー副編集長は怒りをみせる。「イラク戦

争が始まった頃，アメリカがイラク兵捕虜の

映像を放送したときには問題にしなかった24)。

なのに，アメリカ兵について問題にするのは

ダブルスタンダードだJ。

このあと問題を複雑にさせるのは， 2003年

7月アメリカ軍が潜伏中のウダイ，クサイ両

氏を攻撃し，その遺体をメディアに公開し放

送させたことだ。アメリカ政府は，両氏が生

前あまりに残認だったことなどをあげ，正当

な行為だとしている。

ジュネーブ協定の13条では，確かに「戦争

捕虜を公衆の好奇心から保護しなければなら

ないjとしている。しかしこの協定は1949年

の協定で，当時はまだテレビは一般的ではな

かった。このため13条の趣旨は，戦争捕虜が

広場などに引き出されて，公衆から罵倒や辱

めを受けないよう求めたもので，テレビは想

定されていないといった見方もでた。またオ

ーストラリアABCは，ジュネーブ協定は戦争

当事者の行動を規定したもので，報道機関は

対象ではないとしている。

3.放送用語をめぐって

放送に使われる用語については，以前から

問題が指摘されているが，今回のイラク戦争

でもこの問題がクローズアップされることに

なった。特に「テロリストJという言葉であ

る。ブッシュ大統領が， 9.11同時多発テロを

うけ2001年9月20日，談会演説でとれからの
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戦争を対テロ戦争 (W町 onTe汀or)と定義し，

「すべての国は，我々の側につくか，テロリス

トの側につくか決断しなければならなLリ25)

と二者択ーを追った。このあと， Iテロリス

ト」という言葉は，相手を全面否定し価値判

断を拒む言葉となった。

ロイターは，感情を刺激する言葉を使用し

ないとする編集方針から「テロリストJIフ

リーダムファイター」は使わず， icar bomber J 

とか Isuicide attacker Jなどと表現している。

BBCも，視聴者によって解釈が異なるとして，

国際放送では「テロリスト」を使わない。メ

ディアの中にはかつてはフランス・レジスタ

ンス抵抗運動もあり，すべてをテロリストと

一括りできないと慎重なと乙ろもある。

日本のメディア報道でも，アメリカ軍がイ

ラクに「侵攻」したのか「進攻jしたのかで

二つに分かれた。二つの言葉の聞には明確な

価値判断が含まれている。またアメリカの部

隊とともに行動するエンベッドの記者は，

「従軍記者」なのか「同行記者」なのか，こ

れも表記が分かれた。両者には大きな差はな

いかもしれないが，部隊をみる記者の目線が

微妙に遣ってくるかもしれない。さらに中東

メディアでは自爆テロを行って死亡したもの

を「殉教者」と表記することが多"0

4.衛星メディアの定着の背景

アルジャジーラが登場したとき，ごれは一

過性の現象ではなL功ミとみられた。しかしそ

の後中東では汎アラブの衛星が次々に立ち上

がり，中東メディアの大きな流れとなってい

る。この背景には，中東の経済的，社会的な

成熟があろう。アラブでは l人当たりの所得

に格差はあるものの，カタールなど湾岸各国
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はl人当たりのGDPが2万ドル以上に達し，

経済的にも社会的にも安定し，中間層が形成

されつつある。乙うした地域を中心に，衛星

放送を受信する世帯が急増し，法的には受信

が禁止されているサウジアラビアさえも

89%，イランでも60%が衛星放送を視聴して

いるといわれる。ジャーナリズムの概念が希

薄な所といわれた中東も，多様な情報を受け

入れる視聴者が育っている。

また技術的な面での進展が，衛星放送を支

えることになった。ごれまで帯域幅36Mhzの

中継器ではテレビは， 1チャンネルしか放送

できなかった。ところがデジタルの圧縮伝送

技術MPEG-2開発により一挙に， 6チャン

ネル以上の放送が可能となった。これにより

衛星放送のコストが， 6分の l以下と大幅に

引き下げられ，新たな衛星放送の参入が容易

となった。

さらに中東ではアラビア語が，共通言語で

あることも大きい。アラビア語を直接使って

いる人は 1億5，000万人前後であるが，コー

ランなどでアラビア語に関係する人々は10倍、

人を超えるとL可。これも衛星放送が普及す

る一因となっている。

5.新世界情報秩序

中東での多くの衛星チャンネル登場という

流れは， 1976年コロンボでの第五回非同盟首

脳会談での，情報分野における「植民地状態」

からの脱却を訴えた政治宣言を思い起こさせ

るものである。これは2年後のユネスコ総会

での「マス・メディア宣言」に結実すること

になる。宣言の前文に「新しい，より公正で

効率的な世界情報およびコミュニケーション

秩序の実現」すなわち新世界情報秩序26)が



調われている。世界の情報は， I款米のメディ

アが一手に握っており，この状態を改善する

ための方策を検討するととになった。しかし

この構想は，東西の対立の政治的な駆け引き

に巻きこまれ，頓挫してしまう。以来，情報

の流れは先進西側の「北」から途上国の「南」

への一方向となり，世界の情報の非対称性が

残ることになった。

しかし四半位紀経ってアルジャジーラなど

中東メディアの登場により， I南」から「北」

への情報の流れがはじまり，双方向の形がで

きつつある。とれによりアフガニスタン，イ

ラクの二つの戦争では，攻撃する側，攻撃さ

れる側の情報がいずれも大量に発信されるこ

とになり，これまでの非対称だった世界情報

秩序の構図に変化が生まれることとなった。

非同盟諸国やユネスコの悲願がようやく達成

に向けて，一歩を踏み出したともいえる。

6.中東のテレビ視聴者

多くの中東衛星テレビが，イラク戦争を報

道したが，これを中東の視聴者はどのように

見ていたのだろうか。戦闘が一応終結した

2003年5月から 6月にかけ，シリア，レバノ

ン，ヨルダン，エジプトの 4か国の首都で25

人ずつあわせて100人にアンケートをしてみ

た。アンケートは平均的な商后街を選び，買

アルジヤジーラ， 10年の歩みと新たな戦略

物客らを無作為で面接した。

まず1日の視聴時間は，イラク戦争前では，

平均4，9時間だった。因みに日本人の視聴時

聞は 1日3時間40分程度で，日本より 1時間

以上長い。イラク戦争が始まると，一気に1曽

え，平均10時間，視聴者はテレビの前にくぎ

づけ状態となっている。

視聴者に，どのチャンネルをよく見るか段

階的に聞いてみた。まず第 l選択としてよく

見るのは，アルジャジーラで77人と圧倒的で

あった。ついて、アルアラビア15人， LBC/ア

ルハヤト 6人などとなった。第 2選択として

よく見るチャンネルは，新規のチャンネルの

アルアラビアが46人と l番多かった。親局

MBCによる前宣伝の効果もあったようだ。

一方CNN，BBCなど欧米のテレビを選択肢

に挙げた人は少なく，存在感を増す汎アラブ

衛星テレビの影に隠れる形となっている。

次に「最も信頼できるチャンネルはどこか」

と尋ね，またその理由を聞いた。やはりアル

ジャジーラが71人と圧倒的であった。その理

由として， Iニュースの正確さは既に歴史的

な実績になっている(セールスマン26歳)J

「戦争の本当の映像を生で中継している(医

師35歳)Jなどと評価している。 2番目に多

かったのはアルアラビアの15人だった。アル

アラビアは開局に前後して，各局の人気キャ

資料 6 中東衛星チャンネル評価 (5点満点)

評価点 採点者 評制点 採点者
アルジャジーラ 4.7 ヲk女ヲ~*女 99人 JTV (ヨルダンァレピ) 3.3 ヲ骨ヲkヲ~** 22人
アルアラピア 4.3 ヲ蛇ヲ~*ヲ~* 99人 SIV (シリアテレビ) 3.0 ***** 22人
アルマナール 3.8 ヲh貴女ヲ~* 27人 BBC 2.7 ***** 24人

ナイルニュース 3.8 ヲ骨貴ヲ~** 17人 ANN 2.3 **セ** 3人
ブュチャー 3，8 ***** 11人 MBC 2.2 ***** 64人

アブタピァレピ 3.7 ヲkヲ~*ヲ~')廿 94人 CNN 1.8 ヲ骨ヲ町交交交 22人
LBC/アルハヤ卜 3.5 ヲ~*女*，守 68人 FOX 1.0 ***** 8人
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スターをスカウ卜しており，これが功を奏し

たのかもしれな1'0 LBC/アルハヤトも 6人

で高級紙アルハヤトとの提携の効果を裏付け

ている。乙のほかアブダビテレビは 4人，ヒ

ズボラの宣伝放送アルマナールを最も信頼す

るという人が3人いた。アルマナールについ

ては，フラストレーションのはけ口としてf見

聴する人が多いとL可。

さらに各チャンネルの放送内容を 5点満点、

で採点してもらった。その平均点は，やはり

アルジヤジーラが4.7点と最も高い評価とな

った。ついでアルアラビア4.3点，アブダビ

テレビ3.7点， LBC/アルハヤトは3.5点など

となった27)。

@初戦争後の動き

， .アメリカとアルジャジーラの対立

2003年 5月の戦闘終結宣言後も，イラクの

アルジヤジーラやアルアラビアの支局には，

逃亡中のフセイン前大統領の戸とみられるテ

ープや，アメリカへの抵抗を呼びかけるビデ

オなどが持ち込まれ，つぎつぎに放送された。

こうした放送に対し，アメリカ軍は「敵意の

扇動」だと反発している。そして，アルジヤ

ジーラの記者らを，取材先で拘束，逮捕する

ケースが統出し，対立は高まっていった。

こうしたなかで2003年秋，アルジヤジーラ

幹部の大幅な人事異動があった。アルジャジ

ーラ開局からの幹部のジャセム・アルアリ局

長，戦争報道を指揮してきたイブラヒム・ヒ

ラル編集長，それにアメリカ批判を行ってき
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たイワン・リドリー記者らがアルジヤジーラ

を去った。アルアリ局長はイラクのブセイン

政権時代にバグダッド支局開設などイラクと

接触したが，このときの関係が密接すぎたと

批判されたりした。ヒラル編集長は，悲惨な

戦争は悲惨なものとして伝えるべきだと戦争

の無毒化に反対する主張をしていた。こうし

た言わばアルジャジーラ第 1世代に代わっ

て，ワッダーハ・ハンファ局長，アーメド・

シェイク編集長，アメン・ジャパラー副編集

長ら，若く柔軟とされる人々が登場した。こ

の人事にどのような背景があるのかは定かで

はない。

ファルージャ，誘拐事件報道

アルジヤジーラとアメリカ軍の関係が一段

と悪化したのは，ファルージャの包囲作戦の

報道であろう。スンニ派トライアングルにあ

るブアルージャで， 2004年3月，米軍の下で

働く派遣会社員(元特殊部隊員だが，アメリ

カ軍は民間人としている) 4人が住民に殺害

され，遺体が市内を引き回されるという事件

が起きた。乙れは1993年10月，ソマリア事件却

を思い起こさせるもので，アメリカ箪は「フ

セインを支持する外国人武装勢力がファルー

ジャに侵入し，市民を人質にとっている」と

してファルージャ包囲作戦を行った。

アルジヤジーラの取材クルーが，この包囲

作戦の模様を中継で伝え衝撃を与えた。アル

ジャジーラによれば，外国人武装勢カという

が，アラビア語のアクセントなどから外国人

とは思えない。女性や乙どもなど一般市民に

死傷者がでているが，これは武装勢力による

ものではなく，アメリカ軍の;爆撃やミサイル

によるものだと伝えた。こうした報道により
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アメリカ軍は，この包囲作戦を早々に切り上

げざるを得なくなった。

アルジヤジーラのアメリカを刺激する報道

はさらに続く。 5月，アメリカ軍の攻撃へリ

が，イラク西部ラマディ近郊の民家を爆撃し，

40人以上が死亡した。アメリカ軍は外国人武

装勢力の隠れ家を爆撃したと発表したが，ア

ルジヤジーラは，この家では結婚式が行われ

ていただけだと報じた。そして爆撃で死亡し

た人が子にしていたビデオカメラを回収し，

そのビデオ映像に収められていた結婚式の模

様を放送した。ごく普通の結婚式で，これに

より米軍の説明は極めて苦しいものとなった。

とうした放送内容に米軍が苛立ち，ラムス

フエルド国防長官はアルジヤジーラなどを激

しく非難し，パウエル国務長官も， 4月末，

訪米したカタールのハマド外相に「アルジヤ

ジーラの報道は両国間の関係を損なLゆミねな

Lミ」と異例の警告を行った。

このころアメリカのブッシュ大統領は，ブ

レア一首相と会談しているが，その内容を記

したという秘密文書が，デーリーミラー紙に

よって報じられた29)。それによると，ブッシ

ュ大統領はアルジャジーラへの怒りのあまり，

カタールのアルジヤジーラ本部の空爆を提案

し，ブレア一首相に制止されたという。真偽

のほどはわからないが，アメリカがアルジヤ

ジーラの報道に， 'ミカミに神経を尖らせていた

かを窺わせるものである。

さらにアメリカ側を硬化させたのは，頻発

した誘拐事件報道だった。誘拐グループは人

質のビデオをアルジヤジーラなど中東のテレ

ビ局に届け，これをテレビ局が放送するとい

うプロセスが常態化した。アメリカ軍やイラ

ク暫定政府にとって，これはあたかもテレビ

アルジヤジーラ， 10年の歩みと新たな戦略

局が誘拐犯グループを支援して，誘拐を助長

しているという印象を与えることになった。

テレビ局に持ち込まれた誘拐ビデオを，テレ

ビ局がどう扱うべきか，今後論議されること

になろう。

2. アJレジャジーラのf命E里コード

カタールのハマド外相がパウエル国務長官

の響告を受けてから 2か月後の2004年 7月，

アルジヤジーラは， 10項目からなる倫理コー

ドを策定し発表した。この中には，幾つかの

注目される内容が含まれている。まず第 3項

目で，戦争などの残虐なシーンのある映像を

放送するにあたっては，犠牲者の家族などの

感情に十分に配慮するとしている。すなわち

アルジヤジーラは，テレビを見て家族が悲報

を初めて知ることがないように事前連絡をと

る。凄惨なシーンは，クローズアップでなく

ワイドショットにするととなどを決めてい

る。シェイク編集長は「我々には，被害者の

家族を混乱させる権利はない。我々も経験を

積んで，穏やかになったということだ」と説

明する。さらに第 4項目では「スクープする

こと自体が目的ではなLリと言い切っている。

これまでスクープとされてきたビンラディン

容疑者のビデオや，戦争被害の映像などは，

今後どう扱われるのであろうか。外{言部のモ

ハメド・サフィ部長は， Iハード ニュース

だけでなく，多様な民族の生活，文化を掘り

下げて伝えるのが，新たなアプローチだjと

強調する。第 9項目では，視聴者を扇動する

フ。ロパガンダにならないようにするため，ニ

ュース，意見，解説を峻別するとしている。

しかしニュースの選択それ自体に一つの価値

判断が含まれているだけに，現実としてはニ
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資料7

アルジャジーラ倫理コード

アルジャジーラは世界に立ち向かうメディアとし

て次のような倫理コードを固い決意のもとに採択

し，自らに課したヴィジョンと使命を追求する。

l ジャーナリズムの価値観である誠実。勇気!公正，

パランス I 独立，信頼，そして多様性を守り 7 政

治的。商業的配慮をプロフェッショナリズムに置

先させない。

2 真実を追求し!それを記事，番組，ニュースに正

当性，正確さに疑いを残さない方法で報道する。

3 視聴者には敬意をもって対応し，すべての事項，

記事を提供するに際しては!明確で事実に即し，

正確な映慢で伝えるよう，適切な配E置をする。

方犯罪，戦争 1 迫害 1 見害の犠牲者，その家族!

視聴者の感紺に対し，また個々人のプライパシ一

公架道徳に対し充分な配慮を「る。

4 公正で誠実なメディア聞の競争を歓迎する。しか

しそれが我々の成果に逆効果とならないことが前

提である。従って“スク プすること"それ自体

が目的とはならない。

5 多織な意見やものの見方を，偏見なく由扮的にな

らぬよう f~える。

6 あらゆる民族，文化，信仰，価値観。固有の個性

について人間社会の多様性を認識し!個々の社会

の偏見のない。誠実な見方を伝える。

7 間違いが起きたと確認した時には。速やかに訂正

c.再発しないよう期す。

8 ニュース，取材源については透明性を持って扱う

が，取材源に関して国際的に確立したル ルを固

守する。

9 プロパガンダ，憶則になることを避けるため，ニ

ュ ス，意見，解説を瞳別する。

10 同業の仲間を支持し!必要な時には支援を与える。

特にジャーナリストが!常に受けやすい攻撃，い

やがらせに配慮する。プレスの自由を守るアラプ

や国際的なジャ ナリスト組織と協力する。

2004年7月制定

ユース，意見，解説の峻別は難しい。

倫理コードの策定について，アルジャジー

ラは，とれまでの編集方針を再確認しただけ

で，特に大きな変更はないとしている。一方

アメリカ国務省のパウチャ一報道官が，この

ような倫理コードの制定を評価するというコ
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メントをだしてLミる。

3.アッルーニ記者の逮捕，裁判

2003年9月，アルジャジーラに恩わぬ事件

が降りかかった。スペインに滞在していたタ

イシール・アッルーニ記者が，スペイン検察

当局に，アルカイダのメンバーだとして逮捕

された。アッルーニ記者は，アルジヤジーラ

を代表する記者であり，アフガニスタン戦争

やイラク戦争の取材で活躍した。特に2001年

のアフガニスタン戦争の際には，唯一カプー

ルに残った外国テレビ局の記者として，アメ

リカ軍の空爆による市民の被害を世界に発信

し，ピンポイント爆撃の実態を明らかにした。

またタリパンやアルカイダの取材でも，深く

食い込み.2001年10月にはビンラディン容疑

者とのインタビューを行っている30)。

アッルーニ記者はシリア生まれだが.1988 

年にスペイン国籍を取得しており，しばしば

スペインに滞在していた。一方テロの摘発に

カを入れるスペイン検察当局は，アルカイダ

の「スペイン細胞Jとされるグループの内偵

を進め，メンバーの一斉検挙に踏み切り，そ

の際休暇でスペインに滞在していたアッルー

ニ記者も，このグループの一員だとして逮捕

されたのである。

2年に及ぶ裁判で検察側は，アッルーニ記

者は，アルカイダの「スペイン細胞」のメン

バーで，現金の運び役として一連のテロに加

わったとして追及した。乙れに対してアッル

ーニ記者は「タリパンやアルカイダとの接触

は取材上の範囲内で，あくまでジャーナリス

トとしての取材だった。ビンラディン容疑者

とのインタヒ、ューもたまたまカブールにいる

唯一の外国人記者だったからだJと反論した。
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禁固 7年の判決

2005年9月，スペイン法廷は，アッルーニ

記者に禁固 7年の刑を言い渡した。法廷はア

ッルーニ記者が「スペイン細胞」のメンバー

で、はなかったと認定したものの，アルカイダ

に協力していたと判断した。

この判決に対してアルジヤジーラのシェイ

ク編集長は， rプレスにとって暗黒の日とな

ったJと述べ，次のようにコメン卜した。

「判決は不当で，ジャーナリズムの歴史と

そこに働く者にとって危険な先例となる。ア

ルジヤジーラはアッルーニ記者のジャーナリ

ストしての勇敢さと正当性を守るため，弁護

人を通じて控訴を支援するとともに，スペイ

ン検察当局に対しては，アッルーニ記者の健

康状態に配慮し直ちに保釈するよう求める」

アッルーニ記者は，アフガニスタンから帰

国したあとドーハで心臓手術を受けており，

主治医は継続的な健康チェックが必要とL寸。

アッルーニ記者への有罪判決は，メディア

関係者に衝撃を与えている。国境なき記者団

や国際プレス・ユニオンなどが「判決は報道

の自由に対するあからさまな妨害だjなどと

批判する声明を発表している。特にアラブ各

地で反発の声があがり，人権団体ファディ・

アルカディは「この判決は，ジャーナリスト

とテロリストを区別する能力がないととを示

しているJと非難した。またアルジヤジーラ

のハマド会長も「記者が秘密組織に情報源を

持つことは，記者として誘れることであり，

それがために裁判にかけられることがあって

はならない」と訴える。 2003年11月にアルジ

ヤジーラを去ったジャセム・アルアリ局長も

イラク・ブセイン政権との関わりに疑問を持

アルジヤジーラ， 10年の歩みと新たな戦略

たれている。いずれにしても今回の判決の結

果，今後記者が不法な組織と接触，交渉して

取材をすることが極めて困難となり，調査報

道のみちを閉ざす可能性がある。アルジヤジ

ーラは，スペインの上級裁判所，ヨーロッパ

裁判所などあらゆる方法で，取材の正当性を

主張するとしている。

4.中東テレビメディアの役割

アルジヤジーラをはじめ，中東にはいくつ

もの衛星チャンネルが誕生した。またアルジ

ヤジーラの生インタビュー，討論などの手法

は，エジプトなど中東のテレビ各局にも取り

入れられ，政治問題，宗教問題が表の場で議

論されるようになった。サウジアラビアでは，

国営テレビ局のニュース番組に，放送史上初

めて女性アナウンサーが登場した31)。またヨ

ルダンでは情報省廃止のあとの報道規制をい

かに行うかが論議されている。こうした動き

は「アルジャジーラ効果」ともいえるが，こ

のように様変わりした放送メディアが，実際

に中東社会にどんな変化をもたらしたのだろ

うか。社会の変革や民主化に役立っているの

だろうか。

テレビは精神安定剤?

「衛星テレビは，興奮をつくるが，政治的

な結果をもたらさなLリとか， r精神安定剤

の役割を果たしているだけで，選挙制度もな

Lミ中東では現実を変える力になっていないj

といった悲観的な見方がある。例えばアルジ

ヤジーラの人気番組 rOpposite DirectionJ 
(反対方向)では，賛成，反対の両極端の論

者が登場して激しい議論を展開する。政府批

判などを聞いた視聴者は溜飲を下げる。しか
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しあまりに両者の主張が極端なため，現実性

が薄れ，視聴者は結局，現状肯定になってし

まうという。このような衛星テレビの政府批

判は，各国政府にとって無害な存在だという

見方もある 32)。アメリカ国防大学のマモウ

ン・ファンディ教授の見解である。

「衛星テレビは現実の政治では在く，政治の闘技

場になっている。…n これは他人の経験を自分のこ

とのように感じる (vicarious)政治であり，ヴアー

チャルな政治である。アラブの政府は，こうした勧

告を歓迎している。だからメディアは現実の政治の

代替品となっている」却

テレビと民主化との関わりについて，アル

ジャジーラのアーメド・シェイク編集長は，

「テレビ局は政党ではないから，イデオロギ

ーを持たない。したがって民主化はテレビ局

の使命ではなLりと語る。放送局の使命は，

あくまで正確で公正な客観報道に，全力をあ

げることだとする。ただ結果的に民主主義を

拡大するのであれば，素晴らしいとも語る。

民主化はテレビがもたらす副産物ということ

だろうか。

視聴者の意識に変化?

中東では，これだけ衛星テレビが普及して

きているが，確かに目に見える変化はあまり

ない。しかし人々の物の考え方に変化がでで

きているという。これまでは反対意見はすべ

て国家反逆罪であったり，宗教上の統ーを乱

す行為であるとして処罰されたり，批判され

たりした。しかしトークショーでの議論を見

ることで，人々は合意することと合意できな

いことが，共存する多様性のある社会を認め
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始めたという。シェイク編集長は， I人々 は，

感情を抑えて議論をするようになった。物に

は二面性があると理解することは，宗教，人

種に対する寛大さを培う乙とになるjと乙の

変化に新たな可能性をみようとしている。

茶番だという批判もあるが，エジプトでは，

複数候補による初めての大統領選挙があった。

5期日を狙うムパラク大統領への「もう結構」

運動の様子がテレビで放送された。イラクの

暫定国民議会選挙では，テロが起きる危険の

なかで，晴れやかに l票を投じる人々の姿を

テレビは捉えた。レバノンではハリリ前首相

の暗殺事件に抗議する市民運動の盛り上がり

は，テレビの影響によるところも大きかった

とL、う。

@ァ…ーラの影響

， • ドバイ・メディア・シティなどの動き

アルジャジーラは，中東メディアの先導的

な役割を担っているが，中東各国のなかには，

メディアの誘致に積極的な国が増えてきてい

る。なかでもアラブ首長国連邦のドパイ・メ

ディア・シティ (DMC)は，中東メディア

のハフとしてその機能を充実させている。

ドパイ政府は，ポスト石油の中核産業とし

て情報・メディア産業を注目し，大型プロジ

ェクトTECOM(Dubai Free Zone for Tecbno-

logy， e-Commerce & Media)を立ち上げた。

400ヘクタールの敷地に 7億ドルを投資し1999

年にドパイ・インターネット・シティ (DIC)， 

2001年 1月にドパイ・メディア・シティ (DMC)， 



そ

社

ル

す

マ

アルジヤジ ラ， 10年の歩みと新たな戦略

資料 8 TECOMの概念図(メディア部門)

ドノ、ィ

インターネ， l シティ

DIC 

ナリッジ ピレッジ

KV 

インターナンョナル

メディア プロダクンョン ゾーン

IMPZ 

そして2002年にジャーナリスト養成などを目

標に大学を誘致するナリッジ・ピレッジ (KV)

を建設した。

DMCでは，ポルノやイスラム教以外の宗

教放送などを禁止しているが，一定の表現の

自由はドパイ政府によって保障されている。

またこのエリアであれば， 100%外資や， 50 

年間の法人，所得税の免除，ビザ取得の簡略

化などの特典が付与される。こうした優遇策

を受けて，テレビ局では， MBC，アルアラビ

ア， CNBCアラビア， Zτvなど 40局がDMC

に進出して汎アラブ向け放送を行っている。

このほかロイター， APといった通信社，マ

グロウヒル社などの出版社などあわせて928

社がDMCにオフィスを構えており，中東の

メディア拠点として急速にその機能を拡大し

ている。さらにドパイ政府はメディアの拠点

として機能を高めるため，インターナショナ

ル・メディア・プロダクション・ゾーン (IMPZ)

とドパイ・スタジオ・シティ (DSC)の建設を

進めている。 IMPZは出版関係の企業が，こ

こで編集から印刷まで一貫してできるように

するもので，印刷工場，資材倉庫などを配置

する。またDSCは，ドパイでテレビ局がドラ

ドノすイ

スタジオ シティ

DSC 

マなどを制作する大型のスタジオを建設する

ものである。既に20社がDSCへの進出を決め

ているという。

ドパイのほかエジプトもカイロ郊外にエジ

プト・メディア・プロダクション・シティ

(EMPC) を建設し，メディアの誘致を進め

ている。特にここでは， i中東のハリウッド」

を目指しており，映画やテレビドラマ用のス

タジオや屋外セットが充実している。近くに

ナイルサットの基地局があり，ニュースなど

の世界に向けての発信が便利にできる。ただ

エジプトの検閲制度への危倶もあり，メディ

アはEMPCへの進出に慎重のようである。こ

のほかパーレーン，ヨルダン，イエーメンな

どもメディア企業の誘致に積極的という。

2. イラクとアフガニスタン

アルジャジーラを中心とした湾岸各国が，

メディアの先導役となっているが，戦争の舞

台となった，イラクとアフガニスタンはこれ

からがメディアの草創期となる。

イラクの現状

フセイン政権の崩壊とともに，衛星放送が
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解禁され市民はアンテナを買い求め，既に半

数の世帯がアルジヤジーラなどの放送を見て

いるといわれる。またイラクを占領したアメ

リカの暫定行政当局 (CPA) も，放送を民主

化に役立てるための制度を整備した。まず，

アメリカのFCC(連邦通信委員会)を範に，

独立行政委員会であるICMC(イラク通信メ

ディア委員会)が設立された。これは9人の

委員が政府から独立して放送行政の管理監督

を行うもので，予算も600万ドルがついた。

ついで，商業放送局とは別に，イラクに

BBCのような公共放送局を目標に，イラク・

メディア・ネットワーク(IMN)が設立され，

テレビチャンネル「アルイラキヤ」を放送し

ている。放送局は，政府から財政支援は受け

ているが，独立性は確保されているという 34)。

こうした放送制度の整備はCPAが主権をイラ

クに引き渡す2004年6月までに完了した。

ところが主権を受け継いた、イラク暫定政権

は，乙の放送制度に不満であった。治安が安

定しないイラクに，報道の自由は時期尚早だ

とする考えが強く，政権を引き継ぐや，政府

直轄の新たなメディア監視機関として，上級

メディア委員会 (HigherMedia Commission) 

を設置した。これにより ICMCの存在の意味

は薄れるととになった。

イラクでは自爆テロ，誘拐事件が頻発し混

乱が続く。暫定政府は，テレビが，テロや誘

拐を扇動しているとして，特にアルジヤジー

ラを非難し2004年 8月，バグダッド支局の 1

か月間の閉鎖処分を決めた。閉鎖の解除の条

件として，アルジヤジーラにテロなどへの取

材，編集方針を変更することを求めたが，ア

ルジャジーラはこれを拒否し，結局アルジヤ

ジーラ支局の閉鎖は， 2005年12月現在も継続
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されている。アルジヤジーラのシェイク編集

長は， r編集方針を変えてまでイラクの要求

を受け入れるわけにはいかなpJと妥協する

意志はなく， IJ翠着状態となっている。

アラブの世界では，昔から「書物はエジプ

トで書かれ，レバノンで印刷され，バグダッ

ドで読まれるjといわれる。アラブで一番古

い新聞アズ ザウラはバグダッドで発行され

た。イラクは歴史的にジャーナリズムの素地

を備えており，一刻も早い現状の打開が望ま

れる。

アフガニスタンの現状

2001年12月，タリパン政権の崩壊とともに

テレビ，ラジオが復活した。しかし特に資源

や産業もないアフガニスタンは， 1人当たり

のGDPが300-400ドルといわれ，衛星放送

の普及は遅れている。アジア基金が2004年に

実施した調査では，市民の主要な情報源の第

1位は，ラジオで60%，ついで口コミ情報が

16%，そしてテレビは12%にとどまっている。

20数年に及ぶ戦乱で一世代の教育が欠落し，

識字率は30%前後といわれ，活字メディアよ

り放送メディアへの期待が強い。

テレビは都市部では普及が加速している。

首都カブール周辺では国営放送のRTA(Radio

Television Mghanistan)ほか， 2004年5月に初

の民間テレビ局ATC(Mghan Television 

Channel) ，ついで10月にトロテレビ (Tolo，

ダリ語で夜明けの意)， 2005年 4月にアイナ

テレビ (Aina，ダリ語で鏡の意)，そして 9

月にアリアナテレビと 4つの民間放送局が開

局した。このうちトロテレビは社会問題から

ポップス音楽まで幅広い編成で人気を集めて

いる。



政府は放送を民主化推進の柱として位置づ

け， 2002年にプレス法， 2004年3月にメディ

ア法を制定している。しかしイスラム宗教関

係者が女性歌手の出演や，刺激的な外国映画

に反発しており，イスラム守旧派の影響下に

ある最高裁判所は，ケーブルテレビに営業停

止処分をだしたり，女性歌手の登場はシャリ

ーア法(イスラム法)違反だとクレームをつ

けたりしている。 2005年5月， トロテレビの

音楽番組に出演していた若い女性司会者が

殺害される事件が起きた。放送での自由な振

る舞いに批判があったといわれるが，背後関

係は明らかにされず，放送関係者に衝撃を与

えている。

アフガニスタンは，民族もパシュトン，ダ

リ，ハザラなど多種多様で，言語，文化も異

なる。また地方は箪闘が割拠し統一国家とし

て基盤は脆弱である。そのなかでイスラム教

が，アフガニスタンを結ぶ唯一の紳となって

おり，放送メディアも，イスラム法とのバラ

ンスをどうとるか難しい課題となっている。

3.欧米の中東メディア戦略

アメリカの「アルフッラ」

アメリカは， 2004年2月，中東向けのアラ

ビア語テレビ局アルフッラ(アラビア語で自

由なるもの)を開局した。アメリカ議会が

6，200万ドル (74億円)の予算を計上し開局を

急がせたものである。スタジオはヴァージニ

ア州スプリングフィールドで，ここでニュー

スや番組を制作し，衛星を通じて中東に放送

している。中東各地にスタッフを置き，現地

で制作した番組も増やしているという。そも

そも，この放送局はアルジヤジーラなど中東

アルジャジーラ， 10年の事みと新たな戦略

のテレビ局の報道が偏向しているとの危機感

から，アメリカ談会を中心に政治主導で開局

した経緯があり，中東ではアメリカのプロパ

ガンダ放送と受け止める視聴者が多い。

中東向けの放送として，アメリカは2002年

3月にラジオ・サワ(アラビア語で“一緒に")

を開局している。スタジオはワシントンとド

ノTイにあり，中東の主要都市でAMとFMで

放送している。アメリカのポップス音楽など

の聞にニュースを挟むフォーマットであるが，

このラジオ局は中東の若者を中心に人気をあ

つめている。今回のアルフッラの開局もこの

ラジオ・サワの成功体験が背後にあるといわ

れる。ラジオ・サワでは新たな中東向テレビ，

アルフッラを見てもらおうと，番組のなかで

アルフッラの宣伝をくり返している。しかし

中東のシンクタンクPARC調査部長のジハー

ド氏の分析では，ラジオ・サワのリスナーで

アルフッラも視聴しているのは10%もなく，

この作戦はあまり成功していないとみる。

アメリカは，放送を“自由と民主主義を広

める"情報戦略の手段と位置づけ，現在およ

そ60言語を使用して対外放送を実施してい

る。なかでもVOA放送は，正確で客観的な報

道を標梼し，プロパガンダのイメージを払拭

しようとしている35)。しかしこうした対外放

送も，海外の多くの人々にはアメリカのプロ

パガンダとみられがちである。

BBCも中東テレビ参入

BBCは， 2007年から中東向けアラビア語テ

レビ放送を開始すると発表した。年間の必要

経費1，900万ポンド (38億円)は，ブルガリア

語，ポーランド語，ギリシャ語など東欧9言

語とタイ語のあわせて10言語の放送を廃止し
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て捻出するとL寸。廃止される言語の国は既

にEUに加盟したり，経済的に成長をとげた

国で，放送の目的は達成されており影響は少

ないとBBCは説明する。

BBCは， 1938年にラジオでアラビア語放送

を開始して以来，その正確な情報でアラブ世

界でも実績を上げている。そのBBCがアラビ

ア語のテレビ放送を始めると，アメリカのア

ルフッラと違って，アルジヤジーラ，アルア

ラビアなど中東衛星テレビにとっても強敵と

なりそうである。アルジヤジーラのサトナム

広報部長は iBBCが参入するととで，健全な

競争が促進される。我々はBBCのアラビア語

放送を歓迎する」と語る。

BBCの国際放送は，イギリス政府の資金で

運営されており，今回の決定は政府による政

治判断である。乙のことが， BBCが政府の一

機関であることを印象づけ，アメリカのアル

フッラと何ら変わらないプロパガンダ放送と

受けとられる可能性もある。

BBCの中東へのテレビ進出は，前述したと

おり，これが 2度目である。前回1994年のと

きは，サウジアラビアのオービットと合弁で

あり，編集権で対立した。今回は，アラビア

語放送の編集権はBBCにあり，放送内容につ

いてはイギリス政府の干渉は受けないことに

なっている(1I-2参照)。

フランスも国際情報チャンネル

フランスのドゥース=ブラジー外相は， 2005 

年11月，新たなテレビ放送局，フランス国際

情報チャンネル (CFII)を設立し， 2006年中

に放送開始すると語った。これは中東で，ア

ルジャジーラが英語放送を2006年春に閥局す

ることや，イギリスが2007年からBBCによ
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るアラビア語放送を開始する計画を明らかに

したため，フランスとしても独自の情報戦略

を明らかにしようというものであろう。計画

では， 10分毎のニュースなどを24時間体制で

放送する。まずフランス語放送のあと，直ち

に乙れらのニュースを英語，アラビア語，ス

ペイン語に翻訳して放送するとL寸。 2006年

度予算で6，500万ユーロ (90億円)を要求し，

250人前後の編集スタッフを確保する方針と

L、う。

ドイツもドイチェベレ・テレビで l日3時

間のアラビア語放送をはじめており，欧米各

国の中東への関心は高い。

4.アルジャジーラと日本

アルジヤジーラが日本で知られるようにな

ったのは， 2001年の同時多発テロ以降である。

日本では2001年の11月からスカイパーフェク

TVが，一部日本語訳をつけてアルジヤジー

ラを無料放送した (2002年9月で終了)。日本

と中東は石油などエネルギーを通じて関係は

深いが，日常の交流ではお互い遠い関係であ

った。しかし2003年に日本がイラクへの自衛

隊派遣を決めるとアルジヤジーラの日本に対

する取材が本格化する。

2003年12月末，小泉首相がアルジャジーラ

のインタビューを受けた。このインタビュー

は，翌 1月アルジャジーラの報道番組「直接

対話」で特別番組として放送された。ごのな

かで小泉首相は「自衛隊は戦争に行くのでは

ない。イラクの復興を助ける，人道的な支援

のために行くのだ」と強調している。このイ

ンタビューについて，アルジヤジーラのシェ

イク編集長は「自衛隊は敵視されず，アメリ

カやイギリスの軍隊とは違うと理解されてい



選

で

ェ

我

る。だから小泉首相のインタビューにはプラ

スの反応があった」と分析している。この分

析が正しいかどうかはわからないが，日本は

先進国で唯一中東を侵略せず，敗戦のどん底

から見事に経済大国になった固として中東で

は評価が高い。 2004年4月から，イラクでの

日本人人質事件が連続して発生，アルジヤジ

ーラの報道に日本が一喜一憂する日が続いた。

2004年 5月，アルジヤジーラ東京支局が開

設された。アジアでは北京についで 2番目の

支局である。スタップは 5人，小さなスタジ

オや編集室，ドーハへの電送回線などを備え，

本格的な支局として期待された。ところが，

半年あまりで東京支局は規模が大幅に縮小さ

れ，特派員 1人が駐在するだけとなってしま

った。アルジャジーラはこれについて，詳し

い説明はしていない。

規模は縮小されたが，記者が東京に駐在す

るとと，またアjレジヤジーラと NHKが2002

年10月に協力覚書を締結し，相互に素材を利

用できるようになったことから，アルジヤジ

ーラでの日本関連のニュースが，多くなった。

2005年 9月，現地でアルジヤジーラをモニタ

ーした際には，総選挙後の小泉首相の首班指

名，内閣発足など国内の動きが丁寧に伝えら

れていた。日本と中国との関係にも関心が高

く，東シナ海での石油開発をめぐる緊張関係

を報道している。こうしたハードな情報に加

え，東京からは日本の文化や話題がこまめに

ドーハに送られ放送されている。マ世界ーと

いわれる日本の鉄道システム，マ愛玩用ロボ

ットの登場，マ冬ソナブームとは，マ日本の

リサイクル運動，マ温泉ブームなどのほか，

日本での年間の自殺者が 3万人を超えたとい

うニュースが2004年8月にアルジャジーラで

アルジヤジーラ。 1011':'の歩みと新た立戦略

放送されている出)。イスラム教では自殺は禁

止されているため自殺する人は少なく，日本

の現象は中東では奇異にみえるとL寸。中東

では日本への関心は高いが，情報が少ないた

め理解がどの程度進んでいるのかよくわから

ない。現地で取材していると広島や長崎が，

今どうなっているかよく聞かれる。原爆で壊

滅したままと思っている人もいた。

NHKは，現在の衛星放送第 lの，朝の「お

はよう世界」と夕方の「アジアニュース」の

なかで，アルジャジーラの夜9時と昼2時の

ニュースをダイジェストで放送している。ま

た2005年10月，ポータルサイト運営会社のラ

イブドアが，アルジヤジーラの記事を翻訳配

信する契約を結び，毎日 5本程度のニュース

をポータルサイトで紹介している。日本でも

アルジャジーラへの関心は高く， 2006年5月

開局の英語のアルジヤジーラ インターナシ

ョナルが，日本でどう受信されるかも注目さ

れる。

面識アーメド・シ工イク編集長
唱現少に聞く

質問)アルジヤジーラへの内外の圧力は続い

ているのでしょうか。

シェイク)圧力という言葉にもよりますが，

特にアメリカが我々を批判しています。編

集方針を変更するよう圧力がありますが，

これに屈JJ~ してはいけません。我々は正し

く，健全な方針を実行しているからです。

こういうのは，やり過ごすのにかぎると思

っています。これとともに，幾つかのイス
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ラム教関係者やアラブ各国が不満を持って

います。アルジエリアでは支局が閉鎖され

ましたが，一方スーダンでは支局が開設さ

れています。彼らの考えが，変わるよう働

きかけていくととです。サウジアラビアや

イラクでは閉鎖されたままで，これが圧力

といえば圧力で，それは続いています。

質問)イラクのバグダッド支局の閉鎖は 1年

以上ですが，再開のめどはたたないのです

か?

シェイク)交渉をしています。イラク側は，

我々の編集方針に反する条件を受け入れる

ように求めており，これを拒否しています。

イラクの主権は尊重しますが，我々の「一

つの意見にはもう一つの意見」という基本

方針は譲れないのです。バランスの問題で

すが，これが否定されるのなら，我々は交

渉に興味ありません。今は直接の取材がで

きず，通信社の素材などを利用しています。

質問)報道で，日本を取り上げることはあり

ますか，反応はどうでしょうか。

シェイク)視聴者は日本を敬服しながら見て

います。かつて敵に占領されたのに，そこ

から立ち上がり，世界第2位の経済大国に

なったからです。資源もありませんね。ア

ラブの人たちはいつも「日本を見ろ。難問

を克服し立派な生活を楽しんでいる，模範

の国だ」といっています。ですから我々が

日本を扱うといつも好評です。日本がいか

に平和で，穏やかで，そしてどう我々と違

うのか伝えています。特に日本の文化に焦

点をあてています。

質問)2003年の暮れにアルジヤジーラは小泉

首相にインタビューしてますね。彼のメッ

セージはアラブの人に伝わったのでしょう
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カ冶。

シェイク)もちろんです。自衛隊がイラクに

駐留し，アラブの人々が数百人の隊員を見

ています。でもザルカウイや他の武装組織

が自衛隊のことに言及していないんです。

アラフゃ人は外国の軍隊は出て行って欲しい

と思っています。でも自衛隊は現地の生活

改善を助けており対応も丁寧ですから，敵

視されていません。アメリカやイギリスの

軍隊とは違うと理解されています。ですか

らあのインタビューにはプラスの反応があ

ったのです。

質問)またインタビューしますか。

シェイク)首相から機会を与えて貰えるなら，

編集長の私自らインタピ、ューしましょう。

我々は，これからも北朝鮮問題や，既に中

国が採掘をはじめている東シナ海での石油

開発問題などを取り上げようと思います。

また再選後の小泉首相がどう政策を進める

のか，日米関係や急成長の中国が日本にど

う影響を与えるのか，逆に日本がどう日中

関係を修復するのか，それに過去の清算な

どについて，我々は関心を持っています。

質問)2004年に，アルジヤジーラは倫理コー

ドを制定しました。そのなかに事件の犠牲

者やその家族に最大限の配慮、をするとして

います。とれは遺体や凄惨な映像はもう放

送しないという乙とですか?

シェイク)そうです。以前は放送しましたが，

私が編集長になったとき，“画面に凄惨映像

なし"としたのです。我今には現場や犠牲

者の名誉を守る責任があります。遺体は礼

儀正しく扱い，犠牲者の家族の感情を尊重

します。我々には凄惨な映像を放送して家

族らを混乱させる権利はありません。我々



も開局したころは若かったのです。段々成

長してきました。歳をとればものが判って

きて穏やかになるものです。要するに経験

を積んだということです。

質問)アルジャジーラは，兵士の遺体など戦

争の全て放送してきたのではないのです

か。方針を変えたのですか?

シェイク)イラク戦争当時はここに居なかっ

たのでわかりませんが，あのような映像は

本当にショックでした。ですから私がここ

に来たとき，もう止めようと言ったのです。

しかし戦争について何事も隠すことはでき

ません。戦争は醜いものであり，我々には

その事実を隠さず報道するという責任があ

ります。也し放送で戦争のあらゆることを

伝えないなら，それは人々の知る権利を否

定することになります。ただバランスをと

る必要があります。我々は凄惨なシーンの

クローズアップは放送しません。こうした

映像については，ワイドショットにします。

事実を隠したり，カットすることはできま

せん。兵士であろうと市民であろうと，罪

もない人が殺されるのが戦争で，そのこと

は人々に伝えなければなりません。

質問)今年，アルジャジーラ身売りの噂が流

れ，買い手にマードック氏の名前也上がっ

ていたようですが。

シェイク)我々は売却なんて話はしていませ

んし，アルジヤジーラも売りにでていませ

ん。ただ新規上場の可能性はあります。こ

れは，アルジヤジーラが設立されたときか

らの懸案事項なのです。最終的に我々は財

政的に独立しなければなりません。いつま

でもカタール政府の支援に頼っているわけ

にいかないからです。ですからアルジヤジ

アルジヤジーラ. 10年の事みと新たな戦略

ーラは民営化を目指しており，それは可能

だと思います。いつになるかはわかりませ

ん。これに関してマードック氏だか誰だか

知りませんが，そんな名前はでていません。

質問)財政的に独立しなければならないが，

なかなか難しいのでは?

シェイク)収入はありますが，十分ではあり

ません。全体経費の25%から50%くらいで

しょう。経費を賄うことも，採算点に達す

ることもできません。この状況に至った背

景には，政治的な駆け引きがあります。

我々とサウジアラビアの関係が良くないの

です。サウジアラビアはこの地域では最大

の広告市場です。この市場に参入を拒否さ

れたら，とても収入は得られません。サウ

ジアラビアは我々の編集方針に不満で，サ

ウジアラビア国内の企業にアルジャジーラ

に広告をだすことを禁止しています。乙れ

が大きな問題です。もちろん陛界のいろい

ろなところから広告を集めるよう努力はし

ています。

質問)サウジアラビアに止めるよう協力要請

はできないのですか。

シェイク)それは全くしていません。そうす

ることは我々の評判を傷つけ，信用を失う

ことになるからです。この世界にあって

我々はなによりも独立性を大切にします。

サウジアラビアから収入を得るために，そ

れを犠牲にしたり，妥協したりはしません。

質問)放送は，中東を民主化する最も有効な

手段だと考える人が多いと思うのですが，

これに同意しますか。

シェイク)それは，我々の放送局の使命では

ありません。我々は政党ではありませんか

ら，イデオロギーもありません。しかし独
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立した報道，我々が信じる客観報道，バラ

ンス，規範，これらを具現化した報道が，

改革を前進させ，結果的に民主化を進める

というのは確かです。我々のすることが，

世界を開き民主主義を広めるのを助けると

いうことでしたら，それは素晴らしいこと

です。しかし我々の使命は，人間が人間ら

しく尊厳をもって生きる権利，自分の意見

を表現する権利，こうした人権を守ること

です。それが民主主義というのなら，それ

はそれで素晴らしいととです。

質問)編集長として，直接に民主化を志向す

ることはないのですか。

シェイク)デスク，プロデューサーと毎日議

論するときに，民主化をL功当に推進するか

なんて考えません。興味あることは正確で

信頼される，そしてバランスのとれた映像

で，世界で何が起きているか伝えることで

す。トークショーなら，あらゆる人に意見を

述べてもらうごとです。それにより物事が

深化します。とのことが民主主義を推進す

ることになります。毎日みんなに直接，民

主主義，民主主義ということはありません。

質問)1996年にアルジヤジーラが設立されて

10年近くになりますが，世界を変えたと思

いますか。

シェイク)世界を変えたと言えば，大げさに

なるでしょう。我々は世界を変えたとは思

いません。最近でも残虐行為が世界で行わ

れており，我々はそれを止められなかった

からです。イラクの占領や市民が殺される

のを防ぐことさえできませんでした。世界

を変えるというのは誇りでも，我々の目的

でもありません。我々のしたことは，これ

までと違った物の考え方を世界に，特に欧
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米と中東に伝えたことだと思います。我々

は支配的な欧米の物の考え方で，世界の出

来事を解釈するのに慣れてしまいました。

BBCとかアメリカのネットワークの考え方

です。しかし今乙こに別のメディアがあり，

別の視点から物事を伝えています。これは

衝撃的なことであり，これからも衝撃的で

あり続けるでしょう。

質問)中東地域も最近，ちょっと変わってき

たのでないですか?

シェイク)我々の発した衝撃が，アラブ社会

に根付いてきたと思います。アラブの人々

がアルジャジーラを支援してくれています。

人々は自由，独立，ハランス，客観性とい

った概念を大切に考えるようになりまし

た。感情を抑えて，バランスのとれた議論

をするようになったことは重要です。人々

が感情を抑え，物には常に二面性があると

考えることができれば，我々が狙っている

“宗教や人種に対する寛大さ"を培うこと

ができます。でもこれは相関関係でして相

手がいます。その相手は欧米になるのです

が，それがお粗末です。イラクの占領を続

け，イスラエルに無制限の支援を続けてい

るかぎり，アラブ社会でのこの寛大さの形

成は難しいのです。我々が，ある武装グル

ープの行為は正当化できないと中東の視聴

者に伝えても，同時にイラクやパレスチナ

で起きているととを伝えなければなりませ

ん。イラクの人々への残虐な行為，そして

イラク占領そのものが正当化できず，中東

の人々には受け入れられないものです。中

東の人々に他方の位界の人々に心を開けと

言うとき，他方の世界の人々も中東の人々

に心を聞いて理解してくれるととが必要で



 

 

 

    

す。今はそうなっていません。

質問)英語版のアルジヤジーラ・インターナ

ショナルについて，どうみていますか?

シェイク)これは私の担当ではなく，別の組

織になります。でも成功するだろうと思い

ます。我々と同じ編集方針をとることにな

るでしょう。第二のBBCやCNNになって

はいけません。アラブの真の姿を他方の世

界，英語を話す人たちの社会に映しだす鏡

になって欲しいと思います。

(このインタビューは2005年9月22日， ドーハ

のアルジヤジーラ本部で行った)

おわりに

2005年 9月， ドーハのアルジヤジーラを訪

れた。既に新しい社屋が完成していて，あの

おなじみの小さなニュースルームは空き家と

なり閑散としていた。そとで待っていると，

担当者が現れ， iごらんの通り，アルジヤジ

ーラはアメリカの圧力で解散し，ニュースル

ームには人一人いません」と冗談であいさつ

を始めた。アルジヤジーラのスタップにとっ

て，アメリカからの圧力は日常の一部である

かのようである。

アルジャジーラは，この10年，さまざまな

圧力にさらされてきた。圧力に鍛えられてき

たかのようである。しかし草創期からのスタ

ップが去り，アルジヤジーラは第 2世代に引

き継がれつつある。かつてのビンラディン容

疑者のビデオや凄惨な被害映像へのこだわり

から，今はスクープにこだわらず，犠牲者や

家族への配慮、を優先するという柔軟な姿勢を

アピールし貴台めている。あるアルジヤジー

ラ・ウオッチャーは，これは iTalkmuch， 

Change lessJ作戦で、はないかと分析していた。

アルジヤジーラ， 10年の歩みと新たな戦略

要するに，アルジヤジーラへの圧力や批判を

かわすため「アルジャジーラは大きく変わっ

た」と宣伝するが，実際は中身をあまり変え

ないという戦術ではないかとみる。

かつて第四の権力とまで言われた欧米メデ

ィアは， i愛国報道」の熱気，グローパリズ

ムやIT技術の進展のなかで，ジャーナリズム

の原点を見失うまいと暗中模索をしている。

アルジヤジーラとそれに続く中東メディア

の出現は，位界のメディアが失いつつあるも

のを闘いかけることにもなった。しかし今後

中東のメディアは，暗中模索を続ける欧米メ

ディアの流れに飲み込まれてゆくのであろう

か，あるいは，流れの外からアラブの視点在

発信し続けてゆくのであろうか。

(おおた まさひろ)

i主:

1 )中東各国では気混が50度に在ると，屋外の作業

は中止されることになっているが，政府の公式発

表は49.5度が多く問題となっている。

2 )ハマド首長が， 1995年に設立し，運営について

はハマド首長のモザ夫人があたっている。

3 )中東広告の専門家AntonineChoueiri氏の試算

BBC monitor research 19/3/2004 

4) SCOITMACLEDO VIVIENNEWALT 

Live From Qatar TIME global 

May. 22， 2005 

5 )アルジヤジーラが，カタール政府の批判をしな

いとの指摘に対し，アJレジャジーラは 1 カタール

でのクーデタ 未遂犯に対する拷問疑惑について

は，アムネスティの代表や当局の責任者をスタジ

オに呼び，徹底的に追及した。また王族に配分さ

れる公金問題も報じたなどと反論している。

6 ) Jihad Fakhreddine古田町seand Potential Fall 

01 Pan-Arab Satellite 1v 

www.tbsjournal.com/fakhrad.html 

7)大蔵雄之輔『こちらロンドンBBCjサイマル出

版 1983 58p 
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8 )サウジアラビアの19歳の王女が，父親の決めた

許嫁を無視して20歳の男性と恋に落ち， 2人は処

刑された。これをドキュメン卜として制作したが，

サウジアラビアは，プライパシーの侵害として反

発。

9 ) Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani 

10) Sheikh Hamad Bin Thamer Al百四ni

11) Royal Military Academy Sandhurst 

12) 2003年の数字。総務省統計局「世界の統計2005J

から

13)番組はいずれもアラビア語であるが，アルジャ

ンーラによる英語番組表記。

14) 1998年12月，米英軍が「砂漠の狐」作戦でパグ

ダッドを空爆。これをアルジヤジーラのパグダッ

ド支局が取材，世界に発信した。これが7)レジヤ

ジーラの国際デピュ 。本格的に知られたのは

2001年のアフガニスタン攻撃。

15)[アルカイダjというのはアラビア語で「基地j。

組織としては解明されておらず実態は不明。

16) NHKスペシャル「世界のメディアは“新しい戦

争"をどう伝えたかJ2002年 3月22日放送から

17) lRA (アイルランド共和軍)の上部政治組織。

シンフェンとはゲ-，レ語で「我々自身jの意。

18)中村美子『放送研究と調査J1994年11月号 52p 

参照

19)同時多発テロ直後は，犠牲者は5，000人を超える

とみられたが， 1年後の公式発表では3，044人(犯

人グループ19人を含む)となった。

20) 16)に同じ

21)日本円で3，000万をかけた立派な会見場だった。

しかし情報が少なく?記者からはコーラはあるが

ニュースがないと姉撤された。

22)国際シンポジウム「戦争報道の課題」でアルジ

ヤジーラのワッダーハ・ハンファ局長の発言。

2004年 3月15日。内容は『放送研究と調査j2004 

年 5月号に収載

23) 13条には iprisoners of war must at a11 times be 

protected， particularly against acts of violence or 

intirnidation and against insult田 dpublic curiosity J 

とある。

24)イラク戦争での捕虜を映像化したのは英米の方

が先であった。イラク兵が身体チェックを受けた
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り1 両手を頭の後ろに当てながら列をつくりなが

ら投降する姿が放送された。しかしアルジャジー

ラのよう主アップ'の映像ではなかった。

25) iEvery nation in every region now has a decision 

to make: Either you are wi出 USoryou a陀 Wl出 the

terroris阻.J

26)永井道雄監訳「多くに声，一つの世界J日本放

送出版協会 1980 102p 

27)拙i稿「戦争下，中東のテレビと視聴者Jr放送研

究と調査l2003年 6月参照

28)アメリカ特殊部隊がソマリアの武装勢力に包囲

され18人が死亡，遺体が市内で引き回されるシ

ンがテレビで放送された。クリントン政権は，ア

メリカ軍の撤退を決めた。

29)イギリス大衆紙デーリーミラ が， 2005年11月

22日に報道。極秘メモは 5枚という。ゴールドス

ミス法務長官はメモの詳細を報じると国家機密漏

洩で訴追の可能性があると警告。 7)レジャジーラ

などが真相の究明を求めた。

30)前述の通り，このインタビューはアルジャジー

ラからは放送されず，アメリカCNNが放送t..，両

者は対立した。

31 )サウジアラビアの国営ニュースチャンネル，ア

ルイフパリア(Al-Ikhbariyah)で， 2005年 6月ご

ろから，女性アナウンサ 7人がベールを外して

ニュースを読み始め，保守的なイスラム社会に新

風を吹き込んだ。

32) Marc Lynch :Assessing the Democratizing Power 

01 Satellite TV 

www.tbsjounal.com/lynch.html 

33) Hugh Miles : A工JAZEERA

GROVE PRESS 2005 328p 

34) 2005年9月， IMNのハピブーアルサデル総裁の

来日でのインタピュー

35) 1976年， VOAの放送は正確，客観的，包括的で

アメリカ全休を代表するとともに，アメリカの政

策を明確に伝えるというVOA憲章が制定され，プ

ロパガンダ放送からの脱皮を目指している。

36)アルジャンーラ東京支局，ブァーデイーサラメ

記者インタピュー
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アJレジャジーラ関連年表

1994 10 BBC，オーピット合弁でニュース チャン 2003 3 ニューヨーク証券取引所の取材拒否される

ネル放送開始 (25日)

1995 6 ハマド皇太子，無血クーデタ一成功カター 4 バグダッド支局がアメリカの攻撃受ける。

ル首長と在る タレク・アイユーブ記者死亡(8日)

1996 2 ハマド首長， 7ルジヤジーラ設立の勅令 4 アメリカ軍 1 記者宿泊のパレスチナホテル

4 BBCアラピック'サーピス開局 攻撃。ジャーナリスト 2人死亡

11 アルジャジーラ放送開始(1日6日寺間放送) バグダッド陥落。ブアルダス広場のブセイ

1997 7 1日18時間放送 ン像倒す(9日)

1998 3 カタール政府，情報省廃止 5 ブッシュ大統領?戦闘終結官言(1日)

12 米英によるイラク「砂漠の狐」作戦， 7)レ 9 アッルーニ記者，スペイン当局にアルカイ

ジャジーラが取材，世界発信 ダのメンバー容疑で拘束(5日)

1999 1 アルジエリア，アルジヤジーラの視聴妨害 11 人事異動 1 ジヤセム アルアリ局長ら辞任

のため，停電作戦 11 アルジャジラ スポツ開局

2 1日24時間放送 12 小泉首相インタヒeユー。翌 1月に特別番組

2000 2 カプールに支局開設 で放送

9 第 2次インティファーダ始まる 2004 2 アメリカ，中東向けアラビア語放送「アル

犠牲になったムハマド少年の映像が，世界 フッラj開局。スタジオはウeァージニア州'1

に衝撃 衛星で中東に放送

2001 I イスラエルのパラク首相インタビュー(ア 3 イラク・ブアルージャでアメリカ軍雇用の元

ラプで初めて) 軍人4人殺害され，遺体さらされる (31日)

l アラビア語ウェブサイ l開設 4 アメリカ軍によるファルージャ包囲作戦， I 
l ドパイ・メディアーシティ (DMC)開設 アルジャジ ラが中継報道

(アラブ首長国連邦) 5 訪米中のカタール ハ7 ド外相に対しパウ

9 9，11同時多発テロ エル長官がアルジヤジーラについて警告

10 アフガニスタン爆撃開始(7日) 7 倫理コード制定，アメリカが評価

10 カブール支局にピンラディン容疑者のピデ 8 イラク，アルジヤジーラが暴力を扇動した

オ届く。ドーハから世界発信 として パクダソド支局 1か月の閉鎖処分|

11 カブール支局，アメリカ軍の攻撃受け破壊 (延長され2006，1現在も継続)

12 タリパン，カンダハル明け渡し崩壊 2005 4 アルジャジーラ・ライブ開局

2ω2 I 東京でアブガン復興支援会議 6 ドーハ本部の新館完成，ロゴやブオーマッ

1 アルジャジーラが保留としたピンラディン トを刷新

容疑者とのインタヒeュービデオをCNNが放 9 アルジヤジーラ・チルドレン開局

送。両社対立へ 10 BBC， 2007年からアラビア語テレビ放送の

3 アメリカ，中東向け[ラジオ・サワj開局

2003 2 アルアラビア局開局(ドパイ) 2006 5 英語ニュ スチャンネルのアルジャジー

3 イラク戦争始まる (20日) ラ・インターナショナル開局(予定)

3 アメリカ兵捕虜，遺体の映像放送，アメリ

カが反発 (23日)
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