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アル・ジャジーラ TV の新たな賭け 

（英語放送の開始と民営化計画を分析する） 
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Summary 

 カタールのアル・ジャジーラ TV（以下ジャジーラ TV と略す）は、アラビア語のニュース専門放送としてそ

の名が世界中に知れ渡っている。設立 10 年にも満たないが、視聴者は 4 千万人にのぼると言われてい

る。アフガニスタン報道で一躍国際的なニュース媒体となり、その後もフセイン政権末期から米軍の軍事介

入までの一連のイラク紛争をバグダッドから独占的に放映した。さらに国際テロ組織アル・カイダやイラク国

内の誘拐事件の犯行組織が提供するビデオの放映で視聴者の眼を釘付けにした。 

アラブ・イスラム圏の一般大衆は、アラブ・イスラム即ち暴力と言った CNN や BBC など欧米メディアの報

道姿勢に強いストレスを感じている。彼らはジャジーラ TV の出現により初めてアラブ・イスラムの姿があり

のままに放映されていると感じ、ジャジーラ TV を熱烈に支持したのである。 
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しかしテロ組織が提供するニュース素材をそのまま放映することに対し、米国はテロ活動を助長するもの

であると強い不快感を示し、またアラブ各国の中にもジャジーラ TV の報道が政権の安定を脅かすとして取

材制限をする動きが出ている。 

このような中でジャジーラ TV は新たなる飛躍を求めて来年から英語放送を開始する計画を発表、さらに

はオーナーであり現在も経費の６割を財政援助しているカタール首長家から独立して民営化する道を模索

している。これにより同放送は世界的なニュース・メディア、独立不羈のメディアとしてのブランドを確立しよ

うとしている。 

しかしながら中東のメディアを取り巻く環境は未成熟な部分が多く、ジャジーラ TV の思惑通りになるかど

うかは予断を許さない。 

1.       アル・ジャジーラ TV 誕生の背景 

 ジャジーラ TV(正式英文名：Al Jazeera)は１９９６年、アラビア語圏初のニュース専門放送として中東の小

国カタールで開局した。Al Jazeera とはアラビア語で「島」または「半島」を意味する。発信地カタールがアラ

ビア半島の一部であり、カタール自身がアラビア湾に突き出た半島であることに命名のいわれがあると考

えられる。中東各国にはそれぞれ複数の地上或いは衛星放送 TV があるが、その殆どは国営放送であ

る。これら国営 TV は体制翼賛的なニュース報道や宗教番組で占められ、娯楽もサッカーなどスポーツ番

組が多い。国営放送に飽き足らない視聴者は数少ない民間 TV のチャンネルを回すが、これとてソープ・ド

ラマ、ドタバタ喜劇などが多く、世界の動きを知るには欧米の CNN や BBC に頼っていた。 

 実は BBC は１９９４年からアラビア語放送を行っていたが、１９９６年にサウジアラビア王家をめぐる報道

をめぐって同国政府が BBC に放映内容の事前検閲を求めたことに端を発し結局 BBC はアラビア語放送

を中止した。この時、カタールは BBC 担当スタッフの多くを雇い入れジャジーラ TV を開局したのである。こ

れには前年の１９９５年、カタールの首長家であるサーニー家で首長外遊中に息子の皇太子が宮廷クーデ

ターを敢行して首長位を奪ったというカタールの国内事情も影響している。新国王はカタールのイメージア

ップを図り民主化のポーズを世界に示す手段としてアラビア語圏初のニュース専門衛星放送 TV を設立し

たのである。 

 ジャジーラ放送は開局と同時に既成 TV に飽き足らない視聴者の強い支持を受けた。しかしジャジーラ

TV の名前を決定的にし、CNN、BBC と並ぶ世界的なニュースブランドに押し上げたのは、アフガニスタン

内戦時のタリバン政権やイラクのフセイン政権等これまで欧米メディアが取材不可能であった政権内部か

らのニュースを世界に向けて独占的に放映したことであろう。それまで欧米からの一方的なニュース報道に

フラストレーションを感じていたアラブ・イスラム圏の視聴者はジャジーラ TV に飛び付き、欧米メディアもジ

ャジーラ TV を貴重なニュースソースとして利用し始めたのである。 

2.       ジャジーラ TV 躍進の契機 
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 ジャジーラ TV が世界で認知されたのはアフガニスタンやイラク政権内部からのいわゆるインサイダー・レ

ポートであるが、躍進の契機となったのは９．１１テロ事件後、米国が同事件の首謀者として国際指名手配

したテロ組織アル・カイダのリーダー、オサマ・ビン・ラーデンとの単独インタビューに成功し、その後もアル・

カイダが提供するビデオを放映し続けたことである。更には２００３年３月のイラク戦争では欧米メディアが

米空母からのミサイル発射、クウェイトからバグダッドにいたる地上戦を米英軍の従軍記者として報道した

のに対し、ジャジーラ TV はイラク国内からの衛星中継により空爆やロケット砲の攻撃による被害状況を克

明に報道して近代戦争の恐ろしさを印象付けた。 

 またイラク戦争後、極度に治安が悪化したイラク国内で旧政権残党や国際テロ組織による外国人誘拐事

件が多発すると、ジャジーラ TV は誘拐組織が提供する人質の映像ビデオを放映し、また日本政府を含め

た人質関係国の政府要人によるインタビューや親族による人質解放要求メッセージ放映などはジャジーラ

の独壇場となり同 TV の知名度は飛躍的に高まった。 

 ジャジーラ TV は「一つの意見とその反対意見(“The opinion and the counter opinion”)」をモットーとして

おり、普遍的な立場で両サイドの意見を公平に報道するということである。しかしながらこれはテロ組織が

提供する情報をそのまま放映するいわば「情報のたれ流し」により結局テロ組織の情宣活動の片棒をかつ

ぐことにもなりかねない。米国はこのようなジャジーラ TV の対応を厳しく非難していた。そして（一部カット

はされたものの）人質処刑のビデオが放映されるまでエスカレートすると、さすがに一般視聴者もジャジー

ラ TV の行き過ぎた報道に批判的になったのである。 

３．ジャジーラ TV の現況と域内の対抗馬 

 ジャジーラ TV はスタッフ総数５００名と言われ、東京を含む世界３１カ国に特派員を派遣している。視聴

者は４千万人と言われており、オンライン・マガジンの Brandchannel では影響力のあるメディアとして５番目

にランクされている。 

 同 TV は１９９６年にカタール首長の下賜金１．５億ドルで設立され、その後も毎年数千万ドル（２００４年

は３千万ドル）の補助金が交付されるなどカタール政府の財政的支援のもとにある。会長はカタールを支配

するアル・サーニー家の一族ハマド・ビン・サーメルであり、実務最高責任者(General Manager)は Waddah 

Khanfar である。同社の知名度が上がるに伴い現在ではスポンサー収入が４０％を占めているようである。 

 ジャジーラ TV に続き、その後サウジアラビアを後ろ盾とするアル・アラビーヤや米国がスポンサーとなっ

ているアル・フッラーなどいくつかのアラビア語ニュース専門 TV が設立されている。ちなみにアル・アラビー

ヤはサウジアラビアのビジネスマンで中東のメディア業界に大きな勢力を持つ Kamel 氏が２００３年に設立

したものでありドバイに本部がある。これら後発 TV 局はジャジーラ TV の成功に刺激され「二匹目のドジョ

ウ」を狙ったものであるが、同時にジャジーラ TV に対抗する目的もあると考えられる。それは同 TV が力を

つけるに従い、これまで欧米の既成メディアに対抗することに重点があった報道姿勢にとどまらず、タブー

とされてきた政治問題に取り組んだ結果、サウジアラビアなど近隣アラブ諸国との摩擦が生じたことも一因

である。 
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 ジャジーラ TV が近隣諸国の批判を行ったとして当該国の支局の閉鎖を命じられた例としてはは、９８年

のヨルダン支局、９９年のクウェート支局、２００１年のパレスチナ支局、２００２年のバーレーン支局など数

多くある（但しいずれも比較的短期間で閉鎖は解除されている）。また２００２年にはサウジアラビアとヨルダ

ンの王室批判報道に対し両国が駐カタール大使を召還するなどの事件も発生している。一部のアラブ諸国

にとってジャジーラ TV が目障りな存在であることは間違いないのである。 

４．中東のメディアに対する期待とその限界 

 中東の TV メディアは殆どすべて国営放送と言って差し支えない。そして各国の政治体制が君主制、イス

ラム民主主義、社会主義のいずれであっても TV メディアは支配権力のプロパガンダの手段として位置づ

けられている。したがって政治・経済の放送は現体制を正当化するか或いは自国と敵対する外国勢力の批

判に費やされており、それ以外の娯楽・スポーツ・ドラマ番組は大衆の不満のはけ口（ガス抜き）として利用

されているのが実情である。従って番組は概して退屈である。かつて地上 TV 放送として電波の許認可権

限が政府に握られていた時期は一般大衆はお仕着せの番組に我慢していた。 

 しかし衛星放送が普及しパラボラ・アンテナさえあれば他国の放送が自由に見られるようになり視聴者の

意識に変化が生じてきた。一部の国ではパラボラ・アンテナを禁止するという措置をとったが時代の流れに

は逆らえず、結局自身で衛星放送を始めるほかないようである。 

 現在のところ衛星放送で流れるニュース番組は CNN、BBC など欧米既成メディアが圧倒的である。自国

の宣伝臭の強いニュースに飽き足らないアラブの一般視聴者は、CNN や BBC のニュースが持つ高い信

頼度を歓迎した。しかしこれらのメディアが報道する、「アラブ・イスラムすなわち暴力」と言った彼らアラブ側

から見ると一方的とも言える報道姿勢に次第に苛立ちを募らせてきた。彼らはアラブおよびイスラムを彼ら

が正しいと信ずる形で世界に報道してくれるメディアを求めた。アル・ジャジーラはそのようなアラブ一般大

衆の潜在的な欲求を具現化した最初の TV メディアであった。 

 ９．１１テロ事件でアラブ・イスラムに対するマイナスのイメージが定着した。その原因の一端は、アラブ・イ

スラムのメディアが世界に向けて自らの情報を発信することができず、西欧（キリスト教）国家のメディアに

席巻されたことにあるのは間違いない。サウジアラビアなどは遅まきながら米英でイスラム啓蒙のキャンペ

ーンを行ったが圧倒的な欧米メディアの力には対抗すべくもなかった。 

 さらに米国一強時代を前にアラブ・イスラム各国の為政者の中には自己保身のため米国におもねる者も

現れ、そのため米国批判を控える風潮すら見える。為政者は米国批判が大衆の人気取りになることを知っ

ているが、それを利用できるのは米国との対決姿勢を鮮明にしているイランおよびシリアのみである。賢明

な大衆は案外、為政者が行っているメディア・コントロールの胡散臭さを嗅ぎ取っているのかもしれない。 

５．  ジャジーラ TV の変貌計画とその問題点 

 ジャジーラ TV もこのような中東メディアが抱える矛盾を自覚し、その解決を模索しているのであろう。同

局が最近になって英語放送開始と民営化という二つの大きな計画を打ち出したことにその意図を読み取る
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ことができる。すなわち英語放送を開始することにより、これまでのアラブ語圏という限定されたメディアか

ら世界レベルの信頼度の高いメディアに変貌することを狙い、また民営化により体制従属型メディアから独

立不羈のメディアに変貌しようとしている。 

 6/19 付のカタール英字紙 Gulf Times はオーナーのハマド会長および Waddah Khanfar General Manager

の談話として上記二つの計画を報じている。英語放送は予算３千万ドルで来年２、３月頃全世界で放映開

始の予定であり、ヨーロッパ支局（ロンドン）、アメリカ支局（ワシントン）、アジア支局（シンガポール）の海外

３拠点を設け、ワシントン支局のキャスターには前 CNN の Riz Khan が就任する。また民営化について

Khanfar GM は２００７年頃と発言している。 

 オーナーのハマド会長も来年度から英語放送を開始することを明言した。しかし民営化について時期は

未定で決定までに１－２年の検討期間が必要であること、また株式を公開する場合はカタール以外の市場

で行うと述べ、General Manager とは微妙に異なる発言をしている。これはジャジーラの今後の帰趨がカタ

ール首長家自身の問題にも跳ね返る高度に政治的な問題であることを示唆している。 

 ジャジーラが英語放送を開始し世界的なニュースブランドになることはカタールにとって国際的なプレステ

ージを上げる格好の材料である。世界第二位の保有量を誇る天然ガスを梃子に、カタール経済は順風満

帆である。カタールはこの経済力を武器に WTO 開催を成し遂げ、来年にはアジア大会を控え国威発揚に

邁進している。ジャジーラ TV は小国カタールにとって同国の国際的な地位向上のためのかけがえのない

財産である。 

 ジャジーラ TV が真に国際的なニュースメディアとしての評価を得るためには、経営の独立性、報道の自

由を証明しなければならない。ジャジーラ TV が国際メディアの世界で評価を確立すれば世界の大企業が

スポンサーとなり自立経営が可能となろう。またジャジーラ TV 自身が自立した経営を基盤に報道の自由を

確保したいと願っていることも想像に難くない。 

 しかし現オーナーのカタール首長はジャジーラ TV の持つ世界的なメディアとしての価値を簡単には手放

さないであろう。その場合、ジャジーラ TV に今まで以上の報道の自由を与えるとしてもそこにはカタールの

国益を害さないと言う制約がつきまとう。つまりカタール国家あるいは現首長に関する不利な報道はしない

ことであり、またカタール外交を危険に陥れるような特派員報道を控えさせられるであろう。小国であるカタ

ールは米国に前線指令基地を提供するなど米国寄りの姿勢が明確である。と同時にサウジアラビア、イラ

ンなど周辺各国にも相応の配慮をしなければならない。これらの国々を刺激し外交問題にまで発展するこ

とは避けたいはずである。そのためジャジーラ TV の報道内容にタガがはめられることは間違いない。 

 それではジャジーラ TV が民営化され、また有力スポンサーの獲得により財政的な自立を確保した場合

はどうであろうか。この場合放送拠点をカタール以外に移転することは可能であろうか。現在のアラブ諸国

の大半は米国追随型でありまた隣接各国との紛争を抱えており、いずれの国に拠点を移してもカタールと

ほぼ同じ制約条件を課されるものと思われる。ジャジーラ TV のルーツであるロンドンに拠点を移すという

案も考えられる。しかしその場合 BBC、CNN などと異なるジャジーラ TV 独自の遺伝子を継承できるか否

かが問題となる。アラブ圏内にあってこそのジャジーラ TV、と言うこともできるからである。と同時に報道の
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自由を盾にアラブの為政者あるいは国民感情を逆なでするような報道が多発すれば、スポンサーの商品

ボイコットと言う事態が発生しスポンサーが番組を降りることも考えられる。 

残念ながらアラブの一般大衆はいまだ扇動に踊らされやすく、為政者はメディアを自己の保身と宣伝の

道具としか考えないレベルにとどまっているのが実情である。ジャジーラ TV が中東の安定と成長に寄与す

るのであれば将来「ノーベル平和賞」を受賞する可能性を秘めている。しかしその一方では「早熟のメディ

ア」として歴史のあだ花に終わる恐れもある。今がジャジーラ TV の正念場であろう。 

以上 
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