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Ⅰ．はじめに

アラビア半島の東岸に位置する小国カタル。そ
の国際的な存在感を飛躍的に高めたのは、1996

年に設立された放送局アル・ジャズィーラ（以下、
ジャズィーラと記す）であった。ジャズィーラは
カタル政府の政治的思惑によって設立された放送
局であり、そのソフト・パワーの主要な源泉のひ
とつとなってきた。本稿の目的は、ジャズィーラ
をそれが置かれた政治社会的文脈に位置付けなが
ら分析することで、その変容を論じるとともに、
カタルにとってのジャズィーラの意義を改めて検
討することにある。
ジャズィーラをめぐる研究は、これまでにも多
数おこなわれてきた。だが、いずれの研究もジャ
ズィーラとカタルとの関係をめぐっては、次のよ
うな前提に立脚してきた。即ち、先行研究はジャ
ズィーラをカタル政府の普遍的「資産」と自明視
しており、ジャズィーラを独立したメディアと捉
えるにせよ、あるいは権力に従属したものと捉え
るにせよ、いずれもジャズィーラの自由は、常に
政府がその独立性を自らの利益となるように操作
し、それを最適化してきた結果であると想定して
いる 1。いずれもカタルとジャズィーラとの関係
を一枚岩的に捉えており、ジャズィーラを常にカ
タル外交の便利な道具と見ている点で表裏一体で
ある。先行研究の多くは、以上の前提に立脚して
おり、カタルとジャズィーラのあいだに昨今生じ
た変化を適切に捉え切れていない。ジャズィーラ
の特定の報道を詳細に分析した研究［Eytan 2012］
や、傘下の英語チャンネルの放送内容を、CNN
やBBCといった欧米メディアのそれと比較して
特徴を指摘する研究［Figenschou 2013］など、特
定の側面についての詳細な研究が進展する一方

で、カタルにとってのジャズィーラとは何かとい
うような、既に自明と見なされている大文字の問
いが改めて問い直されることはない。
こうした背景には、ジャズィーラとカタル政府
の思惑がこれまで往々にして一致してきたという
事情があるだろう。また、カタルをめぐる国際情
勢が急速に緊迫化する2017年5月以降には、カタ
ル政府とジャズィーラのあいだでは「共同戦線」
が張られる傾向がみられる。しかし、本稿におい
て論じるように両者の関係は必ずしも一枚岩では
なかったし、またカタルにとってのジャズィーラ
の意義もかつてとは大きく異なっていると考えら
れる。ジャズィーラをカタルの便利な道具として
捉え続けることは、両者の関係を見誤らせ、ひ
いては中東政治の適切な分析を妨げよう。ジャ
ズィーラをカタルの純粋な「資産」と捉える見方
自体に再考を迫り、両者の関係を改めて考える必
要があるように思われる。

Ⅱ．「独立放送局」の変貌

1. 地に落ちた名声
ジャズィーラが現れてから早くも20年余りが
過ぎており、この間にジャズィーラをいかなる放
送局と捉えるのかは、時期によって大きな違いが
見られてきた。とくに国家権力との関係に着目
した場合、設立から10年ほどの初期ジャズィー
ラをめぐっては、総じて「権力から一定の距離
を置くことに成功したメディア」という評価が
一般的である。例えば、メディア研究者のM.ナ
ワウィーらは、2002年の著書のなかで、ジャ
ズィーラが意図的にカタル政府に関する報道を差
し控える傾向がある一方で、いずれの政府の意見
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の延長なわけでも、それを代弁しているわけでも
ないと述べている［El-Nawawy and Iskandar 2002: 
201］。また、レバノン出身の政治学者F.アジャ
ミーも、ジャズィーラが他のアラブ・メディアと
比べて煽情的であることを批判する一方で、権力
からより独立しているとみていた［Ajami 2015］。
もちろん、こうした「権力から距離を置くことに
成功した自由なメディア」の創設は、民主化や自
由化の模範生を自己演出するうえで有利に働くと
考えたカタル政府の思惑からなされたものに他な
らない。米国やイスラエルに対するジャズィーラ
の苛烈なまでの批判も、中東きっての親米国で、
当時イスラエルとの通商関係を有していたカタル
に対する関心を、アラブの人々から逸らす役割が
あったと指摘されている［El-Oifi 2005］。
しかし、この「独立メディア」の名声は、その
後大いに失墜した。とりわけ、2010年末以来の
いわゆる「アラブの春」では、多くの論者がジャ
ズィーラの度重なる誤報や、扇動的傾向の顕著化
を指摘している［Salama 2013］。なかでもリビヤ
やシリアに関する恣意的報道は明らかであった
が、この点についてジャズィーラ研究センター
のE.アブドゥルマウラーは、「ジャズィーラの報
道に対する（政治的）要請は、チュニジアやエジ
プトの場合よりも、リビヤでの革命におけるほう
がより明白なものであっただろう」2［Abdelmoula 
2015: 152］と述べている。シリアにおける報道
においても同様の傾向が見られたが、この結果、
2011年3月にはベイルート支局に勤める職員の多
くが偏向報道を理由に職を辞し、翌年に新たな衛
星放送局を設立している［France 24 2012］。他支
局や本局でも、一定数の職員が編集方針を批判
して辞職した［RT 2012］。ジャズィーラの元記者
は、かつての「独立放送局」の変貌を次のように
述べて批判している。

アラブの春が始まるまでは
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

、私たち（ジャ
ズィーラ）は変化の声であり、（アラブ／中
東）地域の批評家や政治活動家たちのプラッ
トフォームであった。（中略）しかし、今や
ジャズィーラはプロパガンダ放送となってし
まったのである 3［Kühn, Reuter, and Schmitz 

2013］。

ここでの引用は一例に過ぎない。また、内部の
職員だけでなく外部の専門家も「アラブの春」を
通じてのジャズィーラの偏向報道を指摘している
［保坂 2014: 96］。さらに、多様な視点を視聴者へ
と提示するうえで大きな役割を果たしてきたと評
価されてきた公開討論番組が、「アラブの春」が
始まると同時に長期間にわたって中断されたこと
も、ジャズィーラの変容を傍証するものだと考
えられている［Lynch 2012: 126］。ただし、先行
研究の多くはジャズィーラが「アラブの春」を契
機に、いかに変わったのかの説明に終始するのみ
で、それがなぜ

4 4

変わったのかを説明しきれていな
い。そこで、本稿ではジャズィーラの変容の要因
を様々な角度から検討することから議論を始めて
みたい。

2. カタル外交の変化
「アラブの春」を契機としたジャズィーラの変
容は、先行研究においてどのように説明されてき
たのか。例えば、中東政治を専門とするジョージ
ワシントン大学のM.リンチは、「エジプトでの成
功がジャズィーラの経営陣を慢心させた」［Lynch 
2012: 90］としたうえで、「カタルの王族が、ジャ
ズィーラをこれまで長らく評価され、名声を博し
てきた独立のシンボルとしてではなく、むしろ地
域政治の有用な武器として利用し始めたと確信
するに十分な、いくつもの理由が存在している」
［Lynch 2012: 90］ と述べている。つまり、「アラブ
の春」を契機にジャズィーラはとりわけ変化し、
そしてそれはカタル政府の政治介入が行われるよ
うになったからだと主張している。
事実、「アラブの春」を前後に、カタルの外交
方針には重大な変化が見られた。この点に関して
は、湾岸政治を専門とするライス大学のK.C.ウ
ルリクセンの説明が最も明快であろう。彼は、
「アラブの春」を契機に、カタル政府の外交方針
が、「仲介外交」から「介入外交」としての特徴を
より強めたと指摘する［Ulrichsen 2014］。もとも
とカタルの外交は、天然資源によって得られた潤
沢な資金を元手に、外交分野で積極的な役割を果
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たすことで国際的な存在感を高める点に、その特
徴が認められてきた。もちろんそれは小国の生
存戦略に他ならなかったが、カタルはこうして
1990年代以降、数多くの国際紛争の調停に尽力
してきた。イエメンでの紛争調停やレバノン諸派
間の対話促進、ダール・フール紛争での活動は良
く知られている。こうした積極的な外交姿勢に
よって、カタルは「不休の仲介者」［Worth 2008］
と呼ばれた。
しかし、「アラブの春」を契機にカタルの外交
は、介入外交へと変化した［Ulrichsen 2014］。あ
るいは、より正確に言えば、カタルはそれまでの
「仲介外交」を継続しながらも、「介入外交」を行
うことを厭わなくなった。例えば、2011年3月に
カタルはアラブ連盟の会議にて、リビヤに対する
欧米の軍事的介入の要請を率先して取り付け、ま
た自らも空爆へと参加した。さらに、反カッザー
フィー派勢力に対して、武器や資金提供をおこ
なったほか、反体制派の放送局リビヤTVの立ち
上げも支援した［Salama 2013: 43］。シリアにおい
ても同様のことがおこなわれた。カタルは、反ア
サド派勢力への武器や資金提供をおこない、サウ
ディアラビアやクウェートなどと並んで、反体制
派への明白な肩入れをおこなった。「革命」が起き
たチュニジアやエジプトでも、選挙に勝ったナハ
ダ党や自由公正党へと資金提供をおこない、政権
の存続に尽力した。
こうした外交方針の変化は、「アラブの春」とい
う大規模な政治変動の機会に乗じて、他国の政治
へと介入をおこなうことで、自国に有利な国際環
境を形成しようとする狙いからであったと見られ
ている 4。ジャズィーラに対する介入は、カタル
の政治的野心からなされたもので、その政治的な
目的を遂行するために、以前では控えられていた
ような放送局への露骨な介入がおこなわれるよう
になった。このことは、ジャズィーラの元記者た
ちが、「アラブの春」を契機に、上層部からの度重
なる圧力を受けるようになったという証言からも
裏付けられよう 5。もちろん、カタル政府やジャ
ズィーラが、公に両者の関係を公表するようなこ
とは一度たりともなかったが、カタル政府の外交
方針の変化と、「アラブの春」を契機としたジャ

ズィーラの変化には極めて密接な関係が存在して
いる。

3. 政治以外の要因
政治介入により、ジャズィーラが変わったとす
る説は説得力があり、実際にそうした側面があっ
たことは否定しがたい。ただし、政治的圧力だけ
で報道が変わったわけではないだろう。例えば、
「ジャーナリズムの社会学」を提唱するイギリス
のメディア研究者B.マクネアによれば、メディア
の報道内容は、単なる政治的圧力のみならず、経
済的圧力や技術的要因、さらに情報源のあり方
や、さらにはジャーナリズム組織内部の事情と
いった、複数の要因により規定される［マクネア
2006］。カタル政府からの圧力によってのみジャ
ズィーラが変わったとするのは、メディアを取り
巻く重層的な権力構造をあまりにも無視すること
につながるのではないか。とりわけ、先行研究の
知見を踏まえれば、ジャズィーラを考えるうえで
は、政治的圧力だけでなく、競合メディアの存在
や、ジャズィーラの組織内部の構造を踏まえるこ
とが肝要である［千葉2017］。
こうした観点から、とりわけ政治コミュニケー
ションの理論を踏まえたうえでジャズィーラを規
定する力学を図式化するならば、それは図1のよ
うに描くことができる。即ち、ジャズィーラを理
解するうえでは、第一にジャズィーラとそのパト
ロンたるカタルを取り巻く政治状況、第二に競合
メディアの存在、第三にジャズィーラ自体の内的
構造を十分に踏まえることが必要である。第一の
政治要因については、既述の通り、「アラブの春」
という大規模な政治的地殻変動や、それを契機に
域内での政治的影響力の極大化を図ろうとしたカ
タル政府の思惑が大きく関係しているだろう。し
かし、第二の競合メディアとの関係も重要であ
る。他メディアとの競争や、人道的問題をめぐる
規範の共有は、報道内容を規定するうえでの強力
な影響要因となりうる。とくに、「アラブの春」で
は、「民主化を支持する人々」対「圧政をおこなう
独裁者」といった単純な構図が多くのメディアに
共有されており、ジャズィーラもそうした枠組み
から外れて報道をおこなうことの難しさがあった
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と言えよう。
メディア同士の競争にも注目したい。例えば、
エジプトの「1月25日革命」を報じたジャズィー
ラの記者のひとりは、筆者の聞き取り調査に応
じた際に、当時報道をおこなうにあたり、他局
との競争をとりわけ意識していたと語った。彼
は、「血が流れれば、トップニュースになる」（if it 
bleeds, it leads）という言葉を持ち出して、メディ
アの商業化に伴うセンセーショナル化の傾向が、
「アラブの春」でのジャズィーラの報道を大いに
突き動かしていたと回顧している 6。他局に遅れ
をとるまいとするなかで、個々の報道内容の検証
が不十分であったとも述べているが、このことは
ジャズィーラに限らず多くのメディアに共通する
問題であったと言えるだろう。
さらに、政治的要因や競合メディアの存在にも
増して重要だったのは、ジャズィーラ内部の力学
であったのではなかろうか。その第一の理由とし
ては、政治的圧力や情報統制は、政府の好まざる
議題を隠蔽するうえでは効果的に働きうるが、あ
る議題に否定的な見方を持った記者たちの積極性
までを操作するには程遠いからである。第二の理
由としては、他局との競争があったにせよ、それ
が記者たちの思想信条に大きく背く場合、報道
が控えられる傾向が生じるためである。しかし、

「アラブの春」を通じてジャズィーラは各国の独
裁打倒を叫ぶ集団や組織を支援し、そうした動き
に積極的に加担した。理由としては、一連の報道
を後押しするような力学が、ジャズィーラ自体に
内在していたためだと考えられる。だが、「自由
なメディア」として名高かったはずのジャズィー
ラは、なぜ「当事者的メディア」へと変貌したの
か。そもそも、そうした変化は、「アラブの春」を
契機に生じたものなのか。むしろ、「アラブの春」
に先行した変化ではないのか。こうした疑問を解
決すべく、以下ではジャズィーラに生じた変化
を、より中長期的な視点から考察したい。

Ⅲ．「自由なメディア」の存立構造とその変容

1. 「自由なメディア」の存立構造
ジャズィーラが設立された当初、それは他局と
比べてより権力から独立しており、「自由」であ
ると見られていた［Zayani and Sahraoui 2007: 40］。
理由としては、ジャズィーラとカタル政府との間
で設立時に結ばれたとされる、ある合意の存在が
あった。ジャズィーラの母体となったのは、BBC
とサウディアラビア資本の民間放送局による合弁
放送局である。しかし、開始から一年を経ずして

【図1】ジャズィーラを規定する力学とその関係性　

（出典）［千葉2017: 179］
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両者の関係は破たんし、これにより大量に解雇さ
れた職員たちを雇用するかたちで開始されたのが
ジャズィーラであった。このとき、政府と編集局
のあいだでは、ジャズィーラはカタル政府や「首
長の介入を受けない独立した放送局として運営さ
れ、万一その独立が損なわれた場合には、編集局
スタッフ全員が辞職する」［マイルズ 2002: 41］と
いう合意がなされた。ジャズィーラの収入の多く
が、今なお政府からの補助金に依拠しているにも
関わらず、それが独立していると見られてきた理
由には、この当初の合意の存在があった［マイル
ズ 2002: 41］。
しかし、このことは見せかけの理由に過ぎない
だろう。政治介入の有無にかかわらず、思惑や利
害が異なるスタッフ全員が辞職すると考えるのに
は無理があるからである。初期のジャズィーラが
他局と比べて、はるかに自由に見えていたとする
ならば、理由は別のところにあった。ここでは、
その要因を（先の図1で示した）三つの視点に基
づくかたちで示したい。まず、当時のメディア状
況を鑑みると、ジャズィーラが登場した時期は、
中東における衛星放送の揺籃期であり、非国営メ
ディアの少なさこそがジャズィーラの報道をより
自由なものに見せていた側面があった。中東では
政府による情報統制が各国単位で厳しくなされて
きた。そうしたなかで、アラブの民衆のための報
道を掲げ、各国政府の問題を剔抉しようとする姿
勢を見せたジャズィーラの登場は、圧政に喘ぐ
人々の希望となったと考えられるのである。
ただし、それ以上に重要なのは、ジャズィーラ
と、そのパトロンたるカタル政府をとりまく当時
の政治状況であったのではないだろうか。ジャ
ズィーラは、1995年のクーデターによってカタ
ルの実権を握ったハマド首長（H

4

amad bin Khalīfa 
Āl Thanī、在位1995-2013年）によって設立された
放送局である。クーデター後もアラブの国々は、
ハマドの正統性をすぐには認めようとせずに、前
首長のハリーファ（Khalīfa bin H

4

amad Āl Thanī、
在位1972-1995年）をカタルの国家元首の如く遇
し続けた。ジャズィーラは登場当初から、他のア
ラブ諸国に対して痛烈な批判を展開したが、背景
には新生カタルの正統性を認めようとしない他国

政府を牽制し、同時にアラブの民衆レベルでの支
持を得ようとするカタル政府の思惑があった。む
ろん、ジャズィーラで働くジャーナリストの多く
は、独裁や苦境に喘ぐアラブの「声なき声」を掬
い上げようと、崇高な理想をもっていたのかもし
れないし、またそうした動機こそが初期のジャ
ズィーラを、より際立った放送局にしていた側面
もあっただろう。だが、それによって可能となっ
た報道自体が、カタル政府の利益となっていた。
換言すれば、カタルをとりまく当時の特異な国際
関係こそが、初期ジャズィーラの「自由」を支え
た政治的条件であった。
組織的要因にも言及したい。ジャズィーラが設

立された当初、職員の多くは、欧米の大学を卒業
したものや、BBCでの教育・職業訓練を受けてい
た。ゆえに、他局と比べてより革新的な報道が可
能になったとされている。ただし、ここではそう
した説明から一歩進んで、組織内部の力学にも目
を向けたい。設立当初のジャズィーラには、様々
な国籍のジャーナリストが在職したが、なかでも
パレスチナ系のジャーナリストが多数を占めた。
そのためもあってか、初期のジャズィーラにはア
ラブ民族主義の強い影響が見られた［Fandy 2007: 
96-97］。第二次インティファーダやイラク戦争な
どが起きたことで、汎アラブ感情が大いに高まり
を見せた当時のアラブの風潮にそれが合致した。
同時に、設立時点のジャズィーラは、いわゆる
「寄せ集め」の集団であったことから、局内にはア
ラブ民族主義者に加えて、左派思想やリベラル思
想の信奉者、さらにイスラーム主義の同調者など
が少なからず在職し、組織内には思想的な多様性
が見られた。結果として、組織内部の統一や調和
を図るうえで、多様な意見を取り入れ、それを視
聴者へと還元しようとする力学が働いた。このこ
とが、初期ジャズィーラの報道を、より多様なも
のにしていた組織的要因であったと考えられる。
このように、初期ジャズィーラの報道にみられ
た「自由」とは、以上の条件の幸運な結びつきに
よって可能になったものであった。しかし、そう
した「自由なメディア」の存立構造は、2003年頃
から次第に変化し、「アラブの春」が生じるまでに
は根底から掘り崩されたと考えられる。したがっ
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て、ここからは上述の、①ジャズィーラを取り巻
くメディア状況、②政治状況、③組織内部の力学
がそれぞれいかに変化したのかを検討する必要
がある。それにより、ジャズィーラが「アラブの
春」が生じるまでに、いかなる組織へと変容を遂
げたのかを明らかにしたい。

2. メディア状況の変化
はじめに、ジャズィーラをとりまくメディア状
況の変化について論じる。ジャズィーラの開局当
初、アラブ・メディアの大半は国営メディアに
よって占められており、それゆえ競合メディア
が少なかった。しかし、そうした状況は2000年
代以降に急速に変化した。衛星が相次いで打ち上
げられたことで、衛星放送局開始のためのセット
アップコストが低下し、さらに受信機器価格の下
落も生じたことで、衛星放送視聴の一般化が生じ
た。それに伴い、アラブ世界では多数の衛星放送
局が立ち上げられるようになり、なかには複数の
チャンネルを擁するものも現れた。結果、アラブ
世界には数百の新規衛星テレビ・チャンネルが現
れ、それぞれが視聴者獲得にしのぎを削る状況が
生じた。
そうしたなかで、ジャズィーラのライバル局が
次々と誕生したが、それらの多くが、いずれか
の政府と関係を有していた。例えば、2003年に
開始されたアル・アラビーヤ（以下アラビーヤ）
は、サウディアラビアの資本家によって立ち上げ
られたニュース専門テレビ・チャンネルであり、
報道内容にはサウディアラビア政府の意向が反映
された。また比較的最近では、2012年にスカイ・
ニュース・アラビーヤが立ち上げられた。同チャ
ンネルをめぐっては、投資元であるアブダビに加
えて、資本関係を通じてサウディアラビアの影
響も見られる。さらに、アラブ諸国だけでなく、
米、英、仏、独、露、さらにはトルコやイラン、
中国、韓国などもアラビア語の衛星テレビ・チャ
ンネルを開始した。これにより、中東のメディア
状況は著しく細分化を深めた。
結果、ジャズィーラが当初享受していた独占的
立場は大きく揺らいだ。確かに、それまでに確立
した名声によって、今なお他局と比べてより優位

な立場にあるとも言える。しかし、「ジャズィー
ラの時代」［Lynch 2006: 22］には終止符が打たれ
ており、遅くとも2000代半ば頃までには、「ポス
ト・ジャズィーラの時代」が到来した。そうした
なかで、ジャズィーラは他局との差異化を必然的
に意識することを迫られるようになった。「アラ
ブの春」において、ジャズィーラは他局との競争
を意識し、しばしばセンセーショナリズムに陥る
傾向さえ見られたが、そこには中東メディアをめ
ぐる競合局の急増とそれに伴う競争激化という、
メディア状況の変化が関係していたと言えるだ 
ろう。

3. 政治状況の変化
政治状況の変化も、メディア状況の変化と同様
かそれ以上に、ジャズィーラのあり方に影響を与
えたと考えられる。ここでは、イラク戦争の終結
による「共通の敵」の喪失と、フセイン政権の崩
壊に伴うイラクの弱体化、およびそれによって生
じた域内構造の変化の影響を考えてみたい。
まず、「共通の敵」の喪失についてである。と
きに賛否両論を伴いながらも、ジャズィーラが
アラブの人々からの熱烈な支持を集めた背景に
は、「共通の敵」の存在があった。ジャズィーラの
登場は、サウディアラビア系の民間放送局MBC
（中東放送センター）と比べた場合、華々しいも
のではなかったが［保坂 2006: 63; 千葉 2014: 138-
139］、第二次インティファーダやアフガニスタン
とイラクでの戦争報道を通じて、アラブの人々の
熱烈な支持を集めた。イスラエルや米国といった
「共通の敵」の存在は、アラブの民族意識を高揚
させた。汎アラブ的な傾向が強かった当時のジャ
ズィーラは、それを利用することで知名度の拡大
を図った。だが、イラク戦争の終結に伴い、政治
的な争点が多様化するなかで、「アラブ」対「米国」
や、「アラブの民衆」対「米国とそれを支持する中
東の独裁者」といった単純な図式化が困難なもの
となった。そうしたなかで、従来のような「共通
の敵」を批判するというジャズィーラの情宣戦術
の有効性は薄れ、中東政治の構造変化とも相まっ
て、報道内容に対してより厳しいまなざしが向け
られるようになったと考えられるのである。
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次に、イラク戦争に伴う域内構造の変化につい
てである。イラク戦争でフセイン政権が崩壊する
と、従来の中東域内の勢力地図に大きな変化が生
じた。域内大国の一つであったイラクの退場によ
り、サウディアラビアとイランが地域覇権をめぐ
り対峙する時代が到来した。こうしたなかで、イ
ラクやシリアを除くと、多くの国々はサウディア
ラビアとの同盟関係を強化することを選び、次第
に中東政治はサウディアラビアとイランを中心と
した二極化の傾向を深めていった。このとき、カ
タルは一方では近隣のアラブ湾岸諸国との関係を
維持しながらも、他方ではイランとの関係の継続
を図った［Gray 2013: 198-199］。しかし、2000年
代半ば以降に、域内の政治的緊張が高まりを見せ
るなかで、カタルはそれまでのような日和見的な
立場を維持することが困難な状況へと置かれた。
そうしたなかで、カタルの外交政策には、イラン
を中心とした「レジスタンス・ブロック」寄りの傾
向が見られるようになった［Lynch 2012: 20］。
例えば、2006年には、カタルはシリアの最大

の貿易相手国となっており［Lynch 2012: 58］、「ア
ラブの春」が生じるまでは、両者は地政学的な盟
友関係にあった［Ulrichsen 2014: 132］。また、一
方では他のアラブ湾岸諸国と同様に、米国による
軍事的庇護下にありながらも、他方ではイランと
防衛協定を結ぶなど、近隣諸国とは一線を画した
外交方針をとった。とくに、2010年に締結した
防衛協定によって、カタルはシリアに次いで中東
では二番目にイランと密接な防衛協定を結ぶ国と
なった［Gray 2013: 198-200］。こうして、中東の
域内構造の再編と、それに伴う政治的緊張が高ま
るなかで、カタルは従来のような中立路線をとる
ことが益々困難な状況に置かれた。そして、それ
により外交の操縦にかつてない慎重さが求められ
るようになるなかで、カタル政府がジャズィーラ
へと介入する誘因は著しく高まっていた［Lynch 
2012: 20］。

Ⅳ．組織構造の変化

メディア状況や政治状況の変化と同様に、組織

構造にも大きな変化が生じた。そして、それが
ジャズィーラのあり方を決定的に変化させたと考
えられるのである。鍵となるのは、組織運営上の
トップである局長の交代と、それに伴う組織内部
の力学の変化である。ジャズィーラの運営方針を
握るのは、諮問評議会の指名を受けた7名の運営
委員であり、組織の設立以来、その議長兼CEO
には王族の一人が就任している。ただし、日々
の報道に大きな権限を持つのは局長（2006年以降
は、組織の拡大により局長職の上に総局長職が設
けられたため総局長）である。
初代局長には、過去にカタル国営放送のトップ
も務めた、カタル人ジャーナリストのM.J.アリー
（Muh

4

ammad Jāsim al-‘Alī）が就いた。彼は、1996

年10月から2003年6月までの6年半にわたって局
長職を務めた。ジャズィーラが名声を博するの
も、この時期のことであった。第二代局長には
パレスチナ系イギリス人のA.シャリーフ（Adnān 
al-Sharīf）が就任したが、アリーの実質的な後継
となったのは、むしろパレスチナ系ヨルダン人
のW.ハンファル（Wadd

4 4

āh
4

 Khanfar）であった。彼
は、2003年10月に第三代局長に就くと、さらに
2006年の組織改編を経て、初代総局長に就任し
た。そして、2011年9月に辞職するまで、実に8

年間にわたりジャズィーラの報道部門のトップに
君臨し続けた。
ハンファルの就任後、組織としてのジャズィー
ラには大きな変化が生じた。この時期にジャ
ズィーラの編集方針を批判し、組織を脱退した元
看板ジャーナリストのY.ファウダ（Yusrī Fawda）
は、2003年頃からジャズィーラの「報道局として
の方向性が一転した」［フーダ 2016: 12］と回顧す
る。そして、その理由に局長の交代を挙げてい
る。彼は、初代局長のアリーを「ジャーナリスト
としても経営者としても極めて有能だったことは
すべての人が認める」［フーダ 2016: 12］と評する
一方で、ハンファルについては「イスラミストで
あるということ以外には何の特徴もなく（中略）
侵攻後のイラクを統治したアメリカ人外交官ポー
ル・ブレマー（Paul Bremer）と親しいということ以
外には、ジャーナリストとしても経営者としても
なんら資格のない人物」［フーダ 2016: 12］と厳し
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い口調で述べている。
ファウダの証言は、ハンファルの編集方針に異
を唱えて組織を抜けた人物の発言である点を差し
引いて考える必要があるだろう。ただし、ハン
ファル麾下のジャズィーラの変容を考えるうえで
は非常に貴重な証言である。実際に、ハンファル
はムスリム同胞団との関係をたびたび取沙汰さ
れ、思想的にもイスラーム主義への傾倒が顕著で
あった。そして、このハンファル体制のもとで
ジャズィーラでは前局長のアリーに近いメンバー
の排斥が進んだ［Zayani and Sahroui 2007: 107］。
逆に、ハンファルに近い人物やイスラーム主義
的な思想の持ち主などが組織内で優遇された
［Zayani and Sahroui 2007: 103-104］。中東の汎ア
ラブ紙『シャルク・アウサト』の常連コラムニスト
であるM.ファンディー（Ma’mūn Fandī）は、この
点に関して、「イスラーム主義者らのジャズィー
ラの乗っ取りはゆっくりではあるが、慎重に進め
られた」［Fandy 2007: 49］と述べる。結果として、
組織内部の力学には変化が生じ、ジャズィーラ
は、それまでのようなアラブ民族主義よりも、む
しろイスラーム主義へと同調を示す組織へと変容
を遂げたと考えられるのである 7。
ただし、こうした組織再編自体が、カタル政府
の政治的思惑の反映であったと見ることもでき
る。カタルは、ムスリム同胞団との親密な関係を
有する中東では数少ない国の一つである［Fandy 
2007: 49］。イラク戦争後に域内構造の変化が生
じ、これに対してカタルは近隣諸国の批判をよそ
にイランとの関係を保ち、またシリアや、さらに
はハマースやヒズブッラーといったイスラーム
主義組織との密接な関係を築いた［Kamrava 2013: 
74］。とりわけ、国内におけるムスリム同胞団の
存在は、他国のムスリム同胞団やイスラーム主義
組織との関係を構築するうえでの資源となった
［Robert 2017: 138-139］。この時期のカタル政府
とムスリム同胞団との利害は一致していたと考え
られ、ジャズィーラの組織再編にも、政府の意向
が反映されたというのが通説である。
こうして、ジャズィーラは2006年のイスラエ
ルによるレバノン侵攻では、ヒズブッラーへの
明らかな肩入れ報道をおこない［Robert 2017: 60-

64］、さらにシリアのレバノン介入についても、シ
リアに対して擁護的な報道をおこなうなど、カタ
ルの外交方針に沿うような報道に徹した［Robert 
2017: 58-59］。また、イスラーム主義に対して
も、より同調を示すことが多くなった［Robert 
2017: 48］。単なる政治的介入という以上に、ハ
ンファル体制のもとで再編されたジャズィーラ自
体が、そうした報道と親和性が高いものであっ
たことが理由として挙げられよう。このように、
2003年以降のジャズィーラでは、「組織のイス
ラーム化」が少なからず進んだと考えられるので
ある。それにより、組織内の思想的バランスが従
来のものから大きく変化した。「アラブの春」に
おいて、ジャズィーラは各国の反体制派のなかで
も、とりわけイスラーム系の組織を支援する報
道をおこなっているが、それが至極円滑に行わ
れた背景には、以上に述べたような「組織のイス
ラーム化」が深く関わっていたと言えるのではな 
いか。

Ⅴ．新たな時代とアル・ジャズィーラ

1. タミーム体制とジャズィーラ
2013年6月、ハマド首長が当時皇太子位にあっ
た息子のタミーム（Tamiīm bin H

4

amad Āl Thanī）
へと首長位を譲った。青天の霹靂とも言えるこの
権力移譲をめぐっては、様々な憶測が出たが、な
かでも「アラブの春」以降の介入外交の問題が浮
き彫りとなるなかで、外交方針の転換を図り、政
治的な行き詰まりを打破する狙いがあったと見ら
れている［Ulrichsen 2014: 121］。事実、タミーム
新首長の就任直後には、カタルはエジプトやサウ
ディアラビアなどの周辺諸国との関係改善に取り
組む姿勢を見せており、その過程で国内のムスリ
ム同胞団との関係見直しも進められた。
ただし、その後の展開を見るならば、カタル政
治の方向性が180度転換したわけではない。実際
には、タミーム首長の就任後も周辺諸国との緊張
関係は高まりこそすれ、弱まってはいない。さら
に昨今のカタルをめぐる政治状況の緊迫化を見れ
ば、今後カタルが周辺のアラブ諸国から益々孤立
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する可能性すらある。現在のカタルの政治には、
前首長の意向が依然として反映されているか、あ
るいはその大枠の路線が踏襲されているとする見
方がなされている［村上 2016］。だが、従来路線
が踏襲される一方で、新たな路線の模索がおこな
われていることも確かであろう。とくに、カタル
政府とジャズィーラとの関係を考えた場合、両者
の関係は首長交代以降に明らかに変化した。現在
もなお、ジャズィーラはカタルの外交資源に他な
らないが、タミーム体制のもとでの位置づけは従
来とは大きく変化しており、それは時として「重
荷」でさえあるように思われるのである。その理
由を、大きく三点から指摘したい。
第一に、ジャズィーラは現在のカタルにとっ
て、財政的に大きな負担を強いる存在となった。
2014年以降の世界的な油価の下落に伴い、資源
収入に頼るカタルは厳しい財政状況に置かれた
［堀拔 2017: 22-23］。そのため、2015年にはジャ
ズィーラへの補助金削減や、職員のリストラが議
会で論じられた。2016年には、その数年前に開
始されたばかりのジャズィーラ・アメリカが閉鎖
され、さらに数百人規模のリストラがなされたと
される［Addady 2016］。組織規模の拡大を図って
きたジャズィーラは、開始当初のような小規模の
放送局ではなく、今や複数のチャンネルを傘下に
収める大規模な放送局であり、それを支える補助
金も莫大なものである。それは、財政のスリム化
を図ろうとする現政権にとっての大きな負担に他
ならない。
第二に、「組織のイスラーム化」が進んだジャ
ズィーラは、ムスリム同胞団との関係見直しを進
め、新たな路線を模索する現在のタミーム体制の
外交方針とは、必ずしも方向性を同じくしてい
ない。とはいえ、ジャズィーラの改革も容易で
はない。例えば、2015年9月、議会においてジャ
ズィーラへの補助金削減が議論され、決定がなさ
れたことで、職員の大量リストラ計画が現実味を
帯びた。しかし、このときは前首長のハマドが私
財を投じて、ジャズィーラの組織規模の維持を
図ったとされる［al-Sa‘ūdī 2015］。ジャズィーラへ 
の補助金削減は、油価の下落と絡めて論じられる
ことが多い。だが、そこにはジャズィーラをめ

ぐる前首長と現首長との温度差、つまりはジャ
ズィーラの維持を図りたいハマドと、その縮小化
を図りたいタミームとの思惑の違いが垣間見ら 
れる。
第三に、ジャズィーラの存在が、ハマド時代か
らの大胆な政策転換の可能性を狭めうる制約につ
いてである。ジャズィーラはハマド時代の外交
に不可欠な存在であり、それは今なおカタルの
メディア戦略の一部を成している。だが、ジャ
ズィーラという「強力な言論の武器」は、為政者
に自らの外交能力を過信させ、またカタルと近隣
のアラブ湾岸諸国との確執を深めさせる一因とも
なってきた。とはいえ、現在のタミーム首長が、
前首長の息がかかるジャズィーラを自らの一存で
取り潰すことも難しかろう。カタルがジャズィー
ラを自らの道具として捉えていても、逆にジャ
ズィーラがあることで、政策の方向性が少なから
ず規定される側面もあるだろう。ソフト・パワー
への過信が、介入外交の行き過ぎや、周辺諸国と
の摩擦を深め、それにより外交問題が深刻化す
る事態も現に起きているとは言えないか。アル・
ジャズィーラが真にカタルの「資産」となるかど
うかは、タミーム首長の政治力にかかっていると
言えるだろう。

2. 新生カタルの新たなメディア戦略
2014年3月、ロンドンにカタル資本のニュー
スサイト「アラビー・ジャディード」が設立され
た。名目的には、カタルの民間企業が所有するメ
ディアとされるが、実際にはタミーム首長の支援
を受けて立ち上げられたメディアである［Kamin 
2014］。2015年には、そこから派生するかたち
で、衛星放送局のアラビーTVネットワークが立
ち上げられた。
これらの組織の立ち上げを担ったのは、アラブ
系イスラエル人のA.ビシャーラ（‘Azmī Bishāra）
である。彼は、タミーム首長と親交があるとさ
れ、さらにムスリム同胞団に対しては、批判的な
立場の人物として知られる［BBC News Middle East 
2014］。加えて、シリアの反体制派活動家とも結
びつきがあるなど、タミーム体制のカタル外交の
方向性に親和性のある人物である。財政のスリム
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化を理由に補助金削減を図り、ジャズィーラの組
織規模の縮小化を進める一方で、これらのメディ
アが立ち上げられた背景には、いくつかの理由が
考えられる。
第一に、「カタルの走狗」というイメージが強
まったジャズィーラとは異なるメディアを設立
し、新たなソフト・パワー戦略を早々に進めた
かったという思惑である。カタルではなく、敢え
てロンドンに設立したことは、初期のアラブ系放
送局の多くが、「国営メディア」の烙印を押される
ことを避けて海外に拠点を置いたことと重なる。
第二に、イスラーム化の傾向を深めながらも、ハ
マドの息がかかり、「組織文化やスタッフを一夜
にして変えることが適わない」［Robert 2017: 128］
ジャズィーラとは距離を置き、そのカウンターバ
ランスとしてのメディアを早々と立ち上げたかっ
たという思惑も見え隠れする。実際に、シリアを
めぐる報道ではジャズィーラと似たような論調が
見られるが、ムスリム同胞団や政治的イスラーム
に対しては、より批判的な報道が目立つ。第三
に、しばしば矢面に立たされがちなジャズィー
ラへの一局頼りからの脱却は、多メディア・多
チャンネル化時代のメディア戦略としても適当で 
ある。
しかし、これらのメディアには既視感を覚えざ
るを得ない。いずれのメディアも、カタル政府
からの独立性を強調し、編集上の介入を受けな
いメディアだと主張する［Robert 2017: 128］。だ
が、2016年8月にはシリア問題をめぐる記事が、
アラビー・ジャディードのウェブサイトから寄
稿者の意思にかかわらず削除されており［Sinclair 
2017］、このことからは内部検閲の存在がうかが
われる。カタル政府の直接的な介入がなされてい
ないにせよ、政権に近しい人物を編集のトップに
据えることで、いわゆるソフトな情報統制がおこ
なわれていると考えられる。現在のタミーム体
制のもとでは、ハマド時代からの「遺産」である
ジャズィーラを活用したメディア政策がおこなわ
れる一方で、操縦がより容易な新たなメディアを
設け、「ポスト・ジャズィーラ時代」の新たなメ
ディア政策が進められつつあるのである。

Ⅵ．おわりに

ジャズィーラは、カタルのソフト・パワーの重
要な源泉のひとつであり、それゆえカタルの「資
産」であると見られてきた。また、それは欧米メ
ディアと異なる視点を提示し、さらに権威主義体
制下での情報統制に風穴を空けた、初のオルタナ
ティブ・メディアであるとして高く評価された。
本稿は、初期ジャズィーラの「自由」を支えた存
立構造を探り、それが当時のメディア状況や政治
状況、組織構造が好条件に結びつくことで可能に
なったものであったことを示したうえで、2003

年頃からのそれらの諸条件の変化により、「自由
なメディア」を支えた存立構造が根底から掘り崩
され、組織としてのジャズィーラが少なくとも
「アラブの春」が生じるまでに大きな変容を遂げ
ていたことを実証的に示した。

2013年の首長交代によって、カタル政府との
関係が変化していることは、今日のジャズィーラ
を考えるうえでとりわけ重要である。とくに、ハ
ンファルの時代を通じて「組織のイスラーム化」
が進んだ現在のジャズィーラは、ムスリム同胞団
との距離を置きたいタミーム政権の政策と必ずし
も軌を一にする存在ではないとも思われる。ま
た、ジャズィーラはそれ自体がハマドの外交方針
を体現した存在であり、今なお前首長の息がかか
るジャズィーラを自由に変革することも容易では
ない。ごく限られた首長家メンバーにより決定さ
れるカタル政治の内幕を知ることは難しいが、財
政のスリム化を進めるなかで、タミーム首長が敢
えてロンドンに新たなメディアの設立を後押しし
た背景には、ジャズィーラ一局頼りからの脱却の
狙いがあるのではなかろうか。

2017年5月末以来のカタルをとりまく政治的緊
張の高まりは、一見ジャズィーラの有用性を改め
て示すかのように思われる。国際世論への訴求力
という点で、ジャズィーラは今なおカタルの外交
上の「資産」に他ならない。だが、本稿で論じた
ように、現在のタミーム体制のもとでは、それは
有用ではありながらも、財政的な負担を強い、操
縦も一筋縄にはいかない存在である。ジャズィー
ラの存在ゆえに、ハマド時代からのソフト・パ
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註
1 近年のジャズィーラ研究の動向およびその問題点については、［Abdelmoula 2005］および［千葉2017］の研究が詳 
しい。

2 括弧内の用語は筆者による補足。
3 強調および括弧内の用語は筆者による補足。
4 例えば、2016年2月28日の［毎日新聞 2016］には、首長家と親しい人物の発言として、「アラブの大国が動揺する
中、存在感を高める好機だった」と記されている。

5 2016年2月18日のドーハ市内での聞き取り調査より。
6 2016年2月18日のドーハ市内での聞き取り調査より。
7 もっとも、この点に関しては、更なる実証研究が必要であると考えられる。
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