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はじめに：古くて新しい問い
本稿は，今日の中東政治におけるイスラーム主義運動の実態と今後の展望について論究
するものである。イスラーム主義とは，イスラームの教えに基づく社会変革や国家建設を
目指す政治的イデオロギーであり，かつては「イスラーム原理主義」と呼ばれることもあ
った。このイスラーム主義を掲げる社会運動を，一般にイスラーム主義運動と呼ぶ。
イスラーム主義運動は，中東政治にいかなる影響を与えているのか

古くて新しい問い

であると言える。「古さ」という意味では，この問いは，中東政治の分析とイスラームとい
う宗教の研究が今よりも近接していた1990年代末ごろまで頻繁に見られた。そこには，イ
スラームの専門家が中東政治を語り，中東政治の専門家がイスラームを語るということが
今よりも多かった時代性がうかがえるが，何よりも，イスラームという宗教が政治，社会，
経済への影響力を高めていた現実があった。いわゆるイスラーム復興という現象である。
他方，
「新しさ」については，本質的にはこの「古さ」の裏返しであり，中東政治の分析
において，イスラーム主義運動，広くはイスラームについて語る専門家が少なくなってい
ったことで，結果的に新規な議論に見えるようになっていることが指摘できる。だが，こ
こでより強調すべきは，2010年末に始まった「アラブの春」を契機に⑴，イスラーム主義
運動が再び中東政治の趨勢を左右するアクターとして台頭したという単純な事実である。
つまるところ，現象としてのイスラーム復興はもはや所与の条件であり
年ではあまり語られなくなった

それゆえに近

，ムスリム同胞団などの穏健派の政治参加という民主化

の文脈でも，あるいは「イスラーム国（IS）」に象徴される過激派の台頭といった安全保障
の文脈でも，イスラーム主義運動は中東政治において大きな存在感を持っている。にもかか
わらず，両者の関係を真正面から取りあげる専門家が少なくなっているのが実状である⑵。
中東政治を，誰が，どのように分析するか，という専門家の立場とは関係なく，イスラー
⑴

 稿では，「アラブの春（The Arab Spring，al-Rabī‘ al-‘Arabī）
本
」を2010年末にチュニジアから始ま
った，アラブ諸国における市民による大規模な抗議デモとそれにともなう政治的騒乱（民主化，武力弾
圧，内戦を含む）の総称と定義する。日本では，
「アラブ革命」
，
「アラブ動乱」
，
「アラブ政変」
，
「アラブ
蜂起」などの表現も用いられている。
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ム主義運動は中東政治を動かすアクターであり続けている。
以上のような問題意識に基づき，本稿では，
「アラブの春」以降の中東政治におけるイス
ラーム主義運動を取り巻く状況とその動静について，権威主義，過激主義，宗派主義の３
つの「主義」をキーワードに論究してみたい。
１．持続する権威主義：イスラーム主義運動主導の民主化の挫折
⑴

イスラーム主義運動の政治参加

「アラブの春」は，一般市民による非暴力の民主化運動であった。人びとは，自らの党派
性やイデオロギー性から距離を置き，長年の権威主義体制に対して自由を求める声をそろ
えることに徹した。そのため，発生当初はイスラーム主義運動の役割は極めて限定的であ
った。ところが，チュニジアとエジプトの体制転換後の選挙では，ムスリム同胞団をはじ
めとするイスラーム主義運動が結成した政党が大きく票を伸ばし，いわゆる穏健派として
その支持基盤の大きさを国内外に示すことに成功した。
このように，民主政治のなかでイスラーム主義運動が政治参加を認められている場合に
は，独自の政党，すなわちイスラーム政党を結成することが多い⑶。「アラブの春」後のチ
ュニジアでは制憲議会選挙でナフダ党が第一党となり，エジプトではムスリム同胞団出身
のムハンマド・ムルシーが大統領に選出され，両国において史上初めてのイスラーム主義
政権が誕生した。「アラブの春」の結果，民主的な政治参加のための制度が整備されたこと
で，権威主義体制下では反体制派として活動してきたイスラーム主義運動が選挙を経て政
治参加を果たすという現象が起こったのである。
⑵

イスラームと民主主義

「アラブの春」が示した現実は，イスラーム主義運動が民主主義と対立しないことであっ
た。むしろ，彼らがイスラーム政党を結成し，積極的に民主主義に参加していったという
意味では，民主化の促進要因であったと見ることもできる。
しかし，長年のあいだイスラームと民主主義は相容れないというのが定説であった。そ
の根拠として，イスラームの教えや歴史などの文化的要因

例えば，何世紀にもわたって

専制王朝が存在してきたことや，政教分離がなされてこなかったことなど

が挙げられて

きた（例えば Lipset 1994；Lewis 1996）。こうした「中東起源のイスラーム」と「西洋
⑵

 うまでもなく，その背景には，21世紀に入ってからの中東政治研究の発展があり，方法論やトピック
言
の多様化，また，ICT の急速な発展によって，1990年代までのスタイルによるイスラーム主義運動を
めぐる語りが相対化されたこともあった。しかし，その結果，イスラーム主義運動をめぐる理解がやせ
細ってしまっていることは否めない。
⑶ イスラーム政党とは，
「イスラームに思想的基盤を置く政治イデオロギー」に立脚する政党と定義される
（小杉2001：238－239）
。
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起源の民主主義」は本質的に相容れないとい
う議論は，かつて E・サイードが批判したオ
リエンタリズムの流れを汲んでいる
⑷
。
（Hashemi 2013：74－75）

確かに，「アラブの春」前夜の2010年の段
階で，中東諸国のほとんどが権威主義体制で
あった。米国の NGO フリーダムハウスの指
標では，「中東・北アフリカ」19ヵ国のうち
18ヵ国が「不自由」または「部分的自由」と
された⑸。しかし，この中東諸国における権威
主義の蔓延という事実は，ムスリムが民主主
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義を欲していない，といった主張を裏付ける
ことにはならない（Diamond, Plattner and Brumberg eds. 2003）。イスラーム主義運
動は，長年の権威主義体制下においては民主化勢力として活動を続け，その後，
「アラブの
春」においては，政治参加の仕組みとしての民主主義への親和性を証明した。
⑶

自由主義と世俗主義への「抵触」
しかし，イスラーム主義運動主導の民主化はまもなく停滞した。チュニジアでは，ナフ

ダ党が，2014年の選挙の敗北を機に党勢を落としていった。エジプトでは，長年にわたっ
た独裁政治と経済不安に加えて，単独与党となったムスリム同胞団系の自由公正党の拙い
政治運営も相まって，国内の各地で新政権に対する抗議デモが発生し，2013年６月末に
は，これを好機と見た軍と旧政権の残党によるクーデタが起こり，新政権が崩壊したのは
周知の通りである（鈴木2013：229－249）。
この「アラブの春」におけるチュニジアとエジプトでのイスラーム主義運動の盛衰は，
政治参加よりも，政治運営のあり方としての民主主義とイスラーム主義が齟齬を生む可能
性を浮き彫りにしたと言える。現代世界における民主主義は，宗教の違いによって個人の
自由や権利が制限されたりしてはならない，という自由主義に立脚しており，また，その
根底には政教分離を是とする世俗主義を置いている。これに対して，イスラームという宗
教には独自の政治に関する理念があり，ムスリムは，自らの私的な生き方だけではなく，
⑷

 のようなイスラームと民主主義をめぐる「対立論」に対して，
こ
「調和論」を唱える論者も少なくない。
エスポズィートとヴォルは，イスラームには民主主義に通底する考え方（例えば，
「シューラー（合議）」
の教え）があるため，両者には矛盾はないと論じ，
「イスラーム民主主義」の可能性を主張した（エスポ
ズィト／ボル2000）
。ムスリムの論者のあいだでもこうした「調和論」が主流となった。詳しくは，末
近2017a を参照。
⑸ Freedom House（https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2010）.
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公的な政治や社会のあり方についてもイスラーム的な理想を持っている（Hashemi
2009）。
このようなイスラームと自由主義・世俗主義との齟齬は，イスラーム主義運動が政治参
加の段階から政治運営にまで歩を進めたときに本格的に生じるようになった（Hamid
2014）。具体的には，次の２つの勢力による反発を招いた。
１つは，国内の旧体制派とその支持者たちである。エジプトで崩壊した権威主義体制は，
1952年の軍によるクーデタによって成立した軍事政権であり，イスラーム主義運動と対立
してきた世俗主義政権でもあった。2011年の政変は，エジプト政治を世俗主義からイス
ラーム主義へと転換させるものであり，それゆえに，彼らの激しい反発を呼んだ。
もう１つは，欧米諸国である。「アラブの春」では，権威主義体制の崩壊後には欧米諸国
を範とする民主主義が中東諸国に根付くものと期待された。つまり，イスラーム主義運動
の選挙での勝利は想定外であった。欧米諸国は，ムルシー大統領の新政権に冷淡な対応を
し，さらには，2013年のクーデタ後に成立した事実上の軍事政権を容認し，大統領自身を
含むムスリム同胞団に対する「テロ組織」指定や人権侵害に対して沈黙した。こうして，
エジプトには「アップグレード」された権威主義体制が復活した（横田2014）。
２．蔓延する過激主義：イスラーム主義運動の安全保障化
⑴ 「草の根の穏健派」の行き詰まり
「アラブの春」後を経てイスラーム主義運動の穏健派が活動を低迷させた結果，過激派の
台頭という副作用が生じることになった。中東諸国で権威主義体制下での厳しい暮らしを
強いられてきた人びとの希望を引き受けてきたのは民主主義であった。そして，その民主
化を担いうる存在として，穏健派に一定の期待が寄せられてきた。
しかし，政変後に誕生した新政権の拙い執政，国際社会の冷淡な態度，旧体制派の勢力
回復などによる政治的混乱が深刻化した結果，民主主義とイスラーム主義，そして，その
両者の担い手であった穏健派への失望が広がっていった（末近2016c：48－53）。
こうした閉塞状況のなかで，現状を力で打破する勢力としての過激派が支持者や共鳴者
を増やしていったのは，ある種の必然であった。ここで言う「過激」とは，暴力を用いる
という「手段」の側面と，独善的なイスラーム解釈に基づく社会や国家の実現を目指す「目
的」の２つの側面がある（末近2016c：46－47）。過激派は「アラブの春」で「草の根の穏
健派」が体現しようとした民主主義と穏健なイスラーム主義を二重に否定することで存在
感を増していった。
⑵ 「イスラーム国（IS）」の出現
過激派の台頭が顕著に見られたのが，紛争下のシリアであった。2011年に始まったシリ
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アの紛争において，反体制派は様々なイデオロギーを持った人びとの寄り合い所帯であっ
たが，やがてイスラーム主義者が大勢を占めるようになった（青山2012，2017；Lister
2016）。シリアでは，エジプトとは異なり，1960年代から半世紀にわたってイスラーム主
義運動（例えばシリア・ムスリム同胞団）の活動を認めてこなかったため，国内の穏健派
の活動は壊滅的状態にあった（末近2005）。そのため，紛争開始後に台頭した新興のイス
ラーム主義運動は，そのほとんどが過激派の様相を呈することになった。
ただし，想定外であったのは，紛争の拡大・長期化にともない，シリア人を中心とする
過激派ではなく，国際的なテロ活動を展開してきた国際的な過激派が目立つようになった
ことであった。その代表格が，アル＝カーイダ系の「シャームの民のヌスラ戦線（以下ヌ
スラ戦線，2016年７月には「シャーム・ファトフ戦線」に改称）」であった（青山2012，
2017）。さらに，2013年以降は，「イスラーム国（IS）」が急速に勢力を拡大した⑹。IS の
勢力拡大の背景には，世界中の過激派を「国民」として招き入れた（ヒジュラを奨励した）
ことがあった⑺。
ISの言動は，残忍で過激なパフォーマンスとしての色が強いため，通常であれば人びと
によって拒絶・嫌悪されるはずのものであった。しかし，「アラブの春」後の混乱と失望の
なかでは，中東諸国がその成立以来抱えてきた紛争，独裁，テロ，低開発，超大国による
外部介入といった諸問題へのグロテスクな処方箋，そして，
「アラブの春」を経て失われた
民主主義と穏健なイスラーム主義へのアンチテーゼとして訴求力を得ることとなった（末
⑻
近2017b）
。

⑶

独り歩きする／利用される過激主義
特にISの出現は，イスラーム主義運動一般，特に穏健派にとっての認識と構造両面での

大きな打撃となった（Al-Anani 2015；Mecham 2016）。
認識面では，イスラーム主義運動一般のイメージがISによって乗っ取られてしまったこ
とが指摘できる。ISの過激主義は，預言者ムハンマドの時代を絶対的な理想と見なし，そ
⑹

 スラ戦線は，イラクで活動していた「イラク・イスラーム国」のシリア国内での前線組織として結成
ヌ
された歴史を持つ。2013年にイラク・イスラーム国の指導者アブー・バクル・バグダーディーが２つの
組織を統合し，
「イラクとシャームのイスラーム国（ISIS）
」の結成を宣言した。あくまでもシリア国内
を主戦場としていたヌスラ戦線はこれに反発し，ISISからの離脱を表明した。その結果，両組織は対立
の色を深め，2014年２月には「親組織」であるアル＝カーイダが両組織の統合にこだわり続ける ISIS
を「破門」する事態となった（青山2012，2017）
。
⑺ ISに参加した外国人戦闘員の数は，モースルを陥落させた2014年６月の時点で81ヵ国，約12,000人に
上り，また，その後の18ヵ月間でさらに２倍に増加した（The Soufan Group 2015）
。
⑻ ISは，自らの実効支配地域で独善的なイスラーム法解釈に基づく統治を行い，残虐な処刑方法や奴隷制
を施行する一方，人権や表現の自由などの現代世界における普遍的な価値を徹底的に否定した。また，
第１次世界大戦後の英仏によって画定された今日の国境線とそれに依拠した国民国家群を「サイクス＝
ピコ体制」として論難し，その端緒としてシリアとイラクの国境線の一部を物理的に破壊する行為に及
んだ。
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の後の時代に築かれたイスラームにおける知の伝統や権威を嫌悪するという単純なもので
ある⑼。しかし，その過激主義が空虚であるからこそ，ムスリム／非ムスリムの別にかかわ
らず，多くの人びとに伝わりやすい，という逆説が起こった。IS は，体系化・理論化され
⑽
た思想ではなく，画像や映像を駆使したイメージの発信に徹した（末近2017b）
。

こうした認識面の問題は，イスラーム主義運動をめぐる構造面での問題をも引き起こし
た。上述のエジプトの事例のように，中東諸国の権威主義体制だけでなく，欧米諸国の政
府までもが，意識的／無意識的に運動を IS と同一視，安全保障上の脅威として封じ込め，
弾圧，武力攻撃の対象としたのである。
３．拡散する宗派主義：イスラーム主義運動同士の衝突
⑴

宗派主義の正当化
ISの台頭は，イスラーム主義運動を取り巻く状況を一変させた。イスラーム主義運動が

これまで対峙してきたのは主に世俗主義を掲げる権威主義体制であったが，「アラブの春」
とその後の政治的混乱を経て，今では運動同士の衝突が目立つようになった。その衝突の
対立軸は，イスラームにおけるスンナ派とシーア派という宗派の違いであり，アカデミア
やマスメディアでは「宗派主義」や「宗派対立」と呼ばれてきた。
ISが掲げたスンナ派の過激主義の特徴として，その独善的なイスラーム法解釈による統
治を確立するためには，
「近い敵」を殲滅することが優先される点がある。「近い敵」とは，
自らが生を営む中東諸国における「不信仰者」や「背教者」のことを指し，彼らが一方的
⑾
にムスリムとして不適格と見なした者たちのことである（池内2015：142－151）
。問題

は，ISにとっての「近い敵」が，世俗主義者や独裁者だけでなく，シーア派などのスンナ
派以外の宗派を「不信仰者」や「背教者」として含むことであった。シリアでの紛争では，
アサド政権側で戦うシーア派の戦闘員や聖地を攻撃の対象とし，その結果として，宗派の
違いを根拠にした暴力が蔓延していった。
こうした自らが帰属する宗派を至上のものと認識し，他宗派を暴力や不寛容の対象とし
⑼

 教徒に対する戦い（ジハード，聖戦・義戦）も，
異
「不信仰者」や「背教者」の断罪（タクフィール，不
信仰者宣告）も，以前のイスラーム過激派の主張と大差はない。
⑽ そのコンテンツは，残虐な処刑や奴隷制復活の様子など，現代世界の普遍的価値観や常識を執拗なまで
に踏みにじるようなものがほとんどであり，インターネットやマスメディア上で「炎上」を引き起こし，
自らの思想に触れる人びとの数を極大化していった。そのため，2015年初頭から頻発した欧州諸国にお
けるムスリムによるテロ事件も，イスラーム主義運動を十把一絡げに脅威とする認識を助長させた。し
かし，これらの事件の容疑者たちについては，組織としてのISのメンバーであることは稀であり，いわ
ゆるホームグロウン（地元育ち）やローンウルフ（一匹狼）の自発的な，あるいは実際には組織との関
係がない「自称 IS」であった。
⑾ これに対して，アル＝カーイダは，異教徒による侵略の危機に瀕したイスラーム世界を防衛するために
は，「遠い敵」
，すなわち非ムスリム社会である欧米諸国への攻撃を敢行すべきだと説いた（Gerges
2009）。
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ながら，その形成や発展を目指す言動は，一般に「宗派主義（ターイフィーヤ）」と呼ばれ
る。ムスリム同士の紐帯を重んじるイスラームにおいて，宗派主義は伝統的にタブーとさ
れてきた。しかし，ISは，これに新たな解釈を与えることで正当化した。すなわち，スン
ナ派以外の宗派はもはや「不信仰者」や「背教者」であり，紐帯を教化するためには「真
性の」ムスリムだけがイスラーム共同体を構成すべきであると解釈したのである。
⑵

権力闘争から世界観闘争へ
タブーとされてきた宗派主義が中東諸国に蔓延し始めた背景には，2003年のイラク戦争

を契機として，富や地位をめぐる権力闘争が宗派の違いを争点とする世界観闘争の様相を
帯びていったことがあった（山尾2013：134－175）。
第１に，サッダーム・フセイン大統領による権威主義体制の崩壊後の権力の真空を埋め
るために，スンナ派，シーア派，クルド人を単位に利権配分がなされたことが指摘されて
いる。その結果，国内の権力闘争は宗派の違いに沿って展開されることになった。第２に，
宗派を単位とした権力闘争の拡大によって混乱状態に陥った内政を安定化させるために，
戦後の新政権が伝統的な部族と宗派に基づく治安部門を創設したことがあった。具体的に
は，2006年に自警団として創設された「覚醒評議会」や，2014年にISに対抗する義勇兵
や民兵組織を統合した「人民動員隊」が挙げられる。これらは，実際には特定の宗派によ
って構成される民兵組織の様相を呈し，とりわけ，後者については，シーア派の集団とし
ての色合いが濃かった。
こうして権力闘争は世界観闘争の様相を呈すようになった。たとえそれが過激派の企て
に過ぎないとしても，実際に宗派間の暴力として立ち現れたことで，各宗派のアイデンテ
ィティと他宗派に対する敵愾心が強まっていった（酒井2015；Abdo 2017）。
⑶

イスラーム主義運動同士の衝突
その結果，いくつかの中東諸国でもイラクと同様の現象が見られるようになった。とり

わけ，紛争下にあったバーレーン，イエメン，そして，シリアでは，人びとが宗派の違い
を軸とした対立構図に絡め取られていった。イスラーム主義運動も宗派を異にする別のイ
スラーム主義運動と対立するようになり，「内部抗争」の様相を呈することになった。
バーレーンでは，
「アラブの春」の際，権威主義体制に対する一般市民による抗議デモが
起こった。この抗議デモの中心的な役割を担っていたのは，シーア派のイスラーム主義運
動ワファークであり，スンナ派の首長が率いる体制側（および国民統一会合）と対峙した
（Abdo 2017：129－131）。また，イエメンでも，スンナ派出身の大統領率いる新政権に
シーア派のフーシー派が対峙する構図が立ち現れた（ICG 2014；Hassan 2016）。
なかでも，宗派を異にするイスラーム主義運動同士が最も激しく衝突したのが，シリア
23

中東協力センターニュース

2017・5

であった。前節で論じたように，シリアでは，2011年の紛争の勃発以降，反体制派のなか
でスンナ派の過激派が勢力を強めた。これに対して，アサド政権側は同盟国であるイラン
の准軍事組織「革命防衛隊」とレバノンのヒズブッラーの軍事的支援を得ながら反撃した
⑿
（末近2013a，2013b，2016a）
。

バーレーン，イエメン，シリアのいずれの紛争についても，本質的には国内での権力闘
争であり，スンナ派の過激派を除けば，これらの対立において宗派の違いを争点として喧
伝するイスラーム主義運動は皆無であった。しかし，実態はスンナ派とシーア派に明確に
陣営が分かれたこと，そして，中東域内で覇権争いを繰り広げてきた２つの地域大国であ
るサウジアラビアとイランがそれぞれの陣営を支援する姿勢を見せたことから，結果とし
て両宗派による「宗派対立」が拡大しているという認識が中東地域の内外に拡散していっ
た。それは，翻って，暴力のさらなる激化をもたらすことになった（末近2016b：60－63；
⒀
Gause 2014）
。

おわりに：中東政治の「現実」としてのイスラーム主義運動
以上見てきたように，
「アラブの春」を経て，中東諸国のイスラーム主義運動は，権威主
義，過激主義，宗派主義の３つの「主義」に直面している。だとすれば，運動は下降局面
にあり，中東政治の表舞台から退いていくのだろうか。
一世を風靡した IS も，2016年末に本格化したイラクとシリア両国での掃討作戦によっ
て後退戦を強いられており，今後勢力を維持し続けたとしても，それはテロを中心とした
「舞台裏」での活動に限定され，また，それも中東以外のアジア・アフリカ諸国や欧州諸国
へと重心を移していく可能性がある。その意味では，少なくとも短期的にイスラーム主義
運動が中東政治で存在感を発揮することを想定するのは難しい。
しかし，本稿の議論から見えてくるのは，2010年代の中東諸国の病理であるこの３つの
「主義」が生まれる過程にイスラーム主義運動自体が大きく関わってきた事実である。すな
わち，穏健派のイスラーム主義運動による執政の失敗が権威主義体制の再来を，権威主義
体制の再来が過激派の台頭を，そして，過激派の台頭が宗派主義の拡大をそれぞれ招いて
きた。そこでは，中東政治の趨勢がイスラーム主義運動に変化をもたらすと同時に，翻っ
⑿

 980年代初頭のレバノンに結成されたヒズブッラーは，全世界の「抑圧者たち」への抵抗を目指してお
1
り，実質的には隣国のイスラエルとそれを支援する米国を敵視していた。しかし，2011年からのシリア
紛争においては，
イスラエルと対峙するアサド政権を支援する名目で軍事部門をシリア領内へと展開し，
反体制派だけでなく，イスラーム過激派と戦火を交えた。これは，非ムスリムのイスラエルや米国に対
する抵抗運動としての運動のアイデンティティを大きく揺さぶる言動となった（末近2013a）
。
⒀ サウジアラビアとイランが「宗派対立」を引き起こしているという認識は，必ずしも実態に即している
わけではない。両国の対立やライバル関係は，スンナ派とシーア派の宗派の教義上の違いを争点とする
ものではなく，実際には
国際政治における他の国家間関係と同様に
軍事力を基調とする安全保障
上の相互不信や脅威認識によるものであった。
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て，イスラーム主義運動が中東政治のあり方を変えてきたことが，あらためて浮き彫りに
なったと言える。
「アラブの春」を経て，イスラーム主義運動は苦境にある。しかし，それを，彼らの終焉
と見なすのは尚早であろう。中東政治は変化し，彼らもまた変化していく。中東政治の
「現
実」の一部としてのイスラーム主義運動の動向には，引き続き注目していく必要がある。
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