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イスラム主義はなぜ敗北したのか
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れ。英国ダラム大学中東・イスラー
ム研究センター修士課程、京都大学
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が発生し、
「イスラム国（ＩＳ）
」などの過激なイスラム主

「アラブの春」後の中東の混乱は、
民主化運動の担い手と期待された
「穏健なイスラム主義」が後退するプロセスでもあった。
その構図を読み解き、中東政治「再生」の可能性を考える。

二〇一一年の「アラブの春」から一〇年が経った。中東

このような「春」以降の中東が直面してきた困難な状況

義勢力の勃興を許すこととなった。

権が崩壊した。しかし、
「民主化時代の到来」といった楽

を、米国の中東政治学者ネイサン・ブラウンは、
「ＳＩＳ

の各国で民主化の機運が高まり、実際にいくつもの独裁政
観的な期待とは裏腹に、その後の中東は未曾有の混乱に

Ｉ

ＩＳＩＳ」という回文で表現した。ＳＩＳＩとは、

陥った。政変後に民主主義が一応の定着を見せたのはチュ

が激化した結果、内戦となった。政変を経験しなかったシ

復活した。イエメンとリビアでは、政治勢力間の権力闘争

り、中東に存在するのは、権威主義による秩序か、過激主

ラム国（ＩＳＩＳ）
」に象徴される過激主義を指す。つま

）大統領による権威主義を、そ
エジプトのシーシー（ Sisi
して、ＩＳＩＳとは、ＩＳの前身「シリアとイラクのイス

ニジアだけであり、エジプトでは軍主導の権威主義体制が

リアでも、国家としての輪郭が失われるような激しい紛争

or
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義による無秩序だけになった、というわけである。そこに

ないしは厳しく制限されていたことから、福祉や医療、教

国のムスリム同胞団は、独裁政権によって政治活動を禁止

育といった社会活動に注力することで支持基盤を維持・拡

は、もはや民主主義の居場所はなくなった。
だが、
民主主義とともに失われた
「主義」
がもう一つある。

同胞団に代表される穏健なイスラム主義運動であった。そ

動の担い手として市民の期待を集めてきたのが、ムスリム

各国での独裁政権に対する抗議デモの発生は、チュニジア

てのイスラム主義運動に政治参加の機会を開いた。
ただし、

二〇一一年に訪れた「春」は、こうした民主化勢力とし

大し続けた。

のため、
「春」後の民主化の停滞は、このイスラム主義運

での事件――青果商の青年が当局の取り締まりに抗議して

イスラム主義である。多くの中東諸国において、民主化運

動の敗北でもあった。

焼身自殺を図った事件――を発端とした偶発的なものであ

「アラブの春」の前夜、中東は独裁政権の「宝庫」であっ

としていたのではなく、権威主義体制下でのさまざまな不

抗議デモは、イデオロギーとしてのイスラム主義を原動力

り、イスラム主義運動は、それに追従する結果となった。

た。米国のＮＧＯフリーダムハウスによる二〇一〇年版の

とはいえ、独裁政権が退陣したことで、イスラム主義運

正や腐敗・汚職、所得格差の拡大や若年層の失業率の上昇

これらの「不自由」
「部分的自由」の国のほとんどにお

動は政治参加が可能となり、長年培ってきた支持基盤を駆

報告書では、
中東の二〇の国のうち一六ヵ国が
「不自由」
に、

いて、イスラム主義運動が権威主義体制に対する最大の挑

使することで、選挙での躍進を見せた。チュニジアでは、

など、長年にわたって蓄積されてきた独裁政権に対する市

戦者であった。ムスリム同胞団がその代表格であり、エジ

ナフダ党が一一年の制憲議会選挙で単独過半数には届かな

三ヵ国が「部分的自由」に分類され、
「自由」の評価を得

プト、ヨルダン、シリア、スーダン、パレスチナ（ハマス

かったものの、全二一七議席中八九議席を獲得し第一党と

民の不満の爆発にほかならなかった。

の名称で活動）などで「ディムクラティーヤ（民主主義）
」

なった。エジプトでは、ムスリム同胞団が自由公正党を結

ていたのはイスラエルだけであった。

をスローガンに掲げ、民主化勢力の一翼を担っていた。各
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政史上初のムスリム同胞団出身の大統領となった。

挙では、党首のムハンマド・ムルシが勝利し、エジプト憲

党の座についた。さらには、一二年に実施された大統領選

成して上院・下院の両選挙に出馬し、それぞれで単独第一

を次々に打ち出すなど、社会や国家の「イスラム化」を拙

し、イスラムの教えを強く反映させた新憲法案や外交政策

新政権は、選挙での勝利に基づく「数の論理」を振りかざ

と方向転換させた大事件であった。ムスリム同胞団主導の

速に推し進めた。その結果、旧体制派の影響力が残存して

一方、エジプトでは、ムルシ政権がわずか一年で軍のクー

ができず、
連立政権の一角にとどまるのが精一杯であった。

なかった。チュニジアでは、続く選挙で得票を伸ばすこと

しかし、イスラム主義運動主導の新政権は、長くは続か

権に対する抗議デモが頻発するようになり、一三年六月

物価の高騰を招いた。こうした度重なる失政の結果、新政

観光産業や国外からの直接投資を停滞させ、為替の下落と

会の混乱を鎮めることができず、貴重な外貨収入であった

の反発や不信を受けることとなった。加えて、政変後の社

いた司法や軍だけでなく、選挙で彼らを支持した大衆から

デターによって退陣に追い込まれた。
エジプトでの敗北は、

末、これを好機と見た軍を中心とした旧体制派によるクー

エジプトにおけるムスリム同胞団の挫折

その後の民主化勢力としてのイスラム主義運動に致命的な

デターに遭うことになったのである。

他方、国際要因としては、新政権に対して欧米諸国が冷

打撃となった。
なぜ、エジプトのムスリム同胞団主導の新政権は挫折し

軍事政権であった。そのため、
二〇一一年の「アラブの春」

は、一九五二年のクーデターによって成立した世俗主義の

との融和が不調に終わったことがあった。ムバラク政権

国内要因としては、新政権による旧体制派とその支持者

たシーシー大統領による事実上の軍事政権を容認し、新た

にとどめ、さらには、一三年のクーデターによって成立し

新政権に対しては政治的な支持も経済的な支援も低い水準

は歓迎できないものであった。そのため、ムルシ大統領の

ていた欧米諸国にとって、イスラム主義者の選挙での勝利

淡な姿勢をとったことがあった。欧米型の民主化を期待し

は、選挙という民主的な手続きを経てもたらされたものと

に「テロ組織」に指定されたムスリム同胞団のメンバーに

たのか。そこには、国内要因と国際要因があった。

はいえ、エジプトという国を世俗主義からイスラム主義へ
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対する大量投獄などの人権侵害に対して沈黙した。

の台頭

パレスチナ立法評議会選挙におけるハマスの勝利の際にも

におけるイスラム救済戦線（ＦＩＳ）や二〇〇六年初頭の

二重基準」は、一九九一年のアルジェリアの国民議会選挙

イスラム主義者の勝利は支持しない」という「民主主義の

は民主主義であった。そして、その民主化を担う勢力とし

い暮らしを強いられてきた市民の希望を引き受けてきたの

であった。
「アラブの春」以前、権威主義体制下での厳し

けでなく、民主主義それ自体への失望も広がったのは道理

その結果、中東の市民の間で欧米諸国に対する不信感だ

シリアにおける

見られていた。アルジェリアでは、フランスが軍事政権の

ての穏健なイスラム主義運動に一定の期待が寄せられてい

このような欧米諸国による
「中東の民主化を支持するが、

復活を支持し、パレスチナでは、米国、ロシア、欧州連合

た。しかし、政変後に誕生した新政権の拙い執政、欧米諸

盟者を選別・支援したのである。そして、その同盟者は、

事態を受けて、自国の国益の保護・拡大にとって有利な同

て長年の権威主義体制が崩壊・動揺し始めたという突然の

シリアに飛び火してしばらくの間は、穏健なシリア・ムス

したのが、シリアであった。二〇一一年「アラブの春」が

のが、過激主義を掲げる集団であった。特にそれが深刻化

こうしたなかで徐々に支持者や共鳴者を増やしていった

民主主義とイスラム主義という二つの「主義」
、そして、

民主化勢力かどうかよりも、イスラム主義に対するカウン

リム同胞団が反体制派の中の最大勢力であったが、やがて

欧米諸国による「民主主義の二重基準」の背後には、イ

ターバランスの役割を担うことが期待された。つまり、た

紛争状態となると、アルカイダ系「ヌスラ戦線（現シャー

その両者の担い手であったイスラム主義運動は、急激に色

とえ独裁政権であっても、イスラム主義の台頭を抑止し、

ム解放戦線）
」などの過激主義を掲げる集団が結成される

スラム主義への根強い不信感が見え隠れしている。欧米諸

なおかつ欧米諸国と良好（つまり従順）な関係を築く限り

ようになった。なかでも猛威を振るったのが、ほかならぬ

褪せたものになっていった。

国の冷淡な態度、さらには、独裁政権が復活したことで、

）などが自治政府財政の生命線である経済支援を停

I
S

国は、中東で偶発的に発生した市民による抗議デモによっ

止した。

E
U

において容認されたのである。
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独善的なイスラム法解釈に基づく抑圧的な統治を行った。

ＩＳは、
自らの実効支配地域に一方的に
「建国」
を宣言し、

ととなった。
「過激主義の脅威」が「イスラム主義の脅威」

国に、イスラム主義運動を抑圧するための口実を与えるこ

中東の独裁政権とそれを必要悪として容認してきた欧米諸

さらに悪いことに、
こうしたＩＳによる「乗っ取り」は、

残虐な処刑や奴隷制を実施し、生命や人権、表現の自由な

にすり替えられることで、
「対テロ戦争」の名の下にあら
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ＩＳであった。

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だ

ゆるイスラム主義運動が「テロリスト」として指定・弾圧

「アラブ政治の再生」はなるか

うになった。

され、また、軍事介入の対象（ないしは口実）にされるよ

けでなく、第一次世界大戦後の中東を欧米諸国が画定した
「サイクス ピ
= コ体制」として論難し、現行の中東諸国そ
れ自体を解体すると喧伝した。むろん、こうした過激主義
は、平時であれば中東の市民が拒絶・嫌悪するはずのもの

ＩＳは、二〇一七年末までにイラクとシリアにおける実

であった。だが、
「春」後に蔓延した混乱と失望の中では、
中東という地域がその成立以来抱えてきた紛争、独裁、低

効支配地域のほぼ全てを失い、
「過激主義の脅威」は、少

いる。しかし、
「イスラム主義の脅威」の名の下に、中東

開発、欧米諸国による介入といった諸問題へのいわばグロ
こうしたＩＳの勢力拡大は、穏健なイスラム主義運動に

諸国の権威主義体制も、
欧米諸国の民主主義の二重基準も、

なくとも中東においてはかつてほどの規模ではなくなって

とっての大きな打撃となった。ＩＳの過激主義は、預言者

いまだ健在である。つまり、中東では「ＳＩＳＩ ＩＳＩ

テスクな処方箋としての訴求力を帯びてしまった。

ムハンマドの時代を絶対的な理想と見なし、その後の時代

本稿で見てきたように、二〇一一年の「アラブの春」後

Ｓ」――権威主義か、過激主義か――という困難な状況が

容易に世界中に広まっていき、その結果、ＩＳがあたかも

の中東から民主主義という選択肢が失われた原因は、長年

に築かれたイスラムにおける知の伝統や権威を否定すると

イスラム主義一般を代表する存在であるかのように受け止

にわたって民主化の担い手を自任してきたイスラム主義の

継続している。

められるようになった。

いう単純なものであった。しかし、あるいは、それゆえに、

or

スラム主義運動を取り巻く環境が負の影響を与えてきたこ

あったことは否めない。しかし、おそらくそれ以上に、イ

義という中東にとっては新しい理念や実践への理解不足が

代表される穏健なイスラム主義運動による失政や、民主主

敗北があった。むろん、その原因には、ムスリム同胞団に

動が反体制派の中核となり得る存在であることが明らかに

るようになったものの、依然として穏健なイスラム主義運

また、シリアでも、紛争の発生によって過激主義が跋扈す

また、多くの市民からの支持を得ていることが示された。

の選挙では、
イスラム主義運動が民主主義への適応を試み、

ける限り、民主主義は実現されない。イスラム主義の理念

なった。こうしたイスラム主義への支持や共感を排除し続

「春」以前から存在していた「イスラム主義の脅威」とい

自体が世俗主義――政教分離――に依拠した西洋型の民主

とを、
あらためて確認しておく必要があるだろう。つまり、
う言説が、さまざまなアクターの利益に応じて利用・再生

主義と相容れないのではないかといった疑念も根強く存在

心」しない限り、そうした民主主義は実現されないという

産されることで、中東の民主化、あるいは大きな変革への
こうした「イスラム主義の脅威」は、一九七九年のイラ

ことになる。オスマン帝国の崩壊から一世紀が経とうとし

するが、
仮にそうだとすれば、
中東の市民が世俗主義に「改

ン革命を意識的／無意識的に参照することで正当化されて

ているが、中東の世俗化を不可逆的な過程と見なすことが

冒頭で紹介したブラウンは、
「春」を市民が自由な意見

きた面がある。イスラム共和制という非西洋の政治体制だ
主義体制の中東諸国だけでなく、欧米諸国にとってもトラ

表明をするようになった好機と捉え、
「アラブ政治の再生」

現実的ではないのは明らかだろう。

ウマ的な記憶となったからである。さらに、二〇〇一年に

と呼んだ。権威主義と過激主義という困難な状況から脱す

けでなく、反西洋の外交方針を擁する国家の出現は、権威

９・ 事件が起こったことで、
「イスラム主義の脅威」は、
た。こうして、イスラム主義に対する認識は「脅威」へと

政治だけでなく安全保障の問題とも見なされるようになっ

ていく必要がある。それは、中東の市民だけでなく、欧米

たちの民主主義、そして、イスラム主義のあり方を模索し

るためには、活発な対話を通して中東の現実に適応したか

諸国、広くは国際社会にとっての課題であるだろう。●

画一化されていった。

11

しかし、実際には、
「春」後のチュニジアやエジプトで
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