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いる。しかし、それぞれに重複した報道内容や、新聞社の編集者がムスリム同胞団のメディアを参
照している事実から、ただちに相互間の影響があるものと結論づけることはやや強引な印象を与え
る。相互の影響は複合的なプロセスである以上、ここで取り上げられている４つのメディアがメディ
ア総体のなかでどのような関係性にあるのか、もう少し視野の広い検討が望まれる。また、パイズ

（第９章）やサラマンドラ（第 14 章）の研究も、一部の関係者への聞き取り調査から得られたデー
タを性急に一般化して提示する傾向が見受けられる。
　第２は、アラブ・メディアと宗教をめぐる問題についてである。例えばサブリー（第 13 章）は、
これまでのカルチュラル・スタディーズの理論が宗教の問題を看過してきたと述べている。そして、
宗教的な素地を無視した理論でアラブ文化を捉えることに問題があることを指摘している。これは
貴重な指摘であるが、宗教がどのように理論的に組み込まれるべきなのかについてはほとんど考察
されていない。アラブ・メディアと宗教の関係は重要な問題であり、特にイスラームをどのように
位置づけるのかは、今後深化させるべき課題の筆頭にあげられるであろう。
　第３は、フセイン（第４章）やアーイシュ（第６章）の論文において、先行研究自体のメタ分析
とその問題点の指摘が議論の中心となっているために、たとえばメディアと宗教をめぐる問題など、
新しい視点が必要とされる課題に対してさほど積極的な提示がなされていない点に物足りなさが残
る。アラブ・メディア研究のいっそうの進展のために、この分野の大御所ともいえる彼らがもう少
し野心的に何らかの示唆をおこなっていたらと望むのは、ないものねだりであろうか。
　総括的に言えば、こうした若干の問題があるにしても、本書は今後のアラブ・メディア研究を進
めていく上での必読の書であろう。本書に収録された論文の多くが現在のアラブ・メディア研究の
学問的な水準を明らかにし、また今後の研究課題を浮き彫りにしている。本書で示された問いにい
かに研究者らが答えていくのかが、今後のアラブ・メディア研究における焦点となるように思われ
る。
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　本書は、ヨルダンのイスラーム行動戦線党（IAF）とイエメンのイエメン改革連合党（イスラー
ハ）という２つのイスラーム主義政党の比較研究である。1967 年以来議会が停止していたヨルダ
ンでは、IMF 構造調整に国内の反対が高まったのを契機に政治自由化が進行した。1989 年に議会
が再開され、1992 年には政党活動が合法化された。IAF は、92 年にムスリム同胞団幹部と、独立
系イスラーム主義者によって設立された政党であり、93 年から総選挙に参加した。ヨルダン国民
の政党に対する不信感は強く、無所属議員が大半を占める中で、IAF は一定数の議員を出し続けて
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いる唯一の政党である［北澤 2007］。一方イエメンでは、1990 年の南北イエメンの統一を契機に、
議会制民主主義や複数政党制が初めて導入された。同じ年に、イエメン社会党（YSP。旧南イエメ
ンの単独支配政党に由来）などの社会主義勢力が進出するのを警戒した保守派議員によって、イス
ラーハが設立された。1993 年の第一回総選挙では、国民全体会議（GPC。旧北イエメンの体制翼
賛団体に由来）に次ぐ議席を獲得し、YSP と共に三党連立内閣を組んだ。その後、第二党の地位
を占め続けている。
　いずれの政党も、政治自由化に伴う議会政治への参加を経験している。しかし著者によれば、同
様の歴史的経緯をたどったにもかかわらず、IAF が議会政治への参加を通してより「穏健」になっ
たのに対して、イスラーハはそうならなかった。その要因を明らかにするのが、本書の問題設定で
ある。
　イスラーム主義運動の政治参加を論じる際、しばしばそのアプローチが問題となる。例えばアー
セフ・バヤットは、「イスラームと民主主義は適合するか」という問いをめぐって、懐疑派も擁護
派も共に、クルアーンやハディースなどのテクストに依拠して本質主義的な議論を展開している、
と批判する。その結果彼らは、「ムスリムの日常生活の中で、これらのテクストが彼らの社会に対
してどんな意味を持っているか、驚くほどほとんど注意を払わない」のだという［Bayat 2007: 3–4］。
また同様に吉川卓郎も、「イスラームに固有とされてきた理念や原則に基づいた演繹ではなく（中略）
イスラーム主義にまつわる個々の事例を通じた実証研究の蓄積」の必要を指摘している。イスラー
ム主義組織は国境横断的なイスラーム共同体の普遍性を強調しているものの、各国の国内事情・地
域性によって成功したり制約を受けたりしている側面が大きいからである［吉川 2007: 3–6］。
　このような各イスラーム主義運動の個別性を際立たせる比較研究が、近年数多く上梓されている。
先に挙げたバヤットの研究は、イランの「運動なき革命」とエジプトの「革命なき運動」を対比し
たものであり、吉川の研究は、エジプトとヨルダンそれぞれの同胞団を、主に合法性の有無の観点
から比較している。これらに加えて、エジプト、ヨルダン、イエメンのイスラーム福祉活動を比較
したクラークの研究がある［Clark 2004］。これらの研究と、問題意識や手法を共有している本書は、
緻密な議論の構成と、慎重な事例選択、長期のフィールドワークで得た豊富な一次資料の活用によっ
て、説得力のある議論を展開している。
　筆者は、２つのイスラーム政党の比較研究を通じて、既存の理論に挑戦する。一つは、著者が「移
行論」と総称する、一連の民主化研究である。オドンネルとシュミッターの研究［オドンネル、シュ
ミッター 1986］に代表される移行論は、権威主義体制から民主主義体制への移行の動態を分析する。
著者は、この移行論の分析枠組みとしての不適当さを厳しく指摘する。まず、民主化論者は中東諸
国の事例を意図的なまでに無視して理論化を進めている。次に、「民主主義への移行」という単線
的な認識が、複雑であるはずの政治プロセスを停滞、失速、逆行という一次元的な認識に捨象して
しまう。さらに、民主化論が扱うのは体制の変動と政治エリートの戦略だけであり、より広い「公
共的政治空間」を視野に入れることができない。
　移行論が抱えるこれらの問題に対して、たとえ限定的な政治自由化であっても、政治制度や政治
過程を大きく再編しうることが再三強調される。つまり著者は、この再編を「民主化の進退」では
なく「政治的機会構造の変動」と捉える。そして、この政治的機会構造の変動に、各政党がどのよ
うに応えて、内部組織や言説を改めていったかを検証しようとする。
　もう一つの既存の理論への挑戦は、反体制勢力の民主政治への参加と穏健化の関係を実証的に裏
付けることである。急進的な反体制勢力は、民主政治への参加という「ゲームのルール」に取り込
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めば穏健化する、という了解は、移行論者だけでなく自由主義者、社会民主主義者らに広く共有さ
れており、著者はこれを「取込－穏健化仮説」と名付ける。しかし著者によれば、取込が穏健化に
つながるプロセスは必ずしも実証的に探究されていない。プロセスが曖昧なまま取込－穏健化仮説
が受け入れられてしまうのは、政治体制への取込と排除、反対勢力の穏健化と急進化が無批判に表
裏一体のものとして認識されているからだという。
　このプロセスを明らかにするために、著者は「穏健化」を厳密に定義する。選挙や議会への参加
といった政治行動のみで穏健化を判断していては、民主政治に参加していながら政権を取った暁に
は急進的な政策を実施しようと考えている「見せかけの穏健化」を見破ることができない。本書で
穏健化は、行動そのものによってではなく、政治参加を通じて他のイデオロギー（例えばイスラー
ム主義者にとっては社会主義）に対してより寛容になるか、という世界観の変化によって定義され
る。IAF とイスラーハ、二つの政党それぞれの党内部の議論・意思決定過程を追跡することで、こ
の世界観の穏健化が検証される。
　このような課題が序章で設定された後、本論が展開する。まず第２章では、ヨルダンとイエメン
の政治自由化の歴史的な経緯が概観される。ヨルダンでは IMF 主導の経済改革に対する反対を緩
和するため、イエメンでは南北イエメンが統一する際に交わされた両国指導者の合意のため、それ
ぞれ政治自由化が実施された。すなわち、選挙による国会の設立、報道規制の緩和、政党合法化、
これらの変化を成文にした国民憲章の制定といった一連の政策が施行されたのである。
　しかし、いずれの国でも、政治自由化が現体制の生き残りのために用いられたのは明らかだとい
う。例えばヨルダンでは、選挙区設定や投票方法の変更が野党に不利に働いたり、イスラエルとの
関係正常化に反対する勢力を抑え込むために報道規制が再強化されたりした。またイエメンでも、
1999 年の大統領選挙時には与党の GPC とイスラーハが多数を占める議会による事前審査が、野党
の YSP の候補を失格させて、現職大統領のサーレハのみが有力候補として出馬する実質的な無風
選挙を実現させた上に、2001 年には大統領と議会議員の任期をそれぞれ２年延長する憲法改正案
が可決された。筆者は、エリート主導の政治自由化を分析するためには、移行論の枠組みが有効で
あることを認める。
　しかし移行論の枠組みでは、政治自由化という政治機会構造の変動に対してイスラーム主義運動
がどのような対応を見せたのか、捉えられない。著者は、イスラーム主義政党を始めとする各政治
アクターが協力や提携・政治自由化などの関係を自発的に取り結ぶ領域を「政治的公共空間」と定
式化する。第３、４、５章はこの政治的公共空間が分析の対象となる。
　第３章では、IAF とイスラーハそれぞれが、限定的政治自由化に対応して組織構造を改め、他の
野党との関係を再編させた過程が実証的に描写される。ヨルダンでは、議会が停止している間も、
ムスリム同胞団が福祉団体として活動していたが、1992 年の政党法がヨルダン国外に紐帯を持つ
政党を禁じたため、同胞団の幹部と独立系イスラーム主義者が IAF を新たに結成した。一方、イ
スラーハは、南北イエメンの統一に伴う左派の進出を警戒した保守派部族が連合して成立した政党
であり、母体となる組織を欠いていた。党組織に関しては、IAF の集権的な組織とイスラーハの分
権的な組織が対照される。IAF には党員から直接選出される議員によって構成されるシューラー会
議があり、党全体の方針を構成員に貫徹させたのに対して、イスラーハでは、党組織よりも有力者
の個人的影響力に頼る度合いが強く、党の方針もしばしば幹部自らによって無視されたという。両
者の組織集権化の度合いの差異が、穏健化の差異を生み出した過程については、第５章で検討され
る。



325

書評

　イスラーム主義運動も、政党政治の一員となる過程で、他の野党との関係構築を模索することに
なる。IAF は、議会政治の再開直後から独立系議員との無用な対立を避けるために、総選挙の候補
者擁立に関して提携したほか、対イスラエル和平条約反対・選挙法改正反対などで他の野党と一致
して、反対運動を展開していた。一方、イスラーハの対野党方針は出遅れた。成立当初のイスラー
ハは、社会主義政党である YSP に対してイデオロギーに基づく敵意を率直に表明していた。内戦
に突入するまで相次いだ YSP 党員の暗殺には、GPC の工作員とイスラーハが背後についたイスラー
ム主義者が関与していたと、疑われている。イスラーハが他の野党との提携を模索し始めたのは、
皮肉にも 1994 年の内戦で GPC 政権が YSP を破って優位を確立し、イスラーハの重要性が薄まっ
たことによる。第２回総選挙直前に GPC との候補者調整交渉に失敗したイスラーハは、他の野党
６党と共に「野党連携最高会議」を組織して、与党の選挙操作などに対抗する動きを見せたのである。
　このような政治空間のダイナミックな再編成の文化的な側面を吟味するのが、第４章と第５章で
ある。第４章では、政治アクターが戦略として採りうる選択肢に注目する分析枠組みを提示する。
著者は、数ある選択肢の中から一つの戦略として選び出される過程を次のように定式化する。まず、
戦略の選択肢は「考えつかないもの」と「考えつくもの」に分けられる。前者が採用されることは
当然ながらないが、後者の選択肢も容認しうる度合に応じて、アクターにとって「信じがたいもの」
から「道理にかなった」ものまで区分される。この理解に従えばイスラーム主義運動の穏健化とは、
他の政治勢力との協働という選択肢が、「考えつかないもの」から「考えつくもの」へと、容認し
がたいものから容認しうるものへと、カテゴリーの境界線が引きなおされる過程である。
　ここまでの議論を踏まえて、著者は第５章で本書の主要な問題設定、すなわち、二つのイスラー
ム主義政党が同じように限定的政治自由化に伴って政党政治に参加していったのに穏健化の過程が
異なるのはなぜか、という問いに立ち帰る。ただし、因果関係は一方向のものではない。政治アク
ターは新しい政治機会構造の導入に対応して自らを改組しなければならない一方で、この新しい組
織が政治空間を規定し直すからである。そのため、著者が自らに課すのは、因果関係の厳密な検証
よりも、構造と実践の相互作用が、特定の政治アクターの穏健化に帰結する過程を描き出すことで
ある。
　この過程を描き出すための道具として、著者は「政治的境界線」という概念を提示する。それは、「何
が可能か、誰が友好者で誰が敵対者か、取りうる選択肢のうち自らの核となる信条によって正当化
できるものはどれか、という問題についてなされる区別」である。この境界を踏み越えて他の政治
アクターとの協働を図っても、それは見せかけに過ぎない。穏健化を行動でなく価値観によって判
断する本書の立場に従えば、穏健化とは、この政治的境界線がより多様な価値観の政治アクターを
取り込むように引き直される過程である。裏を返せば筆者は、IAF やイスラーハのようなイスラー
ム主義運動が穏健化するには、多元政治への参加を、自らの核となる信条であるイスラームの観点
から正当化しなければならない、と主張するのである。
　ヨルダンでは、1950 年代に議会政治を経験しており、政治自由化以前からすでにシューラー（協
議）やイジュマー（合意）といったイスラームの概念を用いて議会への参加を擁護する指導者は多
かった。ただしそれでも、1989 年の議会選挙再開時には、民主主義を「非イスラーム的概念の侵
略であり、共同体運営の世俗的なアプローチ」と考えるムスリム同胞団幹部の、選挙参加に抗議し
た辞任が相次いだという。これに対して 1993 年の総選挙時には、選挙法の改正や内務省の抑圧に
抗議する声は挙げられたものの、選挙への参加自体に異議を唱える声が IAF 内部から挙がること
は少なかった。この変遷の要因として著者は、同胞団や IAF が問題に直面するたびに、組織内部
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での議論を繰り返していたことに注目する。例えば、1992 年には 1993 年総選挙に政党を結成して
参加するべきか否かをめぐって同胞団内部でフォーラムが開かれ、賛成派と反対派の討論はパンフ
レットやビデオテープの形で党員の間に出回った。両者ともにイスラームの観点から自説を補強し
たものの、結果的に賛成派が主流となり、政党政治への参加に反対する声は周縁化されていったと
いう。1994 年に、ヨルダン政府によるイスラエルとの和平条約に反対する際も、政党内部で議論
が繰り返され、和平条約には反対しながら議会には留まる、という方針が貫徹された。1997 年に
イスラエルの貿易展示会が開催された時には、イスラーム主義者、左派政党、独立系議員、経済界
が連携して対イスラエル経済関係の正常化に反対する抗議運動を展開した。この時には、IAF はも
う左派との連携を自身のイデオロギーに基づいて正当化する必要性をなくしていたという。
　ヨルダンの同胞団と IAF が議論を重ねて「政治的境界線」を引き直した経緯と、イエメンのイ
スラーハがたどった経緯は大きく異なる。まず 1990 年の統一以前には、イエメンのイスラーム主
義者は議会政治への参加の経験を持っていなかった。またイスラーハは、YSP を始めとする左派
への警戒、という一点のみでイスラーム主義者が団結して設立した政党であり、その信条・思惑は
一枚岩ではなかった。すなわち、執行部の役職の大半を占めるムスリム同胞団が、イスラームと民
主主義の親和性を真剣に探ろうとしていたのに対し、党首のシャイフ・アブドゥッラーはもっぱら
自らの部族連合長としての威信に依って、民主主義に対しては表層的なコミットメントしか示さな
かったし、民主主義への敵意を隠さない指導者もいた。ここで著者は、イスラーハが党内組織の集
権性を欠いていたために、イデオロギーの差異の統一が図られなかったことを指摘する。つまり、
政治的境界線が引き直されなかったという。左翼を同じ土俵上の政治プレイヤーと認めない態度は
政治的暴力に直結し、GPC とイスラーハと結び付きのあるイスラーム主義者による YSP 党員への
暗殺が相次いだ。第三章で触れたように、イスラーハが他の野党との協調を模索し始めたのは、内
戦で YSP が破れて GPC がもはやイスラーハの協力を必要としなくなってからである。1997 年にイ
スラーハの幹部は、新聞のインタビューの中で、これまで他の野党との対話を欠いていたことへの
反省を表明している。
　結論で著者は、IAF とイスラーハの穏健化する差異を生み出した要因を次の三つにまとめる。一
つ目は、体制と公共的政治空間の関係である。ヨルダンの王室が選挙から切り離されているのに
対し、共和制のイエメンでは、イスラーハは野党との協調を模索し始めてからでさえ、与党・GPC

との同盟を完全に断ち切ることにはためらいを見せていたという。二つ目は、組織内部の集権性で
ある。三つ目に、本書の最も重要な論点である、議会政治への参加という新しい実践を、自らのイ
デオロギーで正当化できるか否か、という差異だったという。
　以上のように議論を展開する本書は、地域研究と比較政治学の統合を図る野心的な試みである。
すなわち著者は、一方では、「構造化された比較研究」の手法を取り、ヨルダンの IAF とイエメン
のイスラーハという二つの事例を徹底的に比較して、差異を生み出した要因を浮き彫りにしている。
他方では合計 38 ヶ月に渡るフィールドワークで集めた 200 人以上へのインタビューを始めとする、
政党の機関紙やパンフレット、視聴覚資料などの膨大な一時的資料を駆使した厚い記述によって議
論に説得力を持たすことに成功しており、その手法を著者自身は「政治エスノグラフィー」と表現
する。
　ただし、この試みに対する評価については、留保をつけたい。一つには、著者は穏健化の要因を
浮き彫りにはしているものの、厳密に検証し切れている訳ではない。著者は、ヨルダンの IAF と
イエメンのイスラーハという二つの事例研究を通して、三つの要因を挙げる。ここでは、事例の数
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より説明変数が多いために、どの変数が最も重要か特定することができない［キング、コヘイン、
ヴァーバ 2004: 144］。すなわち、本書で主に強調されたのは、第二、第三の要因である組織の集権
性とイデオロギーによる正当化の差異であるが、これらが決定的な要因であり、第一の要因である
体制と政治的公共空間の関係は重要ではない、と確信することができないのである。
　もう一つには、多元主義の内面化をもって穏健化の判断基準とすることに対する疑問がある。本
書の主要な分析対象になっている期間は、政治自由化（ヨルダンの 1989 年、イエメンの 1990 年）
から体制からの排除を経て野党連合を形成するまでの数年間である。この間ヨルダンでは、政党が
合法化されて IAF が結成された翌年の 1993 年には、選挙法の改正、通信・出版法の制定など政治
自由化の蹉跌が始まっているし、同胞団にとって容認しがたいイスラエルとの関係正常化が図られ
たのは、1994 年だった。同胞団は、これらの政治抑圧やイスラエルとの関係正常化に関する反対
で利害が一致した他の政治アクターと連合したのである。一方イエメンでは、1990 年の南北統一
後間もなくイスラーハが結成され、1994 年の内戦までは GPC との同盟関係を享受していた。また、
最終的な関係破綻のメルクマールは、1997年の第２回総選挙の前後だった。となれば IAFとイスラー
ハの議会政治への深い関与は、規範の内面化よりもむしろ、政権からの撤退という戦略的な要因に
動機づけられているように見える。両党の他の政治アクターとの関係構築の時期のずれは、端的に
政党政治への参加から政権からの撤退に至る期間に対応しているからである。
　近年のイエメンの動向に目を転じると、2002 年 10 月に YSP の書記長がイスラーハの会合に出
席して、両政党の同盟を模索する話をした直後、出席していた人間に射殺された。本書も触れて
いるこの事件の犯人の背後にはイスラーハの過激派潮流やアル = カーイダが取り沙汰されており、
やはりイスラーハ内部の分裂した状況を示唆している。一方で、この暗殺事件の後、イスラーハと
YSP を含む野党 5 党は野党合同会議（JMP）を結成して、GPC への対抗で一致した。2006 年の大
統領・地方同時選挙の直前に JMP は GPC から選挙手続きの公正さについて合意を取り付け、これ
まで GPC が多数派を占めていた選挙管理委員会に JMP から 2 人加えることを認めさせた上に、大
統領選には現職のサーレハに対抗する JMP の統一候補として実業家のスルタン・ビン・シャムラー
ンを擁立したのである［Yemen Observer n.d.; Burrowes 2007］。ブラウズはこの動向から、イスラー
ハ内部で議会での駆け引きに従事する穏健派が主流となり、過激派が排斥されていると読み取る

［Burrowes 2007: 272］。イスラーム主義政党と他の野党との連合の原動力を、本書の主張するよう
な多元主義の規範の不可逆的な内面化に帰すか、それとも政権に対抗してのプラグマティズムに帰
すかは、さらに慎重な検討が必要であるように思える。
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