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エジプト大統領選でムスリム同胞団のムルスィー候補が当選した。5 月の第１

回投票は各政治勢力への支持の度合いを示す「世論調査」の役割を果たして、地

方や大都市郊外・スプロール地帯へのイスラム勢力の浸透を裏付ける一方、旧体

制派も同胞団も支持しないリベラル派が 2 割存在することを示した。第１回投票

と決選投票で、キリスト教徒など少数派の懸念や安定志向、革命の後戻りを防ぐ

目的などから、票の流れに変化もあった。それでも結果的には同胞団が組織力を

示し、自由なメディアが力を発揮して、選挙の不正な操作は難しかった。軍が自

ら保持する権限を明確にした結果、大統領の権限に制約はあるが、同国史上初め

て選挙で選ばれた文民の大統領が登場する意味は大きい。議会選挙の結果を無効

にした司法の判断や、軍の権限保持の動きに反発しつつも、同胞団は軍や司法と

の全面衝突は避け、新大統領と軍は「コアビタシオン」、共生関係を探っている。

拒否権を行使する仕組みをつくった軍は、強引な同胞団つぶしに走る必要はなく、

文民大統領への権限の移譲は、比較的穏便に進むと考えられる。 

 

 

司会：脇祐三 日本記者クラブ企画委員（日本経済新聞執行役員コラムニスト） 
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司会：脇祐三・企画委員（日本経済新聞執行役

員コラムニスト） 本日の研究会は、池内恵さん

にお越しいただきました。先ごろ公式結果が発表

になりましたエジプトの大統領選挙について、ま

ず池内さんからレジュメに沿ってご説明いただ

いて、その後、質疑応答にいきたいと思います。 

 

池内恵・東京大学先端科学技術研究センター准

教授 ちょうどいいタイミングでお話をするこ

とができて、私もまことに光栄です。 

このエジプトの大統領選挙は、2回にわたって、

丸 2カ月ぐらい使ってやるものですから、最終的

にどこで結果が出るかというのは、事前にはわか

らないところがありました。最終的には決選投票

まで行い、さらには、その公式発表が 3日遅れま

した。その 3日間で何が起こるのだろうかと世界

中の報道機関が緊張して、もちろん、エジプト人

が緊張して見詰めた結果、割に平穏な結果が発表

されました。 

それが 6 月 24 日です。いま、それからやっと

現地では 4日半ぐらいたったわけですね。みたと

ころ、その公式結果の発表を覆すような動きとい

うものは起こっていません。とりあえず 6 月 24

日の公式発表を踏まえますと、一応この枠組み、

既存の暫定的な移行期間の枠組みですが、設定さ

れた日程どおりにどうやら進みそうです。すなわ

ち、明日（6 月 30 日）ですね。おそらく明日に

は大統領就任宣誓が行われるであろうという見

通しがやっと立ってまいりました。そういう段階

でのお話をさせていただきます。 

まずここのところのクロノロジーといいます

か、これまでの経過と、ちょっと先までの日程に

ついて配布したレジュメに沿ってお話しします。 

6 月 14 日に、最高憲法裁判所の 2 つの判決が

出ました。非常に政治的な意味を持った 2つの判

決が出たというあたりから、選挙の最終段階での

流動化というべきものが起こりました。それで、

6 月 16、17 日に決選投票が行われ、そしてすぐ

に、ムスリム同胞団あるいは主要なエジプトの政

府系あるいは民間のメディアが、開票結果を集計

しました。それによって、ムスリム同胞団のムル

スィー候補がより多くの票をとったということ

は明らかになっていたわけです。しかし、今度は

軍、あるいは旧政権派、あるいは司法が、それを

認めるのかということが、6月 21日から 24日に

かけての 3日間、開票結果の発表が延期される中

で取り沙汰されました。 

その 3 日間に実際どういうことが起こったか。

単に技術的な理由で遅れたのか、あるいは非常に

政治的な込み入った交渉が行われていたのか。事

実はわかりませんが、少なくともその 3 日間、

人々が政治的な思惑をさまざまな形で推測し、議

論し、その結果として、24 日の発表を人々は受

け入れたということになります。 

ざっとまとめておきますと、まず、現状では、

エジプトの史上初めて文民の選挙で選ばれた大

統領が就任することが確実です。この意味は非常

に大きいと思われます。 

ただし、よくいわれていますように、その大統

領の権限は必ずしも明確ではないという面があ

ります。それから、特に国家安全保障に関わる問

題、軍の人事や予算に関わる問題に関して、決定

権限を完全に移譲するわけではないということ

が軍によって明らかにされていますので、以前の

ような完璧な力を持った大統領になるというこ

とではない。一定の制約は課されているというこ

とになります。 

世論の分布示した第１回投票 

そもそもどのような経緯でムルスィー次期大

統領の当選と就任に至るのかについて、この 1カ

月半から 2 カ月にかけての大統領選挙そのもの

を振り返ってみたいと思います。その意味で、5

月の 23、24 日に投票が行われた大統領選挙の第

1次投票です、これはこれで非常におもしろく意

義あるものだったのです。 

ここである種、初めてエジプトで政治的な世論

調査が行われたわけです。これまでエジプトでは、

そもそも世論にはあまり意味がない、つまり世論

を反映する政治システムがなかった以上、調査し

てもしようがないということもあって、あまり世

論調査が行われていなかった。それから、そもそ

も世論を政権が反映してないということになり

ますと、問題が起こりますので、透明な世論調査

というものが行われにくかった。そういった事情

もありまして、これまで世論調査があまりなかっ

たということです。 

今回の選挙については、事前にいろいろな世論

調査、あるいは支持率調査が行われたのですが、

その大部分は極めて信頼性に乏しいものであり

ました。それには技術的な理由もありますし、そ

もそも初めての選挙ですから、人々が直前までの

さまざまな理由によって支持を変えていく。ある

いは支持がなかなか決まらないという現象があ

った。そのために、うまく世論調査が機能しなか

ったという面があります。 
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しかし今回は、実際に第 1次投票をやってみて、

非常に透明性のある形で開票を行った。その結果

がすぐに、新たに自由になったメディア空間で動

き始めたエジプトのメディアによって伝えられ

たということは、大変大きいわけですね。 

そして、その中で明らかになったことは何か。

幾つかありますが、これは非常に基本的なことな

のですが、やはり第 1次投票の結果をみて、人々

がまず感じたこと、観察する人間が感じざるを得

なかったことは、やはりムスリム同胞団というの

は強いんだなということなのですね。 

組織力が強い。つまり、カリスマ性のある指導

者をムスリム同胞団が出してこなくても、そんな

に目立たない人が出てきても、組織の候補として

多くの支持者、支持層に投票させることができる。

しかも、ムスリム同胞団は今回の選挙、特に第 1

次投票では選挙運動にかなり出遅れたわけです。 

当初は、ムスリム同胞団は独自の候補を大統領

選挙に立てないと強くいってきたわけです。立て

ないかわりにどうするかというと、ムスリム同胞

団ではない、あるいは自由公正党員ではない、適

切な候補を他の陣営から出してきて推薦する。あ

る種、キングメーカーのようになろうとしていた。

あるいはキングメーカーというところまではい

かなくても、そもそもムスリム同胞団の色がつき

過ぎた候補が大統領選挙に出るとかえって反発

を受ける。それは、投票による反発を受けるかも

しれないし、むしろ、投票外の、例えば軍の介入、

司法の介入といった形での反発を受けるかもし

れないということで、非常に慎重であった。 

しかし、それでは、ムスリム同胞団は何をしよ

うとしていたかというと、可能であれば、軍にと

っても、リベラル派にとっても、そしてムスリム

同胞団にとっても、すべてが同意できる、いわゆ

るコンセンサス候補を出そうとしていた。しかし、

その話し合いはうまくいかなかったということ

です。 

うまくいかなかっただけではなくて、4月 8日

の大統領の立候補受け付けの締め切り直前にな

って、バタバタッと大物候補が出そうになった。

その第一は、ムバーラク政権の最後の副大統領で

あったオマル・スレイマーンを擁立する動きが最

終段階で出てきた。ここで勢いに乗って旧体制へ

の揺り戻しという動きが表れて、しかも、それが

もし大統領として当選することになりますと、本

当にムスリム同胞団に対する弾圧が戻ってくる

かもしれない。そこで危機感を持ったのです。 

ムスリム同胞団は立候補受け付けの最後の段

階で、組織力を明確にみせた。つまりムスリム同

胞団の副団長のシャーティルという人を候補に

出してきた。しかも、そのときには、党の推薦、

議会で議席を持っていれば、1人、候補者を出せ

るわけですが、そうではなくて、国民の推薦とい

うもので出してきたわけですね。それによって、

議会の政党の代表ではなくて、それ以外の国民の

推薦による投票、大統領候補として押し出した。 

しかも、その際に、何らかの理由でシャーティ

ル候補が欠格、立候補資格なしといわれるような

事態を予想して、ムルスィー候補をイフティーヤ

ーティー――サッカーでいうと、補欠でベンチに

座っている選手のことをイフティーヤーティー

というのですが、つまり、補欠候補としてムルス

ィー候補の名前も、自由公正党の推薦で立候補届

を出しておいた。結果的には、本命候補のシャー

ティル候補が欠格とされたので、補欠候補が戦う

ことになった。 

それでも同胞団は勝てたわけですね。第 1次投

票でも 1位を何とかもぎ取り、第 2次投票でも僅

差ながら過半数を制したという、その強さが、第

1次投票からやはり明らかであった。 

シャフィークへの揺り戻し現象も 

第 1次投票のもう 1つの結果は、投票の当日に

なって明らかになったことですが、シャフィーク

という、やや目立たなかった候補への支持が急速

に高まった。元首相といっても短い期間の首相で

あったにすぎない。また、ムバーラク政権の崩壊

後 1カ月もたたずに、デモによってその地位を追

われた。政治の場ではいわゆる残党、「フルール」

というあざけりの言葉が用いられているのです

が、これはネガティブな意味でのムバーラク政権

の残党であるという意味です。旧政権の残党を再

び権力の座に戻してはならない、そういう運動が

一方で高まっていたわけです。 

シャフィーク候補はその残党の代表として、到

底国民全体から支持を集めるに至らないのでは

ないかと思われていたのですが、投票の本当に前

日、そして当日に、一気に、「実はシャフィーク

に投票する」と有権者がいい出したケースが出て

きたんです。特にこれはカイロのクリスチャンの

人などに多かったわけです。 

ムスリム同胞団が組織力をみせて、ぐいぐいと

得票を伸ばしていっているという、そういう情報

が一方である。それに対して、勝ち馬に乗るとい

うよりは、その逆に、同胞団があまりに勝ちすぎ

ると、今度は宗教的マイノリティーの権利とか、
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女性の権利などが制約されるのではないかとい

う焦燥感が、第 1 次投票にかけて高まっていく、

そういう現象がありました。 

では、その人たちが誰に投票すればいいんだと

考えたときに、これまで革命といっていた人まで

もが、「実はシャフィークに投票した」と投票し

た後にいう。それ以前にそういうことをいうと、

「おまえは反革命なのか」といわれて糾弾されて

しまいそうな気がする。ところが、黙ってみんな

でシャフィークに投票して、かなりシャフィーク

に投票が多いということが知られ始めた段階で、

実は、自分もシャフィークに投票したんだ、そう

いうふうにカミングアウトする人がたくさん出

てくる。そういう状況だったのです。 

ある種の小さな雪崩現象が起こっていた。揺り

戻しの方面での雪崩現象が起こっていた。しかも、

その揺り戻しというのは、革命前に戻したいとい

うよりは、もう革命は前提として、しかし次は安

定が必要だという、そういう立場の人も含まれて

いた。あるいはやはりシャフィークという人が一

番旧政権、そして現在の暫定政権を押さえている

軍に近い。やはり軍に対する服従を誓うというよ

うなタイプ。旧来からの、権力者には従うという

タイプの人もやはりシャフィークに投票したと

みられるわけですが、それだけではなくて、むし

ろ、次の段階で一度安定が必要であると考える人

もシャフィークに投票する傾向があった。しかも、

その際には、ムスリム同胞団が勝つのであれば、

それと比べればシャフィークのほうがましだ、そ

ういうタイプの投票があったということです。 

それから、これは日本ではなかなか報道しにく

かったと思うんですけれども、第 3の候補という

ものが出てきた。これがサッバーヒーという候補

だった。これは、エジプトの文脈では非常にわか

りやすい。つまり、多くの人は、ナセルの時代と

いうものに対して一定のノスタルジーを抱いて

いるわけです。それは例えば独裁であったとか、

拷問があったとか、腐敗もあった、戦争には負け

た、悪い意味も多く持っていて、否定された時代

ではあるんですが、同時に、多くのエジプト人の

ナショナリズム感情の中核には、やはりナセルの

時代、エジプトが第三世界をリードしていた時代

への懐かしさがある。欧米に対しても、当時のソ

連に対しても、かなり強い姿勢で名誉ある地位を

占めていたと思っている。そういうノスタルジー

があるんです。 

そこで、ナセル時代の悪いところは否定して、

いいところを復活させる、そういう議論をサッバ

ーヒーという候補がした。その全員が全員、その

ような左派的あるいはナセル主義的な民族主義

を支持するわけではないとは思うのですが、非常

に多くの、2割近くの人が第 1次投票では、投票

日の 1週間、2週間前ぐらいに、急にサッバーヒ

ーを支持するという人たちが出てきた。 

その多くはリベラル派あるいは革命というも

のを最も強く主張した人たちですが、彼らは自分

たちの候補、ふさわしい候補が出せなかったわけ

です。それによって、ムスリム同胞団でもない、

旧政権でもない、唯一の選択肢としてサッバーヒ

ーという人が急に浮かび上がってきたのです。ム

バーラク時代から野党の立場を貫いてきたので、

そういう意味で筋は通っている人なわけです。 

旧時代の終わり示すムーサ惨敗 

しかし、サッバーヒーという人は、どう考えて

も決選投票には残れそうにないし、もし残ったと

しても、決選投票で過半数とれるとは誰も思って

いなかったわけです。そういう意味で、はっきり

いえば、票を無駄にするような投票行動に近いわ

けです。ただし、初めての選挙ですし、それがど

れだけ重大なことかというのは、多くの人は考え

なかったのではないかと思うんです。 

弱小政党の党首に過ぎないサッバーヒーがか

なり肉薄した 3 位まで追い上げたということは、

ある種の勝利ではあるのです。しかし、選挙の仕

組み上、決選投票に残らなければ、絶対に大統領

になれないわけですから、そういう意味で、全く

意味がない投票をかなりの、特にリベラル派の人

たちがしたというのが第 1次投票でありました。 

ただし、ここで浮動票的な、しかし、かなり決

意の固い 2 割の人がいるということを示したの

は非常に大きかった。それをうまく、その後の政

治交渉でキャスティングボートに結びつけると

いう形にもしできれば、サッバーヒーの後ろに集

まった人たちというのは、第 3の政治勢力になれ

る、そういう可能性はみせたわけです。 

さらに、第 1次投票においては、早期に名乗り

を上げていたアブルフトゥーフという候補、それ

からムーサ。この 2人のうち、アブルフトゥーフ

はかなり得票したわけですが、ムーサ・元アラブ

連盟事務局長が全然票をとれなかった。11％ぐら

いしかとれなかったわけですが、これは非常にお

もしろい。私自身は、これを非常に重要だと思っ

ています。つまり、エジプトの旧時代というのは、

やはり終わったんだなということです。 

アムル・ムーサの政治的手法というのは、ある

種のムバーラク時代の典型でありまして、まず、



 

5 
 

口で非常に強気なことをいうわけです。アメリカ

とかイスラエルにガツンといってやる、みたいな

ことを、一方で国民向けに強気でいう。ところが、

ちゃんと心得ていて、国際舞台ではアメリカと裏

できっちり話をしており、そういう形でアメリカ

から援助とかいろんなものを引き込む。アメリカ

の威光をかさに着て、中東の地域政治において重

きをなす。そういう、ある種うまい政治。国民、

一般大衆を一方で煽動しておいて、その煽動する

力を利用して、アメリカに対してもちょっと交渉

力をつける。しかし、根本的にはアメリカとぴっ

たりとくっついている。つまり、一方で国民の民

族主義感情を満足させる。それから、実利も外の

超大国から得る、そういうやり方です。 

ところが、そういったやり方がうまい、上手だ

といわれていた、あるいは純粋に庶民はアムル・

ムーサのやや強気な発言で喜んだ、そういう段階

がおそらくかなり決定的に終わったのだなとい

うところは感じました。それはかなり重要なこと

なのではないかと思います。 

それから、アブルフトゥーフは初期の段階で名

乗りを上げて、イスラム主義とリベラル派を橋渡

ししようという、そういう理念。それが明確な組

織なしにここまで票をとったということは、私は

非常に大きなことだったとは思うのですが、しか

し、イスラム主義の中での主流には、まだなれて

いないということです。 

ただし、彼らの票がなければ、ムスリム同胞団

も過半数はとれないということですので、イスラ

ム主義の中がある程度多様化してきて、そして、

イスラム主義の中で重要な時期においては連立

を組まないといけない、そういう状況が生じてき

ているということになります。 

第 1次投票のほとんどの票は、この 5人がとっ

たわけです。それによってエジプトの勢力分布図

というのがかなりわかりました。そういう意味で

は、ムスリム同胞団のムルスィーが組織でがっち

りとった票と、アブルフトゥーフがやや浮動票的

なタイプのイスラム主義の票をとった。しかし、

この 2つを足してもぎりぎり 5割にいかない。 

2 割のリベラル派、決選では錯綜した動き 

それ以外に、常にどんな選挙投票をやっても、

どうも 2 割ぐらいの人が、旧政権派でもないし、

ムスリム同胞団でもない。それは全般的にリベラ

ル派などと呼んでいるわけですが、そういったリ

ベラル派がやはりここでも 2割であった。 

つまり、彼らだけではとても政治をリードする

ことはできない。しかし、ムスリム同胞団が、い

まのところ、単独あるいはイスラム主義者の票を

全部かき集めても、若干 5割に及ばないという状

況ですので、そこにおいて政治的なアジェンダ設

定をうまくでき、ちゃんと結集することができれ

ば、リベラル派はキャスティングボートを握れる。

そういう潜在的な可能性がある。 

ただし、現実のエジプトの政治をみてみますと、

リベラル派が一番ばらばらなわけですね。そうい

うわけで、結集する潜在的な軸がリベラル派はあ

るのに、まだそれを結集できていないというのが

現実である。そういうのが第 1次投票、5月の段

階でわかりました。 

しかし、当然、決選投票で決めなければなりま

せんから、ここで多くの国民が厳しい選択を突き

つけられたわけですね。ムスリム同胞団の候補か、

明確に旧政権派の候補か、どちらかを選ばないと

いけないということです。ここで本当に錯綜した

動きがあった。 

一方では、カイロを中心に、シャフィークとい

うのは決して旧政権派ではないんだ、むしろ、革

命後の新たなエジプトの経済や社会を発展させ

る、そういう能力があるんだ、そういうキャンペ

ーンがカイロでは行われた。しかし、それ以外の

地域では、そんなに浸透しなかったというふうに

私は思います。 

つまり、それ以外のデルタ地帯の幾つかの県で、

シャフィークはかなり圧倒的な票をとって、決選

投票でも勝ったんですけれども、第 1次投票でも

決選投票でも全く変わりなくシャフィークが勝

っている県があるのです。それらはおそらく旧政

権派が強いというだけなのだと思うんです。 

ところが、カイロに関していいますと、第 1次

投票で急にシャフィークに対する浮動票の雪崩

が起こって、そして、第 2次投票でもカイロでか

なりの大差をつけてシャフィークが勝った。これ

は、都市部の投票行動として、安定を求める方向

に大きく揺り戻しがあったというふうに、第 2次

投票、決選投票では考えられるわけです。 

しかし、この後で話をしていきますけれども、

純粋な選挙の投票というだけではない、外からの

影響が及んだ。しかも、それは選挙の直前や投票

している最中でした。それがおそらく影響を与え、

結論からいうと、そういった介入があったことで、

むしろ、ムスリム同胞団のムルスィー候補のほう

に最終的には多くの票が流れた、というふうに私

は考えております。 

どういうことかといいますと、司法を通じた介
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入が、まず 6月 16、17日の投票日の直前の 14日

に、明確な形で行われたという点です。それから、

投票のさなかの軍の動きです。投票の最終日の―

―正確にいいますと、正式発表は投票の終わった

瞬間ぐらいですが、軍が昨年 3月に出した憲法宣

言、それは軍がやや一方的に書いた面があったの

ですが、それにプラスして条項を加える宣言を出

した。これによって軍の権限を明確にした。新大

統領に権限を移管した後も軍が手元に残してお

く権限を明確にしたのです。これを私は憲法宣言

追加条項というふうにわかりやすく訳しており

ますが、憲法宣言というのは、もともと昨年の 3

月に出されていて、それに幾つかの条項を追加し

たり書きかえたりしたものを 6 月 17 日に出した

わけです。 

追加条項の内容自体、もう出すぞ、出すぞとい

うふうな情報が伝わっていました。いま、まさに

ツイッターとかフェイスブックの時代ですし、ホ

ームページで自由になったエジプトのメディア

がどんどん情報を出す時代ですから、どうもこれ

は確実に、軍は憲法を部分的に変えてくるという

ことはわかっていたのです。しかも、それを本当

に投票の当日にやるということが、まさに投票の

当日にバーッと流れたのです。 

そうするとどうなるかというと、6 月 14 日の

最高憲法裁判所の判決によって、まず議会が解散

されている。それで今度は、軍の宣言によって大

統領の権限も軍が制約する。こうなってしまうと、

ここでムスリム同胞団の候補がもし負けると、旧

政権系の大統領が就任し、その大統領の後ろある

いは上に明確に軍がいる格好になる。しかも、法

的にもその軍の権限は明確であり、さらに議会は

存在しないことになる。議会が中心に起草するは

ずの憲法はいつになったらできるかわからない。 

こういう状況ですので、これまでムスリム同胞

団に対するある種の危機感情を持っていたかな

りの数の国民も、しようがないと考えるようにな

りました。これはムスリム同胞団に一度勝たせな

いと、大きな揺り戻しが起こって、1年間かけて

混乱しながらやってきた彼らが求める革命とい

うものが、全部、無駄になる。しかも、その場合

は、おそらくムスリム同胞団や革命派は黙ってい

ないだろうから、ここで安定するのではなく、さ

らにデモが起こって混乱するだろう。そういう予

想も成り立ったわけですね。 

決選 2日目に投票率が急上昇 

そういう状態ですので、これまでムスリム同胞

団への全面的な支持を控えていた人たちが、投票

日の当日、最終日の 2日目の、しかも夕方や夜に

なって、ドドッと投票しに来たということがいえ

ると思うのです。 

この辺は100％確定できる事実ではないのです

が、いまは何しろ 1分ごとにどんどんインターネ

ットで報道がなされるので、かなり詳細な情報が

出てきます。それをみてみますと、明らかに決選

投票の初日は、第 1回投票よりも出足が悪かった

わけです。第 1回投票というのは、最終的に46％

ぐらいの投票率だったとされているわけです。初

日はそれよりも出足が悪かった。それに対して第

2回投票は2日目の夕方になって多くの投票者が

押し寄せたものですから、最終的に 2時間延長し

て、8時ではなく 10時まで投票した。その結果、

投票率が 50％を超えたということです。5ポイン

ト以上、第 1回投票よりも決選投票のほうが、投

票率が高くなったのです。決選投票の初日は明ら

かに少なかったわけですから、第 2日目、最終日

の最後にドッと上がったということになるわけ

です。 

さて、決選投票は、最後の段階で投票率が上が

りました。投票率の問題は、第 1回投票と第 2回

投票の流れの中で、もうちょっと深く、細かく考

えてみる必要があります。つまり、第 1回投票の

傾向からいえば、投票率が上がるほうが旧政権派

への揺り戻しがより大幅に起こるとみられてい

たのですね。それは、第 2回、決選投票の直前ま

で、おそらくそう思われていた。そして、明らか

に政府側は第 1 回投票よりも決選投票の投票率

を上げたいなという意図はみえたのです。 

首相がまず決選投票については非常に早い段

階から、公務員を休みにする、役所や学校を休み

にするといったわけです。それだけではなく、民

間企業に対しても休みにしなさいと、かなり明確

なメッセージを出し、経済関係の閣僚が特に明確

にそう示していたわけです。 

第 1回投票を思い出してみますと、初日につい

てはあいまいで、休みではなかったんですね。2

日目については休みにする。しかし、それは公務

員については休みにするということをいったの

みであって、あまり本気な感じはなかった。 

第 1回投票のその日までは、どちらかというと

投票率が上がらないほうがいい、と政権側は考え

ていたようです。投票率が上がれば、庶民が投票

できるようになる。そして、庶民は、どちらかと

いうと旧政権を否定していて、ムスリム同胞団の

側についているという発想が、第 1回投票の前ま
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ではセオリーだったわけです。 

エジプトの政治のセオリーで、人々が本気で選

挙をやればムスリム同胞団が勝つ、というふうに

みんな思っていた。それは政権側もそう思ってい

たわけですが、ところが、実際に第 1回投票をや

って、結果が出てみると、むしろ、どうも揺り戻

しが大きく始まっている。そうであれば、投票率

を高めたほうがいいという発想が明らかにあっ

たようであります。 

ところが、決選投票の投票日の直前になって、

司法と軍が、何が何でもシャフィークのほうに勝

たせたいという動きが出てくる。しかも、議会を

なくす、憲法の起草は止めるという形になってき

たものですから、それに対する揺り戻しがさらに

起き、結果としてムルスィーの得票率が 51％を

超えたというふうに私は考えているのです。 

そういう意味で、軍や旧政権派は、あらゆる手

を使ったけれども、やはりぎりぎり勝てなかった

というのが、今回の結果ではないかと思います。 

それから、第 1回投票と第 2回投票、これはエ

ジプトの中央選挙管理委員会がホームページな

どにも、アラビア語ですが、出していますから、

かなり細かくわかります。それから、各メディア

も細かく推計の段階で出していますから、よくわ

かるのですが、第 1回投票と第 2回投票でいいま

すと、非常に明確なものがあって、ムルスィーと

シャフィーク、つまり、ムスリム同胞団と旧政権

派は、それぞれの地盤を明らかに持っているので

す。それは、第 1回投票と第 2回投票で結果は変

わっていないのです。大部分のところは変わって

いない。ただし、浮動票的なところで動いた県が

ある。 

エジプトには 27 の県があります。各県につい

て、誰が 1位になったかを見ていくと、非常にわ

かりやすい。つまり、ムルスィーもシャフィーク

も第 1 回投票で一番たくさん票をとれた県があ

るわけですが、そこに関していうと、第 2回の決

選投票でも全部勝っているのですね。 

それ以外のところ、第 1回投票では全体の 3位

になったサッバーヒーが5つの県では1位になっ

ていた。しかも、それは非常に重要な県でした。

首都カイロとアレキサンドリア、そしてポートサ

イードなどです。決選投票では、こうした、いわ

ば浮動票の県を奪い合う形になったわけですが、

第１回投票でサッバーヒーが首位だった 5 つの

都県のうち 3つは、決選投票でシャフィークがと

っており、2 つはムルスィーがとったわけです。

ただし、ムルスィーについては、もう 1つの要素

もあります。第１回投票でアブルフトゥーフが 1

位だった２つの県を制したことです。つまり、も

う1人のイスラム主義者が第1次投票で首位だっ

た県が 2つあって、そこは完全にイスラム主義の

ムルスィーがとっている。それから、旧政権派の

アムル・ムーサが第１回投票で首位だった 1つの

県は、これはそのままという感じでシャフィーク

に行っている。こういう形なのです。 

そうしますと、実は浮動票の争奪戦でシャフィ

ークはかなりとったのです。票が揺れた県ではシ

ャフィークはかなり善戦したといえます。それで

も、もともと組織でがっちり押さえている県が、

明らかにムスリム同胞団のほうが多いわけです。

シャフィークは第1回投票で1位になったのは6

つの県だけでしたが、決選投票では 27 県のうち

10県で 1位になったわけです。 

不正を難しくしたメディアの力 

6 県から 10 県へと、浮動票をうまく取り込ん

でシャフィークも得票を伸ばしたのだけれども、

もともとの強固な地盤という意味では、ムスリム

同胞団のほうが確実に全国に及んでいました。特

に上エジプト地方やスエズ運河沿岸の県はほぼ

すべて同胞団が制したわけです。それから、カイ

ロ首都圏の全体では負けても、カイロの郊外では

同胞団がちゃんと勝っているのです。 

カイロ郊外にはスプロール地帯があり、それこ

そギザのピラミッドのすそ野までスプロール地

帯が広がっています。そこに多数の人口が集中し、

彼らはレンガづくりの粗末な建物をつくって住

んでいるわけですが、旧政権からちゃんと行政を

やってもらったという意識はないわけです。 

行ってみたらわかりますけれども、あまりにも

殺風景な住宅地が広がっています。ここは、イス

ラム主義勢力の草刈り場になっているわけです。

カイロの中心部のより伝統的な地域では、やはり

昔からの権力構造というのがあって、お上に従う

のが正しいんだという考え方があり、そこでも人

口はそれなりに多いわけです。ところが、スプロ

ール地帯になりますと、もうこれは完全にイスラ

ム主義が優位なのです。 

アレキサンドリアも同様です。カイロ以上にス

プロール地帯が明確に広がっている都市であっ

て、ここは完全にイスラム主義が強いですね。 

地域あるいは社会構成上、どういう投票行動を

とるかについては、いろいろ複雑な要素があって、

単純にはいえませんが、しかし結果をみていれば

かなりわかるという段階になってきたともいえ
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るのです。これは、民主主義というものをやって

みるとわかることだと思うのです。 

これまでは投票をちゃんとやっていなかった。

あるいはいくら投票そのものを監視していても、

その後で政権側が集計結果をいじるので、国民が

頑張って投票し、頑張って投票の監視をする意味

がないという状態だったわけです。だが、今回は

かなり透明性の高い投票が行われました。今回も

集計結果をいじる可能性はあったわけですが、メ

ディアが途中経過を伝えているので、操作は難し

くなりました。 

それから、候補者の陣営、特にムスリム同胞団

はおそらく1万3,000カ所の投開票所のすべてに

代表者を出せたわけです。彼らは実際に開票状況

を見て、携帯電話で録画して、中央に送ったわけ

です。ですから、投開票のレベルで数を操作する

のは、おそらく不可能なわけです。 

あとは、ごっそり特定のエリアの投票用紙を何

らかの形で改ざんして、100 万票単位で無効にす

るといったことでもやらない限り、結果を操作す

ることはできなかったでしょう。これまでにない

新たなタイプの選挙になったわけです。非常に透

明性が高かったということです。 

この点で、メディアの力も、今回は非常に大き

かった。エジプトの昨年の大きな政治変動の際に、

「フェイスブックやツイッターの影響力があっ

た」「いやそうではない、大した影響はない」と

いう議論がありますけど、もっとベーシックなメ

ディアの力――ツールとして携帯電話とか衛星

放送とかインターネットを使っている点が新し

いのですけれども、権力を監視するという当たり

前のことを新たなツールを使ってきっちりやれ

るようになり、それが影響力を持ったことを認識

すべきでしょう。 

決選投票の結果の公式発表が 3 日間遅れた間

に、以前と同じであれば結果をひっくり返すこと

も可能だったわけですが、今回はひっくり返す意

図があったか、なかったかは別にして、もう不可

能だったのです。あえてひっくり返しても、その

結果はおかしいということがデジタルな情報で

わかってしまう。やろうと思えば、1万 3,000 カ

所の投開票した瞬間の映像が、集まるわけです。 

そういった新たなツール、メディアの力をムス

リム同胞団はやはり一番上手に使っていたとい

うことは確かであります。第1回投票の2日目は、

1時間延長して9時まで投票をやっていましたが、

11 時台にはムスリム同胞団は中央で記者会見を

開いて、大勢を明らかにした。第 1 回投票では、

何しろ 13 名の候補、直前に 1 人撤退して実際に

は 12 名の候補者が争い、有力候補だけでも 5 人

いたわけです。そして、各地でその 5人の票のと

り方は違いますから、誰が第 1位で、誰が 2位に

なって、決選投票に残るのかを簡単に確定するの

は難しかったと思うのですが、ムスリム同胞団は

2時間半でそれをやってしまったのです。 

これはすごいことです。1万 3,000 カ所に自分

たちが出している立会人から、バッと中央に数字

を集めて集計し、1 位がムルスィーで、2 位がシ

ャフィーク、誰も過半数に届かずに決選投票であ

るという結論を、投票締め切り後 2時間半で出し

たのですから。その後も 1時間ごとに新たな集計

結果を記者会見で公表していましたけれども、組

織立っていて正確であった。これは非常に重要視

していいところだと思います。つまり、今後、少

なくともムスリム同胞団に対抗して不正をする

ような方法というのは、物理的にやりにくいので

はないかということになります。 

大統領と軍のコアビタシオンに 

さて、このような形で選挙が行われて、結果が

出て、そして開票もおそらく正当な形で行われた。

それによって当選したムルスィーは、おそらく現

地時間の明日、大統領に就任するわけです。その

際に何が当面の課題であるのかということにな

ります。 

まず第一に、これはよくいわれることですが、

軍との関係。軍とのいわゆるコアビタシオンのよ

うな状態ですね。全く異なる支持基盤を持ち、異

なる権力を持っている軍と、組織力をみせつけて、

少なくともまともな選挙をやれば一番たくさん

投票を集められる、ということを明確にしたムス

リム同胞団、この 2つが政権の中でどう共存して

いくことができるのか。 

それは、まさに公式発表の前の 3日間は、共存

は無理だから、（軍が結果を）ひっくり返すので

はないか。ひっくり返して、今度は衝突するので

はないか。そういう危惧があったわけですが、い

ざ 24日に公式発表があると、「あ、当面、このコ

アビタシオンというのがあるのだな」ということ

を、多くのエジプト人あるいは観察する人間が認

識したということは確かです。 

そういう意味で、発表を 24 日に行った後、そ

れまでタハリール広場に明らかにムスリム同胞

団の支持者と思われる人たちがいただけなので

すが、そこにドドッと国民がまちに出てきたわけ

です。これは、ムスリム同胞団の勝利を祝うとい
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うよりは、むしろ、大規模な混乱がもう当面起こ

らないのではないか、軍とムスリム同胞団にどう

も共存が成り立ちそうだという、安堵によるお祭

りみたいなものが起こったのだと私は考えてお

ります。 

そして、24 日の発表の翌日に、ムスリム同胞

団のムルスィー大統領当選者が、まず大統領府に

行ったわけですね。この映像をみてみますと、以

前のエジプトをみていた人間からするとシュー

ルな光景なわけです。あのムバーラクが座ってい

た執務室に、スタスタとムルスィーが入っていっ

て、その入り口で軍人とかが迎えて握手している

わけですね。それで、その椅子にちょっと座って

みたりするわけです。 

さらに、その後、どこに行ったかといいますと、

国防省を訪れて、国防大臣であり暫定統治を行っ

ている軍最高評議会の議長でもあるタンターウ

ィー元帥と、まさに外交交渉、サミット会談のよ

うに、タンターウィーとムルスィーが 2人で並ん

で記念撮影をする。その横には、側近として軍最

高評議会の面々、つまり、現役の武官の人たちが

ずらっと並んでいる。そういう状況の映像が出る。 

これによって、国民に軍とムスリム同胞団は共

存ができますよ、ということを示したということ

です。しかも、そのときに、念入りに、ムルスィ

ーは国軍、軍の最高評議会による移行期の行政統

治は非常に賢明なものでありました、というふう

に褒めたたえるということです。それから、それ

に応答して、タンターウィー議長は、軍は革命の

最初から、より高次の目的を設定して、それを目

指してきたんだ。そういう形で我らはともに革命

を推進したという、そういう歯の浮くようなせり

ふをお互いにいう。しかし、それは、政治ですか

ら重要だと思うわけです。そういった形で軍と同

胞団は共存していますよ、妥協していますよ、と

いうことをみせている。 

それから、当選が決まってから議論されていた

ことの１つは、大統領が就任する式典をどこでや

るのかという話です。本来であれば、議会でやる

べきなのです。就任宣誓を議会で議長に対してや

るべきなのです。ところが、議会は、司法判断に

よって選挙法が違憲だったとされ、その選挙法に

基づいて選挙された議会は解散とされた。しかも、

それを軍が即座に施行して、実際にもう鎖で議会

を封鎖して、誰も入れないわけです。 

旧体制以来の司法が独立性を主張 

そのような司法と軍が用いた手段、しかも、そ

れは一応合法性を形式上は帯びているわけです

が、しかし、内実はどうも疑わしい面がある。何

しろ、なぜ、選挙法が違憲かといいますと、要す

るに、比例代表リストに載っている人が、1人区

である小選挙区制の議席に対しても重複立候補

できた。それは政党に属していない独立候補者の

法の下の平等を侵害すると、そういうかなりむち

ゃくちゃな判断です。そうしますと、日本の議会

とかは違憲だということになるわけです。 

もちろん、エジプトの文脈では、ムバーラク時

代においては、つまり、体制派の政権党あるいは

体制派の野党以外は認められていなかったわけ

ですね。ただし、一部の有力な人に関しては、党

をつくると脅威になるから、党はつくらせないけ

れども、独立候補として一定数、ほとんど微々た

るものですが、一定数の議会における参加を許す。

そういう事実上の仕組みがあったわけです。 

そういう文脈では、独立候補の権利を守るとい

うのは重要だったと思うのですが、いま、いくら

でも政党をつくっていいという段階になって、な

おも独立候補の権利を守るために政党との重複

立候補をさせないというのは、かなりむちゃな論

理であるわけですね。 

そのようなむちゃな論理を振りかざした人が、

しかも、最高裁判所の長官であり、かつ、ここは

重要なところなのですが、中央選挙管理委員会の

委員長でもある。このスルターン長官という人は、

もともと軍事裁判所で多くのキャリアを積んで

きた判事であって、判事仲間の間では全然評価さ

れていない。つまり、政権のいうことを忠実に聞

く。それによって、政治犯を裁判する軍事裁判所

で長くキャリアを積んできた。そんなような人が、

本来、最高裁判所の長官になるのはおかしいとい

うことを、すでに、これは 2009 年だったと思い

ますが、彼が任命されたときにいわれたのですね。 

しかし、誰もがわかっていたのですが、最高裁

判所長官は、その仕組みにより、中央選挙管理委

員会の委員長になることはもうわかっている。そ

して、ムバーラクが 2011 年に改選の時期を迎え

る。このときに、なおも再選を求めるのか、ある

いは息子のガマールに世襲するのか。いずれにせ

よ、大統領選挙を管理する中央選挙管理委員会の

トップ、委員長となる最高裁判所所長のポストと

いうのは、極めて政治的に重要である。だから、

政治任命でこんなイエスマンを置いたんだとい

うふうにいわれてきたわけです。 

それで、ムバーラク政権が倒れた後、流れとし

ては何が起こったかというと、旧政権派といわれ
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る人の訴追は生じたわけですが、しかし、こうい

った政治任命された法律家、判事の首のすげかえ

は行われなかったのです。つまり、もう 1つの論

理がありまして、政権を制約するためには、司法

の独立が必要であるという考えです。 

その司法の独立性をムバーラク政権の崩壊後

は強めたわけです。これまで司法が独立していな

いから独裁をとめられなかった。だから、今後は

より一層、司法の独立を求めるという形で、さま

ざまな措置がとられて、かなり司法の側は得るも

のを得たわけです。 

逆にいうと、司法が強すぎるのではないかとい

うことすらいわれた。つまり、司法が政治判断を

して、どんどん行政、あるいは立法の動き、ある

いは立憲過程すら覆すことが可能になる。しかし、

それに対する上告する仕組みなどはないという

ことです。 

その懸念されていたものが現実になったのが、

6 月 14 日の動きであったということになる。司

法の独立性を主張したものですから、そういう疑

惑の政治任命の人たちも首にならなかったわけ

です。それの代表的な例がスルターンさんです。 

ただし、スルターン長官は、6月末に定年退職

になるということなので、つまり、この辺がなか

なかエジプトの奥深いところで、判事の多数派の

人からいっても、要するに、スルターンという人

は明らかに政治任命でなったのだけれども、6月

末にやめるのだから、ここで自然にやめさせたほ

うが司法の独立性のためにはいい。そういう考え

がどうもエジプトにはあるようです。そういう意

味でやらせておいたところ、ぎりぎりのところで

選挙法に対するかなりむちゃな判定を下してい

る。そういう意味づけができるのではないか。 

そういう意味では時間の問題で、司法はまた中

庸に戻ってくるのではないかという考え方は、私

はできると思います。軍の問題、それから司法の

問題は、私は当面の間、鎮静化といいますか、穏

健な方向にいくのではないかと思われます。 

幅広い連合政権をつくれるか 

そういった根本的な問題をある程度当面は乗

り越えたうえで、ムルスィーがやらないといけな

いことというのは、おそらく次のようなことであ

ります。 

まずは、副大統領を選ぶ、あるいは組閣をする

という過程での幅広い連合関係をつくる。しかも、

それが、シンボルとしても、国民統合を達成する、

そういうタイプの人選ができるかどうかなわけ

ですね。 

移行期のＳＣＡＦ(軍最高評議会)が任命して

きた内閣というのは、もう明確に旧政権のテクノ

クラートを再任用するということであって、新た

な方向性というものを見いだすことはもともと

難しかったわけです。それに対して、では、どう

いうところから人を連れてくればいいのか。 

おそらく当面は、ここでも先ほどの話から続く

のですけれども、高位の判事です。しかも、そろ

そろ定年になるような判事で、本来はコンセンサ

ス候補として大統領にムスリム同胞団が推そう

としていた、そういうあまり政治色が強くなく、

ムバーラク政権時代に判事として筋を通そうと

してきた人たちです。なかなか判事の力は強いの

で、必ずしも高位の判事の誰もがムバーラク派だ

ったわけではなくて、むしろ、政権に対しては一

定の批判的な態度をとる人が高位の判事の中に

は多かったわけで、そういった人から選んでくる

という可能性がある。 

それからまた、テクノクラートもさまざまな形

で登用していくと思われます。そういう意味で、

海外に出ていたような、つまり、私などは研究者

だと思っていたような人たちが、どんどんテクノ

クラートとして、閣僚レベルで登用されるという

方向が出てきているので、これをムスリム同胞団

がまたさらに進める可能性がある。 

そうなった場合は、当分の間はかなり安定した

統治ができるのではないかと思われます。ただし、

それを恒久的にするためには、結局は、立憲プロ

セスを再び正常化する。そして、そこで多くの国

民が納得する憲法を書かないといけないわけで

すが、これに関していうと、かなり長期化する可

能性がある。 

やはり普通に選ぶと、ムスリム同胞団系の人た

ちがどう頑張っても 5 割以上になってしまうん

ですね。ムスリム同胞団というのは、議会選挙を

やってみたら強かったというだけではなくて、さ

まざまな法律家やエンジニアや医師の間に、非常

に有力なポジションを占めている人が多いわけ

です。そうしますと、いまのエジプトのやり方で

は、憲法を書くときに、国民から議員として選ば

れた人から選ぶ。そうでない部分としては、そう

いった弁護士とか、医師とか、法律家とか、判事

とか、そういった有力なポジションについている

人、その人たちの組合とかクラブとかそういった

ものが組織されていて、その上のほうにいる人か

ら選ぶ。つまり、人望がある人から選ぶわけです

が、そういった人たちの中にもムスリム同胞団あ
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るいはそこに近いという人は多いので、どういう

選び方をしても 5割以上、イスラム主義系の人に

なる。 

しかし、それに対して、リベラル派はひたすら

ボイコットするという形で対抗しているわけで

す。つまり、イスラム主義色が強い憲法を書かれ

てはたまらないので、憲法を書く動きが始まる前

に「人数のレベルでムスリム同胞団系が 5割以上

いる、それは国民統合のためによくない」という

ような議論をして、ゼロサムゲームといいますか、

いきなり枠組みそのものを壊すような動きを何

度もしている。その際に、司法、さらには軍を引

きずり込むということをやってきている。 

エジプトの場合は、リベラル派がどう頑張って

も 2割ぐらいしかいなくて、しかし、憲法をつく

るというときは、ここを譲ったら、二度と浮かぶ

瀬がないということなのでしょうが、かなりむち

ゃくちゃな妨害をしている。このあたりで立憲プ

ロセスが滞る。滞ると、結果的に、暫定統治をし

てきた軍の統治の枠組みがそのままかなりの部

分残ってしまうということになります。これがム

スリム同胞団主導の新たな政権にとっても困難

である。 

政権は一応行政府ですから、直接、立憲プロセ

スを動かすわけではないのですが、立憲プロセス

の動きに政権の活動が制約されるわけです。その

立憲プロセスが動かなければ、いまのムルスィー

大統領による政権は、その正当性があいまいにな

って、やがてつぶれることになる。しかし、つぶ

れた場合に、後がないという状態なわけです。 

もちろん、そのために、行政府の側としては、

経済社会、そして開発問題をこなしていくしかな

い。最初のそういう具体的な執務――つまり、そ

れ以前に政治的な執務があって、軍のところに行

ったり、あるいは政党のところに行ったり、ある

いは革命の犠牲者の遺族のところに行ったり、そ

ういうことをやったわけですが──実務として

最初にやったのは、交通問題だったのです。 

ＪＩＣＡの人と会ったということをやたらと

エジプトの報道機関が報道して、なかなかおもし

ろいのですけれども、エジプトにはご存じのよう

に、とてつもない渋滞問題があって、それを解消

するためのまともな行政がない。その指導力が政

治の側にないというところが、典型的な「だから

旧政権はだめだ」といわれる理由だったわけです。

交通問題に対して、「日本人なら何かしてくれる

のではないか」というような漠然とした期待があ

るというのは、感じられました。そこで、早速、

最初の実務的な執務として、専門家に会う。交通

問題で会う。そこには日本人、ＪＩＣＡが含まれ

ている、ということをやたらと連呼されるのは、

なかなかおもしろい現象だと思うので、今後のエ

ジプトの日本とのつき合い方を考える際に、1つ

のヒントになるとは思います。 

代表制を柱に、団体政治の要素も 

さて、ここまでの話を少し概念的にまとめます

と、ムバーラク政権が倒れた後、いろんな困難は

ありながら、ある種の代表制の政治というものが

行われてきた。つまり、人々が 1人 1票の投票に

よって意思を表出する。それによって議会が選ば

れる、あるいは大統領が選ばれる。そして、議会

からさらに憲法を制定する委員会が選ばれる。ま

ず、柱はこの動きであるわけです。 

ただし、ここに司法が介入するとか、あるいは

リベラル派が、少数派なんだけれども妨害する。

あるいはムスリム同胞団のほうも数を頼みに強

引な運営をするとか、それに対して危惧の念を募

らせた国民が、むしろ、選挙のある段階では揺り

戻しの方向に行くとか、そういった動きが伴って

生じてくる。しかし、柱は代表制の政治です。こ

れまでやっていなかったことをちゃんとやる。そ

こには、メディアを使った透明性の確保というも

のが非常に大きな影響を持っているということ

です。 

それ以外にエジプトの政治には常に欠かせな

い部分があって、1つは、賢人の政治といったら

いいと思います。つまり、高位の有力な法学者の

いうことは聞いたほうがよくて、その法学者が別

に議会に選挙で選ばれたわけではなくても、判事

の業界、弁護士の業界で、この人はすぐれている

といわれる、そういう人の一定の発言権を求める

わけです。 

それは、いろいろな会議、諮問会議のようなと

ころで求めたり、あるいは制憲会議をつくるとき

にも、議員だけではなくて、そういった議員では

ない法学者を入れようというような動きになっ

たり、それから、組閣するときに、議員ではない

が有力な法学者などを、例えば首相とか有力閣僚

に入れる。あるいはそこには経済学者とかも含ま

れるわけです。そういった賢人政治のレベルとい

うのがあって、単純に議会で全部決めればいいと

いうふうにはなかなかならない。 

それから、これと深く関係しているのですが、

団体政治というものも重要であって、法学者で、

単に学説がすぐれているとかいうだけではなく
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て、やはり法学者の組合があるわけです。その組

合や協会活動の中で、通常の選挙による政治とい

うのとは別の団体政治、利益団体政治みたいなも

のがあって、それは労働組合でもそうですし、医

師も、エンジニアも、みんなそういった団体があ

る。その団体の代表者が国政に出てきて発言する。

それは議員ではないのだけれども、場を設けて発

言をさせる。そういった有力な団体の代表者の議

論をちゃんと聞いて政治をやらなければいけな

い。これもエジプトの政治の原則のようになって

いて、これも生き残っているわけです。 

それが時にバッティングする。例えば司法が、

単に裁判所が法に基づいて判決を下すというだ

けではなくて、法律家のある種の既得権益みたい

なものを、いま、主張している段階なわけです。

そこで、やや強引な判決などを出してくるという

ことです。 

これは、ある意味で、司法と民主主義のバッテ

ィングというだけではなくて、代表制政治と団体

政治、あるいはそこに賢人支配というものが含ま

れるわけですが、ここに摩擦がある。そういった

エジプト政治の異なる、しかし、並行して流れて

いる、潮流というのですか、それらがいま、ぶつ

かり合っているのではないかと思われます。 

その中で特に法の支配による混乱が目につく

ところがある。しかし、エジプトは法の支配があ

るほうが行政権を制約できるのでいいというの

が原則だと思われますし、ムバーラク政権崩壊後

に、これはどんどん強まっている。 

その中で、先ほど、すでに申しあげましたよう

に、ムバーラク政権時代に政治任命された人たち

は、近いうちにもう定年でいなくなる。そうしま

すと、その次をどう任命するか。大統領が、どう

いうところからどういったタイプの賢人政治の

論理、団体政治の論理で任命していくか。それに

よって、中長期的なエジプト政治の発展の方向が

決まってくるということになるのだと思います。 

全面衝突回避を探った数日間 

さて、冒頭からお話ししているように、結局は

軍との関係が根本的に非常に重要です。そして、

当面は、この軍との関係を安定的に持っていこう

という動きが、軍の側からも、ムスリム同胞団の

側からもあるというのが、24 日の公式発表以後

の 3～4日間の動きである。 

その 1つの代表的な例が、昨日明らかになった

ように、大統領の宣誓式は最高憲法裁判所で行う

というふうに、どうもムスリム同胞団の側は一致

した意見として出してきている。つまり、それは、

6 月 14 日に最高憲法裁判所が出した、議会を解

散せよ、という判決を根本的に認めてないのがム

スリム同胞団ですが、しかし、短期的に、それは

いま施行されている法に照らして合法的なもの

であるとしています。 

さらに、最高憲法裁判所より上の裁判があるの

かどうかわからないのですが、なぜか、今度は行

政裁判所に訴えているようでありまして、最高憲

法裁判所の判断を行政裁判所で覆すとすると、今

度、行政裁判所の判断は誰が覆すのかという、そ

ういう問題が出てきます。ここもエジプトのやや

問題のあるところですが、そういった形で、将来、

覆すということを考えつつ、当面は軍の最高評議

会が行っている決定というものに従う。 

その枠組みに従うということは、つまり、議会

はとりあえず解散されたことになっているので、

議会は存在しない。そうであれば、大統領の宣誓

は、最高憲法裁判所で行う。そういう形で、軍に

対して移行期における軍の統治の正当性を認め

る。そういう形で穏便に権限の移譲を行っていこ

うとしている。それが現状である。そういう動き

がまさに 25 日の国防省を訪問したときの発言か

ら、そして、現地時間の昨日に最高憲法裁判所で

の大統領就任式を承認したという、そういう報道

からみてとることができます。 

将来的にはどうなっていくのでしょうか。実は

エジプトには、以前から大統領と国防相の間に軍

を統制する際の権限のある種の緊張というのは

ありました。それはあまり表面化することは少な

かった。ただし、決定的な場面ではそういうこと

が表面化したことがあります。 

例えばナセルが 1967 年の第三次中東戦争に負

けたときに、最終的に軍の総司令官であったアー

メルという人を解任した。解任しただけではなく

て、その後、自殺したことになっているわけです

が、殺害したのではないかといううわさが飛び交

っているわけです。 

エジプトは、法律上は大統領が軍の最高司令官

です。それに対して国防大臣は軍の総司令官であ

るという、非常にややこしいことになっておりま

すが、一応、最高司令官のほうが上ということに

なっています。これを英語で無理やり訳すと、大

統領が Supreme Commander。それに対して国防相

は国軍の総司令官。これを英語に訳せば

Commander-in-Chief とか、あるいは General 

Commander ということになるわけです。アラビア

語では、大統領のほうは al-Qa’id  al-A‘la で、
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国防大臣は al-Qa’id al-‘Amm というふうにな

っているわけです。 

基本的に国防相は現役武官でありますから、組

織から、自然に内側から出世して一番上に上がっ

た人が、そのまま国防大臣になるという仕組みに

なっているわけです。それに対してこれまでのエ

ジプトの大統領は、偶然軍人出身だったというだ

けなんですね。ですから、就任後は基本的に文民

なのです。エジプトは決してムバーラク時代に軍

事政権であったわけではないのですね。 

この辺を何か一部の研究者は、エジプトのムバ

ーラク政権は揺らがないといっていた。しかし揺

らいでしまったわけです。そして、その方が何を

いっているか。あ、やっぱり揺らいでない、昔も

いまも軍事政権だということをいうんですけれ

ども、そんなことはないです。ムバーラク政権時

代にムバーラク政権が軍事政権だといっていた

人はほとんどいません。 

そういう意味で、明らかに文民の政権だった。

ただし、軍出身であり、軍を統制できるというこ

とが大統領の第一条件であったわけです。その条

件が、まさに軍から、そして軍と治安機構からい

うと、敵であるムスリム同胞団の候補が大統領に

なったということで、法律的にはこれまでと変わ

らないわけですが、政治的な条件が大きく変わっ

たことになります。 

つまり、軍の最高司令官である大統領が、国防

大臣を通じてすべての軍を統括していたことに

なっていた。しかし、それは単に大統領が国防大

臣に命令すればいいということではなくて、もっ

と広い意味で大統領が軍を統括する仕組みがあ

ったわけです。ところが、それがない、そういう

背景がないムスリム同胞団の人が大統領になっ

て、そして軍の最高司令官と名乗っただけでは、

軍は統制できないであろうということです。 

穏便な権限移譲へ軍の拒否権容認か 

しかも、いま、憲法に関する追加、憲法宣言の

追加条項においては、軍の、例えばＳＣＡＦ（軍

最高評議会）の同意なしに大統領が改選などの決

断はできないという形になって、明確に重要事項

に関する軍の側の拒否権を明示している。 

それから、同時に、6 月 14 日に国防評議会と

いうものを軍は立ち上げている。国防評議会のメ

ンバーをみてみますと、17 人。議長は大統領だ

ということになっていますが、それ以外のメンバ

ーをみますと、17名中 10人が明らかに現役の武

官、それこそ国防大臣から参謀総長から主要な軍

の幹部が、その個人名ではなくて、もちろん、そ

の役職によって入ることになっている。それから、

それ以外の 2 名は内務大臣とか総合情報機関の

長官、つまり内務官僚、軍人に近い内務官僚です。

治安組織の人が入ることになっている。 

そうしますと、この中に、大統領の任命によっ

てより近い人を何人も入れていくことができる

としても、最終的に、国防評議会において軍と治

安機関が過半数がとれることになる。大統領の軍

に関する重要な決定を軍の最高評議会がノーと

いえば究極的には覆せる。そういう憲法上の規定

を、暫定憲法の形で追加宣言で出しているわけで

すが、そこまでしなくても、国防評議会で通常の

行政の手続として、多数決でやれば軍の側の意向

が通る、そういう仕組みもつくった。 

そういうことがありますから、私自身は、軍が

ムスリム同胞団の人が大統領に当選しそうだか

らといって、大慌てでそれを超法規的に覆すよう

なことをする、そういう理由は、そんなにないの

だろうとは考えておりました。 

こういう形で、安定的に、文民の大統領に権限

を移譲する仕組みはすでにできている。そして、

その中で軍が譲らない部分というのも、かなり以

前から明確にされていた。 

そのことをムスリム同胞団のムルスィー氏は、

表向きはともかく、表向きにはさまざまな反対を

いいながら、水面下ではそれをのんだ。それによ

って、権限の移譲を 6月の末に穏便に行うという

ことを優先したというのが、現状ではないかと私

は思っております。 

これが、いまのところの最新のエジプトの政治

情勢についての私なりの見方でございます。 

≪質疑応答≫ 

司会 どうもありがとうございました。いまの

お話の中で、国内のいろんなファクターがすべて

出ていたと思います。一般にメディアの関心から

いうと、ムスリム同胞団の大統領になって、アメ

リカとの関係とかイスラエルの関係はどうなる

のだというような懸念が、あいまいな表現ながら

も書かれています。そのあたりはどうですか。 

 

池内 もちろん、中長期的にその懸念はあると

思います。まず、2 種類ありまして、1 つは、も

ちろん、イデオロギー的な面で、イスラム主義の

宗教的、そして民族主義的な観点からいって、特

にイスラエルとの関係ではもっと強気に出るほ
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うが筋が通っている。つまりこのまま現実路線を

続けると、支持者から弱腰であるとののしられて、

支持を食いつぶしていくことになりかねない。 

つまり、これはもう 1つの要素ですが、イデオ

ロギーだけではなくて、次にまた選挙をやるとい

うときに、現実路線あるいは弱腰路線というもの

をずっと続けていくと、ムスリム同胞団にとって

もそれは得策ではないということになります。す

ると、対米関係、特に対イスラエルとの関係にお

いて、ガザの問題などでより緊張を高める方向の

政策をとる可能性があるわけです。これは、ずう

っとあるのだと思います。 

それに対する抑制としては、いま申しあげたよ

うな、軍が設定したさまざまな法的行政制度の仕

組みによって、たがをはめている。そして、政治

的には、当面の間、ムスリム同胞団はそれに従う

ほうが得策であるという立場を明確にしている。

それ以上でも、それ以下でもないのだと思います。 

ただしそれ以前に、もし対アメリカや、対イス

ラエルの政策が変わっていく可能性があるから

といって、そのような体制を認めないというオプ

ションが国際社会にあるのかというのは別の問

題です。 

つまり、アメリカでいいますと、まさにブッシ

ュ政権からオバマ政権になって、やはりその面で

は違うわけです。オバマ政権が明確にしていると

ころは、このようにムスリム同胞団、特にエジプ

トの場合は、かなり穏健であるということが期待

できる。もし、穏健でない面が出てきたとしても、

それを覆すことは得策ではないと思います。外か

ら覆すことによって一気に、もっと過激な方向に

現地の政治が動く。そういう意味で、介入しない

ほうがいい。むしろ、取り込み策を最大限、図っ

たほうがいいということなのだと思います。 

そういう意味で、前提として、国際社会からみ

て危険になる可能性があるからとめる、というオ

プションがもうないということです。私はその点

を確認しておきたい。ないにもかかわらず、そう

いうオプションを出す人というのは、世の中にい

るわけですけれども、少なくともオバマ政権の明

確な戦略的な判断は、それをやることによって、

端的にいいますと、1991 年、92 年のアルジェリ

アのようになる。つまり、アルジェリアの失敗を

繰り返してはならないということです。選挙でム

スリム同胞団あるいはイスラム主義者が勝った

場合、それを覆すと、むしろ状況は悪化して、反

イスラエルとか反米の勢力が強くなる。そういう

判断をしているのだと思いました。私自身は、そ

の判断は正確なのではないかと思います。 

 

質問 初歩的質問ですが、ムスリム同胞団はど

んな構成で、日常的にどんな活動をしているので

しょうか。それは、公然たる結社なのでしょうか。 

 

池内 ムバーラク政権時代には、法的には公然

たる結社ではなかったことになっています。法的

には非合法とされていた。しかし、ムスリム同胞

団を非合法とする根拠というのは、あまりはっき

りしないんです。ですので、宗教に基づいて政党

をつくってはいけないということになっていま

すが、ムスリム同胞団は政党ではなかったので、

その点でも当てはまらない。 

しかも、ムスリム同胞団は特に福祉活動などを

通じて津々浦々に根を張っている。ムスリム同胞

団系が強いモスクがあり、そして、その横には病

院があり、その横には薬局がある。そういう形で

福祉のネットワークをつくってきた。それが一番

の支持層を広げた理由です。 

しかも、それはアウトリーチであって、ちゃん

とした政党とは名乗ってないわけですが、その核

になる部分というのは何かというと、組織がある

のです。その組織はちゃんとお金を払わないと入

れない。試験を受けて、お金を払わないと入れな

い。つまり、ムスリム同胞団員とムスリム同胞団

支持層というのは違うんです。ムスリム同胞団員

自体は、そういう意味で厳選され、しかも、お金

を払えるということはちゃんと仕事がある人な

わけです。そういう人たちで成り立っていること

になります。 

これまでは非合法ということにされていたの

ですが、全員逮捕して裁判にかけるようなことは

ムバーラク政権ではできなかったので、要所要所

で幹部を逮捕する。何年か刑務所に入れて弱らせ

ておいて、またどこかで解放して民主化したとい

って、それでまた逮捕するということを繰り返し

ていたんです。 

このムルスィーという人も、まさに昨年の 1月

25 日にデモが起こり、28 日の金曜日にもっと大

きなデモが起こるかもしれないというときに、予

防拘禁というような形で、とりあえずムスリム同

胞団の幹部は根こそぎ逮捕したわけですが、その

際に逮捕されていたメンバーの 1人なのです。 

1年 4カ月前に刑務所にいた人が、いま大統領

の執務室にいて、大統領の執務室にいた人が、い

ま刑務所にいる。そういう非常に大きな変化が起

こったわけです。 
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質問 今後のエジプトを考える際に、トルコ型

を目指すべきだという議論があります。それは、

軍との関係、そしてイスラム主義の政党というこ

とだと思うんですけれども、先生は、この議論の

有効性をどうお考えになりますか。私は、憲法と

の関係が違う、トルコの場合は憲法で国是として

世俗主義をとっていて軍がそれを保証する存在

だけど、エジプトでは憲法をこれからつくってい

かなくてはならないという違いがあるのではな

いかと考えていますが、いかがでしょうか。 

 

池内 エジプトでも、トルコ型というものが、

割に肯定的なものとしていわれるようにはなっ

ています。圧倒的にそれが支持されているという

ことではないとは思いますが。つまり、以前はそ

んなことを誰もいわなかったものがいわれるよ

うになったわけです。ただし、そのうえで、何が

トルコ型なのかというところが重要なわけです。 

純粋にトルコ型というのはどういうものか。単

純にいいますと、トルコ共和国設立時からある時

期までやり続けた。つまり、国のつくり方という

ことからいいますと、それは当てはまらない。 

なぜかといいますと、まさにおっしゃいました

が、トルコの場合は軍人と近代法学者が一体なわ

けです。完全に一体なわけです。エジプトは、い

ま、お話ししたように、違うところから来ている

わけです。トルコの場合も、国をつくるというと

きに、軍人が法学者と一緒になって、極端な世俗

化政策、世俗法導入政策をやった。つまり、司法

官僚がルールを決めて、軍人が――軍人もかなり

司法官僚に近いわけですが、それを力で施行する、

こういう仕組みだったわけです。 

こういうことをエジプトがいまの段階で始め

るということは、おそらく全く現実的ではないわ

けです。もともと歴史が違う、時代が違うという

ところもありますが、エジプトの軍人というもの

は、一度、近代法学者などが中心になって、王政

とともにつくってきた法治国家を壊したわけで

す。行き詰まりがあるから、それを乗り越えて壊

して、軍人による支配、軍人中心に国をつくって

きたわけです。軍人は文民化するわけですけれど

も、決して法学者であるわけではないし、むしろ、

法学者の至らないところを軍人上がりの政治家

が超法規的に塗りかえる、ということをずっとや

ってきたわけですね。 

そのやり方において、軍はエジプトの政治世界

に大きな力を持っているわけですが、その軍のあ

り方と法学者のあり方というのは、そもそもそん

なに一致しない。その 2つの勢力が手を携えてト

ルコ型でやっていこうというふうになることは、

ほとんど考えられないです。 

それからもう 1つ、そもそも、トルコがそのよ

うに軍と近代法学者が一緒になって施行しよう

とした世俗主義の理念を、エジプトの大多数の人

は認めていないわけです。それは軍も認めてない。

エジプトの軍は、近代化を求めているとは思いま

すが、決して世俗化を求めている軍ではないです。

そういう意味で、トルコのように、明確に国民の

大多数とは別に世俗主義の理念を掲げて近代化

を推し進める、というような主体ではない、とい

うのがエジプトの軍であり、そして法学者もそれ

は一致しているわけです。そういう意味で、軍と

法学者が一緒になって引っ張っていくというモ

デルが、そもそも成り立たない。 

ただし、もう 1 つのトルコモデルというのは、

最近のトルコモデルですね。つまり、イスラム主

義系の政党が議会を通じて民意をより多く集め

ることができる。それが定着するわけです。逆に

いうと、イスラム主義者のほうも議会を通して権

力を握るほうがいい。つまり、議会を壊して権力

を握るのではなく、議会を通すと一番権力に近づ

けるということを学習した。そういう段階。これ

はエジプトにも同様な動きが起こり始めている

可能性はあります。 

そのうえで、議会における多数派を背景にして、

超法規的に物事を動かそうとする軍人や法学者

の権限を少しずつ排除していく。そういう流れが

起こるかどうか。そういう意味では、おそらくエ

ジプトはそのタイプの、近年のトルコをモデルに

したイスラム主義者による政権の掌握。そして、

それによる文民への政権移行、権限移譲を、ある

種の後期トルコモデルといったらいいかもしれ

ないのですが、後期トルコモデルを事実上、採用

していくということは、かなり蓋然性が高いので

はないかと思われますね。 

 

司会 いまのお話の最近のトルコモデルにつ

いて、一言つけ加えたいと思います。先ほど、国

防評議会というシステムに言及がありましたけ

れども、トルコの場合には、国家安全保障評議会

という仕組みがあって、これは内閣の決定事項を

ターンダウン、却下できる機能、権限を持ってい

ました。実は、数年前までは、参謀総長を中心と

する国家安全保障評議会は、多分に軍主導であっ

て、キャビネットの決定をしばしば覆したのです。 

しかし、ＥＵが、これはシビリアンコントロー
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ルではないと、例のＥＵ加盟交渉で難癖をつける

材料にしたから、ＡＫＰ（公正発展党）のエルド

アン政権はそれを逆手にとって国家安全保障評

議会を文民主導に変え、実質上、軍の政治介入を

はねのける方向に変えてしまったのです。それが、

トルコのこの 5年ぐらいの展開なのです。 

 

池内 そうですね、軍がどういう形で政治の中

枢から退いていくかというときに、やはり国際的

な直接の圧力とか批判とか、あるいは国際的な規

範――これも圧力ですが、これはかなり大きいで

すね。 

そういう意味で、エジプトはＥＵ加盟という圧

力がないものですから、軍が引いていく圧力、要

因というものは少し弱いのだと思います。 

ただ、アメリカは、おもしろいことに、今回の、

例えば6月14日の判決あるいは6月17日の軍の

動きというものに対して、かなり敏感に反応して

います。それは、軍に対してかなり制約を課すよ

うな反応です。ＥＵとは別なのですが、アメリカ

の政権、これはオバマ政権だけという可能性もあ

りますけれども、アメリカ側は軍を抑制する動き

をかなり明確にしている。それもホワイトハウス

と国務省が同時に発言するんですね。そういう意

味では、非常にちゃんと考えてやっているという

か、意図を持ってやっていると思います。その圧

力というのは、今後きいてくるのではないか。 

しかし、おもしろかったのですが、6 月 21 日

に大統領選の結果の公式発表がなされるといっ

ていたのが延期された。その間にいろんな議論が

あったのですが、やはり軍のほうから明らかにメ

ッセージがありました。それは、アメリカが 6月

17 日の軍の――軍からいえば、大統領が決まる

前に大統領の権限を憲法で決めるのは当然のこ

とで、議会が決められなかったから我々がやるん

だ、そういう立場なんですけれども、それに対し

てアメリカが強く批判し反発したということに

関して、極めて不愉快である、そういう発言がい

ろいろ出てきたんです。 

そんなに屈辱を受けるような状態で権限は移

譲しない、そういうことを裏では言って、それを

伝わるようにしたというところもあります。そう

いう意味で、エジプトの軍とアメリカの軍という

のは、決してものすごい仲がいいというわけでは

なく、緊張感を持った関係なのではないかと思い

ます。 

 

質問 単純なことを伺います。議会の多数派を

ムスリム同胞団とその他のイスラミストが握る。

そうなりますと、エジプトが神権国家になるので

はないかというような危惧の論調が、日本のメデ

ィアにも載っておりましたが、先生はそれについ

てどうお考えになりますか。 

 

池内 どういう報道があったのかよくわかり

ませんが、神権国家になるというのは、おそらく

イランの革命のときにそういうふうになってい

ったというような、そういった印象があるのでは

ないかと思うんですね。ですが、私は、そもそも

スンナ派とシーア派の宗教の違いからいっても、

神権国家というのはできないとは思います。 

ムスリム同胞団の人たちが、自分たちがより正

しい宗教解釈をできるなんていうことを彼らは

主張してないわけです。主張できないですね。宗

教的な権威をもって、例えば民意を覆すような理

屈を、スンナ派は特に持ってないんです。そうい

う意味では、体制として神権国家というものをつ

くることは非常に難しい。 

実態として、例えばタリバンのようなタイプの

人たちが政権を握って、突然、国民に不自由な生

活を強いるという、そういう可能性は全くゼロで

はないですけれども、エジプトの場合は、あまり

にも大きな国で、今回もお話ししたように、近代

的な、例えば法律家がものすごいたくさんいて、

技術者も、裁判官も皆、社会に根づいているわけ

です。それを根こそぎにするような戦争などが起

こるということになりますと、そこにタリバンの

ような勢力が強くなる可能性というのはあるの

ですが、現状では、現実のエジプトの社会の諸体

制、諸勢力というものが、多すぎるほどいて、根

強すぎるほど根強くあるので、それによって政治

がむしろ進まないというぐらいである。そこに、

そういったものを覆すような新たな神権政治と

いうものを持ち込むことは、多分、不可能なので

はないか。そういう勢力が勝利するということが

考えにくいのだと思います。 

 

質問 神権政治まではいかないとしても、ムス

リム同胞団の人が大統領になるということで、や

はり少しイスラム主義が出るということなのか、

実際、どうなのでしょう。 

この間の報道をみますと、心配していたイスラ

エルとの平和条約は堅持するというようなこと

をムルスィーさんはおっしゃったようです。それ

から日本人などがエジプト観光ではビールを飲

んだりしていますけれども、そうしたビールみた
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いなものがある程度限定されるのか、あるいは女

性のベールがもっと強制的になるのか。 

エジプトはいま経済的にもどんどん伸びてお

りますし、あまり激しいことはできないことは想

像されるんですが、緩やかなイスラム主義という

ような感じになっていくのか。どういうことが予

想されますか。 

 

池内 まず、ムスリム同胞団が社会面、社会生

活、宗教生活上やりたかったことというのは、も

う全部実現しているんですよね。なぜかというと、

女性はみんなベールをかぶるようになったし、ビ

ールを飲む人なんてほとんどいないわけです。観

光客がいるところにだけ売っている。外国人がい

るようなところだけ売っていて、そこは外資導入

とか自由化で活発に経済活動する人たちも出て

きたので、彼らは売れるところでは売っておりま

すけれども、同時に、一般社会からはもうほとん

どなくなったわけです。 

そういう意味で、彼らがなおも目くじら立てて、

何か「ここがイスラム的でない」といえるような

要素が、少なくともエジプト人の考える宗教とい

う意味では、もうないですね。彼らは社会的には

もう成功してしまっているわけです。ムスリム同

胞団が考えるような生活のあり方がいいのだと

いうことを、大多数の人がもうそういう意味では

受け入れてしまっていますから。 

ただ、そのうえで、それにふさわしい政治体制

とか、あるいは外交政策はあるのではないかとい

う議論が、今後出てくれば、それは政策面で変わ

る可能性があります。ただし、それはそんなにた

くさんの側面ではなくて、はっきりいうとイスラ

エルに対する問題に限られるという感じではな

いかと思います。 

例えばアフガニスタンの問題に、イスラム主義

なのだから、これまでとは違う対応があるべきだ

なんていう議論をしても、おそらく誰も乗ってこ

ない。政治的にほとんど意味がない議論になると

思います。関心事はおそらくイスラエルについて

だけなので、その面でだけ、今後、ややぶれが出

てくる可能性はあると思います。 

 

質問 2 点、主に伺います。1 点目は軍につい

てです。去年の革命のときにムバーラク政権が倒

れたきっかけの 1つは、ムバーラクを軍が見限っ

たというふうに私は考えているのですが、その後、

去年の秋ぐらいから、リベラル派と目される若者

と軍が非常に対立をし、軍が権益を手放せなくな

ってきて対立が深まって、衝突が激化している。 

今回の大統領選とその後の動きとか、かなり強

権を発動したような、リベラル派からみるとクー

デターだといわれるような軍の動きをみると、果

たして軍は立ち位置を変えたのか。軍の真意はど

こにあるのかが、なかなかみえません。池内先生

はどういうふうにお見立てなのかが 1点目です。 

2点目は、先ほどのお話で、アルジェリアの失

敗を繰り返さないという話がありましたけれど

も、私も昔、アルジェリア選挙も含めてフォロー

したことがあります。今回、エジプトで去年の

11 月の人民会議の選挙自体を無効にしてしまっ

ていることでいえば、アルジェリア的な動き、民

意を踏みにじる動きへの反発が国民から出てく

るのではないか、というふうな危惧もあったので

すが、エジプトの場合はそうならなかった。これ

は、何らかのブレーキがきいているのか。つまり、

大統領をムスリム同胞団に勝たせるというとこ

ろで、民意がある意味納得したのか。どういうふ

うなバランスがきいたのでしょうか。 

 

池内 軍の現在の立ち位置はどうなのか、変わ

ったかどうかですね。そういう意味では、おそら

く軍が守りたい中核的利益、何か別の国みたいで

すが、中核的利益みたいなものと、もう 1つ外の

層の利益というのが明確にあると思います。 

中核的利益というのは、軍の人事権であり、予

算である。さらに、作戦に関する、あるいは戦略

に関する決定権です。それを軍政、軍令、両方の

レベルで、通常は軍が行うことに関して大統領に

口を差し挟んでほしくないというのは、これは絶

対というところです。 

例えば昨年 11 月 1 日に法学者たちに書かせた

セルミー文書、セルミーという人の名前で出させ

たものがあります。それと、この間、6 月 11 日

に出た文書。これは両方、中核的利益に関わるも

のであって、その軍の中核的権限は明らかに譲ら

ない。これは全然変わってないと思います。その

うえで、しかし、軍がそれよりも外の、より政治

的にあいまいな領域について発言権をいつまで

持ち続けるのかということですね。 

これに関していうと、軍はかなり譲っていると

思います。ムバーラク政権時代はまさに軍から将

軍が天下るような形で知事のポスト、それから大

臣のポストに当然のように入っていたわけです。

しかし、これは軍人として入っているわけではな

くて、その時点でもう文民になっているわけです。

ですから、二度と制服を着ないという、そういう



 

18 
 

タイプの移り方をしているわけです。 

それで、軍は、当初これまでと同じように、ム

バーラク政権崩壊後も、知事などに多くの旧軍人

を任命しました。が、どうもそれを今後もある程

度――いきなりゼロにしろといっているわけで

はないと思うのですが、これを 100％守り抜くと

いう感じにはおそらくないと思います。そういう

意味では、軍がやりたくてやっているわけではな

いというところがある。ムバーラクに従って、命

令を受けてやっていたという感じのところがあ

る。新しい大統領に何か命令されてまで、知事に

なりたいという感じの軍人ではないということ

です。 

中核的利益の外にいろんな権限が、大統領に任

命される形であった、付与されていたという面に

ついては、軍はある程度手放してもいい。ただし、

軍が何か不当なことをやっていたから取り上げ

るというような形、つまり、正当性を失うような

形で取り上げられるのであれば、抵抗するという

ことだと思うんです。軍が悪いといって追い出さ

れるのは絶対に抵抗するのですが、自然に軍の役

割に限定される、軍が尊重されたうえで限定され

るのであれば構わない。その移行の仕方なのだと

思います。 

アルジェリアとの対比でいいますと、やはりア

ルジェリアの選挙を無効にしたものと、今回のエ

ジプトの議会の選挙を無効にしたものは、明らか

に性質が違って、私自身は、エジプトの場合は、

エジプトの文脈からいうと、司法の独立というこ

とをいつもやたらと主張する判事さんたちです

けれども、その彼らがちょっと主張し過ぎたとい

うところが現実だと思います。軍はそれをうまく、

――ある種利用したというのも変ですが、それは

ある程度好都合だと思っているのかもしれませ

んが、しかし、それをやると問題が生じてくるの

で、軍からいうと、何が何でも議会を廃止したい

という発想ではもともとなかったと思うんです。

そういう意味では、司法の側のやや独走というと

ころがあるのではないかと思います。 

そういう意味で、軍と司法がそんなに結託して

いる、完全に結託して一枚岩というわけではない

というのがエジプトの場合である。しかも、司法

は大統領が今後の任命でどんどん中身を変えて

いくことができる。もちろん、そこの任命におい

て、また軍が背後で例えば何か介入するという可

能性もあるので、そこら辺はせめぎ合いになると

は思います。軍が完全に司法を押さえていて、そ

こをもとに議会や大統領の権限を覆していくと

いうことは、しょっちゅうは起こらないと思いま

す。時々起こると思いますが、何度かやると、も

うそれ以上できなくなるというのがエジプトの

場合だと思いますね。 

（文責・編集部）

 



1 
 

日本記者クラブ 2012 年 6 月 29 日（金） 
 

エジプト大統領選挙と民主化の行方 
 

池内恵（東京大学先端科学技術研究センター准教授） 
 
１．モルスィー大統領の就任過程 
6 月 14 日（木）二つの最高憲法裁判所判決 人民議会の解散 公民権剥奪法違憲 
6 月 16 日（土）決選投票初日→出足悪い。第一回投票以下？ 
6 月 17 日（日）決選投票最終日→夕方から急激に増加 投票率は第一回投票を超す 
       SCAF による憲法宣言追加発表（公式には投票終了後？事前に情報出回る） 
6 月 24 日（日） 公式結果発表 ムルスィー得票率 51.73％ 投票率 51.85％ 
6 月 25 日（月）大統領執務室訪問、国防省訪問、SCAF 議長・参謀総長と会談 
6 月 26 日（火）「デモ勢力」との面談；行政裁判所判決⇒軍警察へ逮捕権限差し止め 
6 月 27 日（水）専門家との面談（ＪＩＣＡとも） 
6 月 28 日（木）就任宣誓の場所について決定 

⇒6 月 30 日（土） 就任宣誓へ 最高憲法裁判所にて 
 
制限された大統領権限 
民意を受けた文民大統領誕生 
 
２．大統領選挙からみるエジプト政治と社会 
（１）第 1 次投票による「世論調査」 
ムスリム同胞団の組織力の手堅さ 
シャフィークへの雪崩現象の予感：安定と服従 
「第 3 の選択」：サッバーヒー候補⇒左派・リベラル派・世俗派の結集軸の不在 
アブルフトゥーフは一定の支持（非主流派、リベラル派との連合を探るイスラーム主義） 
ムーサの「政権派」としての威光の劇的な低下⇒「革命後」の新段階 
 
（２）第 2 次投票 
カイロでのシャフィーク旋風とさらなる逆風（投票最終日） 
支持の一定性 
「スウィング」県の奪い合いの結果 
 
（３）選挙全体を通して 
ムスリム同胞団の組織力・情報力・統制力⇒正確で迅速な開票・集計・発表 
カイロでの揺り戻しの大きさ 
メディアの力、新メディアによるフィードバックの速さ  
政治コミュニケーションの革命が抑止力に 
「タハリール再来」の威嚇は一定の抑止力に 
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３．当面の課題とその背景 
（１）当面の課題 
①軍との「コアビタシオン」：双方の模索 
   
②国民統合・挙国一致体制の模索：副大統領、組閣 
  副大統領（3 名） 女性とコプト教徒 

組閣 法律家・テクノクラート主体 
③立憲体制設立への道 
  ⇒長期化 
④経済・社会・開発問題 
 
（２）エジプト政治の持続と変化 
①代表制政治⇔賢人政治、団体政治 
議会多数派、大統領選挙、立憲過程 
団体政治の強さ：弁護士、判事、エンジニア、医師、教員、労働者 
「賢人政治」の持続と限界：将校、司法、法律家、立憲過程 
②「法の支配」による混乱 
「法律家」の政治的役割と権限 
  司法諸機構、市民社会団体としての判事・弁護士、訴訟・弁論 
  ムバーラク政権に対する数々の「違憲」判断、投票への極端な「司法監視」 
  ⇒数々の迂回作、軍事裁判所、治安裁判所の設定、政治任命 
スルターン最高憲法裁判所長官・中央選挙管理委員会委員長の「疑惑の任命」 
  ⇒2011 年ムバーラク再選／世襲対策 
  ⇒6 月末に退任（定年）→後任は？ 
 
４．軍との関係 
投票より開票が重要？──「空白の三日間」に何があったか 
6 月 17 日の憲法宣言追加：従来からの軍の主張＋法的には新大統領就任前に権限規定必要 
公式発表の 6 月 21 日から 24 日への延期：技術的？交渉？政変未遂？ 
25 日のムルスィー次期大統領によるタンターウィーSCAF 議長訪問 
二元権力（軍の専管事項については譲らず、立法・行政権は大部分委譲） 
国防評議会の設置 （17 名中 12 名が武官・警察官僚） 
大統領：国軍最高司令官（Supreme Commander; al-Qa’id al-A‘la）、国防相：国軍総司令

官（Commander-in-Chief; al-Qa’id al-‘Amm） 
大統領の正統性⇒投票による国民の意志を受けたことは大きい 
軍の実効性⇒移行期・暫定統治における「ルールの操作」の強さと限界 
おそらく基本は大統領令で運営⇔SCAF の「宣言」は「奥の手」に 




