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本日はこの場に招待され、この場に立つこ

とを非常に光栄に思います。まず、主催者で

あります早稲田大学、早稲田大学国際情報通

信研究センター、共催でありますユネスコ、

早稲田大学空間科学研究所、早稲田大学エジ

プト学研究所、それから後援であられます外

務省、文部科学省、日本ユネスコ国内委員会、

笹川平和財団に感謝申し上げます。また、古

くからの友人であります駐日エジプト・アラ

ブ共和国大使マハムード・カレム閣下、リビ

アからのお客様、それから早稲田大学の白井

副総長、富永先生、その他大変多くの方々の

前で講演ができますことを非常に光栄に思い

ます。これを機会に私の所属しておりますジ

ョージタウン大学との関係を築いていくこと

ができればと思います。また、本日は元外務

大臣の河野洋平衆議院議員がいらしておりま

して、日本の学術的な面で河野氏が非常に努

力された、力を注がれたということで非常に

感謝の意を抱いております。

今日はアラブ世界における情報革命というこ

とでお話をいたしますが、近年のアラブ世界に

おける情報革命、ＩＴは、１９９０年代半ばに国

境を越えた衛星テレビチャンネルとインターネッ

トの導入によって開始されました。２、３０年前

からのラジオ、テレビ、カセットレコーダーや

ファックスの普及により、アラブ世界では情報

革命をすでに一度経験してはおりますが、この

最も近年の情報革命というものはアラブ地域に

飛躍的な情報量の増大をもたらしました。

時を同じくしまして、アラブ世界ではイスラ

ムの政治的行動主義と過激主義の大きな潮流を

経験しておりました。そして、さらにこの事態

を複雑にしていましたのは、嫌がおうにもアメ
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リカを巻き込んでいきましたパレスチナ・イス

ラエル紛争と、ペルシャ湾岸の安全保障問題と

いう、２つの非常に深刻な政治的危機でありま

した。世界最大の国、アメリカは理論の上で

は古代ローマに匹敵する帝国の役割を果たす

ものとして期待されております。このような

トーンは現在のワシントンで非常に高く謳わ

れています。

しかし、２００１年９月１１日の同時多発テロ

はアメリカに深い衝撃を与え、世界情勢の変化

の認識を余儀なくされました。それは冷戦時代

の安定した２極世界からの変化というだけでな

く、アメリカの主導下でグローバリゼーション

が進んできた居心地のよい世界が終わってしまっ

たとさえ捉えられました。アメリカは過激イス

ラム主義のネットワークであるアルカイダの攻

撃に対し、自国で為す術がなかったということ

に気付かされたのです。

アルカイダはアラブ中東に明らかに起源を持

つグループですが、アメリカ国防総省によりま

すと、現在では６０ヶ国以上にそのネットワー

ク・コネクションを広げています。大統領はテ

ロリズムに対して宣戦布告を行いましたが、こ

れは冷戦後の新しいタイプの戦争であり、これ

は相手が特定の国家ではない非対称的なもの

で、この戦争において通常の軍事理論やウェス

トファーレン的な推測といった従来のやり方は

問題解決には役立ちそうにありませんでした。

それではアラブ世界における情報革命という

ことで話を進めていきたいと思います。まず、

アラブ地域のＩＣＴ（情報伝達技術）革命の中

に登場してわずか数年で、衛星テレビとイン

ターネットの利用者数は驚くべき数字に達して

います。正確な数字を辿るのは非常に難しいの

ですが、アルジャジーラ衛星チャンネルの視聴

権の登録件数は３５００万件と推定されておりま

す。アルジャジーラはアラブ世界だけでなく、

地球規模のメディアであり、北米だけで約１万

人以上の視聴者を抱えております。私自身も家

でも大学でも視聴しております。視聴者の割合

で増加を見せているのは女性で、恐らく３０％

を占めます。視聴者はレバノン放送（ＬＢＣ）

やアラブ諸国の国営放送のような娯楽中心の番

組を見ていますが、一方でアルジャジーラは政

治的影響の中心、もしくは周辺にいる専門家や

有識者をターゲットにしております。彼らの中

でアルジャジーラは重要な位置を占めつつあり

ます。そして指導者、政治家、外交官、知識階

級、ビジネスリーダーなど、世論を形成する

人々にとってアルジャジーラは見逃せないもの

であるという評判も出てきております。海外に

居住するアラブ人コミュニティーの間でも特に

非常に高い割合で浸透しており、特にアメリカ

とヨーロッパでその傾向が著しくなっています。

しかしながら、このアルジャジーラは、時間帯

とニュースとしての価値により、特定の番組の視

聴者はわずか１５万人程度とまだ低い数字です。

２５億人以上、もしくはそれ以上というアラブ人

口から見れば、大した数字ではないかもしれませ

ん。しかしアルジャジーラは伝統的な活字ニュー

ス媒体と異なります。ニュースに加え世論を扱う

プラットフォームであるという点、扱う情報も包

括的であるという点、またわずか５年間でここま

で成長したという点を忘れてはなりません。

アルジャジーラは他の地域放送局にも多大な

影響を与えています。レバノンのＬＢＣやムスタ

クバル放送、アラブ首長国連邦のアブダビチャン

ネルやドバイチャンネル、サウジアラビアの経

営するＭＢＣ、エジプトのナイルチャンネルや

ＥＳＣ（エジプト衛星チャンネル）は特にアル

ジャジーラに影響を受け、それを模倣している

と考えられます。地方政府が経営する放送局も一

定の影響を受けています。特に重要な点は、アル

ジャジーラやそれを模倣する放送局が従来のテレ

ビよりも非常に双方向性に富むという事実であり

ます。これは画面に流れる世論調査への参加や、

特定番組へのＥメール投稿などに如実に現れてい

ますし、またアルジャジーラは「もう１つの意見」

（看板番組の名前）という公開討論の場を設ける

というポリシーを宣伝し、またそれを実行してい

ます。

インターネット側の数字も同様に興味深いも

のを示しています。まず近年のアラブの主要サイ

トの増加について述べたいと思います。ジョン・

アンダーソン氏は５０以上の大きなサイトがあ

り、多くはアラビア語と英語の両方で操業して

いると言います。最近アルジャジーラが始めた

アルジャジーラ・ネットには１日に約３０万件

２９

政治的イスラムの行方～情報技術、危機にある社会、米国の挑戦～



のアクセスがあり、アラブ世界で最も混み合う

サイトの１つになっています。アルジャジー

ラ・ネットのネットコミュニティーに最近の出

来事やスポーツ、イスラム教などに関するイン

ターネット上の世論調査を呼びかけますと、

２万件から３万５０００件の投票が得られると言

います。これらのインターネット視聴者のインタ

ラクティブな行動、動きは、アイデンティティー

と共同体の連帯を構築するのに重要な要素とし

て強調しておきたいと思います。

同様な状況が他のサイトでも見られておりま

す。例えば、公的性格の強い主要な新聞社など

により運営されるウェブサイトもまた、インター

ネット上に積極的に意見を出すコミュニティーを

作り出しています。そしてこのコミュニティーは

疑いなく拡大しています。他にもイスラム教か

ら若者の文化、音楽、ファッション、ビジネス

など、特定のイデオロギーや物質的利益を供給

するサイトというのも同様にコミュニティーを

作り出しています。

さて、次に世界とアラブ地域の政治情勢の変

化、すなわち１９８０年代からの変化に関して述

べたいと思います。８０年代、アラブの社会に

おいて優勢だった国家権力は次第に弱まり、国

民を黙らせていた経済的信頼を維持できなく

なっていきました。８０年代中頃の原油価格の

下落で１０年間にわたって急成長を見せていた

経済的発展も止まってしまいました。豊かな産

油国でも収益が急激に落ち込みました。そして、

革新的民族主義のイデオロギー政策は次第に色

褪せていきました。２極化した世界秩序はソ連

の崩壊によって終わり、覇権を握ったアメリカ

は徐々に世界経済と金融システムを統合し、日

の出の勢いで経済的、政治的自由主義のイデオ

ロギーが広がりを見せていきました。国際的な

金融機関はアメリカの影響下に置かれ、アラ

ブ・イラスム世界を含む世界各地で微細な国際

政治問題にまでアメリカは口を出すようになり

ました。ウェストファーレン的統治権はどの国

でも実際的なものとして強調されました。軍事

的な範疇でもアメリカは全世界に手を伸ばし、

失敗したものも含めまして人道的干渉と称し

て、独裁者が国際的な基準にひどく違反した場

合には、国際コミュニティーが軍事的に介入す

るという可能性も示しました。

その後、アラブ世界全般において国家の弱体

化が進みました。それと同時に、一般社会は以

前にも増して活力を見せ始めました。８０年代

に出現しましたＮＧＯや組織は、政治政策を立

てる過程に参加することはしませんでしたが、

他の政治的協議事項や懸案事項を強調しまし

た。政治学者らはこの新しい潮流を観察し、そ

れを説明する多くの研究を生み出しています。

例えば、ノートンはこれをより「活気ある」政

治学としながらも、一方で、かつて力を持った

ムハーバラート（秘密警察）国家について修正

主義的解釈を行いました。同様な解釈で最も説

得力のあるのはナジーフ・アイユービーの著書

『オーバースティング・ザ・アラブステイツ』

であります。

しかし、この新しい社会の活力がどこに向か

うのかはまったく不透明でした。一部の知識階

級やビジネスリーダーは政治的自由と民主化の

プロジェクトを推し進めるものだと考えました

が、それは一般の人気を獲得する気配はありま

せんでした。

より根強い社会的潮流は、イスラム主義的傾

向でありました。新世界秩序のリーダーである

アメリカは９０年代になると、クリントン政権下

では「アンパイア」（審判員）として、ジョー

ジ・ブッシュ政権下では「エンパイア」（帝国）

としてその役割を定義付けるのに苦労しまし

た。ソ連崩壊後の中東におけるアメリカの存在

理由は、１つには原油との関係であり、もう１

つにはイスラエルとの関わりでありますが、アメ

リカの政策の方向性は地域の国家や社会に大きな

衝撃を与えました。しかし同じ理由で、アラブ地

域の動向は必ずアメリカに跳ね返ってくるも

ので、ワシントンはそれを放置することはでき

ませんでした。国家の弱体化、社会の動揺、そし

て新世界秩序という背景に対して、国境を越えた

情報技術、ＩＴと政治ネットワークの２つの発達

は、社会経済的変化、争い、そして不安定さを加

速させるという潜在力を持っています。

ここまで簡単にＩＴとアラブの政治情勢につ

いてお話してきましたが、ここからはネットワー

クという現象と、それに関する新しい議論の様

相に関してお話ししたいと思います。

３０

基調講演　１



「この情報時代においてネットワークは我々

の社会の新たな社会形態の１つである。そして

ネットワーク化の理論は、生産、経験、権力、

文化の各プロセスに関する考察と、その結果を

大幅に修正するだろう」とキャステルという理

論家は述べております。彼は次のようにも言っ

ています。「ネットワークは相互に連動する結

び目の組合せである。１つの結び目はカーブが

それ自身を横切るところである。結び目が何か

は具体的なネットワークの種類により異なる。

ネットワークはオープンな構造を持ち、その限

界はなく広がっていくことができる。ネットワー

ク内で伝達が可能な限り、新しい結び目を統合し

ていくことができ、つまり同じ伝達ネットワー

クを共有する限り、ネットワークは広がってい

くことができるのである」。

ネットワーク構造に固有なもの、即ちネット

ワークが経験するものは、生産、消費、社会資

本の投資の潜在力であります。コールマンは彼

の論文で「社会資本はその機能により定義され

る」と言っております。彼は文化的に結合した

ネットワーク化した共同体の例として、ダイヤ

モンドの卸売り市場やカイロのバザールを挙げ

ています。両者では共同体の感覚が信頼と集約

的な生産行為を推進させています。また、アル

カイダを支援したかもしれない金融ルートとし

て有名になりました、非公式な為替ネットワー

ク、「ハワーラ」も同様な事例であります。

社会資本とネットワークは現代社会の形式的

なものに留まらず、ローズという学者が反現代

社会と呼ぶ社会においても、公的なネットワー

クが機能しない時に物事を成し遂げるための手

段を提供するものとして機能しています。これ

は我々に現代のアラブ世界を想起させます。

我々のハイテク・ネットワークとネット戦争

に対する関心にも関わらず、アラブ社会では常

に様々な分野においてネットワークが浸透して

きました。デノーンという学者は、エジプト、

イラン、レバノンにおける日常的ネットワーク

に関する彼の価値ある比較研究において、日

常的なネットワークは政治的安定と不安定の

両者を引き起こすと述べています。急激に近

代化の進む抑圧的な政府を持つ社会では、そ

の崩壊を招きかねない社会の原子化、アトマ

イゼーションと個人の社会的規範喪失状態を、

このネットワークが吸収する状態から救出する

ことができると考えています。しかし同様に、

これらの社会的混乱は社会の公的な視点に変わ

るものとして、政治秩序を乱すネットワークの

形成につながる可能性があります。その１つか

らもう１つへの境界というのはどこにあるので

しょうか。

ポスト植民地時代のアラブ国家の発達は前に

も指摘しましたように、どこでも独裁主義の傾

向を帯びていました。経済的な発達が活気溢れ

る一般社会の基盤を確立してきますと、その一

方で不安定な政府、強欲なエリート、イデオロ

ギー的な欲求、そして国際的影響というものが

収束し、自治や多元主義などに対して懐疑的な

ムハーバラート国家を作り出すに至りました。

その結果、政党は与党を除いては弱くなり、

選挙は単なる国民のイベントとなりました。政

治集団や労働組合は政府の継続的監視と干渉の

下に置かれるようになりました。マスメディア

もまた政府の政治目的達成のための枠組みに組

み込まれました。さらに、法律による規制は一

市民的・政治的空間においてあまりにも無力で

ありました。国をあやつる政治・経済機構の官

僚たちは不透明さと無能力さと腐敗をはびこら

せました。反政府勢力は表向きは体制に忠誠を

誓っていても、水面下へと追いやられることに

なりました。このような一派がネットワーク構

造と文化の中に受け入れられて生き延びている

ことは驚くべきことなのでしょうか。

では次にネットワークの利用が非常に成功し

ている例をお話ししたいと思います。イスラム

主義者のネットワークは非常に大きな成功を収
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めているように見えます。それは何故でしょう

か、我々は解明のために次の４つの課題にこれ

から取り組む必要があります。

第１にイスラム主義者のリーダーたちが示す

シンボリズムの内容や達成目的は、どのぐらい

の潜在力で社会的に広がっているのでしょうか。

第２に彼らはどのようにメンバーを保持し、

ネットワークへの関わりを深めさせていくので

しょうか。

第３に彼らはどの程度までに既存の親族、職

業、教育、財政などのネットワークを利用し、

それから利益を享受しているのでしょうか。

第４にＩＴ革命というものを用いて、政治的

ネットワークを顔の見えない関係の中で成立さ

せることができるのでしょうか。言い換えれば、

社会資本と信頼はサイバースペースを潜り抜け

目的地に達することができるのだろうかという

ことです。

ここでは今の４つの疑問に徹底的に答えるこ

とはしませんが、しかし簡単な調査では、あら

ゆるイスラム主義ネットワークが彼らの目的遂

行を成し遂げられるという答えが出ています。

その調査の対象となったネットワークと言いま

すのは、イスラム諸国会議などの公式なイスラ

ム主義の政治的ネットワーク、およびそれより

非公式の、秘密結社的とも言える運動です。後

者の中にはエジプトのイスラム集団、レバノン、

イラン、イラクのシーア派ネットワーク、パレ

スチナや北アフリカのイスラム主義組織、また

は悪名高いアルカイダが含まれます。

まず第１の疑問、シンボリズムについてはあ

まり深くは追求はしません。現在のアラブ政治

のすべての論説はイスラム主義的に解釈され、

ずらりと並んだプログラムやプロジェクトは、

イスラムがその答えだといったスローガンに盛

り込まれています。このスローガンは深く人々

に共鳴していますが、人々はそれによって現代

アラブ社会の緊張と矛盾に陥っています。さら

に言えば、このシンボリズムの浸透具合と言い

ますのは、特に従来の国家主義と結びつくと社

会全体に広がることになり、組織のメンバーだ

けのことではなくなります。よって、アルカイ

ダのようなイスラム主義のネットワークが栄養

豊富な社会を泳ぎ回ることになるのです。です

から、私がここでアルカイダをカルトと位置づ

けるのが間違っていると思うのはこういった理

由からです。また、道徳的に極悪の犯罪にも関

わらず、アルカイダが様々な社会階層の人々か

ら国境に関係なく受け入れられているというの

はそういった理由からです。

次に第２の疑問についてですが、ウィック

ハムは、エジプトにおけるイスラム主義の研

究の中で、ダグラス・マッカーダムらの社会

運動の理論を引用しながら、ネットワークそ

のものが社会資本の報酬を生み出すというこ

とを観察しています。服装や振る舞いの規則

というものは、社会的合図と圧力の一部であ

りますが、この圧力はそれに参加することを

魅力的にし、またそれとの関わりを深めてい

きます。アンワル・エル・サダト大統領やホ

スニ・ムバラク大統領の政府の弾圧時代には、

イスラム主義は水面下に移動し、エジプト社

会の安全な場所に避難場所を見つけて新たな

機会を伺っていました。

第３のイスラム主義のネットワークですが、

これは以前から存在する社会的、文化的ネット

ワークに依存しています。アルカイダが前述の

ようにハワーラという既存の金融ネットワーク

に便乗したようにです。ある人は、アラビアの

蜂蜜貿易ネットワークにただ乗りしているとも

言います。このウサマ・ビンラディンの親族商

業ネットワークは、間接的な彼の政治的ネットワ

ークの成長を可能にしたのではないでしょう

か。またイスラム主義ネットワークは学校や大

学の級友の結びつきに端を発しているように見

えます。例えば、タリバンの創始者はデオバン

ディ神学校の同窓生から構成されています。また
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シーア派ネットワークを組織するアマル、ヒズボ

ッラー、ダーワは、ゴムとナジャフの神学校か

らの長年の結びつきを持っています。エジプト

ではアズハル大学からそのネットワークが始ま

っているのかもしれません。アメリカのイスラ

ム過激派はジャージーシティとブルックリンの

モスクにネットワークを発しています。

イラスム主義に対抗するネットワークも同様

に既存のネットワークに依存しています。イラ

クの共産主義とシリアのバース党に関するバタ

トゥ氏の慎重な研究は、セクト主義と地域の相

互関係を明らかにしています。シリアの社会国

民党の創始者とアラブ民族主義運動は、恐らく

ベイルート・アメリカン大学の同窓生とその学

生のネットワークが、彼らの国境を越えた社会

的プロジェクトの基盤となっています。

最後にインターネットと衛星放送ネットワーク

が、国境を越えたイスラム主義ネットワークをさ

らに拡大させる可能性を指摘します。アルジャ

ジーラの番組であれ、イスラム・オンラインのイン

ターネットのサイトのネットコミュニティーであ

れ、これらのサイバースペースの共同体というも

のは、将来的に政治的ネットワークに傾倒する

人々の巨大な補充タンクとなる可能性がある、と

ジョン・アンダーソンは述べています。

この講演の最後になりますけれども、９月１１

日以降のアメリカの強行姿勢が今、緊張を非常

に増大させていること、これに関して述べたい

と思います。

現在、アメリカは様々な伝統的方法で地球に

跨り手綱を引こうとしています。ウォルフォー

スの著書にみられましたように、現在ワシントン

に対抗できる勢力やブロックは存在しません。今

まで述べてきましたこれらの動きと言いますの

は、アラブの政治にとってどのような意味を持

つのでしょうか。政治的自由への明るい見通し

なのか、さらにネットワーク化した反対勢力運

動の激化なのか、もしくは地域の安定なのか、

今後の研究と考察のために、私の考える１０の

提案のうちいくつかについてお話しし、話を締

めくくりたいと思います。

まずはじめ第１に、ＩＣＴ（情報伝達技術）

とインターネットは電子新聞の容易な創設と普

及を可能にします。この電子新聞は従来の新聞

の伝統的な政治的機能を担うようになるかもし

れません。アラブ地域において多数の政党は基

本的に新聞を中心にして形成されてきています。

第２に、ＩＣＴは他者の意見を、第２の意見

を容認することとなります。地球規模でそのメッ

セージを拡散させ、既存の支配体制に影響を与

えることになるでしょう。インターネットサイ

トや衛星放送のアクセスがあるＮＧＯは影響力

を持つようになります。人権擁護団体の影響力

は、ワシントンやジュネーブからこぼれ落ちた

メッセージを拾い集め、その価値が増すことに

なるでしょう。

もう１つの提案ですが、アラブ世界における

ＩＣＴ革命は、拡張された国家、超国家的公共

圏や市民社会のＮＧＯの発展にとって有利であ

ります。国営テレビは国境のない衛星放送局の

急速な数字の伸びに脅かされ、その内容を豊か

にし活気ある番組作りを強いられています。も

ちろん国家官僚組織の行政能力もＩＣＴにより

向上しています。情報革命はアラブのアイデン

ティティーの再構築を促しています。

最後に、アメリカのことに関して申し上げ

たいと思います。揮発性の高いカクテルのよ

うなＩＣＴの普及、政治的状況の激変、イス

ラム主義ネットワークの交流、これらにアメ

リカがおよぼす影響は恐らく非常に不安定な

ものとなるでしょう。社会経済的なレベルで

の極めてアメリカ的なグローバリゼーション

は、既存の緩やかな経済秩序に対し、積極的

な開発の実施を伴う劇的な革新と厳しい挑戦

を突き付けています。

政治的なレベルではアメリカ政府はまるで現

存する秩序を覆すかのような行動をとっていま

す。パレスチナ人に対し無謀で過激なイスラエ

ル政府を支持する現在のアメリカの政策は、火

に油を注ぐ行為のように見えます。対テロ戦争

の実行及び予防的戦争という新しい政策を通じ

ての、アラブ・イスラム世界の世論とのアメリ

カの対立は、すぐにイラクに対して試されるで

ありましょう。これはあたかも国内外でアメリ

カをターゲットとすることに力を注ぐ、イスラ

ム主義や民族主義テロリストのネットワークを

培養しているかのように思えます。

以上で私のお話を終わりにします。
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Ｑ：ハドソン先生の講演の中で、政党が新聞社の

回りに確立している、アラブの世界はそういった

ことが見られるというお話がありましたが、それ

についてもう少しお聞かせ下さい。

ハドソン：例えばレバノンでは、政党がそれぞ

れ各自の新聞を発行しています。例えば共産党

では共産党の新聞といったものを発行するといっ

た形が、アラブ世界ではよく見られます。おもし

ろいことに、それと同じようなものがネット上

にも展開していくのではないかというところ

に、現在興味を持っています。例えばネット上

にある新聞の回りにはネットコミュニティーが

できているわけですけれども、そういったもの

が政治的な動きに発展していく可能性も指摘で

きます。

Ｑ：今回のシンポジウムのタイトルは「イスラ

ムとＩＴ」ということですが、先生のお話しに

なったことは、アラブ世界の中で特に政治的な

問題というものをメインに扱われていましたが。

ハドソン：そのことに関しては、自分の専門と

している地域は特にアラブ諸国におかれている

のでこのような話になったのです。自分の研究

している地域で起こっていること、このネット

ワークの現象というものはアラブの東の世界だ

けではなくて、西の世界でも関係もあることで

あって適用されるものではないのでしょうか。

特に例えばアルカイダの件ですが、イスラム世

界の外の６０ヶ国という、非常に多い国でネット

ワークを構築し、活動を広げています。この講

演の中で特に強調したかったのは、こうした現

象にみられる新しい力、新しい活力というもの

は、国境とか地域を越えた段階にきているとい

うことで、今まで何世紀にもわたって我々が経

験してきた歴史や状況というものが一変しつつ

あるのではないか、そしてアメリカがその変化

に対して非常に深刻な問題に直面しているとい

うことです。

Ｑ：民主化とアラブ世界に関して質問します。

アラブ世界がアメリカ的民主主義を受け入れる

のには早すぎるのではないかという意見があり

ます。それに関してどのようにお考えですか。

ハドソン：民主主義が定着するかどうかという

ことで、私は定着する可能性はあると見ていま

す。一度は議会が形成された例もありますので、

それよりも何故それが今起こっていないのかと

いうことに関していくつか理由を説明します。

１つにはその社会が抱える問題が大きすぎて民

主化に至らないということ、それからもう１つに

は民主主義のメッセージを伝えるメッセンジャー

が混乱を招いているということです。それは主に

アメリカですが、政治的なポリシーというものが

相手が好きだろうが嫌いだろうがというような形

で伝わることが混乱を招いています。

ただ私はアラブ世界の民主化というものを悲

観してはいません。いずれ起こるだろうと考え

ています。そのプロセス、その傾向というのは

だんだん扉が開き始めている状態です。その妨

げになっている理由としてイスラム過激派の運

動、それから軍事的なサイドのものがあります。

それに関してアルジェリアの例を挙げると、ア

ルジェリアでは一党独裁的な政府を、複数政党

制に変えようという時期がありました。その時

に妨げとなったのが軍事的なサイドの方、それ

からイスラム運動で、そういったものが一緒に

なり混乱が起きました。

これからわかりますように、こういった騒乱

といったものは人々の参加を促す、扉を開くよ

うなもののための争いではなくて、権力者がそ

ういったものを独占しようとするモノポリーの

ための戦い、争いというものであるという点を

指摘しておきます。
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