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小特集

エジプト軍の「クーデター」と
ムスリム同胞団の地下組織化
はじめに
2013 年 6 月 30 日、 エジプトのモルシ大統領は就任からちょうど 1 年を迎えた。 エジプトに
おけるムバラク大統領からモルシ大統領への政権移行は当初、 長期独裁政権から民主的な
政府の誕生として民衆に歓迎された。 とりわけ 「アラブの春」 と呼ばれた、 チュニジアに始ま
るアラブ地域一帯の民主化運動のなかでエジプトは、 その象徴的な存在として注目されてき
た。 しかし政権発足 1 年後の 6 月 30 日、 モルシ大統領を待ち受けていたのは、 民衆からの
歓喜の声ではなく、 数百万人規模の反政府デモであった。 本稿では、 大統領就任 1 年後に
起こった辞任要求デモを出発点とし、 軍部による 「クーデター」、 モルシ大統領の逮捕、 モ
ルシ政権の支持基盤であった 「ムスリム同胞団 （以下同胞団）」 の解散といった一連の流れを、
宗教的な側面を中心に概観していく。

「クーデター」 からムスリム同胞団解散に至るまでの経緯
はじめに、 モルシ大統領就任 1 年から、 その支持母体である 「ムスリム同胞団」 が解体さ
れるまでの流れを時系列的に追っていくことにする。
＜クーデターの契機となったデモ＞

6 月 30 日、 モルシ大統領就任 1 年目にあわせ、 同氏の大統領辞任を求める数百万人規
模のデモが首都カイロの中心で起こった。 デモ隊は大統領宮殿などを包囲、 2011 年 2 月の
ムバラク政権崩壊以降、 最大規模のものとなった （東京 7/1 ほか）。 モルシ政権への批判は
政治的な側面と経済的な側面に大きく二分される。 政治的な側面としては、 モルシ政権下の
2012 年 12 月、 国民投票によって承認された憲法が問題となっている。 同憲法では 「イスラ
ム法は法学者の解釈を含む」 （219 条） と規定されており、 法学者による解釈次第で人権が
阻害される可能性があり、 「社会のイスラム化が起こる」 とリベラル派に懸念されている （毎日
7/8 ほか）。 また同年 11 月には 「裁判所は大統領の決定を覆せない」 とする憲法宣言が出
されており、 独裁政権からの脱却を望んでいた民衆を失望させている （毎日 7/7）。 経済的な
側面としては、 外貨不足による輸入物資の価格上昇、 過去最悪の失業率、 社会不安による
観光産業の停滞などが批判されていた （日経 7/1）。
＜軍による政治介入＞

7 月 1 日、 軍トップのシシ国防相は、 48 時間以内に事態収拾策を講じるよう要求、 実現で
きなかった場合は政治介入を行うと宣言した （産経 7/2）。 これを受けモルシ大統領は 2 日、
国営テレビを通して 「自分こそが選挙という公正かつ民主的手続きを経て誕生した正当な大
統領だ」 と演説し反発、 反政権側からの辞任要求を拒否した （読売 7/3）。 しかし 3 日、 軍
はモルシ大統領では事態を収拾できないと判断、 国営テレビを通して憲法の停止、 モルシ
大統領の解任、 マンスール最高憲法裁判所長官を暫定大統領とすることを発表した （読売
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7/4）。 テレビ演説でシシ国防相は、 野党 「救国戦線」 代表のエルバラダイ氏、 スンニ派最
高権威機関アズハルのタイブ師、 キリスト教指導者を同席させ、 モルシ氏の退陣が軍だけで
はなく国民の要請であることを示した （東京 7/5）。 モルシ大統領は軍によって拘束され、 同
胞団幹部ら 300 人の逮捕も始まる （読売 7/4 ほか）。 同胞団の最高指導者バディア師も 4 日、
リビアとの国境付近で逮捕された （東京 /7/5）。 モルシ大統領が 7 月 3 日に拘束されて以降、
同胞団は、 カイロ東部のラバ ・ アダーウィーヤ ・ モスクなどで数千人規模の座り込みの抗議を
行い、 バリケードを作って徹底抗戦を行う姿勢をとった （毎日 7/8）。 8 日、 モルシ氏が拘束
されているとされる施設周辺で、 軍と同胞団が衝突し 51 人が死亡し、 435 人が負傷。 「クー
デター」 以降最悪の被害を出した （毎日 7/9）。
＜暫定政府の誕生と同胞団の弱体化＞

マンスール暫定政府は 7 月 16 日、 暫定内閣が正式に発足したことを発表。 ムスリム同胞団
からの入閣はなく、 軍と同胞団との対立が鮮明となった （産経 7/17）。 同胞団は 15 ～ 16 日
にかけて大規模なデモを敢行。 治安部隊との衝突で 7 人の死者、 260 人以上の負傷者を出
した （産経 7/17）。 しかしマンスール暫定政府は 20 日、 クーデターで停止中の憲法改正委
員会を始動させる大統領令を出すなど同胞団を無視した体制作りを着実に進めていく （産経
7/22）。 26 日、 3 日に身柄を拘束されていたモルシ大統領の逮捕状が出された。 2011 年の
ムバラク政権時に収容されていた刑務所からの脱獄容疑であった。 これに対し同胞団は強く
反発、 26 日に再び大規模デモを行ったが （東京 7/27）、 同日、 シシ国防相によって反同胞
団デモも呼びかけられた。 反同胞団デモの参加者は数十万人規模にのぼり、 国民の多くが
軍部を支持している状況が明らかとなった （毎日 8/3）。
暫定政府は 8 月 7 日、 各国の外相などを仲介して行ってきたムスリム同胞団との和解交渉
を打ち切ると発表 （毎日 8/8）、 12 日にもモルシ派の拠点を包囲し強制排除すると伝えた。 こ
れに対しモルシ派は徹底抗戦を呼びかけた （東京 8/13）。 14 日、 モルシ派拠点への強制
排除が実行されたが、 政治的解決を目指していた暫定副大統領のエルバラダイ氏はこれに反
発、 14 日辞意を表明した （東京 8/16）。 モルシ派一掃作戦では全土で 500 人以上の死者、
2000 人以上の負傷者を出したという （読売 8/15 ほか）。 同日、 暫定政府は同胞団による報
復を恐れ、 令状なしに市民の身柄を拘束できる非常事態宣言を発令した （日経 8/15 ほか）。
＜同胞団の解散＞

8 月 17 日、 暫定政府はムスリム同胞団の解散を検討していると発表。 これにより同胞団の
活動は非合法化され、 活動が大きく制限されることになった （東京 8/18 ほか）。 また、 憲法
改正委員会は 20 日、 宗教組織に基づく政党の設立を禁ずる改憲案を出した （日経 8/27）。
これらの政策に対して同胞団側も反発を示すものの、 かつて数十万人の規模をみせたデモの
参加人数は、 全土で数千人規模でしかなく、 動員力の低下が顕著となった （日経 8/31）。
9 月 6 日、 暫定政府はムスリム同胞団の NGO 資格を取り消すと発表 （産経 9/7）、 23 日、
カイロの裁判所は同胞団の活動を全面的に禁止することを命じた。 命令は資金や資産の凍結
のほか、 慈善活動等も禁止の対象となっており、 これによりエジプトのムスリム同胞団は完全
に解体されることになった （東京 9/24）。
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エジプト軍とムスリム同胞団
エジプトで軍事クーデターが起きたのは 60 年ぶりのことで、 1952 年に自由将校団がファ
ルーク国王を追放し、 ナギブ将軍が初代大統領に就任したことに遡る。 以来、 2 代目のナ
セル大統領、 3 代目のサダト大統領、 4 代目のムバラク大統領と軍出身者が大統領職を歴
任してきた。 一方、 第 5 代大統領になったモルシ氏は同胞団を支持母体とし、 軍部と関係
をもたない。 そのためモルシ大統領は、 これまで権力を掌握してきた軍部の影響力を弱体
化するよう努めてきた。 たとえば、 これまで軍出身者が占有してきた主要自治体の知事職を
同胞団系へと変えたり、 エジプトの国内総生産 （GDP） の 3 割を占めるとされる軍関係企業
からの収税を強化するなどした （日経 7/14 ほか）。
しかし国民にとって軍は国難の救済者というイメージが根強い。 それは西欧支配からの脱
却を目指しアラブ民族主義を打ち出したナセル大統領の存在、 中東戦争の混乱のなかでも
国を堅守してきたという実績が高く評価されているためである （毎日 7/24 ほか）。 一方、 同
胞団は低所得者層を中心に支持を集め、 医療や福祉の面で人々に評価されてきた。 同胞
団は、 イスラム知識人やイスラム神秘主義者などといった宗教エリート層ではなく、 教師や労
働者を中心に結成されたもので、 大衆動員型の運動形態をとる。 教義的には政教一致のイ
スラム共同体への回帰を説くが、 あくまで過激な抗議活動に出るのではなく、 教育問題や労
働環境の改善など社会福祉を中心に運動してきた。 そのため穏健派イスラム原理主義とも呼
ばれている （東京 8/18 ほか）。
エジプト軍と同胞団は 20 世紀半ば以降、 互いにけん制し合う関係にあった。 ナセル大統
領時代、 ナセル政権と敵対関係になった同胞団は、 1954 年ナセル大統領暗殺未遂事件
を起こす。 これを機に同胞団は非合法化され徹底的に弾圧された。 続くサダト大統領時代、
政府の懐柔政策により同胞団との関係は改善されたが、 1981 年、 同胞団から分派した 「ジ
ハード団」 がサダト大統領を暗殺。 これが決定的な契機となり軍部と同胞団との関係は悪化、
ムバラク政権時代、 同胞団への弾圧は再び厳しくなった （日経 7/14 ほか）。 ムバラク政権
下において宗教政党は禁止されていたため、 同胞団は非合法化されていたが、 社会奉仕
活動を行うなかで草の根ネットワークを築き、事実上の最大野党として機能していた。 2010 年、
同団体の議会選挙のボイコットがエジプト政変に大きな影響を与え、 ムバラク政権崩壊を後
押しした。 しかし 2013 年 7 月、 モルシ大統領の失脚とともに同胞団は再び非合法的な地下
組織になった。
周辺地域および関係諸外国の反応
エジプトの 「クーデター」 に際し、 周辺のアラブ諸国の反応は、 軍部による 「クーデター」
を支持するグループと、 モルシ大統領および同胞団を支持するグループとに二分された。
軍による暫定政権を支持したのは、 サウジアラビア、 アラブ首長国連邦 （UAE）、 クウェート、
バーレーン、 ヨルダンなどで、 イスラム原理主義が国内で台頭することを恐れる王制国家な
どであった。 エジプトの外貨減少にあたって、 サウジアラビア、 UAE、 クウェートの 3 ヶ国は、
「クーデター」 直後に 120 億ドルの経済支援を表明。 エジプト軍の武力行使に対する欧米
諸国からの経済援助凍結といった脅しに対し、 サウジアラビアはエジプトを全面的に支援す
ることを明言し、 軍部の経済的な下支えと国際的な孤立を回避する行動を行った。 イスラエ
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ルもまた、 軍部を支持する態度をとっている。 これは同胞団が、 パレスチナのガザ自治区を
実効支配するイスラム原理主義 「ハマス」 と関係が深いことによるもので、 欧米各国へ軍と
暫定政府の批判を行わないよう呼びかけた （日経 8/21 ほか）。
一方、 同胞団を支持するグループは、 カタール、 トルコ、 チュニジアといった国々で、 同
胞団に同情的な態度を示している。 とりわけカタールは、 衛星テレビ局アルジャジーラの放
送を通して、 モルシ大統領寄りの報道をし続けてきた。 同放送局は 1996 年の開局以来、 ア
ラブ諸国の権力構造を変革しようと試みてきた経緯があり、 「アラブの春」 およびムバラク政
権の崩壊にあたっては、 同放送局が育成してきた 「市民ジャーナリスト」 が大きく貢献してい
たという自負をもっている （朝日 7/4）。 しかし、 「クーデター」 以降、 アルジャジーラへの報
道規制は厳しいものになった。 7 月 3 日、 軍部はアルジャジーラのエジプト専門放送局を制
圧、 7 日にはアルジャジーラ、 カイロ支局長を 「無許可取材」 などの容疑で逮捕した。 この
ような状況下でモルシ派の 「市民ジャーナリスト」 は同放送局へ反暫定政権運動の様子を配
信し続けてきたが （朝日 8/9）、 9 月 3 日、 裁判所はアルジャジーラのエジプト専門チャンネ
ルの放送禁止と閉鎖を命じた （毎日 9/4）。
米国や EU もエジプトの政変にあたってその対応が求められた。 米国はアラブ諸国のなか
でエジプトともっとも関係が深く、 軍との良好な関係を維持するため 「クーデター」 を事実上
容認し、 暫定政権を下支えする立場をとった （毎日 7/18）。 EU は支援凍結を外交カードと
して暫定政府とモルシ派との対話を進め、 両者の仲介役を担ってきたが、 8 月 7 日、 暫定
政府はモルシ派との対話交渉の終了を宣言、 外交交渉は失敗に終わり、 結果として同胞団
一掃作戦が行われることになった （赤旗 8/9）。

「クーデター」 の背後に垣間見える民意
同胞団は果たして民衆に支持されていたのだろうか？民間調査機関であるバシーラ ・ セン
ターの 7 月 20、21 日の調査によれば、「クーデター」 に対する同胞団の抗議活動に対し、「共
感できない」 という回答が 71％、 「共感できる」 という回答が約 20％を占めた （毎日 7/24）。
同胞団側は 「クーデター」 以降、 モルシ政権が選挙で選ばれた 「正当」 なものであること
を主張するが、 同胞団の全国の支持率は 2 割程度とされ、 決して多数派であるわけではない。
モルシ氏が大統領に選ばれたのは、 2012 年の大統領選の決選投票にて、 世俗 ・ リベラル ・
左翼といった諸勢力が、 かつてムバラク政権の首相であったシャフィク候補の反対に回った
ためだと目されている （日経 8/18）。 そのため、 イスラム色を前面に出し、 強権的な政治体
制を築こうとしたモルシ大統領に対し反発が強まった。
モルシ大統領は、 同胞団の教義通りイスラム色を強くし、 政教一致の政治体制を目指したが、
結果としてそれを支持する同胞団側と、 支持しない世俗派 ・ リベラル派 ・ キリスト教徒などと
の対立を鮮明にした。 なかでも人口の 1 割を占めるとされるコプト教への攻撃は激しく、 15 ヶ
所以上の教会が襲撃された （クリスチャン 8/25）。 7 月 3 日、 シシ国防相は国営テレビを通
してモルシ大統領の退陣を発表したが、 その横にコプト教皇タワドロス 2 世が同席していたこ
とが同胞団側の強い反発を招いた （産経 8/19）。 一方で、 同胞団と関係がないイスラム教
徒も国を二分する政治状況に巻き込まれることになった。 全身を覆い隠す 「ニカブ」 と呼ば
れるイスラム女性用の衣装を身にまとうと、 同胞団と何も関係ないにもかかわらず、 同胞団支
持者だと見られ嫌がらせを受けるという （毎日 7/12）。 ムバラク政権時代には、 政治と宗教
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が明確に分けられていたが、 モルシ大統領就任以降、 同胞団以外のイスラム宗派と非イスラ
ム教徒との関係も悪化するようになり、 政治不安に陥った （毎日 7/12）。 混乱の原因は当初
イスラム教徒と世俗派の対立と見られていたが、 次第に同胞団と反同胞団の対立へと移行し
ていき、このような状況下で起きた軍の 「クーデター」 は広く民衆に支持されることになった （日
経 8/18 ほか）。

おわりに
エジプト軍の 「クーデター」 によってなされたモルシ大統領の退陣、 同胞団の解体は、 一
方で 「正当」 な手続きを経ないで行われた政権交代であったが、 他方で 「クーデター」 は
多くのエジプト国民に支持された政治介入でもあった。 「アラブの春」 によって誕生したモル
シ政権は、 軍部による長期独裁政権からの脱却、 民衆の代表としての役割が期待されてきた。
しかし、 ふたを開けてみると司法を無視した強権的な政権運営、 イスラム色の強い政治判断、
偏りのある経済政策が明るみになり、 就任 1 年を待たずして全土で大規模な反対運動が起
こるようになった。 モルシ政権の支持母体となった同胞団と軍との確執は前述のとおりである
が、 これまで何度も繰り返されてきたように、 同胞団は再び弾圧の対象となり、 事実上の地
下組織となった （東京 9/24）。 同胞団はイスラム復興系組織のなかでも穏健派とされ、 7 月
1 日からの反暫定政権デモにおいても子供や女性を含むなど、 弱者からの視点による非暴
力的活動が目立った （東京 8/13 ほか）。
しかし、 9 月に入り同胞団がみるみる弱体化し、 活動そのものが禁止されると、 運動の実
態は完全にみえなくなった。 9 月 5 日、 同胞団の強制排除を指揮したイブラヒミ内相を狙っ
た爆発事件が同胞団の拠点付近で起こった。 反暫定政府側による爆破テロとみられている
が、 同胞団はこのテロへの関与を否定、 暴力行為を非難している （朝日 9/6）。 しかし軍と
同胞団の歴史的経緯でみたとおり、 ナセル大統領は同胞団に銃撃され、 サダト大統領は同
胞団の分派組織に暗殺され、 ムバラク大統領は同胞団の抗議デモによって退陣したという過
去がある。 地下組織化した同胞団の動向を今後も注視していく必要があるだろう。
［文責 ： 小林宏至］
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