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はじめに 

 5 月 16 日にクウェイト総選挙が行なわれ、即日開票の結果初の女性議員 4 人を含む 50 人の議

員が選出された。20 日にはサバーハ首長がナーセル前首相を再度首相に指名し、29 日、ナーセ

ルを含む 16 名からなる内閣が発足した（注、クウェイトでは憲法上、首相の指名権は首長にある）。

そして 31 日には首長が臨席して第 13 回議会が開催されたのである。 

 

 ここ数年、クウェイトでは議会と政府が事あるごとに対立し、2006 年初めにサバーハ現首長が

即位して以来わずか 3 年の間に 3 回の総選挙が行なわれ、ナーセル内閣にいたっては今回で改造

は 6 目である。国会は毎年解散と総選挙を繰り返し、内閣は１年も持たないという異常事態が続

いている。 

 

 今回の総選挙では女性議員 4 名が誕生する一方、スンニ派勢力は退潮するなどの変化も見られ

たが、反政府系議員が多数を占める構図に大きな変化は無く、また内閣も枢要ポストは相変わら

ずサバーハ家王族が独占するなど新味に欠けるものであった。このため識者の多くは国政の混乱

は当分収まらないと見ている。本稿では国会と内閣それぞれの新陣容を概観し、今後の政局の行

方を推察する。 

 

選挙方法の改善について 

 1963 年の第 1 回議会以来 13 回目となる今回の総選挙は定員 50 名に対し 211 人が立候補して

争われた。前々回の 2006 年 6 月の選挙で初めて女性に参政権が与えられ、また昨年 5 月の前回

選挙では定数 50 名は据え置き、選挙区の数をそれまでの 25 区(定員 2 名)から 5 区(定員 10 名)に

集約、投票は 4 名連記制となった１。過去 2 回の選挙では 30 人近い女性候補者が立候補したもの

の全員落選の憂き目を見ている。 

 

http://members3.jcom.home.ne.jp/3632asdm/index.html
http://members3.jcom.home.ne.jp/3632asdm/Kuwait.html


2/6 

 クウェイトは他の中東諸国同様イスラム宗教勢力が強く、しかも人口の３５％をシーア派が占

めており、同時にアラブ特有の部族意識が色濃く残っている。人口の 6 割以上を占める出稼ぎ外

国人労働者には選挙権が無く、クウェイト人の成人に限られているため、有権者数は男女合わせ

ても 40 万人足らずである。 

 

 このような状況で前々回までは選挙区が２５もあったため、1 選挙区あたりの平均有権者数は 1

万 5 千人程度であった。各選挙区の立候補者数は定員の 5 倍前後のため、単純に計算すれば当選

圏は３千票以上となる(女性参政権が付与される以前はさらにその半分程度)。国政選挙とは言え日

本の感覚では市町村レベルのミニ選挙とでも言うべきものである。このようにわずかな得票で当

選可能であるため、当然のことながら宗派或いは部族による選挙活動が幅を利かせ、彼らはそれ

ぞれのセクトで事前に立候補調整を行い、また候補者による票の買収も半ば公然と横行していた。

こうして彼らはリベラル候補や女性候補の選挙運動を陰に陽に妨害したのである。 

 

 サバーハ首長家とその内閣はこれら宗派や部族出身の国会議員に長い間苦汁を飲まされ続けて

おり、特に最近では彼らが首相及び大臣に対する弾劾決議を頻発するため国政が麻痺すると言う

現象が恒常化している。このため前回からは部族に有利な細切れの選挙区を改めて 5 つの選挙区

に集約、また今回は宗派・部族勢力の強い反対を押し切って立候補の事前調整に厳しい姿勢で臨

んだ。政府はこれによって尐しでもリベラル派や女性の政界進出を促そうとしたのである。彼ら

が直ちに親政府(親サバーハ)勢力と言うわけではないが、彼らの進出によって相対的に宗派・部族

の反政府勢力の勢いが削がれることを政府は期待したのである。 

 

総選挙の結果について 

 

 今回の選挙は政府と議会の果てしない対立にうんざりした有権者が変革を求めた結果であるが、

上述の政府の方策が功を奏した面もあり、これまでとは尐し違う結果となった。その中で内外の

メディアが大きく取り上げたのは女性議員 4 人の誕生である。これによってクウェイトに新しい

風が吹くことを期待する論調が多く見られる。 

 

選挙結果をさらに詳細に分析するとスンニ派イスラム主義者が壊滅的な打撃を受け、一方シー
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ア派が勢力を伸ばしており宗教勢力内部に大きな構造変化の兆しが見える。イスラム・サラーフ

同盟(Islamic Salaf Alliance, ISF)は 4 議席から 2 議席に半減、ムスリム同胞団の政治組織 Islamic 

Constitutional Movement(ICM)はこれまでの 3 議席がわずか 1 議席獲得にとどまった。スンニ派

イスラム主義とそれに同調する部族勢力の勢力はこれまでの 21 議席から 11 議席に激減したので

ある。これに対しシーア派勢力は 5 議席から 9 議席に躍進している。 

 

一方前回わずか 1 議席であったリベラル勢力は 8 議席を獲得した。女性当選者 4 名のうちの 3

名もリベラル派である。リベラル派の内訳としては Popular Action Block が 3 議席を獲得してい

る。部族勢力はほぼ現状維持の 25 名であり、内訳は Awazem 族 6 名、Mutairi 族 5 名、Rasheedi

族 4 名、Ajmans 族、Enezi 族各 3 名、Oteibi 族 2 名、Hajeri 族、Dossari 族各 1 名となってい

る２(注、部族、宗教、政治的信条が重複しているため、上記合計数は定員の 50 名を超える)。 

 

  このような勢力分布が今後のクウェイトの政局にもたらす影響は、29 日に成立した第 6 次ナー

セル内閣の陣容とも深く関係し、31 日に始まった第 13 回国民議会における政府と議会の攻防を

見届ける必要がある。ただ多くの専門家はかなり冷めた見方をしており、クウェイトの政局混乱

が当分続くとする見解が多いのが事実である。 

 

 

３．第 6 次ナーセル内閣 

 

 総選挙の 4 日後、サバーハ首長はナーセル前首相を再び首相に指名した。クウェイトでは首相

の指名権は首長が握っている。サバーハ首長の甥に当るナーセル３は 2006 年に当時のサバーハ首

相が首長に即位したとき、首相に指名されて以来クウェイト内閣を率いてきた。しかしその足取

りは平坦なものではなく、2006 年以降わずか 3 年の間に 5 回の改造を行なっており、今回は実に

6 回目である。第 5 次内閣は昨年５月に発足したが、数ヵ月後には急先鋒の反政府国会議員がサ

バーハ首相問責決議の提出をちらつかせる事態となった。首長、皇太子に次ぐサバーハ家 No.３

の自分に対する弾劾に嫌気の差したナーセル首相は 11 月には首長に辞表を提出した。 

 

 当時リーマンショックによる世界金融危機は石油で潤うクウェイトにも波及、銀行への資金注

入という緊急課題を抱えていたため、首長は辞表を受理しなかった。しかしその後も政局は混迷

を極めたため、首長はついに国会解散に踏み切り、その後に首相の辞表を受理したのである。こ

れによってナーセル首相の面子は保たれた。新内閣は総選挙後に開かれる最初の議会までに発足

させなければならないという規定に基づき、首長は選挙による勢力分布が判明した直後、新首相
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の選定にとりかかった。 

 

 11 月にナーセル首相が辞表を提出し、今回続投を受け入れるまでの 5 ヶ月間、巷では新首相に

ナーセル以外の王族が指名されるに違いないとの観測が専らであった。その最右翼としてナワー

フ皇太子の名前が挙げられたが４、これはある意味で当然のことと言える。何故なら 1990 年代末

までクウェイトでは慣例的に皇太子が首相を務めていたからである。先代のサード首長も皇太子

時代に首相を務めたが、病床に伏したためサバーハ(現首長)が首相に就いて以来、現在のような形

になったのである。 

 

 真相は不明であるがナワーフ皇太子は首相就任を嫌ったようである。現在のように国会の糾弾

でサバーハ家が矢面に立たされる状況下では、首相ポストは損な役回りでしかないから当然のこ

とかもしれない。サバーハ一族内で誰も引き受け手の無いまま、結局ナーセルが続投するしか方

策はなかったと思われる。 

 

 首長の要請を渋々受けたナーセルは組閣に着手した。と言っても議会を納得させ、或いは議会

と協調することのできる内閣を作ることなど無理な相談である。議会の反政府勢力を閣内に取り

込み、重要ポストを与えることはサバーハ家の自殺行為以外のなにものでもないからである。5

月 29 日に成立した第 6 次ナーセル内閣はサバーハ家王族が引き続き主要閣僚ポストを独占し、シ

ーア派から 2 名のほか国会議員 1 名及び女性 1 名を登用するなど、従来と代わり映えのしない閣

僚構成となった５。 

 

 新内閣の王族閣僚は首相以下、第一副首相兼国防相、副首相兼外相、経済担当副首相兼住宅・

開発国務相、内相及び石油相兼情報相の 6 名であり、そのうち 5 名は留任である。唯一の新任は

かつて石油相を務めたことのあるアハマド・ビン・ファハド・アル・サバーハ経済担当副首相兼

住宅・開発担当相であるが、彼を再起用し、しかも副首相ポストを与えたことは非常に興味深い。 

 

 アハマド新副首相は 2005 年から 2006 年にかけてエネルギー相として活躍、その間に OPEC

議長も務めている(OPEC 議長は加盟国持ち回りで任期 1 年)。彼の父親のファハドは 1990 年イラ

クのクウェイト侵攻の際、彼以外の全てのサバーハ家王族が慌てふためいて隣国サウジアラビア

に遁走したとき、国内にとどまりイラクとの戦闘で戦死した唯一の王族である。そのため息子の

アハマドは一族の中でも特別な存在として、若くして石油相に起用されたようである。しかし彼

も国会による弾劾の洗礼を受け、名誉を重んじ 2006 年に自ら辞任した。 

 

 彼は OPEC 議長の時代に中国を訪問するなど派手なパフォーマンスを行なった実績がある。当

時のニュースを読むと、彼の行動はサウジアラビアのナイミ石油相など OPEC ベテランの意向を

反映したものではなく、OPEC メンバーの中ではかなり浮き上がった存在だったと推測される。

これは善意に解釈すれば旧弊にとらわれない行動力に富む若さと見ることができるが、一方では

権力欲に駆られた野心家とも見えるのである。 

 

 このようなアハマドを経済担当の副首相に起用したのは何故であろうか。サバーハ首長或いは

ナーセル首相がアハマドの行動力に期待したとも考えられるが、一方では野心家のアハマドがサ

バーハ家のリーダーになる足がかりとして再びのし上がってきた、とも受け取れる。彼の台頭は

今後のサバーハ家の動向、あるいは政府と議会との関係、さらには停滞しているクウェイトその
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ものを大きく変える可能性を秘めているのかもしれない。それがクウェイトの再興につながるか、

それとも長期の泥沼がさらに続くのか、今のところ誰にもわからない。 

 

４．前途多難を予感させる第１３回国会幕開け 

 ５月３１日、第１３回クウェイト国会が開かれた。はじめてクウェイトで国会が開かれたのは

１９６３年のことである。第１回から第３回までは４年の任期満了による選挙が行なわれたが、

第４回では議会と政府が衝突し、ジャービル首長(当時)が首長権限で議会を解散し、以後議会は４

年半停止された。１９８１年に議会が再開されたものの、イランのシーア派イスラム革命および

それに続くイラン･イラク戦争により国内は騒然とした状態となり、議会と政府の対立が激化した

結果、ジャービル首長は１９８６年に再び議会を解散したのである。この解散は湾岸戦争が終結

する１９９２年までほぼ６年間続いた。 

 

 このように国会の長期解散は２回計１０年強に及んでおり、過去１２回の議会のうち４年間の

任期を全うしたのは半分の６回に過ぎない。しかも２００６年以降の直近の３回の国会の会期は、

第１０回が２年１０ヶ月、第１１回が１年９ヶ月、第１２回が１年、と毎回短くなっている。２

００３年のイラク解放戦争以後、湾岸地域にはさしたる紛争も無くクウェイトの外交関係は平穏

であり、また原油価格の急騰により同国には膨大なオイルマネーが流入、経済も順風満帄であっ

た。つまりその間クウェイトには内憂外患が全く無かったのである。 

 

 それにもかかわらず政府と議会の対立はますます先鋭化し、３回の議会解散と６回の内閣改造

（前回参照）を引き起こしている。政府と議会が対立する原因を一言で言うならば、それはサバ

ーハ首長家が政府権力の独占に固執しており、一方国会は普通選挙により宗教および部族出身者

が反政府勢力として幅を利かせ、ことあるごとに政府に楯突いているからである。つまり政府＝

サバーハ家と国会＝反サバーハ勢力という対立の図式が定着しているのである。 

 

 ５月３１日の国会開会式では恒例によりサバーハ首長が冒頭演説を行なった。首長はその中で

議会と政府の協力を呼びかけ、「既に議論はし尽くされた。蒸し返しは辞めようではないか」と呼

びかけた。そのとき数人の国会議員は憤然として席を立ち議場を出て行った。首長が関係者を諭

した言葉は間違っていない。しかし問題は議員の多くにとって、首長自身こそが議会の敵対勢力

サバーハ家の頭目なのである。議員たちにとっては、そのようなことを首長の口から聞きたくな

い、と言うのが真情なのであろう。 

 

 そしてもう一つ前途多難を予感させる議員退場問題があった。それは新たに誕生した女性議員

の服装問題である。素顔で現われた彼女たちに対し、一部の超保守的宗教派議員がスカーフをか

ぶらない女性議員とは同席できないと強硬に主張し、結局彼らは退場したのである。これについ

てはさすがに殆どの議員が疑問を呈したが、宗教的信条にかかわる問題だけにその解決は政府と

議会の対立以上に難しい問題とも言えよう。 

 

５．クウェイトの将来 

 国会の反政府勢力はシーア派、スンニ派などの宗教勢力、そして部族勢力など多くに分かれ、

烏合の衆ではあるが、政府の失政を追及する点で彼らは一致団結する。クウェイトの国会には立

法権がないため、国会議員は国政に対して殆ど無力である。従って彼らは結局出身母体あるいは

支持者に対するネポティズム（縁故主義）の利益誘導に走るか、一般受けを狙ったポピュリスト(人
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気取り)的で内容の乏しいスローガンを連発するだけである。さもなくば彼らは誰もが正面切って

反論できないナショナリズムや宗教規範を持ち出して政府や外国を牽制し、時にはリベラリスト

や女性の進出を妨害するのである。 

 

 その影響は国内にとどまらず、海外にも波紋が広がっている。例えば外国企業とのビジネスを

例にとれば、ごく最近米国ダウ社との１７０億ドルの石油化学合弁事業計画が白紙撤回され、ま

た日本の日揮が関与している１５０億ドルの大型製油所建設工事も発注内示が取り消される事態

になった。これによってクウェイトに対する世界の民間企業の信頼感は大きく失墜した。アブダ

ビ、カタール、サウジアラビアなどオイルマネーが潤沢な国のプロジェクトを狙って世界企業が

しのぎを削る中で、クウェイトはもはや先進国から相手にされなくなりつつあると言えよう。 

 

 先に同国は外交的及び経済的に問題がないと書いたが、実は裏を返せば議会と政府はだからこ

そ小田原評定に明け暮れている、と言えるのである。もし差し迫った国家的難問がたちはだかり、

国民一体となって取り組まなければならない緊急事態であれば、議会と政府は何らかの妥協点を

見出し一体となって問題解決に乗り出すに違いない。しかし現在のところ国政が停滞してもオイ

ルマネーのおかげで国民は誰一人飢えることもなく、春風駘蕩の生活を過ごしている。 

 

クウェイトは豊かなるが故に混乱から抜け出す能力を喪失しているのである。この国は国家も

国民も１９７０年代のオイルショックの時代からずっと苦労知らずに過ごしてきた。唯一の例外

は１９９０年初頭のイラク占領と湾岸戦争による国土の荒廃であろうが、それとて石油の富によ

り見事なまでに傷跡は塞がれた。オイルマネーの威力が続く限り（それは今後も当分続くことは

間違いないであろうが）、クウェイトが自己改革することは難しそうである。 

 

以上 

 

本稿に関するコメント、ご意見をお聞かせください。 

 前田 高行 〒183-0027 東京都府中市本町 2-31-13-601 

   Tel/Fax; 042-360-1284, 携帯; 090-9157-3642 

   E-mail; maedat@r6.dion.ne.jp 

 

                                                   
１ Kuwait Times on 09/05/09, ’14 former MPs bow out of election race’ 
２ Kuwait Times on 09/05/19, ‘Women break Assembly barrier’ 
３ ブログ「中東と石油」の「サバーハ家々系図 ジャービル系とサリーム系」参照。

http://menadatabase.hp.infoseek.co.jp/3-2%20kuwaitsabah.htm 
４ MEED on 20-26 March 2009 参照。 
５ ブログ「中東と石油」の「第 6 次ナーセル内閣閣僚名簿」参照。

http://menadatabase.hp.infoseek.co.jp/4-2kuwaitcabinet.htm 
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