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(要旨) 

 １月１５日に死亡したジャービル第１３代首長の後継者をめぐって、サバーハ家の二大家系、

ジャービル系とサリーム系の間で内紛が発生した。サリーム系のサード皇太子は病気のため、

２００３年には兼務していた首相の座をジャービル系のサバーハに譲ったが、その後も病状は

悪化し首長職務を遂行することが不可能なことは明らかであった。両派の妥協策も探られたが、

結局サードを廃位してサバーハを新首長とする国会決議がなされた。 

サバーハ新首長は皇太子に義弟ナワーフ、首相に甥のナーセルといずれも自派の王族を指

名、これによりサバーハ一族内でのジャービル系の覇権が確立した。クウェートの首長は第７代

ムバラク大首長の直系男子王族と決められているが、今や継承権を有する王族の数は多数に

のぼる。このためサバーハ首長は新たな、そして誰の目にもわかりやすい承継ルールを打ち立
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てるとともに、ルールの対象外となる王族には経済的自立を促す必要がある。しかし経済規模

の小さいクウェートでは、王族の自立は一般クウェート国民の雇用機会や民業を圧迫すると言

う問題も惹起する。 

ナーセル新内閣の閣僚は１６名であるが、大半の閣僚は留任であり前サバーハ内閣の政策

の継続性が確認された。なお王族閣僚は６名で人数としては従来とほぼ同様であるが、ここで

もジャービル系のヘゲモニーが確立している。歴代の内閣は議会からの不信任決議を受けて

度々内閣改造を行い、或いは逆に議会解散を断行するなど、内閣と議会は対立してきた。その

原因は国会の多数が非サバーハ系議員で占められているためである。しかし女性の参政権が

認められないなど有権者が尐ない一方、選挙区が細分化されているため、議員の多くは特定

の部族、宗派、地域の利益代表である。このため国会自身も混迷する傾向がある。 

クウェートは湾岸諸国で最も民主主義が発達しているといわれる。しかし実態は伝統的なア

ラブの「マジュリス」に英国型民主主義を接ぎ木したものである。サバーハ家は有力商人の互選

により首長家となったものであり、そのことが民主主義の歴史の根底にあり、それ故にサバー

ハ家は国内で強い支配権を発揮できない理由とも考えられる。 

君主制が成立し世襲化していく過程には Legend(伝説)と Legitimacy(正統性)があると考えら

れる。クウェート以外のＧＣＣ諸国は武力で政権を樹立し、そこに Legend(建国伝説)を作り上げ

た。またサウジアラビアのサウド家はイスラム教を Legitimacy（権威の正統性）に利用している。

しかしクウェートのサバーハ家の Legend, Legitimacy は希薄であり権力基盤が脆弱である。 

昨年５月に女性参政権が認められ、また現在は選挙区の見直しが検討中である。これにより

来年予定されている総選挙はクウェートの民主化の転換点になることが考えられる。１９９１年

の湾岸戦争以後、クウェートの経済活動は長期低迷状態にあり、これに伴い汚職・麻薬などの

社会事件が多発している。低迷を脱しサバーハ家の威信を回復するために、サバーハ首長、ナ

ワーフ皇太子及びナーセル首相の手腕が期待される。 

 

 

１． 新首長選出の経緯―サバーハ家内部の覇権争い 

 本年 1 月 15 日、クウェート第１３代首長ジャービル・アル･アハマド･アル・サバーハが７９歳で

死亡した。彼は心臓病で入退院を繰り返し、９０年代の半ばからは首長としての職務を果たすこ

とができず、当時首相兼務であったサード・アル・アブダッラー・アル・サバーハ皇太子が職務の

多くを代行した。しかしその皇太子自身も数年前から病床に伏し、病状はジャービル首長よりも

悪く、最近では国民の前に姿をあらわすことすら無いほどの重態であった。 

 このため２００３年には首相ポストは、サード皇太子からジャービル首長の義弟サバーハ・ア

ル・アハマド・アル・サバーハ（現首長）に交替した、爾来、サバーハ首相がクウェートの実質的

な最高責任者として国政を取り仕切ってきた。 

 １９９０年代のクウェートは、湾岸戦争の傷が癒えない上、国家の歳入の柱となる原油価格が

低迷、さらに首長と皇太子というトップ二人の執務不能の状態が続いたため、同国の政治、経

済は長期にわたり停滞した１。ただクウェートには多額の在外資産があり、また２０００年以降は

原油価格の急騰により財政が大幅に好転したため、同国の経済が危機に瀕する様相は無かっ
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た。しかしながらそれ故にサバーハ家、行政府、立法府及び経済界には危機感が乏しく、好調

な財政事情がむしろ停滞からの脱却を遅らせたとすら言えるほどであり、国民にはぬるま湯的

な満足感と同時に閉塞感が漂っていた。 

 クウェートの首長は承継法により第七代ムバラク首長の直系男子と決められている。ムバラク

首長には４人の子息がいたが、長男のジャービルが第八代首長、次男のサリームは第九代首

長となり、その後二人の子孫が交互に首長位を継承した（添付家系図参照）。二つの家系はジ

ャービル系及びサリーム系と呼ばれ、一方の王族が首長になったときは他方の王族を皇太子

に指名することが慣例となっていた。ジャービル系の第１３代ジャービル首長に対し、サード皇

太子がサリーム系であるのはそのような理由からであった。 

 従ってジャービルが亡くなれば、サード皇太子が新首長に即位し、新皇太子としてはジャービ

ル系、今回の場合はサバーハ首相が指名されることはサバーハ家のみならず一般国民も当然

のこととみなしていた。サード皇太子が健康であればこのような承継ルールは問題なかったの

である。しかし実際にはサードの健康状態は極度に悪化しており、元首としての職責を果たせ

ないことは誰の目にも明らかであった。 

 それでもサードとその一族のサリーム系王族は、承継ルールを盾にサード新首長の体制に固

執した。首長は療養に専念し皇太子或いは首相が職務を代行すれば良い、と言うのがサリー

ム系の主張である。そこにはジャービル系の皇太子に対し、自派の王族を首相に据えて勢力の

均衡を図ろうとする意図があったと考えられる。こうしてサードはジャービルの死後直ちに第１４

代首長を名乗ったのである２。 

 しかし執務不能なことが明らかなサードを新首長とすることには国民の中にも大きな懸念があ

った３。そのためサバーハ首相は自らが首長となるためにサバーハ家の多数派工作を開始した。

因みに承継法には特例として、首長が執務を継続できない特別な理由があったときは、首相が

国会に対してその理由を明らかにして首長を廃位し別の王族を首長に推戴できる、との規定が

ある４。 

 サバーハ首相はこの規定に従い、国会に対してサード首長の廃位を提案しようとしたのであ

る。しかし国会に推戴する新首長がジャービル系の首相自身であることが問題を複雑にした。

多数派工作ではサバーハの首長擁立が決定的となったが、そこに両派の調停役を買って出た

のが一族の最長老サリーム国家警備隊司令官である。サリームは両派の対立が将来サバー

ハ家のしこりとして残ることを恐れたが、何よりも内紛が国会の場に持ち出されることを一族の

恥と感じたのであろう。誇り高いアラブ人としては当然のことかもしれない。彼はサードが自ら退

位を申し出てサバーハを新首長に推薦する書類を国会に提出することで、首長廃位という最悪

のシナリオだけは避けると言う妥協案を示した。その時彼は皇太子候補のリストを提示し、皇太

子の指名は拙速を避けるべきである、と助言したと言われる５。 

長老のサリームはサードの従兄弟、即ちサリーム系である。彼の提案にはジャービル系とサ

リーム系の対立を避けつつ、サリーム系にも将来の道を残す意図があったと思われる。アラブ

では一族の長老の発言は重く、サバーハ首相もサリームの意向を汲み、既に決めていた国会

召集の時間を遅らせてサード自身による退位表明の書簡が届くのを待ったのである。 

 しかし書簡は期限までに提出されなかった。サードの子息ファハドが最後まで退位に反対した
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ためである。長老のサリームの懸命の説得により漸く書簡が国会に届いた時には既にサードの

廃位とサバーハの新首長即位が国会で決議されたあとだった６。 

 今回の新首長選任に至る一連の経緯と意思決定プロセスは部外者から見ると極めてわかり

にくく不透明である。それはサバーハ家の一族内の閉鎖的な意思決定システムと、国会決議と

言う民主主義的な意思決定システムが混在したためである。長老サリームによる調停はアラブ

民族の伝統的な意思決定方法であくまでも一族内での意思決定プロセスであるため、そもそも

近代民主制国家の意思決定プロセスとは異なるものなのである。 

 

２． サバーハ家内部の勢力変化 

 こうしてサード第１４代首長は在位わずか１０日間で廃位させられ、サバーハが国会で第１５

代首長に選ばれた。サバーハ新首長は直ちに義弟のナワーフを皇太子に、また甥のナーセル

を首相にそれぞれ指名した７。皇太子指名には１年間の猶予期間があり、また長老のサリーム

からは拙速をいましめられていた。さらに指名したナワーフ及びナーセルはいずれも同じジャー

ビル系である。それでもあえてサバーハ新首長が皇太子及び首相に同じジャービル系を起用し

た意図はどこにあるのだろうか。 

今回の一連の結果によりサバーハ家内部でジャービル系が覇権を握り、またジャービル系の

中ではサバーハ新首長のイニシアティブが確立したと言える。新首長は首相時代から決断が早

いといわれてきた。彼はサバーハ家或いはクウェートの将来を見据えて今回の決断をしたもの

と思われる。ジャービル系とサリーム系の均衡人事はこれまで百年近く続けられてきた。しかし

現在ではムバラク大首長の男系子孫すなわち首長継承権を有する王族の数は数え切れない

ほどに増えている。従ってこれまでのようなジャービル系とサリーム系が交互に首長に即位する

方式は現実に適合しなくなっていると言える。またサバーハ新首長は前首長の時代に国政の

停滞を実感させられ、首相として最も苦労しまた頭を痛めたと思われる。彼はそのために敢えて

継承権をジャービル系統に絞り、また首相には一世代若いナーセルを起用したのであろう。 

サバーハ家内部の今後の権力闘争や覇権争いを抑えるためには、サバーハ首長は新たな、

そして誰の目にもわかりやすい継承ルールを打ち立てる必要があろう。勿論継承ルールの変更

は王族全員の利害に直接結びつき抵抗が大きい。絞り込まれた継承ルールから外れる王族に

とっては、支給される各種の王族費（その詳細は外部からは全くうかがいしれないが）、或いは

有利な官職などの特権を失うことであり死活問題と言えなくも無い。しかしクウェートの財政が

石油収入で潤っているからと言え、あまたの数の王族の生活費用を補填し続けることは非現実

的であり、一般国民も納得しないであろう。従って今後は継承権を有する王族に対しても自立を

促すことになろう。ただ公職についてはクウェート人の８６％が公務員と既に飽和状態にあり８、

また民間経済の規模が小さく今後も大きな発展が望めない。王族の自立は公職･官職に対する

猟官運動或いは政府事業に寄生する企業を設立するといった方向に結びつきやすい。これは

一般国民特に若年層の就職の機会を奪い、既存の民間企業を圧迫するものである。 

 

３． ナーセル首相の新内閣と国民議会の関係 

 ２月７日にサバーハ首長から首相に指名されたナーセル･アル･ムハンマド･アル・サバーハは
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２日後の９日に組閣を終えた９。ナーセル新首相はサバーハ首長の義兄ムハンマド元国防相（１

９７５年死亡）の次男であり、従って首長の甥にあたる。彼は英国に留学、卒業後はイラン及び

アフガニスタン大使を勤めるなど外交経験が長かったが、１９８５年には情報相に就任、首相指

名直前までは叔父の故ジャービル首長のもとで首長府の長官を務めていた。議会やマスコミな

どの表舞台に出ることは尐なかったようであるが、職責柄、政官界との人脈は広いと推測され

る。サバーハ首長が彼を首相に抜擢したのもそのような理由からであろう。 

 ナーセル首相を含め閣僚の人数は１６名であるが、殆どはサバーハ前内閣から留任し新任は

５名だけである。このため新内閣の政策に大きな変化はないだろうと受けとめられている。首長

の座をめぐりサバーハ家の内紛が表面化しただけに、サバーハ首長、ナーセル首相はともに政

策の継続性に最重点を置き、混乱を最小限に抑えようとしたと考えられる。１６名の閣僚のうち

サバーハ家王族はナーセル首相、ジャービル第一副首相兼内相兼国防相、モハンマド副首相

兼外相、アハマド・アル・アブダッラー保健相、アハマド・アル・ファハドエネルギー相及びアリ社

会・労働相の６名を数える。 

 王族閣僚の人数は歴代内閣とほぼ同数で、また内相、国防相、外相、エネルギー相などの重

要ポストをサバーハ家が独占していることもこれまでと同じである。王族閣僚６名のうち首相を

含む３名はジャービル系であり、サリーム系はモハンマド副首相兼外相の１名のみである。首相

に次ぐナンバー２のジャービル第一副首相はムバラク大首長の四男、ハマドの系統であり、ジャ

ービル系、サリーム系とは距離をおいた関係にある。このように見ると新内閣はサリーム色が

薄まり、ジャービル系のヘゲモニーが確立したと考えられる(添付家系図参照)。 

 このように勢力的に安定し実務型の内閣が形成されたが、議会との関係はどうであろうか。こ

れまでを振り返るとクウェートの内閣と議会の関係は対立の歴史であった。クウェートの議院内

閣制は１９６１年の独立に始まるが、当初から内閣と議会は対立した。議会は内閣に不信任案

決議を度々突きつけ、このためこれまでに行われた内閣改造は実に２０回を超える。一方の内

閣も不信任決議に対して議会解散を断行、１９７６年から８０年まで及び１９８６年から９２年まで

の二度にわたり国民議会が長期間停止されるという事態すらあった。ことに皇太子兼首相であ

ったサードの在任中は１１度の内閣改造が行われている。サードが健康を害した理由の一つに、

この議会との軋轢があったことは間違いないであろう。 

 内閣と議会の対立とは、換言すればサバーハ家と非サバーハ家の対立でもある。議会に当

選した議員にはサバーハ家の後押しを受けた親サバーハ派もいたが、圧倒的多数は部族或い

は宗派に擁立された非サバーハ系議員たちであった。クウェートは湾岸諸国の中で最も民主主

義が発達し、内閣と議会の対立も民主主義の健全さの表れであるとする見解もある。他のＧＣ

Ｃ諸国の諮問評議会が、為政者の政策を追認する翼賛議会であるケースが多いため、この見

解にも一理がある。しかし実態としてのクウェート議会は、アラブ社会の伝統的な合議体である

「マジュリス」に旧宗主国である英国流議会制民主主義が接ぎ木されたに過ぎないと言えよう。

選挙権が非常に限定された結果、議員が部族或いは宗派の利益代表者に絞られ、このため内

閣と議会の対立はサバーハ家と非サバーハ家の対立の形をとり、容易に妥協が成立しないま

ま内閣改造と議会解散を繰り返してきたと考えられるのである。 

 クウェートの選挙権は、１９２０年以前からクウェートに居住している者若しくは帰化により国籍
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を取得して２０年以上経過した者ならびに彼らの子孫で２１歳以上の男子に限定されている。女

性の選挙権は昨年５月に漸く認められたばかりである。従って前回２００３年７月に行われた総

選挙では、有権者数は１４万人弱に過ぎない。選挙区は２５区、全議席数は５０(各区定員２名)

である。２００３年の選挙では２４７人が立候補しており、当選者の最多得票は４０９２票、最小

得票はわずか６５２票であった。得票数だけを見ればクウェートの国会議員選挙は日本で言え

ば市町村会議員選挙の得票レベルと変わらない。制限された有権者数と小区画の選挙区に多

数の候補が乱立するこのような選挙制度のもとでは、選出される議員が地域社会や部族或い

は宗教勢力など特定の利益集団の代弁者となることは言うまでもない１０。この結果、国会審議

では議員が出身母体の利益誘導に走りがちで、また信条や宗派、部族が異なる他の議員とは

対立する傾向が強い。その反面彼らの大半は非サバーハ系であるため、内閣に対しては往々

にして一致団結して対抗するという現象が見られる。またクウェートでは政党が認められていな

いため、国会議員同士で国家理念や政策について論議が戦わされることも尐ない。 

 

４． クウェートの民主制について 

 クウェートの民主主義はアラブ社会の伝統的な合議制度「マジュリス」に英国流の議会制民

主主義が接ぎ木されたものと解釈できるが、そのような民主主義が根付いた背景には、サバー

ハ家が首長家となったクウェート建国当時の事情と、その後同国が独立を維持するためにとっ

た外交政策という歴史的な事情があったと考えられる。 

 現在のクウェートの起源は、１８世紀初頭、アラビア半島内陸部に住んでいたオネイザ族の数

家族が現在の地に移住したことに始まるとされる１１。クウェートはペルシャ(アラビア)湾の最も奥

深くに位置しており、イスラム帝国全盛時代は「海のシルクロード」の中継港として栄えていた。

しかしバスコ・ダ・ガマがアフリカ大陸南端の喜望峰ルートを開き、ヨーロッパとアジアが直接交

易を始めてから次第に衰退し、１８世紀初頭のクウェートは沿岸漁業と地域の通商活動を行う

寒村にすぎなかった。そこに移住してきたのがオネイザ族のなかのアル・サバーハ、アル・ガー

ニムなど数家族であった。現在、エスタブリッシュメント・ファミリーと呼ばれる彼らのうち、サバー

ハ一族は首長家となり、ガーニムなどその他の一族は有力商業財閥として今日に至っている。 

 彼らは天然真珠などの交易商人として力を蓄えていったが、オスマン帝国の過酷な課税に対

抗するため結束して交渉する必要を感じた。そのため１７５６年、交渉役としてサバーハ家の当

主を初代クウェート首長（アミール）に互選した。オスマントルコ政府との交渉役は決して楽では

なくサバーハ家にとって首長ポストは得な役回りではなかったと想像される。そのためサバー家

以外の商人達が財政的に支える形となり、同家はこれ以後政務に専念するようになった。 

 このようにクウェートの首長が有力商人達の互選と言う形で生まれたことが、その後クウェート

が湾岸諸国の中で最も早く国会を開設するなど民主主義制度が普及する素地となったのであ

る。しかしこの事実は、一方ではサバーハ家が他者を凌駕する強い権力基盤を持つことができ

ないことも意味した。サウジアラビアを始め他の湾岸諸国はいずれも国内の敵対勢力や他国か

らの干渉を武力で制圧して国家統一を成し遂げており、その過程で強い権力基盤を築いている。

これに対してクウェートの場合、サバーハ家は権力の裏付けとなる十分な武力を持つことはで

きなかった。サバーハ家以外の有力商人達にとって、サバーハ家はあくまでクウェートの自治権
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を維持するためにリーダーとして推挙したものであり、「有力商人の中から選ばれた一族」として

尊敬は払うものの、絶対的な支配権を与えたものではない、と言う認識である。さらに商人達が

首長家を経済的に支援しているため、サバーハ家自身は他の商人達と競合するような商行為

は慎むという暗黙の了解が双方にあったと理解できる。このようにサバーハ家は国政を付託さ

れた世襲家系としての正統性(Legitimacy)を与えられた反面、権力基盤が極めて弱い統治者

の地位に留まっている。 

 またクウェートは建国以来１９６１年の独立まで、常に大国の庇護のもとで独立を維持する体

制に終始し、しかも自治権を守るための強力な軍事力も保持できなかったという状況があった。

強力な軍事力が保持できなかったのは、クウェートが周囲をサウジアラビア、イラン、イラクなど

の大国にはさまれた小国であり、平坦な砂漠地帯のため国境線の防衛が困難であることを指

摘できる。また石油が発見される以前のクウェートは財政事情が貧しく、十分な軍事力を保有

する余裕が無かったこともある。 

 クウェートはオスマントルコの宗主権のもとで自治独立を認められたが、その後トルコに占領さ

れることを恐れたムバラク大首長は、１８９９年、独立を維持するために英国と保護協定を結ん

だ。１９６１年に英国の湾岸地域撤退に際しクウェートは完全独立を果たすことになるが、その

時イラクは領有権を主張してクウェートを併合する動きを見せたため、これに対しクウェートはア

ラブ連盟軍に国土防衛を委ねた。またその後、イラン･イラク戦争でタンカーのクウェート寄港が

危険に瀕すると、タンカーに米国旗をかかげて米国に支援を求め、さらに１９９１年の湾岸戦争

でイラクに占領されたときには、米国を主体とする多国籍軍によって国土が解放されたことは記

憶に新しい。 

 このようにクウェートは自国の独立を自らの力では維持できない軍事的に非力な国家である。

クウェート国民自らはそのことを認識しているものの、一般国民の目から見れば諸外国の脅威

から国民を守るためのサバーハ家の外交能力に疑問を抱き、サバーハ家そのものの存在価値

を問う風潮にもつながる。ただしこれまでのところ為政者のサバーハ家は有り余る石油収入の

一部を国民に還元する政策で国民をつなぎとめている。一方、政府と対立する国会議員自身も、

出身母体の利益誘導に明け暮れ、サバーハ政府の国民に対する無定見な人気取り政策やバ

ラマキ行政に対して正面から論戦を挑んだり有効な対案を提出するだけの実力が無い。サバ

ーハ政府と同様、国会も国民の幅広い信頼と支持を得ているとは言えないのである。 

 

５．君主制の二つのＬ：Legend(伝説)と Legitimacy(正統性) 

君主制が成立し世襲化していく過程には二つのＬ、即ち Legend(伝説)と Legitimacy(正統性)

があると考えられる。一般的に言えば、建国或いは独立時の支配者を対象に形成されるのが

Legend(伝説 )であり、その君主の子孫が世襲を正当化し権威付けようとするのが

Legitimacy(正統性)である。 

君主制は一人の傑出した人物が強大な軍事組織を創生し、その軍事力で敵対する勢力或

いは他国を制圧して一定の領土を実効支配することによってはじまる。それは弱肉強食の権力

闘争であり、そこには Legend(伝説)としての「国盗り物語」、「英雄譚」或いは「建国神話」なるも

のが生まれる。Legend(伝説)は君主本人またはその子孫が作り上げ、一般大衆が受け入れる
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ことで長く語り継がれる。それは時の権力者によって作られ、一般大衆によって育てられるもの

なのである。 

現代の中東に例をとればサウジアラビアがその典型であろう。サウド家のアブドルアジズが

わずかな兵を引き連れてリヤドを奪還し、その後アラビア半島を制圧した話は有名であり、サウ

ジアラビアでは教科書や政府刊行物には必ず記載されている。Legend は君主制を補強する一

つの柱なのである。 

これに対して有力な商人達の話し合いによってサバーハ家が首長になったクウェートの場合、

そこにはサバーハ家自身の「建国神話」は見られない。また第７代ムバラク首長が英国の保護

下に入ったことはクウェートにとって賢明な選択であり、それ故にムバラクはクウェート中興の祖

と呼ばれ、サバーハ家ではムバラクを伝説化しようとする意識が強い。しかしムバラクは結果的

に外交上の勝利を得たのであって、クウェートが引き続き大国の庇護の下にいることに変わり

はなかった。従って初代サバーハ首長の建国神話や第７代ムバラク首長の英雄譚がサバーハ

家以外の一般国民に支持されることは難しいと言えよう。 

 次に君主制を補強する第二の柱の正統性(Legitimacy)についてであるが、これもサウジアラビ

アのサウド家とクウェートのサバーハ家を宗教（イスラム教）との関係で見れば大きな違いがあ

ることがわかる。サウジアラビアの場合、サウド家の始祖サウドと厳格なイスラム教学者ワッハ

ーブとによる宗政一致体制が建国に大きな役割を果たしており、また現サウド王朝のアブドル

アジズ初代国王は、アラビア半島を統一するためワッハーブ派のイフワーン軍団を利用した。さ

らにファハド前国王は国内にイスラム教の聖地メッカ及びマディナを有することを背景に「二大

聖都の守護者」の称号を名乗り、宗教的権威としての Legitimacy(正統性)を加えた。 

これに対しクウェートのサバーハ家は商家出身であるため宗教的権威を利用することができ

なかった。ましてクウェートにはイラン・イラクから移住した多数のシーア派住民がおり、アラビア

半島出身でスンニー派のサバーハ家としては一方的に宗教的権威を名乗ることはできなかった

はずである。 

 ＧＣＣ６カ国はいずれも君主制であるが、クウェートを除くサウジアラビア、バーレーン、カター

ル、ＵＡＥ及びオマーンはいずれも部族闘争を経て権力を確立しており、そのため何らかの

Legend（伝説）を有し、またそれぞれの国内で支配者と被支配者の関係が比較的はっきりして

いる。このように見ると、クウェートの支配構造は他のＧＣＣ５カ国と明らかに異なっておりサバ

ーハ家の権力基盤はかなり脆弱なものと言えよう。 

それにもかかわらず現在のサバーハ家の支配体制にさほど揺らぎが見られないのは二つの

理由が考えられる。つまり国内的には豊かな生活に慣れきった国民が急進的な政治改革運動

を好まないこと、及び国民の歓心を買うためにサバーハ家が行っている各種のバラマキ行政の

おかげである。また対外的には中東の政治的安定とクウェートの石油安定供給体制の継続を

願う欧米特に米国の意向がクウェートを支えているためである。米国としては首長制という前近

代的なクウェートの政治体制を支持している訳ではないが、イラクのような不安定な体制になる

よりはましであると考えても無理は無い。 

 

６．クウェートの今後の民主化と首長家 
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 これまでクウェート国内には四つの対立軸があった。それらは(１)首長家内部の対立（ジャー

ビル派対サリーム派）、（２）内閣と国会の対立（サバーハ家対非サバーハ家勢力）、（３）国会内

の対立（イスラム教スンニー派対シーア派、保守派対進歩派、各地の地域代表或いは部族間

の対立など）及び（４）首長家対有力商業財閥の対立の四つの対立軸である。 

このうち(１)の首長家内部の対立は今回の首長継承騒動でジャービル派がヘゲモニーを確

立したことにより、完全とは言えないまでも対立軸は押さえ込まれた。そして（４）の首長家対有

力商業財閥の対立は前者が後者の経済活動分野に踏み込まない限り対立は表面化しないと

思われる。今後の動向が注目されるのは（２）内閣と国会の対立及び（３）国会内の対立の二つ

の対立軸であろう。そしてそこでは民主化という命題が大きな鍵になると考えられる。 

クウェートにおける今後の民主化の課題と見通しには政治改革（選挙制度改正）、性差解消

（女性の社会進出問題）、社会の透明性拡大（報道の自由確保）、労働者の権利保護(労働組

合・外国人労働者問題)等々多くの側面があるが、本稿では選挙制度改正と女性の社会進出

の二点をとりあげてみたい。なお米国務省が毎年公表している「国別人権レポート」では、人権

の観点からクウェートの民主化の状況が詳しく分析されている１２。 

昨年５月に国会は女性の参政権を認める決議を賛成３５、反対２３、棄権１で可決した。女性

の参政権付与については１９９９年にジャービル首長（当時）が勅令を発布したものの、議会の

根強い反対で宙に浮いたままになっていた。従来から女性の参政権についてはサバーハ政権

側が熱心であり、それに対して議会の保守勢力、特に宗教系議員が反対するという図式であっ

た。今回の決議により来年に予定されている総選挙で初めて女性の投票が実施される。 

同時に政府と国会は選挙区の見直しを検討中である。現在は２５の選挙区（各区定員２名）

であるが、先に述べたとおり比較的尐ない得票で当選できるため、議員のほとんどが特定の宗

派、部族、地域などの利益代表者である。その結果、議会では対立する勢力による長時間の

議論の応酬が繰り返され、或いは宗派代表者によるいわゆる｢神学論争｣がまかり通り非効率

の弊害が強い。また政党が認められていないため、クウェートの将来ビジョンを論じることなく、

目先の利害得失を追っている。 

女性の参政権行使により国民議会がどのように変貌するかは極めて興味深い。さらにいず

れは政党が公認されるであろう。この変化がクウェートの民主化全般にもたらす影響はかなり

大きい。そのような中でサバーハ家がどのようにその立場を守っていくことができるのであろう

か。 

サバーハ家には Legend(伝説)と Legitimacy(正統性)が不足しており、それを補うために豊富

な石油収入を使い国民を慰撫しているのが現状である。しかし女性の選挙権行使或いは本格

的な政党政治が確立すれば、サバーハ家政府の恣意的な政策運営は難しくなるであろう。 

クウェートは好調なマクロ経済とは裏腹に多くの問題も抱えている。国内経済について見れ

ば、好調なのは石油とその関連産業であり、或いは多国籍軍のイラク駐留に伴う運輸・ホテル

等の特需景気のみである。非石油民間産業は湾岸戦争以後長期に低迷したままである１３。最

近、汚職や贈賄事件の摘発と綱紀粛正を求める政府当局の談話記事が間々見受けられ１４、さ

らには王族による麻薬犯罪すら報じられている１５。これは政治・経済・社会の停滞により雇用或

いはビジネスチャンスが尐なくなっており、また王族を含めたエリート層のモラルが低下している
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ことを裏付ける現象であろう。 

ただ最近の新聞報道でみる限りサバーハ首長―ナーセル首相のサバーハ家体制と議会と

の関係はこれまでに比べかなり融和が進んでいるようであり、民主化が進展していることも勘案

するとクウェートの将来に光明が見えていることも指摘しておきたい。 

 

(追補)バハレーンの議会選挙結果について 

バハレーン国民議会の下院議院選挙(定数 40)が 11 月 25 日(本選挙)及び 12 月 2 日(決選

投票)に行われた。同国の議会選挙は、建国当初の 1973 年及びハマド首長(現国王)即位後の

2002年に続いて第 3回目となる。国民の７割を占めると言われるシーア派は前回 2002年の選

挙をボイコットしたが、今回は多数の候補者を擁立し一体となって選挙戦に臨んだ。 

本論でも触れたとおりバハレーンはシーア派国民が多数を占めており、それを尐数派である

スンニ派のハリーファ家が支配している。このため今回の選挙の結果が注目されていたが、予

想通りシーア派の「全国イスラム調和協会(INAA)」が全議席の４割強の 17議席を獲得し最大勢

力となった。 

このシーア派議員にスンニ派の議員も含めると全体の 8 割以上が宗教系会派の議員であり、

中東全般に見られるイスラム回帰の機運がバハレーンにも表れたと言えよう。これに対し民主

勢力は「国民民主行動協会(WAED)」がわずか 1 名の当選にとどまるなど惨敗した。なお女性 1

名が無投票当選しており湾岸初の女性議員が誕生している。 

反政府の立場を鮮明にするシーア派が下院の最大会派となったことにより、今後国会とハリ

ーファ家政府の対立が一段と激しくなることが予想される。また宗教系議員が８割を占め、民主

勢力が後退したことにより、ハマド国王が意図する民主化政策（たとえそれがコスメティック・デ

モクラシーであるにせよ）の抵抗勢力になるであろう。 

このため現在のクウェイトと同様、バハレーンの国政に停滞と混乱を生む恐れがあり、ハマド

国王の手腕が注目される。また他の GCC 各国、中でも国内に多数のシーア派住民を抱える隣

国サウジアラビアがどのように対応するかについても留意する必要があろう。 

 

以上 
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