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国民国家体制を揺るがす、
あるいは強化するツールとしてのインターネット

保坂　修司

インターネットが中東に普及しはじめたのは

1990 年代はじめからである。情報の自由な流れ

を前提とするインターネットは、政治的自由・報

道の自由がない中東諸国にとってきわめて危険

な存在と認識されていた。だからこそ、中東、と

くにアラブ諸国はインターネット導入に躊躇し、

効果的な情報統制が確立するまで、インターネッ

トの受け入れを待つところが多かった。しかし、

その一方、インターネットは社会・経済の基本

インフラとも考えられており、経済基盤の脆弱

な国にとっては将来的な産業の柱としても期待

されていた。

中東諸国のインターネット利用者は 1990 年

代後半から急激に増加し、たとえば、インター

ネット上のアラビア語人口は 2013 年には英語、

中国語、スペイン語についで第 4 位を占めるま

でになっている（言語別オンライン人口では長

いあいだ日本語が英語についで第 2 位を占めて

いたが、インターネットの普及が進むと、ほぼ

人口に比例するようになっている［http://www.

internetworldstats.com/］）。

中東では、政府の規制などによって個人によ

る情報発信がむずかしかったが、インターネット

の普及とともに、その壁がつぎつぎと破られて

いく。1990 年代には、イスラームの価値観に抵

触するなど公序良俗に反するという理由で体制

側は、自分たちに都合の悪い情報を流すサイト

へのアクセスをすべてブロックするなど厳しい

情報統制をしいていた。イスラーム的価値観を

理由にポルノなどのサイトを禁じるのみならず、

自国に批判的な報道を禁じ、また反政府・反体

制組織のサイトも禁じたのである。その一方で、

政府側のお仕着せのウェブサイトの多くは、政府

の公式見解を垂れ流すだけで、そうした情報に

満足できない若者たちは、さまざまな道具を使っ

て政府の検閲に風穴を開け、欲しい情報を入手

するようになっていた。

とくに 21 世紀になると、インターネット掲示

板やブログの利用が拡大し、人びとはさまざまな

テーマについて情報を入手できるようになった

だけでなく、発信もしはじめたのである。とくに、

これまで情報の出し手としても受け手としても

なかば無視されてきた女性たちが、新たなツー

ルを手に入れることで、積極的に発言するよう

になったことは大きな進展であろう。

中東におけるインターネットの検閲状況は

2010 年末以降のいわゆるアラブの春をきっかけ

に自由の方向に変化していった。しかし、それで

も、たとえば国境なき記者団による 2012 年の「イ

ンターネットの敵のリスト」にある 12 か国のう

ち 4 か国が中東（バハレーン、イラン、サウジ

アラビア、シリア）であり、トルクメニスタン、

ウズベキスタンを含めると、全部で6か国が中東・

イスラームの国ということになる。

政府の規制にもかかわらず、インターネット

は中東諸国にある程度のリベラルな公共圏を準

備していた。アラブの春で Facebook や Twitter

が重要な役割を果たしたといわれたのも、すでに

多くの国で政府に対する怒りや不満を増殖・拡

散させる下地ができていたことを意味する。ア

ラブの春がインターネット用語を用いて「革命

2.0」と呼ばれたのはそうした現象をよく言い表

しているといえるだろう。

他方、2001 年の 9.11 事件後のジハード主義の
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隆盛で、異質なものに対するジハードを慫慂する

過激な言説がインターネットのアラビア語掲示

板を中心に蔓延するようになった。アラブの春

でソーシャルメディアが脚光を浴びると、ジハー

ド主義は Twitter や YouTube にも浸透し、今や

Twitter は過激組織の犯行声明の場になっている。

ジハード主義者によるインターネットの利用も

しばしば「ジハード 2.0」と呼ばれており、テロ

リストのリクルートの大半がインターネット経

由だと考えられている。

リベラルにしろ、ジハード主義にしろ、仮想

空間上の情報は体制側にとっては大きな脅威と

みなされており、これが、スマートフォンの普

及によってさらに増幅していくのはまちがいな

いだろう。

とくに近年は、メインストリームのメディア

による情報ではなく、ブログでの発言や Twitter

上でのつぶやきなどが摘発されるケースが多く、

ソーシャルメディアが政治体制やイデオロギー

をめぐっての新たな戦場となっている。アル・

カーイダのリーダー、ザワーヒリーがかつて「戦

場の半分はメディアである」と語ったのはまさ

に慧眼といえるだろう。





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF00660072006f006d0020005b0053006d0061006c006c006500730074002000460069006c0065002000530069007a0065005d000d0066006f007200200053006f006e00790020006f006e002000730063007200650065006e0020005000440046000d00770069007400680020004100630072006f00620061007400200058002c00200049006e00440065007300690067006e0020004300530035002e0035>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Adobe RGB \(1998\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


