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エジプトの近代アラビア語文学史におけるナショナリズムの研究

A Study of Nationalism in the Constructions of

 Histories of Modern Arabic Literature in Egypt

Kantaro Taira

平　寛多朗

This paper explores nationalism in Egypt during the 1950s and 1960s, a period in which 

Arab nationalism prevailed in Egyptian society, by analyzing histories of modern Egyptian 

Arabic literature. As Benedict Anderson notes, an imagined community is formed by sharing “our 

language,” “our culture,” and “our history” in a society. The history of literature contributes to 

molding the imagined community, because such a history is constructed in order to concretely 

reflect “our language,” “our culture,” and “our history” within a harmonized historical perspective, 

with the dominating trait of nationalism. From this perspective, this paper attempts to deconstruct 

Egyptian literal histories in order to identify the prevailing national images in society.

First, this paper defines the term “qawmīya.” This term signifies “Egyptian nationalism,” 

which stands for territorial nationalism and, at the same time, “Arab nationalism,” which is a 

form of transnational nationalism. This duality of the conflicting meanings is ascribed to the 

term “qawm,” or nation. This term means Egyptians in a sentence and Arabs in a different 

context. Depending on the meaning of “qawm,” the signification of “qawmīya” alters. Second, 

by examining the “qawm” in four Egyptian literary modern histories described by Muḥammad 

Khalaf Allāh, Shawqī Ḍayf, Aḥmad Haykal, and ‘Abdal-Muḥsin Ṭạ̄hā Badr, this paper reveals the 

direction in which the nationalism in these literal histories is oriented. Then, this paper attempts 

to show what is included and what is excluded from the “qawm” in these histories. It is concluded 

that during the period which Arab nationalism prevailed in Egypt, the nationalism in the histories 

of modern Egyptian Arabic literature is Egyptian nationalism, wherein Egypt is regarded as the 

center of the Arab world.
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1、はじめに

　1950年代半ば、アラブ地域ではアラブの統一を目
指す政治的機運が熱狂的に広まっていた。1958年に
はエジプトとシリアが合併してアラブ連合共和国とな
り、アラブナショナリズムの高まりは最高潮に達した。
この熱狂の中心にいたのが、エジプトの大統領、ジャ
マール・アブドゥル・ナーセルであった。ナーセルが
掲げるアラブ統一というスローガンは、エジプト人の
みならず全てのアラブ地域の住民の夢となり、この当
時、アラブナショナリズムはアラブ地域の政治的方向
性を決める重要な要素となっていた。しかし、1961

年のアラブ連合共和国の解体を皮切りに、アラブナ
ショナリズムの熱は急速に冷め始め、1967年の第三
次中東戦争におけるエジプトの敗北によってその終焉
を迎えた1。
　1950年代から 1960年代終わりにかけて、アラブ地
域における重要な政治理念の一つであったこのアラブ
ナショナリズムは、これまで多くの研究者によって分
析されてきた。その多くが、アラブナショナリズムに
は統一的な理念などなく、「アラブ国家」とは幻想で
あったと結論付けている。例えば、ゲッティンゲン大
学の教授であったバッサーム・ティービーは、全ての
アラブ人によって構成される一つの国家というユート
ピアを目指す限り、アラブナショナリズムは一種の神
話にしか過ぎないと結論付けている2。マイアミ大学
教授のアディード・ダウィシャは、アラブナショナリ
ズムはアラブ地域の人々に大きな夢を与えたが、それ
は 20世紀の終わりまでには政治家たちによる意味の
ないレトリックとして人々に見られるようになってし

まったと主張する3。酒井啓子はナショナリズムを概
観する著書の中で、アラブ諸国で国家権力を掌握した
軍人たちは、アラブナショナリズムを標榜する一方、
自国における権力確保と国益擁護に専念し、アラブの
統一という理念から遠ざかっていったと述べている4。
また加藤博はアラブナショナリズムへの言及の中で、
アラブナショナリズムは抽象的なアラブ世界の統一と
いう理念のために、様々なイデオロギーを場当たり的、
折衷的に取りこんだだけのものであり、イデオロギー
的に解決すべき問題を何一つとして解決していないと
断罪している5。
　これらの分析に共通するのは、民衆が政治家の掲げ
るアラブの統一というものが実態のないものであると
気が付いた時、アラブナショナリズムという希望に失
望し、その代替としてイスラームによる連帯を目指し
た運動を選択したとする点である。つまり、アラブナ
ショナリズムという世俗主義を標榜していたアラブ諸
国が、1967年の第三次中東戦争でイスラエルに大敗
を喫することで、アラブナショナリズムという世俗主
義が空虚な政治的レトリックに過ぎなかったことが明
らかとなり、それによって大衆がアラブナショナリズ
ムという世俗主義に失望し、より宗教を軸としたイデ
オロギーへと傾斜していくことになった、という論理
である。
　しかしその一方で、その民衆の間で具体的なイメー
ジを伴って受容されていたナショナリズムについて言
及されることはない。言及されているのはナーセルの
アラブナショナリズムであり、バアス党のアラブナ
ショナリズムである。民衆の間で共有される共同体意
識とは、政治家や政党の言説によって形成されるわけ
ではなく、多くのナショナリズム研究で指摘されてい
るように、他の民族とは違う自分たちの言語、文化、
歴史が民衆レベルで意識されることで形成されるもの
である6。政治家の言説に現れたナショナリズム分析
では、この共有される「我々の言語、文化、歴史」が
社会においてどのようなものであったかを具体的に知
ることはできない。そのため、民衆の間で共有されて
いたナショナリズムの性質は前記した研究では明らか
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にされておらず、そのナショナリズムが本当にアラブ
の統一を望むものであったのか、あるいは宗教的なも
のを中核とした連帯を排除し、より世俗的なものによ
る連帯を求めるようなものであったのかなどは全く論
じられていない。つまり、民衆のアラブナショナリズ
ムへの失望が、イスラーム主義の台頭を生んだという
主張には確たる根拠がない。
　政治的にアラブナショナリズムが最盛期を迎えた時
代、どのような性質のナショナリズムが社会に現れて
いたのかを知るためには、民衆のナショナリズム形成
に実際に関与していた対象を分析する必要がある。そ
のような試みとしては、テルアビブ大学のイスラエル・
ゲルショニーとコロラド大学教授のジェイムス・ジャ
ンコウスキーが行った、エジプトのナショナリズムに
関する共同研究がある。ゲルショニーとジャンコウス
キーはエジプトの雑誌や新聞に現れた知識人の言説を
分析することで、1920年代には越境的な連帯を拒否
するエジプトナショナリズムがエジプト知識人によっ
て主張されたが、1930年代から 1940年代にかけて、
より越境的なアラブ・イスラーム文化を土台とするナ
ショナリズムへと再定義されていったと指摘してい
る7。ゲルショニーとジャンコウスキーの議論は、雑
誌や新聞に現れる知識人の議論とは、それを受容する
学校の教師など民衆と知識人の橋渡しとなる人物を通
して、社会に影響を及ぼすものであるという考えが前
提となっている8。つまり、1950年代以前のエジプト
知識人の思想的方向性が、後のアラブ・イスラーム文
化を土台とするナショナリズムを用意したとゲルショ
ニーとジャンコウスキーは見ているのだ。この研究で
は、特定の雑誌に現れたアラブ・イスラーム文化に傾
倒する思想的方向性を示すことには成功している一
方、しかしその思想が 1950年代にどのようなナショ
ナリズムとしてエジプト社会に現れ、そのナショナリ
ズムは何を包摂し何を排除しているものなのかを具体
的に知ることはできない。
　そこで本論文では、エジプトでアラブナショナリズ
ムが最盛期を迎えた 1950年代、1960年代を対象に、
エジプトで編まれたエジプトの近代アラビア語文学史

の分析を通して、当時のエジプト社会で支配的であっ
たナショナリズムの一側面を明らかにすることを試み
ている。一般的に、文学史が近代において民族的なナ
ショナリズムと結びつけられて構成されてきたことは
よく知られている9。例えば、19世紀のフランスで活
躍し、日本を含む多くの国に影響を与えたイポリット・
テーヌは、文学の歴史を描くということは、一民族の
歴史を探求することであると主張している。これは
テーヌが、文学とは人種（la race）・環境（la milieu）・
時代（le moment）の要素によって生み出されるもの
であり、民族の精神を映し出すものとみなしたためで
ある10。この観点から、文学史は民族の精神的特徴、
その発展の歴史、そしてそれによって形成された独自
の文化を示すものだと考えられたのだ。エジプトにお
ける文学史は、まさにこの考えに強く影響を受けた。
例えば、現在のカイロ大学の教授であったアフマド・
ダイフ（1880-1945）やアミーン・フーリー（1895-1966）
は、文学とは風土的特徴によって形成されたその土地
独自の精神的特徴を映し出すものであるとみなし、エ
ジプトの文学によって構成される文学史は、エジプト
人の精神的特徴を示すものであると主張している11。
　このような民族的文学史は、文学作品自体の客観的
価値によって構成されるのではなく、各時代の思想的
風潮を受けて恣意的に構成されることが、日本におけ
る文学史研究によって指摘されている。例えば、日清
戦争を境に日本人による漢文文学はその比重が軽くな
り、「日本文学」から排除される傾向にあると鈴木貞
美は指摘する。これは日本における中国文化の影響を
減らすと同時に、「純粋な日本文化」とは日本語によ
るもの以外ありえないという時代的な意識を表してい
る12。またハルネ・シラオは、小説を中心とする西洋
の文学史に「日本文学」の歴史を対応させるべく、歌
ことばや比喩的表現の手本として読まれていた『源氏
物語』が、明治以降、「世界最初の写実小説」となり、
単なる歴史書にしか過ぎなかった『平家物語』が、第
二次世界大戦後に「国民的叙事詩」へと変貌を遂げた
と指摘する。そして中世を通じて事実上無視されてい
た『竹取物語』は、日本における物語の祖となり、江
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戸時代後期にほとんど無名の存在となっていた井原西
鶴は、明治以降、日本の江戸時代を代表する「写実作
家」となったのだと主張する13。同様のことはエジプ
トでも起きており、1930年代、1940年代のエジプト
の中等教育における文学史の教科書では、アラブ地域
の詩とともにイランのホラーサーン地域の詩が扱われ
ていたのに対し、アラブナショナリズムが高まった
1950年代中期以降の中等教育の文学史の教科書では、
ホラーサーンの詩は排除されている14。これは、アラ
ブ人の地域ではない文学であっても、アラビア語とい
う言語で書かれたものはアラビア語文学であるとして
包摂していた文学史が、アラブ人の住む地域に限定し
た文学史へとシフトしたことを意味している。
　文学史とは包摂と排除を通して「我々」の文化の歴
史を作る行為にほかならない。それは「我々の言語、
文化、歴史」とは何であり、どのように歴史を認識す
べきなのかを示すものなのだ。その文学史の作り手と
なるのが大学機関を中心とした文学者たちである15。
「我々」の文学史とは、大衆の総意によって形成され
るものではなく、スタンリー・フィッシュが指摘する
ような「解釈共同体」を構成する研究者たちによって
作られるものだからである。スタンリー・フィッシュ
は「正当」な文学の解釈とは一読者に委ねられるもの
ではなく、大学機関の文学研究者からなる「解釈共同
体」によって決められるものだと主張した。これは文
学史にも当てはまるものであり、「解釈共同体」を構
成する人物たちの作る文学史が権威あるものとなり
「正当」な文学史となる。「解釈共同体」の文学史が、
権威を帯び「正当」であるとみなされるのは、それが
恣意的な好みや一時的な政治、社会的流行によって編
まれたものではなく、文学者たちによる長年の研究の
一つの成果として編まれた、確かな歴史であるとみな
されるためである。
　そして大学機関を中心として構成されたこのような
「正当」な文学史、その文学史観は、教育を通して幅
広く社会に浸透することになる16。なぜならエジプト
では、中等教育から大学へと進学し、政治的、社会的
に影響力を持つようになる中流階級以上の階層は、そ

の教育課程でこの「正当」な文学史を学ぶことが義務
付けられているからである。実際、エジプトの中等教
育における「アラビア語」の授業では17、20世紀初頭
から一貫してアラビア語文学史が科目の一つとして学
ばれてきた。「アラビア語」内におけるその学習時間
の比率は決して低いものではなく、例えば教育省から
出された 1961年度の教育指導要綱では、週 7時間あ
る「アラビア語」の時間のうち、3、4時間が文学史
の教科書を学ぶ時間に充てられている18。これは文学
史の教科書を使った学習が、「アラビア語」という科
目の中で中心を占めることを意味している。そしてこ
の「アラビア語」で使用される教科書は、国定教科書
であり一種類しか存在しておらず19、教科書における
文学史が中等教育の場における唯一の「正当」な歴史
として機能してきた。つまり中等教育を修了した人た
ちの間では、教科書の文学史とその文学史観が共有さ
れてきたのである。
　この教科書を編纂してきたのが大学教授である文学
研究者たちであった20。国定教科書とはいえ、当然な
がら教科書の文学史の編纂に実際に関わるのは政府の
人間ではない。政府は、例えば「アラビア語」ではジャー
ヒリーヤ時代から現代までを学ぶといったような教科
書の大枠を決めることはできても、文学史を実際に構
成することができるような専門知識を持ち合わせては
いない。教科書の文学史は、文学研究者たちの間で共
有される専門知識、それによって形成されてきた文学
史観をベースに作られるものなのだ。
　その専門知識や文学史観によって生み出される文学
史は、上記したように特定のナショナリズム的視点の
影響を免れるものではなく、確かに一時的な政治、社
会的流行に左右される可能性はある。しかし、文学研
究者たちによって共有される専門知識や文学史観が一
定以上の時間を要する研究によって形成される以上、
文学史に現れるナショナリズムは長期間にわたって社
会的に影響力を持ち続け、文学研究者を含めた知識人
に広く共有されたものであると考えられる。そして、
そのように時間をかけて形成される専門知識や文学史
観は、歌ことばの手本であった『源氏物語』が「世界

平　寛多朗
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最初の写実小説」となったように、ある特定のナショ
ナリズムと整合性のある形をとるのである。以上のよ
うな観点から、本論文では 1950年代、1960年代にエ
ジプトの大学機関に属する文学者等によって作られ
た、複数の近代アラビア語文学史を取り上げ、その中
で確認できる共通する特徴を抽出することで、政治的
にアラブナショナリズムが高まった時代、エジプト社
会ではどのようなナショナリズムが現れていたのかを
明らかにしようと試みる。
　本論文は、近代アラビア語文学史を分析の対象とし
ており、古典アラビア語文学史を分析の対象とはしな
い。これは古典アラビア語文学史の性質と、近代アラ
ビア語文学史の性質が全く異なるためである。古典ア
ラビア語文学史は基本的に、長いアラブの歴史の中で
その価値が確立された「古典」作品の歴史となる。そ
の「古典」作品は、研究者が自由な判断によって文学
史から外すことができないものであり、文学史を編む
という行為自体を阻むものである。これに対して近代
アラビア語文学史には、そのような歴史的に「読まれ
るべきもの」とされてきた「古典」が存在していない
ことは言うまでもない。これは近代アラビア語文学史
そのものが、エジプト人にとって「読まれるべきもの」
である、新しい「古典」を生み出そうとしていること
を意味する。本論文では、この新しく「古典」を生み
出そうとする近代アラビア語文学史にこそ、ナショナ
リズム的要素が現れると考えている。
　また、当然のことながらエジプトではアラブ地域全
般の近代文学を扱うアラビア語文学史も編まれるもの
の、本論文ではこちらは取り上げず、エジプト地域の
みを扱う文学史を分析の対象とする。その理由には、
本論文が対象とする時代の政治的な状況がある。
　緩やかながらもダマスカス、バグダードのアラブ人
王朝を中心に統治が行われた時代に生み出された古典
アラビア語文学とは違い、近代アラビア語文学は各地
域が国民国家を標榜し、アラブが分裂していく過程の
中で生み出された。そのため、エジプト地域に限定さ
れた近代アラビア語文学史が、エジプト志向のナショ
ナリズムを示すのは当然の帰結のように思われる。し

かし本論文が対象とする 1950年代、1960年代のエジ
プトは、このようなアラブの分裂状態の中で、アラブ
ナショナリズムを国是としアラブの再統一を目指して
いた。一般的に、文学史はそれが編まれる以前の文学
を扱うものである。本論文の取り上げるエジプト地域
に限定された文学史とは、つまり、エジプトがアラブ
の再統一を目指す動きの中で、アラブが分裂した時代
に現れた文学を使い構成されたものなのだ。本論文で
は、エジプトの近代文学のみを扱う文学史を、越境的
ナショナリズムであるアラブナショナリズムと、領土
的ナショナリズムであるエジプトナショナリズムが出
会う場所として捉え、アラブナショナリズムが全盛期
を迎えた 1950年代、1960年代、エジプトではどのよ
うな民族、あるいは国民の文学史が構築されていたの
かを追っている。

2、カウミーヤとナショナリズム

　初めに、アラビア語においてナショナリズムを意味
する用語を確認しておきたい。アラビア語にはワタ
ニーヤとカウミーヤというナショナリズムを示す用語
が二つあることはよく知られている。アラブ連盟教育
文化科学機構が発行するアラビア語辞典、al-Mu‘jam 

al-‘Arabī al-Asāsīでは、ワタニーヤとは「ワタンへの愛、
忠誠」と定義づけられている。なお、同辞典でワタン
は「祖先の国」「居住している場所」と説明されており、
ワタニーヤとは、言語、人種に関係なく、ある土地に
住む者、あるいは住んでいた者がその土地に抱く郷土
愛のことになる21。このワタンは国民国家の領土に近
い概念を示すため、日本におけるナショナリズム研究
では、ワタニーヤに祖国愛、愛国主義あるいは一国ナ
ショナリズムの訳語を当ててきた。この領土的なナ
ショナリズムであるワタニーヤに対し、カウミーヤに
はパン・アラブ主義あるいはアラブナショナリズムと
いう訳語が与えられている。al-Mu‘jam al-‘Arabī al-

Asāsīの定義では、カウムを「一つの言語、文化、共
通の利益で結ばれた人々の集団」のことであるとして
いる22。この例が示すように、カウムには土地を示す
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概念であるワタンが入っておらず、領土的に限定され
るものではない。カウミーヤとは、カウム意識によっ
て生じるナショナリズムであり、言い換えればアラブ
人という民族的な人的連帯を目指す越境的なナショナ
リズムを意味する概念のことなのだ。
　しかし矛盾するようであるが、このカウミーヤは基
本的に領土に限定されない越境的なナショナリズムを
意味するものでありながら、ときにワタニーヤのよう
に領土に限定されたナショナリズムをも意味すること
がある。アラビア語辞典におけるカウミーヤの定義は、
この二重性をはっきりと示している。先の al-Mu‘jam 

al-‘Arabī al-Asāsīは、カウミーヤを次のように定義し
ている。「ワタン、言語、歴史を同じくすることから
生じる社会的、感情的な繋がり」23。同様に他のアラビ
ア語辞典、al-Mu‘jam al-Wasīṭでもカウミーヤを「ワ
タン、人種、言語、利益を同じくすることから生じる
社会的、感情的な繋がり」と定義している24。どちら
の辞書においても、カウミーヤをワタンと言語を同じ
くすることから生じる連帯意識のことであると定義し
ていることが分かる。ワタンが領土を意味するとすれ
ば、ここではカウミーヤとは、共通の領土意識を所有
することを前提とした領土的なナショナリズムのこと
となる。
　基本的に土地への帰属意識を意味するワタニーヤに
対しカウミーヤが人的集団への帰属を意味するという
点においては違いがあるものの、帰属意識を形成する
要素に領土が想定されるという点において、カウミー
ヤはワタニーヤと同じということなる。例えば、20

世紀前半のエジプトの文学界に大きな影響を与え、教
育大臣をも務めたターハー・フサイン（1889-1973）は、
その著書である『エジプトにおける文化の未来』（1938）
の中で、「カウミーヤとは狭い地理的なワタンの境界
線に囲まれた人々を軸とするものである」としている。
そして同じ著作の中で、宗教を軸とする伝統的な教育
の中では「現代に現れたカウミーヤとワタニーヤ」は
学ばれることがなかったのだ、という指摘を行ってい
る25。この文章では、カウミーヤはワタニーヤと並列
されており、カウミーヤがワタニーヤと対立するもの

でもなければ、矛盾するものでもないとみなされてい
ることがわかる。当然ながら、ここでいわれているカ
ウミーヤとは、越境的なアラブナショナリズムのこと
ではない。
　しかし、このようにカウミーヤがワタンに限定され
たナショナリズムを意味することがあると同時に、
al-Mu‘jam al-‘Arabī al-Asāsī と al-Mu‘jam al-Wasīṭ の二
つのアラビア語辞典は、カウミーヤを越境的なナショ
ナリズムを意味する用語でもあると定義する。実際、
al-Mu‘jam al-‘Arabī al-Asāsīは、カウミーヤを「アラブ
のカウミーヤ（al-qawmīya al-‘arabīya）というスロー
ガンの下でのアラブの統一への呼びかけ」26と定義し、
al-Mu‘jam al-Wasīṭもまた、カウミーヤを「連帯、協
調によってアラブのカウミーヤのような統一へと至
る」ものとしているのである27。
　この二つの定義に登場する「アラブのカウミーヤ」
は、ナーセルが演説で使用したことで知られる、アラ
ブ人の連帯意識を意味する用語である。例えば、1956

年 8月 12日に行ったスエズ運河国有化に関する演説
の中で、ナーセルは次のように述べている。

アラブのカウミーヤは実際に現実となった。アラ
ブのカウミーヤはアラブ人全ての心の中にあり、
今日アラブ人の全てが、アラブのカウミーヤこそ
がアラブ人の平和の道、安全の道、存在の道、栄
光の道、尊厳の道であると感じている。アラブ人
に言おう。エジプトが脅かされた今日、あらゆる
場所で、あらゆるアラブ諸国で、アラブのカウミー
ヤが出現したのだと28。

　同様に、アラブの統一の始まりとしてアラブ地域の
人々を熱狂させた、アラブ連合共和国建国に関する
1958年 2月 1日の声明の中でも、ナーセルは次のよ
うに述べている。

私たちはアラブのカウミーヤについて多くを語っ
た。アラブのカウミーヤはスローガンであり叫び
であった。そしてアラブのカウミーヤとは感情を
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揺さぶる呼びかけであり、精神的な呼びかけで
あった。私たちはアラブのカウミーヤついて多く
を語った。私たちはその力を感じ、その価値を感
じていた29。

　これら二つの演説が示すように、「アラブのカウミー
ヤ」はワタニーヤのようにどこか特定の領土に限定さ
れたものとして使用されるのではなく、アラブ人とい
う民族の精神的な繋がり、つまりアラブナショナリズ
ムを意味するものとして使用されている。上記した
al-Mu‘jam al-‘Arabī al-Asāsī と al-Mu‘jam al-Wasīṭ にお
ける「アラブのカウミーヤ」という用語を含むカウミー
ヤの定義は、このナーセルの演説で見られる越境的な
アラブナショナリズムを意味しているのである。この
ようにカウミーヤとは、領土的に限定されたナショナ
リズムと、越境的なアラブナショナリズムの相反する
二つの意味を持つ語ということになる。
　カウミーヤにおけるこの意味の二重性は、実はカウ
ムという単語に起因している。カウミーヤという単語
は、近代になってこのカウムという単語から作られた
新語である。al-Mu‘jam al-‘Arabī al-Asāsīの定義では、
カウムとは「一つの言語、文化、共通の利益で結ばれ
た人々の集団」のことであった。このカウムが示す
「人々の集団」というのが、ときに領土的に限定され
た「人々の集団」となり、またときに越境的な「人々
の集団」となるのである。エジプトでは、この領土的
に限定された「人々の集団」の意味でカウムが使用さ
れる場合、それは「エジプト一国の領土に基づいた集
団」のことであると理解される。この場合、カウムは
エジプト人のことを意味する。また逆に、領土的に限
定されず越境的な「人々の集団」の意味でカウムが使
用される場合、それは「アラビア語、アラブの文化を
共有する集団」と理解される。この場合、カウムはア
ラブ人を意味することになる。当然ながら、カウムが
エジプト人を意味するのならカウミーヤはエジプトナ
ショナリズムとなり、カウムがアラブ人を意味するの
ならカウミーヤは越境的なアラブショナリズムとな
る。

　エジプトナショナリズムが高揚した時代である、20

世紀初頭から 1920年代のエジプトの雑誌では、カウ
ムをエジプト人の意味で使用する例が散見される。例
えば 1911年 4月の『アル＝ズフール』誌に掲載された、
エジプト地理協会会長であったアバータ・パシャ30の
「エジプト人の人種的要素」という記事では、「私たち
がエジプト会議と言ったのなら、それは一つの起源を
持つ全てのエジプト人のための社会的会議であり、カ
ウムの会議のことである」と述べている。ここでいう
「カウムの会議」が、「エジプト人のための会議」を意
味しているのは明らかである。さらにこの中で述べら
れている「一つの起源」が、アラビア半島を起源とす
るアラブ人のことを意味していないのは確かである。
アバータ・パシャはこの記事の中で、エジプト人はそ
の宗教がファラオの宗教、コプト教、イスラームと変
遷してきたにもかかわらずエジプト人であり続けたと
強調している31。つまり「一つの起源」とは、ファラ
オ時代から始まるエジプトの歴史のことを意味してお
り、カウムが意味するのは、ファラオ時代からエジプ
トという土地に住み続けているエジプト人のことなの
である。
　同様に、エジプトを代表する総合誌『アル＝ヒラー
ル』の 1925年 12月号に掲載された、アミール・ザイ
ダーンの「ワタンの感情」という記事でも、カウムは
エジプトのみを指すものとして限定的に使用されてい
る。この記事は次のように述べる。「今日、エジプト
の若者の教育はエジプト人の手にあり、ワタン感情を
育成し、真のエジプトの偉大さを賞賛するカウムの精
神を形成することができる」32。ここではカウムの精神
が「エジプトの偉大さを賞賛する」ことと結びつけら
れている。さらにはこのカウムの精神とは「ワタン感
情を育成」することで形成されるものであると述べら
れており、カウムの精神がアラブ人の精神を意味する
ものではないことを示している。
　またムハンマド・フサイン・ハイカルは、エジプト
人特有の性格を示す文学という意味で、カウム文学と
いうものを主張している。フサイン・ハイカルは、20

世紀前半に新聞、雑誌で精力的に活動し、最後には教
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育大臣をも務めた法律家である。このフサイン・ハイ
カルは、1920年代、文学は民族特有の精神を映し出
すと主張し、カウム文学というものを創出するべきだ
と主張していた。彼は、イポリット・テーヌの思想に
強い影響を受けており、民族的精神というものは環境
によって形成されるものだと考えていた。そしてエジ
プトの環境は、砂漠と海で囲まれその中をナイル川が
流れるという他の地域とは明確に異なる特性を持って
おり、それがエジプト固有の精神を形成していると考
えていた33。そのため、カウム文学で意味しているカ
ウムとは、当然、この環境で育ったエジプト人のこと
を意味し、フサイン・ハイカルのいうカウム文学とは、
アラブではなくエジプトを描く文学のことになる。彼
がファラオ時代にカウム文学の題材を求めたのはその
ためなのだ34。
　上記したカウムの例がエジプト人を意味する一方
で、アフマド・ハサン・アル＝ザイヤートの『中等、
高等学校のためのアラビア語文学史』では、カウムは
アラブ人を意味するものとして使用されている。この
文学史は 1930年代、つまり知識人のナショナリズム
がよりアラブ・イスラーム的なものへと移行していっ
たといわれる時代に刊行されたものである。そして著
者のハサン・アル＝ザイヤートは 1930年代、1940年
代を代表するエジプトの文芸誌、『リサーラ』の刊行
者であり、同時にその当時における代表的な保守系知
識人の一人と位置づけられている35。ハサン・アル＝
ザイヤートは、上記の文学史の中で次のように述べて
いる。「若者に文学（adab）を禁止したのなら、文学
とカウムの伝統は断ち切られ（…）知的隷属化へと陥
る。それは政治的隷属化のもたらす一つの悪であ
る」36。ここでいう「カウムの伝統」とは、アラブ人
がアラビア語で行ってきた知的営為のことを意味して
おり、エジプト人のそれを意味してはいない。実際、『中
等、高等学校のためのアラビア語文学史』で描かれて
いるのは、ジャーヒリーヤ時代から近代までのアラビ
ア語文学の歴史的展開である。
　同様に、アフマド・アミーンの『文学批評』も、ア
ラブ人を意味するカウムの例を提供してくれている。

アフマド・アミーンは、現在のカイロ大学で 1920年
代から 30年代にかけて文芸批評の授業を行っており、
『文学批評』はその授業の内容を 1冊の本にまとめた
ものである。この『文学批評』の中でアフマド・アミー
ンは次のように述べる。「作家や詩人はカウムのモデ
ルとは異なるが、それでもその才能はその人種に特有
な精神へと繫がるものである」。アフマド・アミーン
はこの記述の後、ここで述べているのは「アラブの精
神」、「アラブ人を包括する強い要素」のことであると
強調しており37、「カウム」がアラブ人を意味している
のは明らかである。
　すでに明らかになった通り、カウミーヤは、領土的
に限定されたエジプトナショナリズムを意味するのと
同時に、越境的なアラブナショナリズムを意味する単
語であった。この語が一見相矛盾する二つの意味を持
つに至る背景には、異なるカウムの認識の仕方がある。
カウムをワタンという特定の土地に限定した人的集団
と捉えれば、カウミーヤはワタニーヤと同じ性質のも
のとなり、カウムを土地への帰属意識とは関係のない
アラブ人と捉えれば、カウミーヤはアラブ人の繋がり
を意味するものとなる。カウムをいかに捉えるかはま
さにひとつの思想的立場の表明ともなるのだ。このよ
うな観点から、次節ではアラブナショナリズムが国是
とされた時代、エジプトの近代アラビア語文学史では
どのようにカウムが使用されていたのかに焦点を当て
る。

3、文学史におけるカウム

　この節では 1950年代、1960年代に刊行された、エ
ジプト人によって編まれ、エジプト地域の近代文学の
みを限定的に扱ったアラビア語文学史を複数扱い、そ
の中でカウムがどのように使用されているのかを探
る。この節で取り上げるのはムハンマド・ハラフッラー
（1904-1983）、シャウキー・ダイフ（1910-2005）、ア
フマド・ハイカル（1922-2006）、そしてアブドゥルム
フセン・ターハー・バドル（1932-1990）の文学史で
ある。これらの人物は主として大学機関を中心に活動
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した文学者であり、その著作は教育等を通してエジプ
トにおける「我々の文化」という意識の形成に強い影
響力を持っていたと考えられる38。彼らの書く近代ア
ラビア語文学史は、カウムの使用方法において共通の
特徴を示していた。カウムがエジプト人を指すことも
あればアラブ人を指すこともある一方で、アラブ人の
みを指すものとしてカウムが使用されることはまった
くなかったのだ。
　後に文化大臣となるアフマド・ハイカルは、『エジ
プトにおける現代文学の発展』と『エジプトにおける
小説と劇の文学』という二冊のエジプトの近代アラビ
ア語文学史を残している。エジプトにおける近代アラ
ビア語文学の展開に焦点を当てたこれらの文学史で
は、カウム意識の高まりを文学の近代的展開を促した
重要な要素とみなしている。アフマド・ハイカルは、
エジプトに現れたこのカウム意識は、イスラームでも
アラブでもなく、ワタンという地域的な感情を重要視
するものであり、「アラブのカウムという考え、ある
いはイスラーム共同体の考え」ではなかったのだと述
べている39。カウムという考えから、アラブ・イスラー
ムという越境的なものが排除されているのが分かる。
アフマド・ハイカルによる「カウムの歴史小説」の定
義は、彼がカウムをエジプトというワタンに限定して
使用していることをより明白に示している。カウムの
歴史を描く歴史小説を次のように定義づけているの
だ。

それは歴史から基本的な材料を取る小説である。
(…)小説家によって示されるその歴史は、過去の
偉大さを甦らせることが意図され、カウムの目的
に適うかワタン感情を表現している。つまりそれ
がカウムの歴史小説なのである40。

　ここでは「カウムの歴史小説」が、「ワタン感情」
と結び付けられているのが分かる。このワタンを描く
カウムの歴史小説の例として、アフマド・ハイカルは
ムハンマド・ファリード・アブー・ハディードの『マ
ムルークの娘』（1926）とナギーブ・マフフーズの『運

命の悪戯』(1939)を挙げている41。『マムルークの娘』
はムハンマド・アリーの時代を題材とした歴史小説で
あり、『運命の悪戯』はファラオ時代を題材とした歴
史小説である。当然ながら、これらの歴史はアラブの
歴史ではなくエジプト固有の歴史である。
　アフマド・ハイカルに見られるこのカウムの使用方
法は、アブドゥルムフセン・ターハー・バドルの『エ
ジプトにおける現代アラビア語小説の発展』において
も見ることができる。『エジプトにおける現代アラビ
ア語小説の発展』は、19世紀後半から 20世紀前半に
かけて教育のための手段、あるいは娯楽の対象であっ
た散文物語が、芸術としての小説へと発展していく過
程を追っている文学史である。この過程の中で、散文
文学の展開に強い影響を与えたとみなされるものが
「カウムの革命」と位置付けられる 1919年革命である。

1919年革命とは 1919年当時エジプトを支配していた
イギリスが、サアド・ザグルールをはじめとするエジ
プトの独立を求めていた政治家たちをエジプトから追
放し、それを契機としてエジプトで起きた大規模な抗
議運動のことである。最終的にこの抗議運動はイギリ
スからの独立をエジプトにもたらすことになり、この
1919年革命は、エジプト人のエジプト人意識を高め、
1920年代におけるエジプトナショナリズムの思想的
潮流を生み出した42。アブドゥルムフセンは、この
1919年革命について、それは「政治分野におけるカ
ウムという思想の勝利」であったと述べている43。こ
れは、イスラーム的連帯を強調していた 20世紀初頭
のエジプトの政治的潮流が、1919年革命によってカ
ウムを中心とする政治へとシフトしたことを意味して
いる。そしてここでいうカウムは、いうまでもなくア
ラブ人ではなくエジプト人を意味している。
　実際、「カウムという思想の勝利」であった 1919年
革命は、エジプト人小説家のカウム意識を高揚させ、
エジプトの性格、エジプトの歴史に目を向かせること
になった、とアブドゥルムフセンは述べている。イー
サー・ウバイド、マフムード・タイムール、ターヒル・
ラーシンといったエジプトにおける短編小説のパイオ
ニアは、「1919年のカウムの革命に影響された三人の
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文学者」であり、「文学の分野でエジプトの性格を明
確にすることを試みた」作家であることが強調されて
いる44。また、1920年代にファラオの歴史に目を向け
た娯楽小説が現れたことに関して、「これは 1919年以
降に現れたカウムへの傾倒に帰することができる」と
指摘する45。さらに、第二次世界大戦末期に現れた歴
史小説について、それは過去の栄光を蘇らすという「カ
ウムの目的」で書かれたものであると述べ、ナギーブ・
マフフーズのファラオ時代を題材とした小説、『ラド
ビス』(1943)と『テーベの戦い』（1944）をその例と
して挙げている46。これらの全ての事例が示すように、
アブドゥルムフセンの文学史におけるカウムは、エジ
プト固有の歴史、性格に結び付けられているのである。
　これに対し、シャウキー・ダイフの『エジプトにお
ける現代アラブ文学』では、カウムという概念がまっ
たく別の使われかたをしている例を提供している。『エ
ジプトにおける現代アラブ文学』におけるカウムは、
あるときはエジプト人を意味し、またあるときはアラ
ブ人を意味するのである。例えば、20世紀初頭にエ
ジプトの独立を目指し反英運動を行っていたウンマ党
の党首、ムスタファー・カーミルについて、「その時
代における我々のカウム運動のリーダー」であり、「燃
え盛るワタンの炎であった」と述べている。そして、
ムスタファー・カーミルが「私たちのカウム意識」を
目覚めさせたのだ、と強調するのだ47。ここでいうカ
ウム意識とはエジプト人意識のことにほかならない。
ここではカウムがエジプト人を意味する一方で、しか
しエジプトを代表する詩人アフマド・シャウキーに言
及する箇所では、カウムはアラブ人を意味する概念と
して用いられている。シャウキー・ダイフは第一次世
界大戦後のアフマド・シャウキーの詩について、「エ
ジプト国民（al-sha‘b）にそのワタンへの想いを歌い、
アラブの人々（al-shu‘ūb al-‘arabīya）にそのカウムへ
の想いを歌った」と述べている48。ムスタファー・カー
ミルに関する説明ではカウムと結びついていたワタン
が、ここでは「エジプト国民」と結びつき、カウムが
「アラブの人々」と結ばれ、両者が別物とされている
ことが分かる。シャウキー・ダイフの用法では文脈に

よってカウムの意味するものが変わるのである。
　同様に、ムハンマド・ハラフッラーの『アラビア語
とその文学における現代的発展の特徴：19世紀にお
けるエジプト』でも、カウムは二つの意味がはっきり
とした形で分けられることなく、曖昧に混ざった形で
使用されている。ムハンマド・ハラフッラーはその序
文において、現代アラブの文芸復興が起こった要素と
して、「アラブ諸国におけるカウムの意識の自覚、政
治的目覚めの拡散、自由と独立したアラブのための戦
い」を挙げている49。この言説が示すように、「カウム
意識の自覚」とは「アラブの独立」と結びつけられる
ものであり、カウムはアラブ人を意味している。しか
しこのカウムは、ここでもまた、別の文脈ではエジプ
トを指すものとして使用される。例えばハラフッラー
は、ナポレオンのエジプト侵攻について、「カウムの
意識を増大させ、エジプトの存在とその自由を守るこ
とへとエジプトの大衆を駆り立てた」と述べている。
ここで述べられる「カウムの意識」は、エジプト人意
識のことを意味している。「エジプトの存在」を守る
ことに駆り立てたのは、アラブ人としての意識ではな
い。さらには、ナポレオンの侵略により政治的に混乱
したエジプトは、「トルコのワーリーを追い出し、ム
ハンマド・アリーに統治をまかせるという彼らのカウ
ムの意思が現れて、外国の侵略の影響が収束したので
ある」とハラフッラーは述べている50。ここにおいて
も「カウムの意思」がアラブ人の意思ではなく、エジ
プト人の意思を意味していることは明らかである。
シャウキー・ダイフとムハンマド・ハラフッラーに関
していえば、たとえ、カウムが越境的なアラブ人を意
味する語として使用されることがあるとしても、それ
は決して、カウムがエジプトを指す語であることを否
定はしないのである。
　本節では、エジプトでアラブナショナリズムが最盛
期を迎えた 1950年代、1960年代に時代を絞り、エジ
プト地域に限定された近代アラビア語文学史におい
て、カウムがどのように使用されていたのかを探った。
本節で扱った全ての文学史についていえるのは、カウ
ムという概念が基本的にはエジプトを指すものとして
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使われていたという点、そしてアラブ人のみを指す概
念という理解はなかったという点である。しかしなが
ら意外にも、次節で見るように、エジプトナショナリ
ズム的方向性を示すこのカウム理解は、越境的なナ
ショナリズムの要素を排除することなく、むしろその
内部に取り込もうとしているのである。

4、エジプトナショナリズムにおける
    アラブ意識

　本節では前節で見たカウムが包摂するもの、排除
するものを明らかにすることを通して、1950年代、
1960年代に、エジプト地域の近代文学のみを扱った
アラビア語文学史に現れていたカウミーヤの特徴を示
すことを目的としている。エジプトの近代アラビア語
文学史で見られるカウムは、エジプトに限定されてい
る一方、それはエジプト人のアラブ性、アラブ的起源
を否定するものではない。むしろエジプトの近代文学
は、アラブ人が共有するアラブ人の文化的遺産の上で
発展したとことが強調されている。そして、アラブ人
としての文化的な越境的繋がりを否定しないエジプト
のカウム観は、エジプトを中心とするアラビア語文学
史観を形成していた。
　本論文が扱うエジプトの近代アラビア語文学史が、
エジプトナショナリズムの方向性を示す一方で、内部
に越境的なアラブ的要素を包摂していることは、その
歴史の描き方が示している。つまり、エジプトにおけ
る近代アラビア語文学の展開を、アラブ的価値観と西
洋的価値観の間を揺れ動いてきたものとして描くので
ある。この二つの価値観の間で新しい文学が生まれ始
めたのは、1798年のナポレオンによるエジプト侵攻
以降のことであったとされる。それ以前のエジプトは、
非アラビア語話者であるオスマン帝国の支配によっ
て、アラビア語文化の停滞期にあった。しかしフラン
スによる侵攻とその支配を受けたエジプトは、アラブ
より進んでいたヨーロッパの技術を目の当たりにし、
それ以降、積極的に西洋の技術を受容する近代化の道
を進むことになる。この過程の中で文学作品を含む西

洋の書物がエジプト人によって翻訳され、西洋的価値
観がエジプトに流入することになったのだ。エジプト
の近代アラビア語文学史では、近代アラビア語文学の
起源の一つをこの翻訳活動に求めるのである51。西洋
文化がアラビア語文化の停滞からエジプトを目覚めさ
せ、これ以降、西洋的価値観はエジプトの思想、文学
に大きな影響を与えていくことになる。
　しかしエジプトの近代アラビア語文学史は、エジプ
トの近代アラビア語文学における西洋的価値観の大き
な影響をはっきりと認める一方で、エジプトの文学的
展開が西洋の完全な模倣を目指したものではないこと
を強調している。エジプトではアラブ的価値観が根付
いており、エジプトの近代アラビア語文学史がアラブ
の文化的遺産と呼ぶ、古典アラビア語文学が受容され
ていたことが特に強調されるのだ。そしてアラブと西
洋というこの二つの価値観は、ときに混ざり合い、と
きに衝突することで近代における新しい文学運動をエ
ジプトで生み出すことになった。シャウキー・ダイフ
はこのことを「新しい西洋と古いアラブの結婚」と表
現し52、近代におけるエジプトの詩人は「アラブの文
学を読んだうえで西洋文学を受容した」と主張する53。
また散文に関しては、「新しい基準と古い基準の間の
戦いが現れた」と述べている54。同様にアブドゥルム
フセンは、散文文学の展開を「二つの文明間の戦い」
と表現する55。アフマド・ハイカルは、エジプトの近
代文学は 20世初頭まで、西洋思想の影響を受けつつ
アラブの遺産を基本として展開したが56、1920年代に
は「西洋思想とアラブ・イスラーム思想との衝突」が
文学活動に影響するようになったと述べている57。こ
れらの言説は、エジプト人がアラブ的価値観を所有す
るアラブ人であるという意識を明確に示している。
　エジプト人がアラブ人であるという意識は、アラビ
ア語という言語の扱いにもはっきりと現れている。ア
ラビア語には、フスハーとアーンミーヤの二種類が存
在している。フスハーとは学習を通して学ばれるアラ
ビア語のことであり、アラブ地域における共通語とし
ての性格を有している言語のことである。一方でアー
ンミーヤとは、地域固有のアラビア語であり母語とな
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るアラビア語のことである。当然、エジプトにもエジ
プト固有のアーンミーヤが存在しており、日常の会話
ではエジプトのアーンミーヤが使用されている。カウ
ミーヤの定義で示したように、カウミーヤとは同じ言
語を共有する集団を示す概念のことである。どちらの
アラビア語を選択するかは、すなわちどのようにカウ
ムを捉えるか、カウミーヤを何に対する帰属意識と理
解するかを決定づけることになる。例えば、エジプト
人をアラブ人とは別の存在であるとみなすサラーマ・
ムーサー（1887-1958）やルイス・アワド（1915-1990）
といったエジプトナショナリズムの提唱者は、エジプ
ト人の言語としてアーンミーヤを選択するべきだと主
張している。また、近代におけるアラブナショナリズ
ムという思想の源流の一つの形を作ったといわれる、
シリアのサーティウ・アル＝フスリー（1883-1967）は、
フスハーによるアラブ人の連帯を強調していた58。
　この点を考慮すると、矛盾するように思われるのは、
本論文で扱っているエジプトのアラビア語文学史がエ
ジプトナショナリズムの方向性を示す一方で、しかし
エジプト固有の言語であるアーンミーヤで書かれた文
学を、その歴史に包摂することはないという点である。
実際、1920年代、1930年代にエジプトに現れていた
アーンミーヤ詩、アーンミーヤ詩人に言及することは
なく、言及したとしても文学の歴史的に重要なものと
して扱うことはない。この時期に現れたアーンミーヤ
詩は、フスハーによる詩同様、1919年革命の影響を
受け、反英闘争の一手段として使用されたという側面
を持っていたにもかかわらず、評価されないのである。
また同じことは、この時期に活躍したアーンミーヤ詩
人、バイラム・アル＝チュニシー (1893-1961)にもい
える。バイラム・アル＝チュニシーは、1960年代に
エジプトで高い人気を得た、サラーフ・ジャヒーン
(1930-1986)のようなアーンミーヤ詩人に強い影響を
与えた詩人である。1920年代、1930年代のアーンミー
ヤ詩は、エジプトの国民運動の側面においても、エジ
プト独自の文学的展開の側面においても、エジプトの
文学を考える上で重要な一要素となっている59。しか
しエジプトにおけるこのアーンミーヤ詩の展開は、エ

ジプトの近代アラビア語文学史から排除されているの
である。
　こうしたアーンミーヤによる作品の排除は、エジプ
ト人の文学とはアラブの文学に属するものであるとい
う意識、さらにはアラブの文学とはアラブ人が共有す
る言語、つまりフスハーによって書かれたものなので
あるという意識を示している。この意識は、まさにフ
スハーで書かれたものによって、エジプトは偉大なア
ラブの過去と繋がってきたという歴史認識として、エ
ジプトの近代アラビア語文学史の中に登場する。例え
ばシャウキー・ダイフは、19世紀末にアーンミーヤ
による文学活動を試みたムハンマド・オスマーン・ジャ
ラール（1828-1898）について、次のように述べている。
「この方向は詩人のグループでは成功しなかった。そ
れは現在と過去の繋がりを失わせるものであり、クル
アーンの言語及びアラブ諸国からエジプトを切り離す
ことであったためである」60。ここでいう過去とは、エ
ジプトの過去ではなく、イスラーム帝国を築いたアラ
ブの過去を意味している。シャウキー・ダイフは、19

世紀末のエジプトではアラブの過去と繋がるためにフ
スハーが選択されたのだと認識しているのである。同
様にアフマド・ハイカルは、エジプトを占領していた
イギリスが英語をエジプトの教育言語に変えようとし
たことに対し、エジプト人が教育言語として自らフス
ハーを選択したことを次のように意味づけている。「フ
スハーは放棄されることはなかった。それは東アラブ
とその偉大なイスラームの文化につながる手段であっ
たのだ」61。ここでいう東アラブとは、ウマイヤ朝の
中心であったシリア、アッバース朝が栄えたイラク地
域を意味している。エジプト人がフスハーを選択した
ことをアフマド・ハイカルは、フスハーが偉大なアラ
ブの遺産に繋がる手段であったためであると意味づけ
ているのである。また様々な領域におけるアラブ世界
の近代的発展を追うため、19世紀後半から 20世紀初
頭までの期間におけるエジプトの言語、文学の発展を
追ったハラフッラーは、「文学と言語の発展は継続し
ていた。明らかな歴史的境界線はなかった」と結論付
けている62。ここでいう言語とはフスハーのことであ
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り、文学とはフスハーによって書かれた文学のことで
ある。つまりこの言説は、エジプトにおけるアラブの
文化の連続的発展を強調しており、それは過去からの
連続的なアラブとの繋がりを意味しているのだ。
　また、このアラブ人としてのエジプト人という意識
は、キリスト教徒、特にエジプトのコプト教徒を、エ
ジプトの近代アラビア語文学史の中に積極的に包摂し
ようとする動きを妨げることにもなった。フスハーと
いう言語によってアラブの過去、アラブの文化的遺産
との繋がりを求めるということは、エジプト人の起源
をアラビア半島に居住したアラブ人に求めることを意
味する。なぜなら元来フスハーは、アラビア半島に居
住したアラブ人の言語であり、アラブの文化的遺産
は、そのアラブ人が非アラビア語地域であった現在の
アラブ地域に支配を拡大する過程の中で生まれたもの
だからである。さらに重要なのは、アラビア語がエジ
プトを含む、アラビア半島以外の地域でも話されてい
るのは、イスラームという宗教が地理的に拡大した結
果であるという点だ。つまり、アラブの文化的遺産と
はイスラームの歴史と密接な関わりを持つものなので
ある。そしてエジプトの近代アラビア語文学史が強調
するのは、エジプト人の文化がこのイスラームの文化
的遺産の流れを汲むものだということであり、ムスリ
ムとコプト教徒によって作られた文化的遺産を継承し
たものではないということである。このような視点は、
文学史からキリスト教徒、特にコプト教徒を排除する
ような結果へとつながった。
　実際、本論文が取り上げる近代アラビア語文学史で
は、宗教にかかわりなくエジプトに居住する者をエジ
プト人としてはいない。シャウキー・ダイフ、ハラフッ
ラー、アフマド・ハイカルの文学史では、エジプトに
おけるコプト教徒の文化活動に関する言及はほぼな
い63。またエジプトで活動したシリア系のキリスト教
作家への言及があったとしても、ハリール・ムトラー
ンを例外として、それは大きく扱われることはないの
である64。
　例えば、アフマド・ハイカルの文学史では、20世
紀初頭に刊行されたジョルズィー・ザイダーンのアラ

ビア語文学史について一定の評価を下しつつも、「ザ
イダーンの本の背後にはカウムの感覚はない」、と述
べている65。ジョルズィー・ザイダーンは、エジプト
で総合誌『ヒラール』を創刊してエジプトの文芸活動
の発展に大きく貢献した人物であり、そのアラビア語
文学史は、エジプトで初めてとなるアラビア語文学史
として知られているが66、キリスト教徒であるがゆえ
に、このように排除されるのだ。またシャウキー・ダ
イフの文学史は、1920年代に活動したキリスト教徒
の作家、イーサー・ウバイド67を重要な作家から排除
している。シャウキー・ダイフが文学史を刊行した当
時、イーサー・ウバイドが無名の存在であったという
のではない。それどころか、シャウキー・ダイフの文
学史とほぼ同時期に刊行された、ヤフヤー・ハッキー
（1905-1992）の『エジプト小説の黎明期』では、「文
学の黎明期の歴史としては、イーサー・ウバイドを扱
わなければ終わることはできない」と述べている。さ
らには、イーサー・ウバイドがエジプトにおける小説
の黎明期においてリアリズムを強く主張した作家であ
り、小説の目的とは何であるのかを示した作家であっ
たと評価している68。それにもかかわらず、彼が外さ
れたとすれば、それは彼がキリスト教徒であったこと
以外に理由は見つからない。
　また、アブドゥルムフセンの文学史も同様の傾向を
見せる。アブドゥルムフセンは、近代以前、娯楽的な
ものであった散文物語が、芸術として重要性を帯びる
ようになったのは、現実社会を描写することで、その
問題を描くようになったからだとみなしている。つま
り、リアリズムによって小説は重要な芸術の一つと
なったとするのである。まさにこのリアリズムという
視点から、イーサー・ウバイド、ターヘル・ラーシン、
マフムード・タイムールといった短編小説のパイオニ
アとなった作家は、エジプト社会を十分に描くことが
できなかったとアブドゥルムフセンは主張する。これ
らの作家はトルコ系のムスリム、あるいはシリア系の
キリスト教徒である。アブドゥルムフセンはこの三人
の作家について次のように述べる。
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物語の中で表現しようとする彼らの試みは、完全
には彼らの環境から出てきたものではなかった。
現実と切り離されているわけではなかったが、こ
の試みの多くにおいて、現実の要素が、彼らが読
んだものや彼らの環境とは違う産物から着想を得
た試み、描写と混ざってしまっていたのだ。

　ここで述べられている「彼らの環境とは違う産物」
とは西洋の小説のことであり、「現実の要素」とはエ
ジプト社会のことである。アブドゥルムフセンは、こ
の三人の文学者の起源（anāṣir）がエジプトではない
ことに言及し、その起源がエジプト社会やアラブの文
化とは距離を取り、西洋の文化を積極的に受容する彼
らの立場へと繋がったと指摘する69。そのような立場
を取る彼らのカイロ描写とは、「生き生きとしていな
い硬直的なものであり、どこか正しくない」と、エジ
プト人の読者が感じるようなものとなる。そしてそれ
は、カイロで生まれカイロで育ったナギーブ・マフ
フーズが描くエジプトとは、大きく異なるものである
のだと強調している70。つまりアブドゥルムフセンは、
西洋文化に親しむこれらのトルコ系ムスリムとシリア
系キリスト教徒の作家は、たとえエジプトで生活をし
ていたとしても、アラブ・ムスリムを基本とするその
社会に深く生活の根を下ろしておらず、そのためにリ
アリズム的手法でカイロを描写することができなかっ
たのだと主張しているのである。
　以上のように、エジプト人によって編まれたエジプ
ト地域の近代アラビア語文学のみを対象とした文学史
は、起源としての「アラブ」意識を内包するものであっ
た。そしてこの「アラブ」意識は、エジプト人意識と
混ざり、エジプトを中心とした近代アラビア語文学史
観の一つの柱となっているのだ。つまり本論文で取り
上げている文学史は、近代以降、アラビア半島を起源
とするアラビア語文学の活動の中心地がエジプトへと
移ったと歴史を捉えている。実際シャウキー・ダイフ
は、オスマン帝国時代にアラブを襲った文学的低迷期
から「エジプトが他のアラブ地域よりも文学活動の再
開が先んじたことは事実」であると述べている71。さ

らにシャウキー・ダイフは、エジプトにおけるジャー
ナリズムの誕生、それにふさわしいアラビア語の創出
という展開について、次のように述べる。

この新しいエジプトの言語は、エジプトのジャー
ナリズをエジプトだけではなくアラブ世界全体に
広まらせた。つまりアラブ諸国の読者がそれを受
け取った。ヨルダン、レバノン、シリア、イラク、
ヒジャーズ、スーダン、そしてマグリブ諸国の読
者がそれを受け取ったのだ。エジプトの文学の言
語は、アラブ諸国に広がる言語となった。そして
その言語は、他の言語よりも優れたものであった。
このために、エジプトは東アラブの指導者となり、
文学と文化においてアラブ諸国の中で素晴らしい
地位を占めることになったのだ72。

　第一次世界大戦後、エジプトではジャーナリズムが
拡大し、多様な文章が発表されたが、そこで問題となっ
たのは大衆をどのように啓蒙するかであった。多くの
作家が新聞や雑誌に記事を投稿するものの、内容の分
かり易さよりも修辞的な規則を優先する伝統的な散文
スタイルでは、大衆には理解されず啓蒙することがで
きなかった。そのためエジプトの作家は、内容の分か
り易さを第一とした散文スタイルを作り出し、それを
通して新しい思想やエジプトの社会問題を描く文学を
大衆に広めようとした。そしてエジプトで生み出され
る文学、思想、議論は、エジプトの雑誌、新聞を通し
て全てのアラブ地域に広まったのだ。つまり近代にお
ける文学運動とはエジプトを中心としており、エジプ
トの近代文学とはアラブの近代文学のことなのだ、と
シャウキー・ダイフは主張しているのである。
　このようなシャウキー・ダイフに見られるエジプト
を中心とした近代アラビア語文学史観は、他の研究者
によって編まれた文学史でも共有されている。ター
ハー・バドルはその文学史の序文の中で、近代アラビ
ア語小説の歴史的展開に関する研究をエジプトに限定
する理由として、次のように述べている。「エジプト
の環境において生じた小説の発展とは、他のアラブ地
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域の環境で起きた小説の発展の頂点であったし、頂点
のままであり続けている」73。これは、近代アラビア語
小説の発展を牽引してきたのはエジプトの小説であ
り、エジプトで生じた文学的展開の分析は、エジプト
よりも遅れている他のアラブ地域にも適用することが
できる、というエジプトを中心とした近代アラビア語
文学史観を示している。また、アフマド・ハイカルと
ハラフッラーの文学史は、カウムという語を使いなが
らも、実質的にそれが指すのはエジプトという意味で、
エジプトを中心としたアラビア語文学史観を示してい
る。つまり、近代におけるアラブ人の文学的展開はエ
ジプトを中心としたものであり、アラブ人の近代アラ
ビア語文学はエジプト人の近代アラビア語文学となる
のだ。カウムという語がときにアラブ人を、ときにエ
ジプト人を指したというのは、越境的なアラブ人とい
う概念と地域的なエジプト人という概念を区別する必
要がないからなのである。

5、結論

　本論文では主としてエジプトの大学機関に籍を置く
文学者たちによって編まれた、エジプト地域の近代
アラビア語文学のみを扱った文学史の分析を中心に、
アラブナショナリズムがエジプトで全盛期を迎えた
1950年代、1960年代において、エジプトのナショナ
リズムが何を包摂し、何を排除しているのかを探った。
本論文で扱った全てのエジプトの近代アラビア語文学
史は、「我々の言語、文化、歴史」としてアラブ人の
言語、アラブ人の文化、アラブ人の歴史を選択してい
た。しかし、じつはそれらはエジプトという領土に限
定されたものであり、エジプトを中心とする近代アラ

ビア語文学史観を生み出すことになった。カウムに
よって示されるアラブ人という概念も、アラブ諸国が
同列に並び連帯するような越境的概念ではなく、中心
であるエジプトから他の地域へ越境していく概念とさ
れた。この文脈においては、カウミーヤを主張するこ
とは、アラブ人意識を高揚させるとともに、それ以上
にエジプト人意識を高めるものであったのである。つ
まり、アラブナショナリズムがエジプトで国是となっ
た時代、エジプトで支配的だったのは、エジプトをア
ラブの中心とする、エジプトナショナリズムであっ
た。アラブの連帯、アラブの統一は、エジプトを中心
として初めて実現できるようなものであり、それなし
に試みられたアラブナショナリズムの失敗は、必然の
流れであったのだ。またこのエジプトナショナリズム
に基づいて編まれた文学史では、アラビア語をアラビ
ア半島を起源とする言語と捉え、イスラームの拡大と
ともにやってきたものと位置付けていたため、キリス
ト教徒、特にコプト教徒を排除する結果となった。そ
の後の歴史的な展開にまで言及するとすれば、アラブ
ナショナリズムへの失望とそれに伴う世俗主義への幻
滅が、より宗教的なイデオロギーであるイスラーム主
義の台頭を生んだのではなく、そもそもエジプトにお
けるエジプト人あるいはアラブ人の言語、文化、歴史
とは極めてムスリムの歴史観に寄ったものであったこ
とがわかる。アラブナショナリズムが栄えた時代、国
民としてあらゆる宗教、起源を包括するような「エジ
プト人」、あるいは「アラブ人」という概念がエジプ
トで誕生していなかったことは、1950年代、1960年
代のエジプトの近代アラビア語文学史がはっきりと示
している。
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