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 私は、東京外国語大学アラビア語科の 3期

生です。しかし、6年間在学したため 5期生

に落ち、卒業は 1969年でした。読売新聞に入

社し、5年間盛岡支局にいました。1974年東

京本社外報部（現在の国際部）へ転勤するこ

とになるのですが、実は、このきっかけにな

ったのが、前年の 1973年 10月に起きた第四

次中東戦争でした。ご記憶だろうと思います

が、この時日本では、例えばスーパーマーケ

ットからトイレットペーパーがなくなるとい

う「オイル・ショック」が発生しました。こ

うした事態に、読売新聞幹部も中東報道の重

要性を再認識し、大学でアラビア語を勉強し

た――ということになっている――私を盛岡

支局から呼び戻したようです。 

 外報部では 5年間内勤をし、1979年 1月エ

ジプトのカイロに常駐特派員として赴任しま

した。イランのパーレビ国王夫妻が空路エジ

プトに逃れて来たのは、その数日後のことで

した。イラン王制がイスラム革命で崩壊した

ためです。このパーレビ国王の亡命記事が、

ベタ記事でしたが、特派員としての私の初原

稿となりました。くどい言い方になりますが、

私は日本の大学のアラビア語科を卒業し、日

本の新聞の特派員として中東に赴任した初め

ての日本人ではないかと思っています。私の

後は、東京外大のアラビア語科からは５人、

しかも同じ読売新聞に入り、うち２人が中東

特派員になりました。現在カイロ支局長の岡

本道郎君は、その一人です。 

 しかし、このところ、私の大学の後輩は読

売新聞に入っていないようです。もっとも、

読売新聞国際部では現在、希望者が週１回ア

ラビア語の講義を受けています。先生は NHK

教育テレビでアラビア語を教えている諸岡カ

リーマさんです。もちろん、週１回の勉強で

アラビア語が話せるようにはならないでしょ

う。しかし、アラビア語について確かな知識

を持つことが、中東報道そしてイスラム報道

では決定的に重要です。その点、エジプト人

を父に持ち、同国で高等教育を受けたカリー

マさんからアラビア語を学ぶのは最高と言え

るでしょう。カリーマさんの父は、アラビア

語の教師として長く東外大で教鞭を取られた

サムニー先生です。 

 私がアラビア語学習の必要性にこだわるの

は、この四半世紀、中東取材にとってアラビ

ア語の知識が極めて重要になっているからで

す。というのも、中東政治の表舞台にイスラ

ム原理主義（以下、原理主義と略称）が浮上

してきたからです。その分岐点になったのは

1981年 10月カイロで起きた、過激原理主義

勢力によるサダト・エジプト大統領暗殺でし

た。それまでイスラム教は政治舞台の端役か、

せいぜい脇役に過ぎませんでした。しかし、

同事件を契機に主要な脇役の一人となり、ア

ルカーイダの登場で主役の一人となりました。

原理主義を理解するには、イスラム教につい

て基本的知識を持つことが必要です。そして、

アラビア語の知識がなければ、イスラム教に

ついて基本的知識を持つことはほぼ不可能で

す。 

 いわゆる“世俗的”な中東政治問題だけな

ら、英語でも理解が可能でしょう。しかし、

原理主義問題はアラビア語の知識がなければ

理解は困難です。たとえば、ジハードですが、

これに「大きなジハード」と「小さなジハー

ド」の 2つの種類あるいは範疇があることも

ご存じでしょうか。「小さなジハード」は、異

教徒あるいは背教のイスラム教徒に対する、

テロを含めた戦闘を意味します。一方、「大き

なジハード」は実際の戦闘を意味しません。

優れたイスラム教徒になるための努力です。

これは、ジハードというアラビア語に「努力」

という基本的な意味があることを知っていれ

ば、すぐ納得がいくことです。 
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 日本のマスメディアの問題の一つとして、

アラビア語の知識のある人の少ないことが挙

げられるのではないでしょうか。例えば、テ

レビの報道・解説番組を見ていて気づくので

すが、国際的イスラム・テロ組織アルカーイ

ダを「アルカイーダ」と発音する人が少なく

ありません。アラビア語の知識のある人なら

絶対にこうは発音しません。アルカーイダと

「アルカイーダ」はアラビア語では全く別の

言葉だからです。 

 「アルカイーダ」と発音する理由は明白で

す。アルカーイダの英語表記が「Al-Qaeda」

だからです。この英語表記を素直に発音すれ

ば「アルカイーダ」となるでしょう。つまり、

「アルカイーダ」と発音する人は英語の情

報・資料に依存しているため、そう発音して

いるわけです。後でも触れますが、英語情報、

それも米英通信社の英語情報依存が日本のマ

スメディアの、少なくとも中東・イスラム報

道の伝統です。そして、そのことが問題を引

き起こし、ひいては日本人の中東理解を困難

にしています。 

軍部独裁と原理主義運動がエジプト政治の 

２ポイント 

 前置きはこれくらいにして、エジプト政治

の二つのポイント、軍部独裁政権と反体制イ

スラム運動に話を移しましょう。実は、この

二つのポイントはエジプトだけでなく、アラ

ブの共和制国家ほとんどに共通しています。

西の方からアルジェリア、チュニジア、リビ

ア、エジプト、シリア、イエメン、そしてフ

セイン政権崩壊以前のイラクなど、濃淡はあ

るものの各国政治の基本構造は同じです。例

外はスーダンとレバノンで、スーダンはイス

ラム教とキリスト教徒との対立、またレバノ

ンは宗派間抗争が主構造です。 

 中東世界の反体制運動は、イスラム運動に

限ったわけではありません。しかし、ヨーロ

ッパやアジアなどで一般的にみられる左翼運

動、とりわけ共産主義運動は、中東世界では

影響力をほとんど持ちません。取るに足りな

い存在と言っても構いません。その理由は、

中東世界の基本的社会構造がイスラム社会だ

からです。無神論の共産主義はムスリム（イ

スラム教徒の意）にとって、シオニズム（ユ

ダヤ民族主義）や帝国主義と並ぶ“悪の枢軸”

です。過激なムスリムばかりでなくムスリム

大衆も共産主義を拒絶します。ムスリム大衆

の共産主義嫌いは、1979年末、同主義の超大

国旧ソ連がムスリム国家アフガニスタンを侵

略したことで一気に強まりました。 

 一方、軍部独裁政権が掲げる政治イデオロ

ギーは総じて「アラブ民族主義」です。前世

紀アラブ世界を席巻したアラブ民族主義は二

つの目標を掲げました。一つはアラブ世界の

再興で、もう一つは、ユダヤ人国家であるイ

スラエルの殲滅でした。 

 しかし、いずれの目的も達成できずに終わ

りました。アラブ世界は 1948年のパレスチナ

戦争（第一次中東戦争）から第四次中東戦争

まで全部で 4回イスラエルと戦いました。が、

すべてアラブ側が敗北しました。この結果、

アラブ民族主義に対するムスリム市民の失望

が強まったのは当然です。しかも、膨大な戦

費と平時の軍事費の圧迫で、アラブ世界は復

興するどころか、貧困化の一途をたどりまし

た。さらに悪いことに、軍部独裁政権は長期

化するにつれ支配層の腐敗が広がりました。

アラブ民族主義政権に対するムスリム大衆の

失望は怒りに変わりました。その受け皿にな

ったのが原理主義運動でした。 

 アラブ民族主義政権はまた、社会主義的経

済政策を採用しました。アラブ世界で民族主
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義政権が登場した時、つまり 20世紀の半ばの

ことですが、アラブ世界は欧州列強による長

期の植民支配の結果、経済のあり方がいびつ

になっていました。これら軍部独裁政権は、

最も効率的な経済開発手段として社会主義的

政策を選択しました。というのも、社会主義

経済体制を採るソ連・東欧圏の経済開発が目

覚ましかったからです。しかし、産業の国有

化はじめ、こうした社会主義的経済政策が結

局はアラブ社会の経済発展の足を引っ張るこ

とになりました。 

軍部独裁政権批判の受け皿となった原理主義

運動 

 先に、アラブ世界では、軍部独裁政権に対

するムスリム大衆の怒りの受け皿になったの

が原理主義運動だったと述べました。しかし、

軍部独裁政権が牛耳るすべての国で原理主義

運動が活発化し、あるいは過激化したわけで

はありません。皮肉なことに、原理主義運動

が台頭した国は、アラブ世界内でも独裁政権

の抑圧が比較的緩やかな国でした。一方、抑

圧の厳しい国では、原理主義運動は台頭のき

っかけすら掴めませんでした。政権の徹底的

な弾圧に遭ったからです。例えば、サッダム・

フセイン政権下のイラクでは、外部に漏れ出

てくる原理主義運動の情報すらごくわずかで

した。原理主義運動が広がったのは、これも

皮肉なことに、イラクの民主化を目指したイ

ラク戦争で、フセイン独裁政権が崩壊した後

のことです 

 シリアも同様に、原理主義運動は政権の撤

退弾圧でほぼ一掃されました。1980年代はじ

め原理主義組織「ムスリム同胞団」が同国北

部ハマを拠点に活動を強化すると、当時のハ

ーフェズ・アサド政権は「ムハーバラート」

と呼ばれる治安・諜報部隊をハマに送り込ん

で徹底弾圧しました。掃討作戦の指揮を執っ

たのは、ハーフェズ大統領の実弟リファート

でした。ムスリム同胞団員など市民多数が殺

害されました。犠牲者数は 1万人とも 2万人

とも言われます。ムスリム同胞団は壊滅し、

以後現在までシリアからは原理主義運動の情

報がほとんどありません。 

 反面、原理主義運動が台頭した代表的アラ

ブ国家としては、第一に北アフリカのアルジ

ェリアが挙げられます。台頭の契機は、政権

側がイスラム勢力に政治譲歩し、原理主義勢

力の政治参加を認めたことでした。アルジェ

リアの原理主義勢力は「イスラム救世戦線

（FIS）」を最大勢力としましたが、その FIS

が 1991年末の総選挙第一回投票で大勝し、政

権奪取が確実の見通しとなりました。そこで

狼狽したのが、原理主義勢力と対立するアル

ジェリア軍部でした。軍部は翌 1992年はじめ

ベンジェディド大統領を辞任に追い込んで実

権を掌握し、予定された総選挙第二回投票を

キャンセルしました。これに反発した原理主

義勢力が武装蜂起し、アルジェリアは長期の

内戦状態に突入しました。 

 エジプトでもイスラム原理主義運動が台頭

しました。1990年代はじめ「イスラム集団」

と「ジハード団」という二つの過激原理主義

組織がムバラク政権打倒に決起しました。 

 うちイスラム集団は特異な観光客襲撃戦術

を採りました。古代エジプト遺跡を訪れる外

国人観光客をテロ攻撃する戦術です。観光収

入はエジプトの重要な外貨収入源の一つです。

ムバラク政権を財政的に揺さぶろうというの

が、この戦術の狙いでした。観光客襲撃戦術

は次第にエスカレートし、1997年 11月ルク

ソールで日本人 10人を含む外国人観光客 58

人を殺害する事態となりました。この事件は

西側世界ばかりでなく、エジプトのムスリム

大衆の反発を招きました。大衆の支持を失っ
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た原理主義勢力は武装闘争の停止に追い込ま

れました。 

アラブ民族主義の英雄と仰ぎ見られたナセル

元大統領 

 現代エジプト政治に話を戻しましょう。エ

ジプトの現代政治は、ナセル（共和制第二代

大統領）時代、サダト（同三代大統領）時代、

ムバラク（同四代大統領）時代の三時代に区

分できます。ナセル時代は、1952年のエジプ

ト革命からナセルが急死した 1970年までの

期間です。ナセルはエジプト革命を遂行した

「自由将校団」のリーダーでした。次のサダ

ト時代は、ナセル死亡時に副大統領だったサ

ダトの後継大統領就任から、サダトが軍事パ

レードでジハード団に暗殺される 1981年ま

での間です。最後のムバラク時代は、サダト

暗殺時に副大統領だったムバラクが後継大統

領に就任した 1981年から現在まで続いてい

ます。 

 ナセルは 1956年スエズ運河の国有化を断

行し「アラブ民族主義の英雄」ともてはやさ

れました。ところで、ナセルがエジプト大衆

の大人気を博した理由の一つに外見の良さが

あります。私は生前のナセルを見たことがな

いのですが、映画などで見ると文字通りの美

丈夫です。ナセルに留まらず、アラブ世界の

軍部独裁者は多くが美丈夫です。国民の大多

数からはスターの扱いを受けました。ところ

で、独裁者は国民の大多数から恐れられては

いますが、決して嫌われてはいません。イラ

クのフセイン大統領もそうです。フセイン政

権下のイラクは「恐怖の共和国」と形容され

るほど、国民が恐怖に震え続けた国でした。

しかし、フセインの人気は、少なくとも同じ

イスラム教宗派であるスンニ派信徒の間では

絶大でした。 

 私は 1990年春イラクを訪れた時、国営テレ

ビの番組でフセインの人気のすごさを見るこ

とができました。イラクがクウェートに侵攻

する数カ月前のことです。フセイン大統領の

民情視察番組でした。ところが、家から街路

に出て大統領を出迎えた女性たちが相次いで

失神して倒れるんです。体の豊かな中年の女

性たちが倒れる姿は圧巻でした。大統領は困

った表情で彼女らを抱き起こしていました。

私は「フセインはイラク国民にとって、まさ

にスーパースターなんだなー」と感じ入りま

した。やらせには見えませんでした。 

 しかし、フセインの人気もナセルに比べれ

ばずいぶんと劣るように思われます。私は冒

頭で申しましたように 1979年初頭カイロに

赴任しました。ナセルが死んでから既に 9年

近く経っていました。だが、ナセル人気はい

っこうに衰えてはいませんでした。例えば、

私がチャーターしていたタクシーの運転手が

熱烈なナセル信奉者の一人でした。酒の好き

な、無頼な感じのする中年のエジプト人でし

たが、ナセルについて話す時の顔つきは真剣

そのものでした。いつも「自分の心の中には

今もナセルがいる」と言っていました。 

 ナセルは1970年9月心臓麻痺で急死しまし

た。まだ 52歳の若さでした。その直前勃発し

た「黒い 9月」と呼ばれるヨルダン内戦によ

る心労が原因と言われています。ナセルの死

が発表されると、カイロの街々に市民が走り

出てナセルの死を悲しみました。その数は

100万とも 200万人ともいわれます。 

 ところで、イラクのフセインは青年時代、

カイロに亡命していました。ナセルが絶頂期

にあった頃です。以来、「第二のナセル」にな

ることがフセインの悲願になったと言われま

す。フセインばかりではありません。リビア

の暴れん坊、カダフィもそうです。アラブの
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軍部独裁者の大半が「第二のナセル」を人生

の悲願としました。 

 ナセルを継いだサダトも極めて魅力的な政

治家でした。が、ナセルとは対照的な人物で

した。その違いは政策や政治信条だけではあ

りませんでした。肌の色の違いも指摘する必

要があると思います。ナセルは白い肌でした。

しかし、サダトの肌は褐色でした。これは母

がスーダン人だったためです。父はエジプト

軍人としてスーダンに駐留し、その際スーダ

ン人の女性と結婚し、サダトが生まれました。

先にナセルは美丈夫だったと述べましたが、

サダトも美男子でした。青年時のサダトは俳

優を目指したこともあります。軍士官になる

と、ナセルが指導する「自由将校団」に参加

しました。 

 サダトは「自由将校団」内で原理主義組織

「ムスリム同胞団」を担当しました。サダト

がとりわけ敬虔なムスリムだったことが、理

由だったと思われます。サダトの額には祈り

だこがありました。ムスリムが祈る時、床に

小さな絨毯を敷いて、その上で祈ります。そ

の際、絨毯に額をすりつけて祈るのでたこが

できます。祈りだこは敬虔さの現れと言えま

す。また、サダトは生前、引退したらイスラ

ム神秘主義の勉強をしたいとも言っていまし

た。英語でスーフィズムと呼ぶイスラム神秘

主義は律法主義と共にイスラム教を二分する

潮流です。 

 サダトは「自由将校団」の一員ではありま

したが、ナセル政権内では決して有力者では

ありませんでした。ナセルの後継大統領に就

任したのは、ナセルが急死した時たまたま副

大統領だったためでした。憲法上、大統領が

急逝した場合、副大統領が後継大統領に就任

すると定められてます。それだけに当初、サ

ダト政権は短期間で終わると見られていまし

た、サダトが「政権中枢」と敵視したナセル

側近の親ソ・グループが間もなく政権を握る

と思われました。しかし、サダトは軍部の支

持取り付けに成功するや「政権中枢」グルー

プを排除しました。軍部こそ共和制エジプト

の最大権力基盤です。 

 実権を掌握したサダトの次の手は、ナセル

路線の否定でした。最も象徴的な路線転換は

親ソ路線の否定でした。代わって親米路線を

採りました。サダトはまた、対イスラム政策

でもナセル路線を転換しました。ナセル政権

のイスラム勢力弾圧に代わって伸長策を採り

ました。対イスラム政策の転換にはイスラム

勢力を取り込む狙いがありました。「政権中

枢」グループが勢力基盤とする親ソ勢力に対

抗するためでした。しかし、このイスラム勢

力伸長策が結果的にサダトに災いしました。

原理主義勢力が台頭したからです。1981年 10

月、サダトは自分が台頭を助けた原理主義勢

力によって暗殺されます。 

「エジプト第一主義」に戦略転換したサダト

前大統領 

 エジプトの原理主義勢力がサダトに歯を向

いたのは、サダトがユダヤ人国家イスラエル

との和平を進めたためでした。サダトは 1977

年 11月イスラエルを訪問しました。アラブ指

導者として初めてで、まさに歴史的な事件で

した。西側社会は拍手喝采しましたが、ユダ

ヤ人憎悪の激しいアラブ・イスラム世界は猛

反発しました。サダトは翌 78年カーター米大

統領の仲介でベギン・イスラエル首相とワシ

ントン郊外のキャンプデービッドで会談。い

わゆるキャンプデービッド合意を締結しまし

た。79年 3月アラブ国家としては初めてイス

ラエルと平和条約を結びました。 

 イスラエルとの和平は、サダトのアラブ民
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族主義離れの端的な現れでした。ナセルはア

ラブ民族主義の英雄ともてはやされました。

しかし、後継大統領のサダトが掲げた政治信

条は「エジプト第一主義」でした。アラブ民

族主義の焦点はパレススチナ問題でした。サ

ダトには、パレスチナ問題に拘泥してイスラ

エルと戦争状態を続けるなら、エジプトの経

済回復は望めないとの判断がありました。サ

ダトがイスラエルとの和平を決意した時、エ

ジプトは 4回に及ぶイスラエルとの戦争で膨

大な軍事費を使い、国家経済は破産状態でし

た。 

 サダトがイスラエルとの和平を締結した直

後のことだったと思います。エジプトの有名

な週刊誌「オクトーバー」が表紙に、古代エ

ジプトの帝王ファラオの姿をしたサダトの肖

像画を使いました。サダトのアラブ民族主義

離れと「エジプト第一主義」転換を端的に示

したカリカチュアでした。サダト自身、自分

を古代エジプトの著名なファラオ、ラムセス

二世になぞらえています。イスラエルとの和

平を、ラムセス二世が行ったヒッタイトとの

和平条約になぞらえました。同条約は人類史

上初めて成文化された平和条約とされていま

す。ヒッタイトは当時小アジアを支配した民

族で、歴史上初めて鉄器を使った強大な民族

でした。 

 私は一度だけですが、サダトに独占インタ

ビューしました。場所はエジプト第二の都市、

アレキサンドリアで、サダトが暗殺される前

年 1980年夏のことでした。こう言うと、実は

虚偽報道になります。私は会見をアレンジし

ただけでした。実際にインタビューしたのは

東京から来てもらった読売新聞東京本社の外

報部長と、もう一人は NHKの当時ヨーロッパ

総局長だった磯村尚徳さんでした。このイン

タビューはアレキサンドリアの浜辺に建てら

れた大統領別邸で行われました。もちろん私

も会見の場には出ました。そこで、初めてサ

ダトを目の前で見、その肉声に接しました。

私はサダトにオーラを見た感じがしました。

オーラを見たと感じた政治家は、それ以前も

以後もありません。 

 サダトが暗殺されたのは1981年10月6日、

第四次中東戦争の開戦記念日でした。サダト

政権は開戦記念日に、カイロ北東部のナス

ル・シティー地区で戦勝軍事パレードを催す

のが常でした。エジプトは第四次戦争の勝利

者はアラブ側だったとしています。この日も

サダト大統領が出席して軍事パレードが行わ

れました。その最中、北朝鮮製の 140ミリ長

距離砲を牽引するトラック部隊の車列から 4

人の男たちが飛び出してきました。彼らは観

覧スタンド最前列のサダトに向かってライフ

ルを乱射しました。銃弾を受けたサダトはカ

イロ南郊外の陸軍病院に運ばれましたが、ほ

ぼ即死だったと言われます。容姿を気にする

サダトは、着膨れすると言って防弾チョッキ

を着ていませんでした。 

 私はこの日、現場の軍事パレード場には行

っていませんでした。自宅でテレビを見てい

たら、当然軍事パレードの中継が打ち切られ

ました。「こりゃ何かあったな」と考え、ナイ

ル川沿いにある情報省に急ぎました。情報省

にはエジプト国営通信や英国通信社ロイター

など西側通信社のチッカーが置かれていて、

情報を見ることができます。また、情報省に

は当時の主要な原稿送信手段であるテレック

スがありました。が、情報省に着いた時は手

遅れでした。治安部隊が情報省ビルを包囲し、

封鎖して、中に入ろうとした私は追い返され

ました。仕方なく、今度はタクシーを拾って

カイロ中心部にある米国通信社 APの支局に

飛び込みました。 

 現場で取材する APの記者がハンディート
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ーキーで送ってくる情報を見て、何が起きた

か知りました。しかし、東京本社への送信手

段がない。そこで同じビルの数階上にあるフ

ランス通信 AFPのオフィスに行きました。AFP

には二台のテレックスがあり、うち一台を借

りることができました。まず本社と連絡を取

り、本記は本社にまかせ、解説と雑感を書く

ことになりました。この時点ではまだサダト

死亡の情報が流れていません。負傷したが命

に別状はないとの情報が流れていました。し

かし、原稿を書き終えて送信している最中に、

英通信社ロイターがサダト死亡の一報を流し、

事件は一転「中東和平の英雄サダトの暗殺」

という世界的な大ニュースとなりました。 

 東京外報部デスクの指示で、別な解説原稿

をテレックスで生打ちしました。デスクが訊

ねてきた最大ポイントは「犯行グループは誰

か」でした。生打ち原稿では、締め切りが迫

っていたこともあり、頭に浮かんだことが素

直に原稿になったような気がします。主旨は

「犯人は原理主義グループ」でした。事件以

前、サダトが原理主義グループに銃撃された

などという未確認情報を何度か得ていたため

です。夕方、当時副大統領のムバラクがテレ

ビ演説してサダトの死亡を発表しました。同

時に、犯行グループについても言及しました。

エジプト政府は犯人 4人のうち 3人を拘束し

ており、犯行グループを特定していました。

ムバラクはテレビ演説で犯人グループを「ム

タタッリフィーン（過激派）」と呼びました。

政府が原理主義者に対して使う常套語でした。 

 しかし、原理主義グループ犯行説を打ち出

した私の原稿の扱いは、期待したほどではあ

りませんでした。掲載された面も中面でした。

最終版の締め切りぎりぎりになって、元エジ

プト軍参謀総長のグループがレバノンで犯行

声明を発表したためです。この声明は間もな

くデタラメとわかりました。が、声明が出さ

れた時点では虚偽かどうかはわかりません。

虚偽声明はベイルート特派員電で一面に掲載

され、4段か 3段で大扱いされたと記憶して

います。 

サダト路線を全面的に踏襲したムバラク現大

統領 

 後継大統領に就任したムバラクはエジプト

軍では傍流の空軍出身でした。が、大統領就

任は本流の陸軍の支持もあってすんなり決ま

ったようです。ムバラクは 1973年 10月の第

四次中東戦争の英雄でした。エジプトとシリ

アがイスラエルに先制攻撃を掛けた戦争です。

エジプト軍はスエズ運河渡河作戦で緒戦勝利

しました。緒戦だけとはいえ、アラブにとっ

て初めての対イスラエル戦勝利でした。この

時、大活躍したのがエジプト空軍でした。司

令官をつとめていたのがムバラクです。サダ

ト大統領はムバラクをエジプト新世代「10月

世代」の代表と賞賛しました。そして副大統

領に引き上げました。もっとも、将来ムバラ

クを後継大統領にする考えがサダトにあった

かどうかはわかりません。 

 ムバラクはカリスマ性のあったナセル、サ

ダトと異なり、凡庸という評判でした。陸軍

士官学校では下から２番目だとか３番目だと

か噂されました。空軍パイロットの頃は態度

が粗暴という評判でした。気の利かない兵卒

を革の将校靴で蹴飛ばしているといった噂も

流れました。大統領就任後は女性とのスキャ

ンダルもささやかれました。スエズ運河の町

イスマイリアにある大統領別邸には、愛人を

住まわせていると噂されました。 

 一方、エジプト国民の多くはムバラク新大

統領にナセル路線復帰を期待しました。ムバ

ラクが国会で就任演説を行った際、議員の間

から「ナセル!」と声が掛かったほどでした。
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サダト政権末期、エジプト国民の多くは自尊

心を傷つけられ、落ち込んでいました。イス

ラエルとの和平がアラブ諸国から総スカンを

くらい、エジプトがアラブ世界で村八分状態

に追い込まれていたためです。エジプト国民

はそれまでアラブ世界の盟主を自認していま

した。それだけに落ち込みようはひどかった

ようです。国民のサダト人気は急落し、逆に

反発感情が強まりました。 

 エジプト国民の反サダト感情は、まずサダ

トが暗殺された夜に現れました。街に出てサ

ダトの死を悲しむ者はおらず、カイロは静ま

り返っていました。ナセルが死んだ夜とは対

照的な光景でした。私はサダトが暗殺された

夜、夕刊用の原稿を送りに、封鎖が解除され

た情報省に出かけました。人影は警備にあた

る治安部隊の兵士以外はありませんでした。

数日後、家に来ていた女中さんが突然「サダ

トは悪い人でした」と言い始めました。彼女

は貧民街出身のイスラム教徒です。「サダトは

国民、とりわけムスリム大衆の人気がなかっ

たんだなー」と、私は思い知りました。 

 しかし、ムバラクはサダト路線を踏襲しま

した。親米路線ばかりではありませんでした。

サダトが「インフィターハ」と呼んだ経済開

放政策など、愚直と言えるほどの踏襲ぶりで

した。ムバラクのサダト路線踏襲に、パレス

チナ解放機構（PLO）はじめアラブ世界の左派

系民族派勢力は失望しました。しかし、世界

情勢がムバラクに幸いしました。米国のソ連

封じ込め政策が功を奏し、旧ソ連が衰微の一

途をたどったからです。旧ソ連はアラブの左

派系民族派のパトロンでした。そうした国際

情勢下、エジプトは、一時停止されたアラブ

連盟のメンバー資格を回復し、アラブ世界の

村八分状態から脱却しました。 

 ムバラクの最大の外交試練は、1990年 8月

イラクが隣国クウェートを侵略した時、つま

り「湾岸危機」勃発の際に訪れました。イラ

クのフセイン政権はその直前、クウェート国

境に数万の軍を集結させ緊張が急速に高まり

ました。この時、ムバラクはバグダッドに飛

んでフセイン大統領と会談し、クウェートと

の話し合い解決を促しました。会談後世界に

向け、フセインはクウェートに侵攻しない旨

約束したと発表しました。この発表で、緊張

は一気にやわらぎました。しかし、その後間

もなく、イラク軍は侵攻を開始しました。ム

バラクは「フセインに翻弄された政治家」と

して、すっかり男を下げてしまいました。 

 現在、エジプトの最大の政治問題はムバラ

クの後継者問題です。スーザン夫人は才媛で

す。美貌は、若い頃、これも美人で有名だっ

たサダト大統領のジハン夫人がやっかんだと

言われるほど。学歴はカイロ・アメリカン大

学の大学院で社会学を学び、助手となりまし

た。ムバラクと結婚するとき、主任教授以下、

彼女が学問から離れることを惜しんだと言い

ます。ムバラクとの間に男の子が二人います。

長男がアラーで次男がガマールです。うちム

バラクの後継者と噂されるのがガマールです。

現在 42歳。ムバラクの与党で、支配政党の「国

民民主党」のナンバースリーです。美男子な

ことでも国民の人気があります。 

 アラブの共和制諸国ではこのところ、大統

領職を息子が継承するという「共和制王朝」

現象が広がっています。シリアでは 2000年 6

月病死したアサド大統領を二男のバッシャー

ルが継ぎました。今や、アラブ世界では「共

和制王朝」批判もあまり聞かれないようにな

りました。もっとも、ムバラク政権はガマー

ルを後継者とは公には認めていません。ガマ

ール自身、後継者になる考えはないと否定し

ています。 
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 ムバラク大統領にはもう一人、後継候補と

噂される人物がいます。ムハーバラートと呼

ばれる諜報機関の長官、オマル・スレイマン

です。現在、イスラエルとパレスチナの舞台

裏交渉の調停役を務めており、彼の名前はよ

く西側メディアにも登場します。が、諜報機

関の高官なためプロフィールは秘密にされて

います。外部に漏れるわずかな情報だと。ス

レイマンは軍部出身で階級は中将とされてい

ます。中将はエジプト軍参謀総長と同じ位階

で、大統領後継候補として適切な位階だと思

われます。現在 68歳と言われます。ムバラク

より約 10歳下になります。 

原理主義運動の革命理論となった「ジャーヒ

リーヤ論」 

 以上、エジプトの三代にわたる軍部独裁政

権をざっと紹介しました。そこで、エジプト

の原理主義勢力に話を移します。1928年、現

代アラブの原理主義運動の母組織と言うべき

団体が、エジプトのスエズ運河の町イスマイ

リアで誕生しました。「ムスリム同胞団」がそ

れです。アラビア語ではイフワン・ムスリム

ーンと言います。創始者は中学教師のハッサ

ン・バンナでした。同胞団は当初ナセルの「自

由将校団」のエジプト王政打倒に協力しまし

た。しかし、間もなくナセル政権と関係が悪

化しました。1954年同胞団員のナセル暗殺未

遂がきっかけになり、同胞団は非合法化され

大弾圧されました。 

 この弾圧で「イスラム原理主義のレーニン」

と呼ばれる人物が処刑されました。1950年代

から 1960年代にかけ、エジプトのムスリム同

胞団のイデオローグだったサイイド・クトゥ

ブです。処刑されたのは 1966年、60歳でし

た。クトゥブが原理主義思想家になるきっか

けは若い頃のアメリカ留学だったと言われて

います。そこでアメリカ人の享楽的な生活に

触れ、現代キリスト教文明を蔑視するに至っ

たと言われます。帰国後同胞団に入り、機関

誌の編集を担当しました。クトゥブは獄中で

急進化し、原理主義に基づく革命論を唱えま

した。それは「ジャーヒリーヤ論」と呼ばれ

ています。 

 ジャーヒリーヤはアラビア語で「無知」や

「無明」と訳されます。本意は「唯一神を知

らない」です。西暦 7世紀、アラビア半島紅

海沿岸のメッカにイスラム教の預言者ムハン

マドが登場しました。預言者ムハンマドは、

当時のアラビア社会をジャーヒリーヤ、つま

り「唯一神アッラーを知らない社会」と断罪

し、その変革を訴えました。当時のアラビア

社会は多神教崇拝の部族性社会でした。この

アラビア社会を、唯一神アッラー崇拝のウン

マ（イスラム共同体）に変革するのが、ムハ

ンマドの宣教でした。 

 それからざっと 1400年後、クトゥブはナセ

ル政権下のエジプト社会をジャーヒリーヤと

断罪しました。私は９・１１テロ直後に出版

した『イスラム過激原理主義』（中公新書）で、

ジャーヒリーヤ論をこう説明しています。 

 「ムハンマドがイスラム教を創始した 7世

紀のアラビア社会は部族社会だった。これら

部族社会の成員は所属するそれぞれの部族に

忠誠を近い、その部族の偶像を崇拝した。ま

た、金権的な倫理が優勢を占め、現世的な富

のみが最高の価値とされる社会だった。要約

すれば『唯一神アッラーを崇めず、偶像崇拝

がはびこる堕落した社会』だった。ムハンマ

ドはこの社会を『ジャーヒリーヤ』と表現し

て敢然と否定し、代わって社会成員が唯一神

アッラーのみに帰依し、忠誠を誓う新たな社

会の確立を訴えた。それが『イスラム社会』

だった」 

 「彼（クトゥブ）は、世俗主義の専制支配
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者ナセル大統領がイスラム教徒を弾圧するエ

ジプト社会は『神を崇めない、堕落した社会』

であり、ムハンマドが否定したイスラム以前

のアラビア社会と同質だと見なした。そして、

その社会を『ジャーヒリーヤ』だと断罪した

のだ。ジャーヒリーヤ論はエジプト社会を震

撼させる衝撃性を持っていた。というのもイ

スラム教徒国民は、自分たちの社会が真のイ

スラム社会なのか、それともジャーヒリーヤ

社会なのか、その判定を迫られたからだ。ジ

ャーヒリーヤだと判定すれば、預言者ムハン

マドに習い、その社会打倒のため決起しなけ

ればならない」 

 しかし、同胞団指導部はクトゥブの死後、

ジャーヒリーヤ論を否認しました。あまりに

も急進的だというのが理由でした。真の狙い

は、同胞団の組織防衛にありました。穏健性

を示すことで、強大なナセル政権の弾圧を免

れようとしたわけです。この狙いはあたりま

した。同胞団は非合法ながら生き延びました。

一方、同胞団内のクトゥブ信奉者は指導部の

ジャーヒリーヤ論否認に反発しました。若者

や学生を中心としたクトゥブ信奉者は同胞団

を飛び出し、過激な組織の結成に走りました。 

 過激原理主義組織「ジハード団」と「イス

ラム集団」は連携して「ジハード団連合」を

構成し、1981年サダト大統領暗殺に踏み切り

ました。この事件では実行犯４人と理論指導

者ムハンマド・ファラグの計 5人が死刑判決

を受け、処刑されました。ファラグは死刑さ

れた時、27歳でした。彼はサダト暗殺に踏み

切る前、仲間に配った小冊子「失われた責務

（アル・ファリーダ・アル・ガーイバ）」で独

特のジハード論を展開しました。「忘れられた

責務」とはジハードのことです。この小冊子

は、サダト暗殺事件後、「サダト暗殺教本」と

呼ばれ、エジプトの内外メディアの間で引っ

ぱりだこになりました。 

原理主義運動の伝統的ジハード戦略は「近い

敵・遠い敵論」 

 ファラグの基本的なジハード戦略は「近い

敵・遠い敵論」と呼ばれます。後にジハード

団の伝統的戦略論となりました。理論の根拠

を、コーラン第 9章「改悛」124節「これ、

信者の者よ、汝らの身近にいる無信仰者たち

に戦いを挑みかけよ」に置いています。同理

論の核心は「まず、近い敵を撃て」です。で

は「近い敵」と何でしょうか。まさにファラ

グたちジハード団員が住むエジプトの世俗的

な軍部独裁政権です。一般化すれば、アラブ

諸国の非イスラム的諸政権です。一方「遠い

敵」はイスラエルとアメリカ、一般化すれば

異教のユダヤ・キリスト教社会です。 

 ユダヤ人国家イスラエルは距離的には近い

敵です。しかし、「近い敵・遠い敵論」では「遠

い敵」になります。ところで、読売新聞は 2004

年 7月「９・１１テロ米調査委最終報告」に

関する連載記事を掲載しました。同報告内容

を巧みに要約し、実に参考になる連載でした。

この記事の中に「遠くの敵」という表現が出

てきます。「ビンラーディンが他組織の頭目と

違ったのは“遠くの敵”の米国に狙いを定め

た点だ。イスラエルや自国政府ばかりをねら

う組織は『蛇の頭』と対決していない、と言

い切った」という部分です。ここでアメリカ

を「遠い敵」とし、イスラエルを「自国政府」

つまりエジプトなどアラブ諸政府と同じ「近

い敵」としています。これは間違いではない

でしょうか。 

 私は「９・１１テロ米調査委最終報告」の

原文は見ていません。そのため、原文の誤り

なのか、翻訳の誤りなのか判断がつきません。

たぶん、原文の誤りでしょう。 

 「近い敵・遠い敵論」にこだわるのは、こ

の戦略がアルカーイダの戦略理解の鍵だから
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です。アルカーイダの理論指導者はナンバー2

のエジプト人アイマン・ザワヒリとされてい

ます。ザワヒリは「ジハード団」の元指導者

です。前述したように同団の伝統的戦略が「近

い敵・遠い敵論」です。実際、ザワヒリは 1990 

年代はじめ「近い敵・遠い敵論」に基づく反

政府武装闘争をエジプトで強行しました。し

かし、テロ戦術が災いし、失敗しました。 

 私は、「近い敵・遠い敵論」を基礎に置くザ

ワヒリの戦略論を「二段階イスラム革命論」

と呼んでいます。これを、『中央公論』2004

年 1月号に書いた「激化するアルカーイダ『自

爆』テロの狙い」で次のように紹介しました。 

 「イラク戦争を契機に勢力再建の兆しを見

せる国際的イスラム・テロ組織アルカーイダ

がらみの爆弾テロが、イスラム世界各地で猛

威を振るっている。これらテロから伺えるの

は「イスラム世界で西側権益を撃つ」爆弾テ

ロ戦術を核としたアルカーイダの新たな二段

階イスラム革命戦略だ。第一段階は、テロに

よってイスラム世界から欧米勢力を駆逐し、

堕落した地元政権から西側勢力という後ろ盾

を奪うこと。第二段階は、後ろ盾を失って弱

体化した地元政権を打倒し、代わって真正な

イスラム国家を建設することだ（中略）」 

 「アルカーイダの二段階イスラム革命戦略

は、同組織の理論指導者ザワヒリが主唱者だ。

天才的な頭脳の持ち主とされ、一部には（ア

ルカーイダの）真の指導者ともささやかれる

ザワヒリだが、2001年末ロンドンの汎アラブ

紙に発表した論文「預言者の旗の下の騎士た

ち」で二段階革命戦略を打ち出し（た）」 

日本マスメディアの米英通信社依存と「誤訳」 

 ここからは原理主義運動に関わる表記につ

いて、問題を幾つか取り上げます。 

 私が最近憤慨した表記が「統一と聖戦」で

す。日本の多くのマスメディアが、イラクで

テロの猛威を振るうイスラム・テロ組織「タ

ウヒード・ワ・ジハード」にあてた邦訳です。

この組織は、ヨルダン人アブムスアブ・ザル

カウィが率いる「イラクの聖戦アルカーイダ

機構」の前身ですが、「統一と聖戦」という訳

は甚だしい誤訳です。「タウヒード・ワ・ジハ

ード」の正しい訳は「神の唯一性と聖戦」で

す。「神の唯一性」を「統一」と間違えたわけ

です。この誤訳は何に由来するのでしょうか。 

 「タウヒード・ワ・ジハード」のタウヒー

ドについて、英米通信社は通常ユニティー

（unity）と英訳しています。ユニティーを英

和辞典で引けば、まず「統一」の訳語が目に

つきます。そこで、日本マスメディアの記者

や編集者は、「統一と聖戦――イスラム過激派

が統一して聖戦を行うという意味だな。これ

でいこう」となったのではないでしょうか。

私の記者時代とデスク時代の経験に基づく推

測です。実は、米英通信社がユニティーとい

う英訳に持たせた意味は「統一」ではありま

せん。「唯一性」、つまりトリニティー

（trinity）（神の三位一体）に対する「神の

唯一性」という意味を持たせたのです。 

 タウヒード・ワ・ジハードの誤訳の根は、

米英通信社電に依存している日本マスメディ

アの現状にあると言ってよいでしょう。同じ

ことは、アルカーイダの理論指導者、アイマ

ン・ザワヒリの肩書き表記についても言えま

す。日本のマスメディアはしばしばザワヒリ

の肩書きを「副官」と表記します。これは米

英通信社の表記「デピュティー（deputy）」を

訳したものです、しかし「副官」という日本

語の意味は「軍隊で連隊長など高級士官に付

く秘書士官」です。ザワヒリはビンラーディ

ンの「秘書士官」でも「秘書」でもありませ

ん。米英通信社がデピュティーという表記に
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持たせた意味は「ナンバー2」という意味です。

ザワヒリの「副官」表記も誤訳です。 

 以来現在まで同胞団は非合法のままです。

非暴力を掲げているため、同胞団は「穏健原

理主義勢力」と色分けされます。1970年代、

同胞団の非暴力路線に飽き足らないメンバー、

多くは若者たちが同胞団を飛び出して「過激

原理主義勢力」を立ち上げました。この過激

原理主義の代表的組織が「ジハード団」と「イ

スラム集団」です。これら過激派は同胞団指

導部を「ダラ幹」扱いしました。前世紀半ば

の日本で、共産党の穏健路線に飽き足らない

若者や学生が同党を離脱して急進化し、様々

な過激組織を立ち上げたのに似ているように

見えます。 

 また、「マジュリス・シューラー」という言

葉があります。組織の最高意思決定機関を意

味します。この言葉を、日本のマスメディア

はおおむね英語訳「consultative council」

から「諮問評議会」と訳しています。これだ

と、最高意思決定機関という意味合いが出ま

せん。ところで、マジュリスとシューラーは

「会議」と「相談」という意味ですが、うち、

原理主義がらみで特別重要な言葉がシューラ

ーです。イスラム的民主主義を現すアラビア

語だからです。実は、アラビア語には西側の

民主主義、英語で言うデモクラシーを表す言

葉がありません。西側民主主義を表現する場

合は、そのまま借語します。ペルシャ語の場

合も同様だと聞いたことがあります。 

 私はシューラーについて『イスラム過激原

理主義』で、こう説明しています。 

 「シューラーの考えは、コーランの第 42

章『シューラー（相談）』に拠っている。同章

第 38節は『主の喚びかけにこころよくお応え

申し、礼拝の務めをよく果たし、どんなこと

も互いによく相談（シューラー）し合い、我

ら（神）の授けた日々の糧を惜しみなく施す

人々』と言う（中略）。イスラム世界では現在、

シューラーは『民主的なプロセスを経てなさ

れる協議一般』と広義の意味で捉えられてい

る。過激原理主義運動では、組織の最高意思

決定機関は例外なく『マジュリス・シューラ

ー』と呼ばれている」 

 これだと最高意思決定期間という意味合い

がありません。実は、原理主義運動用語は左

翼用語を借りて訳すとぴったりはまることが

少なくありません。マジュリス・シューラー

の場合は「中央委員会」です。「諮問評議会」

より意味合いが明確になります。しかし、米

英通信社依存の日本マスメディアでは、この

邦訳は採用されそうもありません。 

 原理主義運動用語で日本人になじみのない

ものに「エミール（あるいはアミール）」があ

ります。エミールの本来の意味は「司令官」

や「王子」ですが、原理主義組織では組織の

最高指導者を意味します。ウサマ・ビンラー

ディンは国際的イスラム・テロ組織「アルカ

ーイダ」のエミールと呼ばれ、アブムスアブ・

ザルカウィは「イラクの聖戦アルカーイダ機

構」のエミールと呼ばれます。これも左翼用

語を借りて「書記長」とか「委員長」と訳す

のが最も適切だと思うのですがいかがでしょ

う。というのも、原理主義運動は組織論など

で、明らかに西側の左翼運動を模倣している

節があるからです。 

 最後にイラクの地方行政区分に関する日本

マスメディアの表記について述べます。メデ

ィアによって「州」とか「県」と表記してい

ます。アラビア語の原語はムハーファザで、

米英通信社はこれを通常「プロビンス

（province）」と英訳しています。プロビンス

を英和辞典で引くと真っ先に「州」という訳

が出てきます。というわけで「州」という表
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記もまた、日本マスメディアの“伝統的な米

英依存型表記”のようです。信頼性の高いア

ラビア語日本語辞典『現代アラビア語小辞典』

（第三書館）にはムハーファザの訳として「保

護、県、地方、地域」が載っています。もっ

とも「州」表記が誤りだと言うわけではあり

ません。問題は、米英依存型表記をこのまま

続けてよいものかどうか、ということです。 

＊コーランの翻訳は、岩波文庫『コーラン』

（井筒俊彦訳）に依りました 

（当日の講演内容に一部加筆） 

文責・編集部 


