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シンポジウムの会場となったシンポジウムの会場となった

早稲田大学国際会議場早稲田大学国際会議場

受付ロビーに設置されたパソコン受付ロビーに設置されたパソコン

受付にて来場の様子。受付にて来場の様子。

両日とも多くの参加者があった両日とも多くの参加者があった

初日の基調講演が行われた初日の基調講演が行われた

井深大記念ホール井深大記念ホール
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２日目のセッションの様子。２日目のセッションの様子。早稲田大学早稲田大学

国際会議場、国際会議場、第１会議室にて。第１会議室にて。

各テーマごとにパネリストによる発表、各テーマごとにパネリストによる発表、

討論が行われた討論が行われた

各セッションの後には、各セッションの後には、活発な質疑活発な質疑

応答がなされた応答がなされた

114114 章からなるコーランのすべてが章からなるコーランのすべてが

収録されているＣＤ収録されているＣＤ

礼拝の時間を知らせる時計や、礼拝の時間を知らせる時計や、礼拝時礼拝時

に用いる絨毯や数珠などの礼拝道具に用いる絨毯や数珠などの礼拝道具
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開催趣旨開催趣旨

メッセージメッセージ

開会にあたって　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開会にあたって　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

主催挨拶主催挨拶  ～～ 国際情報通信研究センタ国際情報通信研究センターー ～～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

主催挨拶主催挨拶  ～～ 早稲田大早稲田大学学 ～～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

来賓挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来賓挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基調講演１基調講演１

　「ＩＴ世紀の日本とイスラーム」　「ＩＴ世紀の日本とイスラーム」                                                                　　

基調講演２基調講演２

　「イスラム世界におけるＩＴの歴史と現状について」　「イスラム世界におけるＩＴの歴史と現状について」                              　　

第１部／文化第１部／文化･･宗教セッション宗教セッション

　「はじめに」　　「はじめに」　                                                                                                　　

　「イスラムとＩＴ―社会と文化」　「イスラムとＩＴ―社会と文化」

　「日本の中のイスラーム」　「日本の中のイスラーム」

　「コーランと情報科学」　「コーランと情報科学」                                                　　

　質疑応答　質疑応答

第２部／社会第２部／社会･･経済セッション経済セッション

　「はじめに」　　「はじめに」　                                                                                                　　

　「イスラームから見た新技術」　「イスラームから見た新技術」                                        　　

　「イスラム世界との文明対話」　「イスラム世界との文明対話」

　「アラビアのＩＴ」　「アラビアのＩＴ」                                                                                  　　

　質疑応答　質疑応答

第３部／情報技術セッション第３部／情報技術セッション

　「人間中心の情報技術」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「人間中心の情報技術」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　「ウズベキスタンにおけるＩＴの展開」　　　　　　　　「ウズベキスタンにおけるＩＴの展開」　　　　　　　  　　

　「情報技術はどう変わるか」　　　　　「情報技術はどう変わるか」　　　　        　　　　　　　　  　　

　「情報技術はどう変わるか」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「情報技術はどう変わるか」　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　

　質疑応答　質疑応答

クロージングクロージング・・リマークスリマークス

発表者プロフィール発表者プロフィール

英文サマリー英文サマリー

編集後記編集後記

北村北村  歳治歳治

河野河野  洋平洋平

北村北村  歳治歳治

富永富永  英義英義

白井白井  克彦克彦

板垣板垣  雄三雄三

山内山内  昌之昌之

吉村吉村  作治作治

吉村吉村  作治作治

湯湯川川 　武　武

樋口樋口  美作美作

アハマドアハマド・・フワードフワード・・バシャバシャ

北村北村  歳治歳治

セリムセリム・・ユジェルユジェル・・ギュレチギュレチ

遠遠藤藤   茂茂

小早川敏彦小早川敏彦

山崎山崎  芳男芳男

サンジャサンジャ・・デジャラロフデジャラロフ

モハメドモハメド・・バハバハ・・エル＝ディンエル＝ディン・・ザグルールザグルール

坂田坂田  俊文俊文

北村北村  歳治歳治

目　次目　次

　７　７

　９　９

　　1111

　　1212

　　1414

 16 16

 24 24

 38 38

 52 52

 55 55

 62 62

 69 69

 74 74

 78 78

 80 80

 88 88

 95 95

 101 101

1 0 61 0 6

1 0 91 0 9

1 1 31 1 3

1 1 71 1 7

1 2 41 2 4

1 3 01 3 0

1 3 21 3 2

1 3 61 3 6

1 5 11 5 1

1-22.p65 2002/05/10, 22:48Page 5 Adobe PageMaker 6.5J/Win



1-22.p65 2002/05/10, 22:48Page 6 Adobe PageMaker 6.5J/Win



77

開催趣旨開催趣旨

  20  20 世紀に興ったインフォメーション世紀に興ったインフォメーション・・テクノロジー革命は、テクノロジー革命は、破竹の勢いで世界各地に行破竹の勢いで世界各地に行

き渡り、き渡り、2121 世紀初頭において不可知的な屈折点を迎えている。世紀初頭において不可知的な屈折点を迎えている。その影響は、その影響は、ハード的な技ハード的な技

術面ではウサギのようなスピードを示したが、術面ではウサギのようなスピードを示したが、ソフト的な社会ソフト的な社会・・精神面での論議はカメの精神面での論議はカメの

ようにスローなものであった。ようにスローなものであった。

　今日の世界の中で大きな割合を占めるイスラム　今日の世界の中で大きな割合を占めるイスラム（推定人口（推定人口  約約 1212 億人）億人）は、は、日本人のみ日本人のみ

ならず多くの人々にとっていまだに秘められた社会であり、ならず多くの人々にとっていまだに秘められた社会であり、誤解と曲解に満ちている。誤解と曲解に満ちている。しし

かし、かし、イスラムの特性は多文化、イスラムの特性は多文化、多民族、多民族、そして寛容と多様性に根差している。そして寛容と多様性に根差している。それは、それは、今今

日のＩＴを素直に受容する精神的ネットワークの基盤でもあり、日のＩＴを素直に受容する精神的ネットワークの基盤でもあり、ＩＴの基本原理に沿ってＩＴの基本原理に沿って

いる。いる。また、また、歴史的に見ても古くからそれを彷彿させるものがある。歴史的に見ても古くからそれを彷彿させるものがある。今こそ、今こそ、イスラム世イスラム世

界の持つ価値基準を見直し、界の持つ価値基準を見直し、そこから世界に問いかける時期であり、そこから世界に問いかける時期であり、また最先端の科学技また最先端の科学技

術がイスラムの世界でどのように受け止められ、術がイスラムの世界でどのように受け止められ、また今後どのように展開していくのかをまた今後どのように展開していくのかを

探る段階であると考える。探る段階であると考える。

    初年度の今回は、初年度の今回は、現在のＩＴ革新をイスラム教国はどのようにとらえ考えているのか、現在のＩＴ革新をイスラム教国はどのようにとらえ考えているのか、イイ

スラム教とＩＴとの関係をイスラム教徒としてどのようにとらえているのかという観点かスラム教とＩＴとの関係をイスラム教徒としてどのようにとらえているのかという観点か

ら検証する。ら検証する。

　　　　　　

　　早稲田大学教授早稲田大学教授　　

北村北村  歳治歳治
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メッセージメッセージ

衆議院議員衆議院議員

河野洋平河野洋平

    早稲田大学国際情報通信研究センター主催の公開シンポジウム早稲田大学国際情報通信研究センター主催の公開シンポジウム「イスラムとＩＴ」「イスラムとＩＴ」ご盛ご盛

会おめでとうございます。会おめでとうございます。世界に世界に 1212 億人を擁するイスラム社会の動向は現代世界のあら億人を擁するイスラム社会の動向は現代世界のあら

ゆる場面においてますます目が離せないものになっております。ゆる場面においてますます目が離せないものになっております。私も外務大臣在任中、私も外務大臣在任中、外外

務省内にイスラム研究会を発足させ、務省内にイスラム研究会を発足させ、板垣雄三先生らの協力を得ながら省内のイスラムに板垣雄三先生らの協力を得ながら省内のイスラムに

関する知見の向上に努めるとともに、関する知見の向上に努めるとともに、イスラム世界との文明対話促進を自らの外交政策のイスラム世界との文明対話促進を自らの外交政策の

主要な柱の一つに位置付け、主要な柱の一つに位置付け、本年１月のペルシャ湾岸諸国訪問などに取り組んできまし本年１月のペルシャ湾岸諸国訪問などに取り組んできまし

た。た。

　早稲田大学はイスラム研究において歴史と伝統を誇り、　早稲田大学はイスラム研究において歴史と伝統を誇り、現在も吉村先生らのエジプト学現在も吉村先生らのエジプト学

研究は世界的に有名ですが、研究は世界的に有名ですが、さらに最近大学としてイスラム世界との交流を一段強化しよさらに最近大学としてイスラム世界との交流を一段強化しよ

うとの意向と伺い、うとの意向と伺い、大変素晴らしいことと思います。大変素晴らしいことと思います。また、また、今回はＩＴという早稲田が他今回はＩＴという早稲田が他

の大学をリードする得意分野のテーマを軸に議論が展開されるとのことで、の大学をリードする得意分野のテーマを軸に議論が展開されるとのことで、その成果が大その成果が大

いに期待されます。いに期待されます。

　我が国とイスラム世界の相互理解と交流の深化を期待する一政治家として、　我が国とイスラム世界の相互理解と交流の深化を期待する一政治家として、また一人のまた一人の

早稲田ＯＢとして、早稲田ＯＢとして、本日の公開シンポジウムが大きな成果を上げられますことを、本日の公開シンポジウムが大きな成果を上げられますことを、また早また早

稲田大学とイスラム世界の結びつきが実り多いものになりますことをご期待申し上げ、稲田大学とイスラム世界の結びつきが実り多いものになりますことをご期待申し上げ、

メッセージとさせていただきます。メッセージとさせていただきます。
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　本日は暑い中、　本日は暑い中、ご足労いただきまして大変ありがとうございます。ご足労いただきまして大変ありがとうございます。私は早稲田大学国際私は早稲田大学国際

情報通信研究センターで金融経済を専攻している北村ですが、情報通信研究センターで金融経済を専攻している北村ですが、今回の今回の「イスラムとＩＴ」「イスラムとＩＴ」

の進行事務の全体的なコーディネートを担当させていただきます。の進行事務の全体的なコーディネートを担当させていただきます。準備不行き届きの面が準備不行き届きの面が

多々あるかと思いますが、多々あるかと思いますが、今回のシンポジウムを成功させるためにも皆様方のご協力をよ今回のシンポジウムを成功させるためにも皆様方のご協力をよ

ろしくお願いします。ろしくお願いします。

　お気付きになったかも知れませんが、　お気付きになったかも知れませんが、ついつい 1010 秒ほど前までアザーンというイスラムの秒ほど前までアザーンというイスラムの

お祈りを呼びかけるテープが流れておりました。お祈りを呼びかけるテープが流れておりました。多少でもイスラムの問題が皆様方に身近多少でもイスラムの問題が皆様方に身近

な問題になるように願っている次第です。な問題になるように願っている次第です。

　さて、　さて、今日の日本では、今日の日本では、かつて世界に大きな影響を与えたイスラムを欧米の先進文化とかつて世界に大きな影響を与えたイスラムを欧米の先進文化と

相容れない独特の文化として捉えがちです。相容れない独特の文化として捉えがちです。また、また、エネルギー資源の観点から、エネルギー資源の観点から、アラブ諸アラブ諸

国あるいはイスラム圏を捉える見方が中心です。国あるいはイスラム圏を捉える見方が中心です。そして、そして、日本からたった日本からたった 2,000km2,000km、、あるある

いはいは 4,000km4,000kmしか離れていないフィリピン南部、しか離れていないフィリピン南部、マレーシア、マレーシア、あるいは中国西部にれっきあるいは中国西部にれっき

としたイスラム社会が存在しているにも関わらず、としたイスラム社会が存在しているにも関わらず、別世界の問題という形で捉えがちで別世界の問題という形で捉えがちで

す。す。

　恐らくこのような感覚が、　恐らくこのような感覚が、私どもがイスラムに対して一層の誤解と偏見を持つ原因では私どもがイスラムに対して一層の誤解と偏見を持つ原因では

ないかと思われます。ないかと思われます。こういう状況は日本人にとって、こういう状況は日本人にとって、誠に不幸なことと思うわけです。誠に不幸なことと思うわけです。

　本日は、　本日は、多くの日本人にとりまして、多くの日本人にとりまして、お互いに相容れないのではないかと思われるお互いに相容れないのではないかと思われる「イ「イ

スラムとＩＴ」スラムとＩＴ」というキーワードを基に、というキーワードを基に、今日的な視点で幅広くイスラム問題を論じてい今日的な視点で幅広くイスラム問題を論じてい

ただくことを期待しまして、ただくことを期待しまして、シンポジウムを開催させていただきます。シンポジウムを開催させていただきます。

　主催者である早稲田大学、　主催者である早稲田大学、及び同大学の国際情報通信研究センター、及び同大学の国際情報通信研究センター、それから共催者とそれから共催者と

して同大学の空間科学研究所とエジプト学研究所といたしましては、して同大学の空間科学研究所とエジプト学研究所といたしましては、このようなシンポジこのようなシンポジ

ウムを今回に限らず、ウムを今回に限らず、さらに２回目、さらに２回目、３回目のシンポジウムに発展させていきたいと考え３回目のシンポジウムに発展させていきたいと考え

ております。ております。そしてまた、そしてまた、今回、今回、後援者としてご支援いただきました外務省はじめ、後援者としてご支援いただきました外務省はじめ、笹川笹川

平和財団の皆様方にも今後ともよろしくご理解とご協力をお願い申し上げたいと思いま平和財団の皆様方にも今後ともよろしくご理解とご協力をお願い申し上げたいと思いま

す。す。

　まず主催者側の挨拶に続きまして、　まず主催者側の挨拶に続きまして、イスラム学の草分けであります板垣東京大学名誉教イスラム学の草分けであります板垣東京大学名誉教

授からのお言葉をいただき、授からのお言葉をいただき、その後に山内東大教授からその後に山内東大教授から「ＩＴ世紀の日本とイスラーム」、「ＩＴ世紀の日本とイスラーム」、

吉村早稲田大学教授から吉村早稲田大学教授から「イスラム世界におけるＩＴの歴史と現状について」「イスラム世界におけるＩＴの歴史と現状について」というご講というご講

演をいただきたいと思っております。演をいただきたいと思っております。

                開会にあたって開会にあたって

早稲田大学教授早稲田大学教授

北村北村  歳治歳治
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　　　　主催挨拶　　　　主催挨拶
　　　　　　　　　　～～  国際情報通信研究センター国際情報通信研究センター  ～　～　

　早稲田大学の国際情報通信研究センターの所長を仰せつかっております富永でござい　早稲田大学の国際情報通信研究センターの所長を仰せつかっております富永でござい

ます。ます。グローバルグローバル・・インフォメーションインフォメーション・・テレコミュニケーションテレコミュニケーション・・インスティテューインスティテュー

ト、ト、ＧＩＴＩと言っておりますが、ＧＩＴＩと言っておりますが、この組織は３年前に早稲田大学の中に正式に発足いたこの組織は３年前に早稲田大学の中に正式に発足いた

しました。しました。情報通信を軸としての学問の分野、情報通信を軸としての学問の分野、技術の分野、技術の分野、あるいは社会全体に関わる分あるいは社会全体に関わる分

野を横断的に行う研究組織ということで始まりました。野を横断的に行う研究組織ということで始まりました。

　コンピュータネットワークの部門、　コンピュータネットワークの部門、コンテンツ系、コンテンツ系、社会科学系の三つからスタートして社会科学系の三つからスタートして

おります。おります。大学院もちょうど１年前にスタートいたしました。大学院もちょうど１年前にスタートいたしました。大学院はグルーバル大学院はグルーバル・・インイン

フォメーションフォメーション・・テレコミュニケーションテレコミュニケーション・・スタディということで、スタディということで、ＧＩＴＳと表現してＧＩＴＳと表現して

ございます。ございます。今日は学生諸君もこの中に入っていると思いますが、今日は学生諸君もこの中に入っていると思いますが、お陰様で大学院もちょお陰様で大学院もちょ

うど１年が経ち、うど１年が経ち、修士の学生が２年目という修士論文の着手になる年に入っております。修士の学生が２年目という修士論文の着手になる年に入っております。

　このＧＩＴＩのそもそもの設立の目的ですが、　このＧＩＴＩのそもそもの設立の目的ですが、実は既に早稲田大学の中でＩＴに関わる実は既に早稲田大学の中でＩＴに関わる

研究教育においては、研究教育においては、いろいろなところで行っております。いろいろなところで行っております。特に理工学部では情報通の、特に理工学部では情報通の、

あるいは情報系の教育研究を行っておりますし、あるいは情報系の教育研究を行っておりますし、またコンテンツ系に至っては文学部の中またコンテンツ系に至っては文学部の中

にあります。にあります。それからいろいろな制度や社会現象、それからいろいろな制度や社会現象、あるいは経済というようなことに関しあるいは経済というようなことに関し

ては、ては、政経学部や法学部、政経学部や法学部、教育学部等にありまして、教育学部等にありまして、それぞれが独立した形で各分野の研それぞれが独立した形で各分野の研

究を進めるというよりも、究を進めるというよりも、ＩＴに絡んで複合的な形で研究課題を持つということが、ＩＴに絡んで複合的な形で研究課題を持つということが、一つ一つ

の狙いでございました。の狙いでございました。ですから、ですから、各研究員あるいは学生諸君は、各研究員あるいは学生諸君は、一つの分野に閉じ篭ら一つの分野に閉じ篭ら

ないで、ないで、二つ以上のテーマを研究することを前提として研究組織をスタートいたしました。二つ以上のテーマを研究することを前提として研究組織をスタートいたしました。

　グローバルという意味は、　グローバルという意味は、世界的な規模ということの他にもう一つ、世界的な規模ということの他にもう一つ、壁を超えるという壁を超えるという

概念もございまして、概念もございまして、学問分野の壁を超えるということを含んでおります。学問分野の壁を超えるということを含んでおります。「イスラム「イスラムとと

ＩＴ」ＩＴ」というテーマ、というテーマ、これは実は北村先生から大変熱心にご提案いただいておりましてこれは実は北村先生から大変熱心にご提案いただいておりまして、、

ＧＧＩＴＩがまだ世間に知られていないということで、ＩＴＩがまだ世間に知られていないということで、ＧＩＴＩの宣伝をかねて是非、ＧＩＴＩの宣伝をかねて是非、主催主催

してほしいとのことでした。してほしいとのことでした。吉村先生にも大変積極的に関わっていただき、吉村先生にも大変積極的に関わっていただき、北村先生、北村先生、吉吉

村先生、村先生、それからさらに山崎先生には、それからさらに山崎先生には、いろいろなシステムをかって出ていただきましいろいろなシステムをかって出ていただきました。た。

そして今日のシンポジウム開会の運びとなった次第でございます。そして今日のシンポジウム開会の運びとなった次第でございます。

　壁を超えたシンポジウム、　壁を超えたシンポジウム、特にイスラムという社会について、特にイスラムという社会について、私は大変無知でございま私は大変無知でございま

すが、すが、宗教、宗教、文化を含んだ情報通信の関わり合いというのは、文化を含んだ情報通信の関わり合いというのは、大変興味深いものがござい大変興味深いものがござい

ます。ます。今日のシンポジウムが機会になりまして、今日のシンポジウムが機会になりまして、早稲田大学ＧＩＴＩで今後とも引き続早稲田大学ＧＩＴＩで今後とも引き続き、き、

早稲田大学教授早稲田大学教授

国際情報通信研究センター所長国際情報通信研究センター所長

　　富永富永  英義英義
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「イスラムとＩＴ」「イスラムとＩＴ」という関わり合いで、という関わり合いで、学問分野が築き上げられることを念願しており学問分野が築き上げられることを念願しておりまま

す。す。所長として大変つたない挨拶でございますけれども、所長として大変つたない挨拶でございますけれども、大学の本来のあり方というの大学の本来のあり方というのは、は、

やはり壁を超えた学問を推進するところだと思います。やはり壁を超えた学問を推進するところだと思います。若い方々に是非、若い方々に是非、この分野への興この分野への興

味を持っていただくことが、味を持っていただくことが、本日の企画に期待する大変大きいところでございます。本日の企画に期待する大変大きいところでございます。今日、今日、

明日の２日間、明日の２日間、どうぞみなさん宜しくお願いいたします。どうぞみなさん宜しくお願いいたします。主催者としての挨拶とさせてい主催者としての挨拶とさせてい

ただきます。ただきます。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。
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　　　　主催挨拶　　　　主催挨拶
　　　　　　　～　　　　　　　～  早稲田大学早稲田大学  ～～

　　本日は暑い最中、本日は暑い最中、「イスラムとＩＴ」「イスラムとＩＴ」という早稲田大学のシンポジウムにご参加いただという早稲田大学のシンポジウムにご参加いただきき

まして、まして、ありがとうございます。ありがとうございます。今、今、主催者側から趣旨等説明がございましたけれども、主催者側から趣旨等説明がございましたけれども、ここ

の会は吉村先生、の会は吉村先生、あるいは北村先生といろいろお話をしていて、あるいは北村先生といろいろお話をしていて、どうも早稲田の中でイスどうも早稲田の中でイス

ラムに関する研究を行っているところ、ラムに関する研究を行っているところ、あるいは研究者が今、あるいは研究者が今、大変少なくなっている。大変少なくなっている。関関

心を持つ人も学生も含めて少なすぎるのではないかということから、心を持つ人も学生も含めて少なすぎるのではないかということから、是非、是非、そういう場所そういう場所

を作っていく必要があるのではないかというような話題の中から出てきたものです。を作っていく必要があるのではないかというような話題の中から出てきたものです。

　我々は、　我々は、最初に何ができるのかということを考え、最初に何ができるのかということを考え、まず、まず、このような機会を設けて、このような機会を設けて、エエ

ジプトを中心に活躍されている吉村先生、ジプトを中心に活躍されている吉村先生、あるいは最近ではウズベキスタンなどの問題であるいは最近ではウズベキスタンなどの問題で

関わってこられている北村先生を中心に、関わってこられている北村先生を中心に、少し頑張ってもらえないかというところから始少し頑張ってもらえないかというところから始

まりました。まりました。

　今日は、　今日は、非常にたくさんの方にご参加いただいて、非常にたくさんの方にご参加いただいて、本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。これこれ

から２日間、から２日間、いろいろな形で討論が行われるかと思いますが、いろいろな形で討論が行われるかと思いますが、今日はイスラム研究の大御今日はイスラム研究の大御

所ということで板垣先生、所ということで板垣先生、山内先生、山内先生、それからまた慶応からは湯川先生等々たくさんのそれからまた慶応からは湯川先生等々たくさんの

方々、方々、それからエジプトからも多くのご参加をいただくことができて、それからエジプトからも多くのご参加をいただくことができて、大変感謝しており大変感謝しており

ます。ます。そういう方々のご支援をいただいて、そういう方々のご支援をいただいて、早稲田としてもイスラム研究を立ち上げてい早稲田としてもイスラム研究を立ち上げてい

くきっかけを是非作れるならばと思っているわけです。くきっかけを是非作れるならばと思っているわけです。

　ご承知の通り、　ご承知の通り、今日本の大学もいろいろな問題を抱え、今日本の大学もいろいろな問題を抱え、改革に努めなければいけません改革に努めなければいけません

が、が、早稲田大学でもこれから大学の姿をどうしていくかという議論が非常に活発に行われ早稲田大学でもこれから大学の姿をどうしていくかという議論が非常に活発に行われ

ていますし、ていますし、大きく変化を遂げる時にきております。大きく変化を遂げる時にきております。その中で我々は大学の方向性を定めその中で我々は大学の方向性を定め

ていかなければなりません。ていかなければなりません。どういう方向に向けて研究、どういう方向に向けて研究、あるいは教育をしていくのかとあるいは教育をしていくのかと

いうところで根本的に関わるのは、いうところで根本的に関わるのは、やはり日本がやはり日本が2020 世紀の後半、世紀の後半、特に戦後、特に戦後、この３０年ぐこの３０年ぐらら

いで言えば、いで言えば、工業製品の輸出によって、工業製品の輸出によって、確かに経済大国になったかもしれませんが、確かに経済大国になったかもしれませんが、そうそう

いうことがずっと続くということはとても考えられないという点です。いうことがずっと続くということはとても考えられないという点です。今のうちに科学技今のうちに科学技

術を大いに研究して、術を大いに研究して、競争力を付けていかないと日本は駄目なのだという考えです。競争力を付けていかないと日本は駄目なのだという考えです。確か確か

にそうかもしれない。にそうかもしれない。そういう面はもちろん大きい面としてあるかもしれないけれど、そういう面はもちろん大きい面としてあるかもしれないけれど、そそ

のような連続性の中でものを発想できるだろうかと言うと、のような連続性の中でものを発想できるだろうかと言うと、必ずしもそうではないのじゃ必ずしもそうではないのじゃ

ないかということは、ないかということは、多くの人が感じているところだと思います。多くの人が感じているところだと思います。

　そういう意味で、　そういう意味で、これからのこれからの2121世紀に生きていくことは地球全体の人が考えるべきこと世紀に生きていくことは地球全体の人が考えるべきこと

　　　　早稲田大学常任理事早稲田大学常任理事

白井白井  克彦克彦
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かもしれないけれども、かもしれないけれども、やはり日本は日本だけでそれなりに立ち行くことを考えなければやはり日本は日本だけでそれなりに立ち行くことを考えなければ

ならない。ならない。そうだとすれば、そうだとすれば、我々は世界の中でどんな役割をしていくのか、我々は世界の中でどんな役割をしていくのか、という観点をという観点を

充分考えなければならないし、充分考えなければならないし、そういう面の教育に務めなければならないでしょう。そういう面の教育に務めなければならないでしょう。

　単純に工業製品を生むということでやっていけるとは思えないとすれば、　単純に工業製品を生むということでやっていけるとは思えないとすれば、一体どうする一体どうする

のか。のか。世界が抱えている多くの困難な問題に対して日本人がどのようにコミットするの世界が抱えている多くの困難な問題に対して日本人がどのようにコミットするのか、か、

あるいは日本人というまとまりで考えること自体がすでにおかしいかもしれませんが、あるいは日本人というまとまりで考えること自体がすでにおかしいかもしれませんが、しし

かし、かし、ここに我々がこうして存在しているということから考えれば、ここに我々がこうして存在しているということから考えれば、そこから考えざるをそこから考えざるを

得ない。得ない。とすれば、とすれば、我々は例えばイスラム社会というものをどう考えていくのか。我々は例えばイスラム社会というものをどう考えていくのか。

　正直言って、　正直言って、私自身も記憶の中にあるのは石油ショック、私自身も記憶の中にあるのは石油ショック、イラン革命、イラン革命、そして湾岸戦争そして湾岸戦争

の鮮烈なイメージです。の鮮烈なイメージです。最近ではたまたまルクソールの事件があった後にエジプト、最近ではたまたまルクソールの事件があった後にエジプト、カイカイ

ロを訪問したことがありましたが、ロを訪問したことがありましたが、確かに観光客が非常に減ってエジプトにとって大変な確かに観光客が非常に減ってエジプトにとって大変な

ことだったのだと思いました。ことだったのだと思いました。その後また、その後また、カザフの日本人の拉致事件など非常にポインカザフの日本人の拉致事件など非常にポイン

トのところで大きいことを聞いていますが、トのところで大きいことを聞いていますが、そういうところで持つ我々のイメージと、そういうところで持つ我々のイメージと、イイ

スラムの社会のイメージは非常に違うものだということもあるらしい。スラムの社会のイメージは非常に違うものだということもあるらしい。我々はこれからもっ我々はこれからもっ

ととそういうものを勉強して、そういうものを勉強して、この先我々がどのようにそれを考え、この先我々がどのようにそれを考え、実際の行動とつなげて実際の行動とつなげて

いかなければいけないのか。いかなければいけないのか。そういう教育を本当に行っていかなければいけないという思そういう教育を本当に行っていかなければいけないという思

いを持っております。いを持っております。

　その一つのきっかけを是非、　その一つのきっかけを是非、皆さんと一緒に作っていくことができれば、皆さんと一緒に作っていくことができれば、このシンポジこのシンポジ

ウムも早稲田の歴史に残るシンポジウムになるかもしれません。ウムも早稲田の歴史に残るシンポジウムになるかもしれません。是非、是非、よろしくお願いしよろしくお願いし

たいと思います。たいと思います。一言ご挨拶申し上げました。一言ご挨拶申し上げました。ありがとうございました。ありがとうございました。
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　ご紹介いただきました板垣でございます。　ご紹介いただきました板垣でございます。今日、今日、ここでこのようにご挨拶をさせていただここでこのようにご挨拶をさせていただ

けることを大変光栄に存じております。けることを大変光栄に存じております。来賓挨拶というものは何となく型通りの一言、来賓挨拶というものは何となく型通りの一言、二言二言

で終わりにすればいいのでありましょうが、で終わりにすればいいのでありましょうが、今日は時間をとってまとまったお話をするよう今日は時間をとってまとまったお話をするよう

にと言われまして、にと言われまして、私が日頃考えていることを述べさせていただき、私が日頃考えていることを述べさせていただき、またそういう形で今回またそういう形で今回

のシンポジウムに対するお祝いの挨拶にしたいと思っております。のシンポジウムに対するお祝いの挨拶にしたいと思っております。

　　早稲田大学は日本の中でイスラムに一番関係の深い大学であります。早稲田大学は日本の中でイスラムに一番関係の深い大学であります。アブデュルレシトアブデュルレシト・・イイ

ブラヒムという人がブラヒムという人が 2020 世紀の初め、世紀の初め、日露戦争の２、日露戦争の２、３年後の３年後の 19091909年に日本にやって来まし年に日本にやって来まし

て、て、数ヶ月日本に滞在し、数ヶ月日本に滞在し、その体験をまとめて書いた日本の旅行記と言いますか、その体験をまとめて書いた日本の旅行記と言いますか、日本滞在日本滞在

のメモワールが時を経てのメモワールが時を経て8080年余も経った年余も経った2020世紀末に日本語に翻訳されました。世紀末に日本語に翻訳されました。今ここに今ここに持っ持っ

てきておりますが、てきておりますが、『ジャポンヤ』『ジャポンヤ』という題で小松香織さんと小松久男さんというご夫婦がという題で小松香織さんと小松久男さんというご夫婦が翻翻

訳されました訳されました（第三書館刊）。（第三書館刊）。

　アブデュルレシト　アブデュルレシト・・イブラヒムは日本のいろいろなところを歩き廻り、イブラヒムは日本のいろいろなところを歩き廻り、自分の目で見、自分の目で見、耳耳

で聞いた日本観察記を記しています。で聞いた日本観察記を記しています。彼はタタール人で、彼はタタール人で、ロシア革命前のロシア帝政支配のロシア革命前のロシア帝政支配の

くびきにつながれていたイスラム教徒の東方諸民族のリーダーでありました。くびきにつながれていたイスラム教徒の東方諸民族のリーダーでありました。彼は東へ東彼は東へ東へ、へ、

トルコ系の言葉が通じるところをどんどん東を目指して旅しまして、トルコ系の言葉が通じるところをどんどん東を目指して旅しまして、そして中国へ来て、そして中国へ来て、やや

がて敦賀港に到着しました。がて敦賀港に到着しました。トルコ語が通じるところをずっと歩いてきたら、トルコ語が通じるところをずっと歩いてきたら、日本に着いて日本に着いて

しまった。しまった。彼の考え方で言えば、彼の考え方で言えば、中国もトルコだし日本もトルコだという感覚で日本まで来中国もトルコだし日本もトルコだという感覚で日本まで来

てしまったのです。てしまったのです。彼は日中友好がトルコ系諸民族の独立を助けると考えていました。彼は日中友好がトルコ系諸民族の独立を助けると考えていました。

　彼は日本に来て比較的早い段階で大隈重信に会いまして、　彼は日本に来て比較的早い段階で大隈重信に会いまして、早稲田大学をしばしば訪れ、早稲田大学をしばしば訪れ、早早

稲田大学について次のようなことを書いています。稲田大学について次のようなことを書いています。

『早稲田は日本最大の私立大学である。『早稲田は日本最大の私立大学である。大隈伯爵が自分の邸宅の前に今大隈伯爵が自分の邸宅の前に今（アブデュルレシト（アブデュルレシト・・

イブラヒム来日当時）イブラヒム来日当時）からから2525 年前、年前、150150 人の学生を集めて建てられた。人の学生を集めて建てられた。学校は二つに分か学校は二つに分かれれ

ている。ている。一つは大学部、一つは大学部、もう一つは予科である。もう一つは予科である。これらに合計これらに合計 8,0008,000人の学生がおり、人の学生がおり、そのその

内、内、1,2611,261 人が中国人、人が中国人、400400 人以上が朝鮮人、人以上が朝鮮人、フィリピン人がフィリピン人が 2828 人、人、アメリカ人がアメリカ人が 1414 人い人い

ると言う。ると言う。またまた 1,2611,261 人の中国人の内、人の中国人の内、3838 人はイスラム教徒である。』人はイスラム教徒である。』

　今回のシンポジウムでは、　今回のシンポジウムでは、明日東京ジャーミーのセリム明日東京ジャーミーのセリム・・ユジェルユジェル・・ギュレチさんがお話ギュレチさんがお話

なさいますが、なさいますが、その東京マスジドがその東京マスジドが19301930年代の末に建てられたとき、年代の末に建てられたとき、アブデュルレシトアブデュルレシト・・イイ

ブラヒムはふたたび来日して、ブラヒムはふたたび来日して、そこのイマーム＝礼拝のリーダーになりました。そこのイマーム＝礼拝のリーダーになりました。アブデュルアブデュル

東京大学名誉教授東京大学名誉教授

板垣板垣  雄三雄三

　　　　　　　　　　来賓挨拶来賓挨拶
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レシトレシト・・イブラヒムが最初に日本にやって来たとき、イブラヒムが最初に日本にやって来たとき、東京のみならずほうぼう歩き廻るんで東京のみならずほうぼう歩き廻るんで

すけれども、すけれども、エジプト人アフマドエジプト人アフマド・・ファドリーとの出会いがありました。ファドリーとの出会いがありました。

『ある日、『ある日、東京の郊外東京の郊外（谷中）（谷中）で知人の一人と偶然に出会った。で知人の一人と偶然に出会った。「この村にトルコ人がいま「この村にトルコ人がいます。す。

前にあなたにお目にかかりたいと言っていました」前にあなたにお目にかかりたいと言っていました」という話を聞いて、という話を聞いて、その家に直行するのその家に直行するの

です。です。玄関から中に入ると、玄関から中に入ると、うら若い日本女性が出迎えた。うら若い日本女性が出迎えた。私私（アブデュルレシト（アブデュルレシト・・イブライブラ

ヒム）ヒム）がが「こちらにトルコの方がいらっしゃるそうですね」「こちらにトルコの方がいらっしゃるそうですね」と言うと、と言うと、彼女は彼女は「いいえ。「いいえ。アア

ラブ人ならおります」ラブ人ならおります」と答える。と答える。表札に目を止めた私に表札に目を止めた私に「彼は私の夫です」「彼は私の夫です」とアラビア語でとアラビア語で

付け加えたので非常に驚いた。付け加えたので非常に驚いた。日本の女性が夫はアラブ人だとアラビア語で話したのだか日本の女性が夫はアラブ人だとアラビア語で話したのだから。ら。

「ご主人はどちらにおいでで？」、「ご主人はどちらにおいでで？」、彼女は答えた。彼女は答えた。「どうぞお入りください。「どうぞお入りください。すぐにまいりますぐにまいります」す」

と。と。そのとき奥から年取った日本の婦人が出てきて、そのとき奥から年取った日本の婦人が出てきて、「アッサラーム「アッサラーム・・アレイクム、アレイクム、ファッファッダダ

ルル（こんにちは、（こんにちは、どうぞ）」どうぞ）」と言ったので、と言ったので、私は靴を脱いで中に入った。私は靴を脱いで中に入った。壁に１枚の写真が壁に１枚の写真があっあっ

た。た。エジブト人の士官と見受けられた。エジブト人の士官と見受けられた。若い女性が言った。若い女性が言った。「ハーザ「ハーザ・・ザウジーザウジー（これが私（これが私のの

夫です）」。夫です）」。なんということ、なんということ、部屋はまるでアラブの図書室であった。部屋はまるでアラブの図書室であった。机の上にはエジプトの机の上にはエジプトの

新聞が置いてある。新聞が置いてある。正直に言って今までこれほど驚いたことはなかった』正直に言って今までこれほど驚いたことはなかった』

　やがて、　やがて、その家の主人が出てきます。その家の主人が出てきます。このアフマドこのアフマド・・ファドリーというエジプト人が、ファドリーというエジプト人が、明明

治の日本に来て東京に住んでいたのでした。治の日本に来て東京に住んでいたのでした。しかも奥さんやお母さんもイスラム教徒になっしかも奥さんやお母さんもイスラム教徒になっ

ていて、ていて、イスラム教徒のお客が来たらアラビア語で応対するということが起きたわけです。イスラム教徒のお客が来たらアラビア語で応対するということが起きたわけです。ここ

のアフマドのアフマド・・ファドリーと出会った後、ファドリーと出会った後、アブデュルレシトアブデュルレシト・・イブラヒムは彼を早稲田大学でイブラヒムは彼を早稲田大学で

の講演に招くことになります。の講演に招くことになります。アフマドアフマド・・ファドリーは、ファドリーは、早稲田大学において、早稲田大学において、教授たち学教授たち学

生たちを前に、生たちを前に、イスラムとは何であるかに関する講演を英語で行ったのでした。イスラムとは何であるかに関する講演を英語で行ったのでした。この日のここの日のこ

とがこの本に大変詳しく書かれております。とがこの本に大変詳しく書かれております。

　このように、　このように、早稲田大学は日本で最初にイスラム研究と関係を持った大学であり、早稲田大学は日本で最初にイスラム研究と関係を持った大学であり、イスライスラ

ムに対して知的な、ムに対して知的な、また学問的な関心を向けた最初の大学であったということになるかと思また学問的な関心を向けた最初の大学であったということになるかと思

います。います。その早稲田大学で、その早稲田大学で、今回この今回この「イスラムとＩＴ」「イスラムとＩＴ」というシンポジウムが開かれるとというシンポジウムが開かれると

いうことは、いうことは、私は大変に意義深いことであると感じております。私は大変に意義深いことであると感じております。その意味深さについて、その意味深さについて、ここ

れから一言、れから一言、二言お話ししたいと思います。二言お話ししたいと思います。

　すでに先ほど来、　すでに先ほど来、お話がいろいろとございましたように、お話がいろいろとございましたように、日本ではイスラムという宗教や日本ではイスラムという宗教や

文明を大変遠くのもの、文明を大変遠くのもの、砂漠の彼方の蜃気楼みたいな感じで見ており、砂漠の彼方の蜃気楼みたいな感じで見ており、我々とは無関係とい我々とは無関係とい

う受け止め方が大変強いわけです。う受け止め方が大変強いわけです。日本人のインテリの多くは、日本人のインテリの多くは、例えば中東などで働いてい例えば中東などで働いてい

る日本人ですら、る日本人ですら、「私はイスラムのことはよくは知らない」「私はイスラムのことはよくは知らない」とむしろ自慢げに言ったりするとむしろ自慢げに言ったりするのの

です。です。よく考えてみれば、よく考えてみれば、第２次大戦後の日本をとってみるだけでも、第２次大戦後の日本をとってみるだけでも、日本経済の高度成長日本経済の高度成長

に終止符が打たれたのはに終止符が打たれたのは19731973 年のオイルショックでした。年のオイルショックでした。中東の戦争に伴う第１次石油危中東の戦争に伴う第１次石油危機機

が画期となって、が画期となって、それまでの日本の高度成長期は終わり、それまでの日本の高度成長期は終わり、それから後は低成長、それから後は低成長、あるいは今あるいは今

やマイナス成長ということになる。やマイナス成長ということになる。つまり、つまり、日本の現代史は中東の戦争、日本の現代史は中東の戦争、そこにはいろいろそこにはいろいろ

イスラムの問題が絡んでおりますけれども、イスラムの問題が絡んでおりますけれども、それが決定的に大きな転換点になっているといそれが決定的に大きな転換点になっているとい

うことです。うことです。

　さらに、　さらに、日本国家のあり方が大きく転換したのが日本国家のあり方が大きく転換したのが 19901990～～19911991 年の湾岸戦争です。年の湾岸戦争です。湾岸戦湾岸戦

争までは、争までは、日本人の中で仮に日本人の中で仮に「憲法を改正せよ」「憲法を改正せよ」「日本は普通の国になるべきだ」「日本は普通の国になるべきだ」ということということ

を考え、を考え、あるいは言っていた人でさえも、あるいは言っていた人でさえも、湾岸戦争の直後に日本の自衛隊が海外に派遣され湾岸戦争の直後に日本の自衛隊が海外に派遣され

るようになるとは想像できなかったと思います。るようになるとは想像できなかったと思います。湾岸戦争を境にして、湾岸戦争を境にして、国際社会の中での日国際社会の中での日
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本国家のあり方が非常に大きく変貌しました。本国家のあり方が非常に大きく変貌しました。これもまた、これもまた、日本の現代史を大きく分ける転日本の現代史を大きく分ける転

換点です。換点です。日本の社会の歩みが絶えずそのようにして場面を大きく転換する曲がり角を迎え日本の社会の歩みが絶えずそのようにして場面を大きく転換する曲がり角を迎え

てきたということ、てきたということ、実はこれが我々はあまり関係ないとか、実はこれが我々はあまり関係ないとか、我々はよく知らないなどと言っ我々はよく知らないなどと言っ

ているイスラムをめぐる問題のきっかけとなっています。ているイスラムをめぐる問題のきっかけとなっています。イスラムの問題性というものがイスラムの問題性というものが我々我々

の社会を翻弄しているとも言えるのです。の社会を翻弄しているとも言えるのです。

　さて、　さて、以上のことだけでは、以上のことだけでは、まだこのシンポジウムの意義深さが十分説明されたことにはまだこのシンポジウムの意義深さが十分説明されたことには

ならないような気がいたします。ならないような気がいたします。私が今日、私が今日、皆様にお話ししたいのは、皆様にお話ししたいのは、イスラムとはどういイスラムとはどうい

うものかということです。うものかということです。日本では日本では「砂漠の宗教だ」、「砂漠の宗教だ」、「遊牧民の宗教だ」「遊牧民の宗教だ」というイメージでというイメージで

語られますがそれは間違いです。語られますがそれは間違いです。それはもともとはヨーロッパの人達が作り出したイメージそれはもともとはヨーロッパの人達が作り出したイメージ

で、で、我々はヨーロッパ製の眼鏡を借りてイスラムを眺めていたのです。我々はヨーロッパ製の眼鏡を借りてイスラムを眺めていたのです。かなり歪んだいいかかなり歪んだいいか

げんなレンズの眼鏡です。げんなレンズの眼鏡です。と言うのは、と言うのは、ヨーロッパの人々は一生懸命、ヨーロッパの人々は一生懸命、必死になって、必死になって、イスイス

ラム文明から学びに学んで、ラム文明から学びに学んで、イスラム世界に追いつけ追い越せと頑張ってきました。イスラム世界に追いつけ追い越せと頑張ってきました。だかだから、ら、

イスラムと言うとすぐ肩肘張るような感じになる。イスラムと言うとすぐ肩肘張るような感じになる。好きだから嫌い、好きだから嫌い、頭が上がらないから馬頭が上がらないから馬

鹿にする、鹿にする、畏怖と軽蔑という不思議なコンプレックスがはたらく。畏怖と軽蔑という不思議なコンプレックスがはたらく。そこで絶えず、そこで絶えず、敵はイス敵はイス

ラム文明ということになったわけです。ラム文明ということになったわけです。

　ですから、　ですから、イスラムと言えば、イスラムと言えば、すぐすぐ「コーランか剣か」「コーランか剣か」というヨーロッパ製悪レッテルをというヨーロッパ製悪レッテルを

貼りつける。貼りつける。好戦的で、好戦的で、独善的で、独善的で、侵略的で、侵略的で、馬に乗って刀とコーランとを振りかざしなが馬に乗って刀とコーランとを振りかざしなが

ら攻めてくるというイメージです。ら攻めてくるというイメージです。例えば、例えば、ドイツドイツ・・東欧ではチュルケングロッケンという東欧ではチュルケングロッケンという

習わしがありました。習わしがありました。世の中が騒がしくなって農民一揆が起こりそうになると、世の中が騒がしくなって農民一揆が起こりそうになると、領主は領主は「ト「ト

ルコ人が攻めてくるぞ」ルコ人が攻めてくるぞ」と教会という教会の鐘を叩かせる。と教会という教会の鐘を叩かせる。すると、すると、一揆は静まってしま一揆は静まってしまう。う。

こんなことがずっと歴史を通じて行われてきた。こんなことがずっと歴史を通じて行われてきた。絶えざるイスラム敵視ということがあり、絶えざるイスラム敵視ということがあり、そそ

の眼鏡を我々は借りてイスラムを考えてきた。の眼鏡を我々は借りてイスラムを考えてきた。ですから、ですから、砂漠の宗教だ、砂漠の宗教だ、遊牧民の宗教だと遊牧民の宗教だと

いうことになってしまったわけです。いうことになってしまったわけです。

　しかし、　しかし、それではイスラムとはどういう特徴を持ったものと考えたらいいかと言えば、それではイスラムとはどういう特徴を持ったものと考えたらいいかと言えば、私私

は都市的ということを挙げるべきだと考えます。は都市的ということを挙げるべきだと考えます。雑多な人々が出会う場を土台のところで成雑多な人々が出会う場を土台のところで成

り立たせていくように作用するのが、り立たせていくように作用するのが、あるいは都市的な人のあり方を実現していくのがイスあるいは都市的な人のあり方を実現していくのがイス

ラムではないか。ラムではないか。つまり、つまり、人間を都市化すると言いますか、人間を都市化すると言いますか、都市人間を作っていくことがイ都市人間を作っていくことがイ

スラムの特徴としてあるように思います。スラムの特徴としてあるように思います。同時にこのことを言い換えますと、同時にこのことを言い換えますと、人間を情報化人間を情報化

し、し、情報人間を作り出すのがイスラムであるとも言えると思うのです。情報人間を作り出すのがイスラムであるとも言えると思うのです。

　　そこで、そこで、砂漠や遊牧民などということについてもよくよく考えてみると、砂漠や遊牧民などということについてもよくよく考えてみると、都市は、都市は、しばししばし

ば東京砂漠というたとえのように、ば東京砂漠というたとえのように、砂漠に現出砂漠に現出

すするきわ立った人工性スペースというものるきわ立った人工性スペースというものを体を体

現している。現している。そういうところでは砂漠と都市そういうところでは砂漠と都市はは

非非常に対照的なものですけれども、常に対照的なものですけれども、つながりつながりがが

あるかもしれない。あるかもしれない。遊牧民は、遊牧民は、ただヒツジやラただヒツジやラ

クダの尻を叩いてとぼとぼさまよい歩いているクダの尻を叩いてとぼとぼさまよい歩いている

のではなく、のではなく、したたかな移動商人です。したたかな移動商人です。自分自分のの

財財産である動物をきちんと管理しつつ、産である動物をきちんと管理しつつ、動物動物のの

毛皮や乳製品や肉などを売りながら穀物や衣料毛皮や乳製品や肉などを売りながら穀物や衣料

そその他のものを買う。の他のものを買う。移動しながら商売をして移動しながら商売をして

1-22.p65 2002/05/10, 22:48Page 18 Adobe PageMaker 6.5J/Win



1919

　　ですから、ですから、ある意味では砂漠や遊牧民という存在もどこかで人間を都市化する、ある意味では砂漠や遊牧民という存在もどこかで人間を都市化する、あるいあるい

はは人間を情報化することと無関係ではないかもしれません。人間を情報化することと無関係ではないかもしれません。しかし、しかし、もっと端的にイスラもっと端的にイスラ

ムの特質を考えれば、ムの特質を考えれば、すぐ砂漠や遊牧民にいくのではなくて、すぐ砂漠や遊牧民にいくのではなくて、むしろ都市ということになむしろ都市ということにな

る。る。多様な言語、多様な言語、多様な文化、多様な文化、したがって多様な宗教の人々が出会って混ざり合い取引きしたがって多様な宗教の人々が出会って混ざり合い取引き

する。する。そういう都市空間の中で徹底的に広い範囲の世界を相手にして情報を管理し運用そういう都市空間の中で徹底的に広い範囲の世界を相手にして情報を管理し運用・・活活

用する人々のアーバニズムがイスラムに凝縮される。用する人々のアーバニズムがイスラムに凝縮される。大体、大体、商業というものは情報と切り商業というものは情報と切り

離離しては考えられません。しては考えられません。情報人間を作るというところにイスラムの特徴があることを、情報人間を作るというところにイスラムの特徴があることを、

我々は非常に歪んだ眼鏡を借りて見ていたばかりに見落としてきたのではないかと思う我々は非常に歪んだ眼鏡を借りて見ていたばかりに見落としてきたのではないかと思うわけわけ

です。です。

　大体イスラムは、　大体イスラムは、キリスト教やユダヤ教もそうですが、キリスト教やユダヤ教もそうですが、神様からの啓示を受け取って成立神様からの啓示を受け取って成立

したことになっている。したことになっている。そういうところで人間にとって真理が見える、そういうところで人間にとって真理が見える、わかってくるには、わかってくるには、

神様からのメッセージを受け取って理解する、神様からのメッセージを受け取って理解する、ここのところが決定的に重要なのです。ここのところが決定的に重要なのです。神の神の

メッセージを受け取らなければ人間にとっては何もわからない。メッセージを受け取らなければ人間にとっては何もわからない。そもそも神様なんているもそもそも神様なんているも

いないもわからない。いないもわからない。もし本当に真面目に考えたら、もし本当に真面目に考えたら、神様なんていないという、神様なんていないという、それが人間それが人間

としてあるいは真面目なのかもしれない。としてあるいは真面目なのかもしれない。ところがそこへ突如としてメッセージが与えられところがそこへ突如としてメッセージが与えられ

てしまった。てしまった。このメッセージを受け取ってしまった以上は、このメッセージを受け取ってしまった以上は、神様のメッセージをきちんと聞神様のメッセージをきちんと聞

き取り、き取り、読み取らなければならない。読み取らなければならない。その意味を理解していかなければならない。その意味を理解していかなければならない。さらに、さらに、

その意味を理解するだけではなく、その意味を理解するだけではなく、神の言葉、神の言葉、メッセージを解釈して判断したり、メッセージを解釈して判断したり、評価した評価した

りして、りして、それを現実の暮らしの中に生かし、それを現実の暮らしの中に生かし、あてはめていかなければならないということにあてはめていかなければならないということに

なっていくのです。なっていくのです。

　つまり、　つまり、コーランや聖書など、コーランや聖書など、神様からのメッセージを受け取ってしまったからには、神様からのメッセージを受け取ってしまったからには、人人

間はどうしても情報人間にならざるを得ないというわけです。間はどうしても情報人間にならざるを得ないというわけです。イスラムの場合には、イスラムの場合には、さらさら

に、に、預言者ムハンマドがあるときどういうことを言った、預言者ムハンマドがあるときどういうことを言った、どういうことをした、どういうことをした、それらが言それらが言

い伝えられ、い伝えられ、そして記録される。そして記録される。こういう預言者の言行の伝承こういう預言者の言行の伝承（ハディース）（ハディース）がまた大事ながまた大事な

意味を持っています。意味を持っています。これも誰から誰へ情報が伝わったのかが非常に重要で、これも誰から誰へ情報が伝わったのかが非常に重要で、ＡさんからＢＡさんからＢ

さんへ、さんへ、ＢさんからＣさんへ、ＢさんからＣさんへ、ＣさんからＤさんへという経路の信頼性が徹底的に研究ＣさんからＤさんへという経路の信頼性が徹底的に研究・・検検

証されるということにもなります。証されるということにもなります。

　そしてさらに、　そしてさらに、コーランの中で繰り返し言われていることは、コーランの中で繰り返し言われていることは、人間はちゃんとよく目を見人間はちゃんとよく目を見

開いて自分の周りの世界を見れば、開いて自分の周りの世界を見れば、そこに神様のメッセージがいっぱい与えられている。そこに神様のメッセージがいっぱい与えられている。兆兆

（しるし）（しるし）というものが与えられている。というものが与えられている。ありとあらゆる事物の中に、ありとあらゆる事物の中に、神様が世界を作って、神様が世界を作って、

そして万物に対してどういう在り方をせよと望んでいるのか、そして万物に対してどういう在り方をせよと望んでいるのか、それが読み取れる形でのサイそれが読み取れる形でのサイ

ンがあらゆるところに埋め込まれている。ンがあらゆるところに埋め込まれている。アラビア語でアーヤとかアラマートという言葉でアラビア語でアーヤとかアラマートという言葉で

言われる兆がこの世の中には満ち満ちている。言われる兆がこの世の中には満ち満ちている。ですから、ですから、人間は神様のサインをどう読むの人間は神様のサインをどう読むの

か。か。自分の周りに充満している記号をどう読み取るのか。自分の周りに充満している記号をどう読み取るのか。こういうことが求められているのこういうことが求められているの

です。です。今度は何を作ったら高く売れるだろうか、今度は何を作ったら高く売れるだろうか、この商品を持っていけばかなり儲かるのでこの商品を持っていけばかなり儲かるので

はないか、はないか、といった商売の上での情報収集や情報処理だけではなくて、といった商売の上での情報収集や情報処理だけではなくて、宗教の上で人間とし宗教の上で人間とし

て真面目に生きようとすれば情報化しなければならないことになっているのです。て真面目に生きようとすれば情報化しなければならないことになっているのです。

　　1414 世紀のモロッコ人イブン世紀のモロッコ人イブン・・バットゥータは世界に冠たる大旅行家です。バットゥータは世界に冠たる大旅行家です。彼は彼は 2020 才を過才を過

ぎたころモロッコを出発してインドや中国を巡り、ぎたころモロッコを出発してインドや中国を巡り、そしていったん故郷に帰りますが、そしていったん故郷に帰りますが、そのその

いるのが中東の遊牧民です。いるのが中東の遊牧民です。
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後またサハラを越えてアフリカの南の方にも旅行します。後またサハラを越えてアフリカの南の方にも旅行します。2020 才を過ぎた頃から才を過ぎた頃から 5050 才にな才にな

るるまで、まで、旅行また旅行と明け暮れたわけです。旅行また旅行と明け暮れたわけです。そのイブンそのイブン・・バットゥータの旅行記も今、バットゥータの旅行記も今、翻翻

訳されて日本語で読むことができます。訳されて日本語で読むことができます。しかし、しかし、彼は旅行家で秘境を踏み越える旅をした彼は旅行家で秘境を踏み越える旅をした

大大冒険家ではないのです。冒険家ではないのです。彼には行く先々に、彼には行く先々に、それまで出会ったことがあったかどうかはそれまで出会ったことがあったかどうかは

別として、別として、知り合いがおりました。知り合いがおりました。ですから、ですから、インドに行こうが中国に行こうが芋づる式インドに行こうが中国に行こうが芋づる式

にに人的関係、人的関係、知り合いの知り合いを頼って、知り合いの知り合いを頼って、安全に旅行ができる。安全に旅行ができる。しかも、しかも、どこへ行ってどこへ行って

も共通の価値観、も共通の価値観、共通の言葉でコミュニケートができる。共通の言葉でコミュニケートができる。こういう世界をイブンこういう世界をイブン・・バッバッ

トゥータは持っていたのでした。トゥータは持っていたのでした。

　　ですから、ですから、彼が訪れた地はそういうイスラム世界の縁にあったわけで、彼が訪れた地はそういうイスラム世界の縁にあったわけで、はるか遠くの世はるか遠くの世

界界ではありません。ではありません。イブンイブン・・バットゥータが実現してみせた世界旅行を支えていたのも、バットゥータが実現してみせた世界旅行を支えていたのも、情情

報だったのですね。報だったのですね。例えば、例えば、為替の決済が北アフリカとインドと中国を結ぶ世界で自由に為替の決済が北アフリカとインドと中国を結ぶ世界で自由に

でできていた。きていた。そういう広い世界をつなぐ信用の体系もできあがっていた。そういう広い世界をつなぐ信用の体系もできあがっていた。こういったことこういったこと

を考えますと、を考えますと、我々は今、我々は今、グローバリズムについて盛んに語っておりますけれども、グローバリズムについて盛んに語っておりますけれども、19901990

年代になって急にグローバリズム現象がアメリカのリーダーシップの下で展開し、年代になって急にグローバリズム現象がアメリカのリーダーシップの下で展開し、グローグロー

バリズムバリズムの世界が我々の眼前に突如出現したような感じでおりますが、の世界が我々の眼前に突如出現したような感じでおりますが、実はこれもまた大実はこれもまた大

間違いではないかと思います。間違いではないかと思います。

　グローバリズムの初発は西暦７世紀からではないか。　グローバリズムの初発は西暦７世紀からではないか。つまりイスラム都市文明が世界的につまりイスラム都市文明が世界的に

展開する頃です。展開する頃です。例えばイブン例えばイブン・・バットゥータの自在な旅行ができる、バットゥータの自在な旅行ができる、商売上のいろいろ商売上のいろいろなな

手形の決済がインドネシアとエジプトとの間でも、手形の決済がインドネシアとエジプトとの間でも、中国とモロッコの間でもできる、中国とモロッコの間でもできる、こういこうい

うところにグローバリズムが既にあった。うところにグローバリズムが既にあった。いわばグローバリズムの本家はイスラムなのでいわばグローバリズムの本家はイスラムなのです。す。

ちっぽけな民族や国家を超えたもっとグローバルな世界をつなぎ合わせネットワーク化するちっぽけな民族や国家を超えたもっとグローバルな世界をつなぎ合わせネットワーク化する

力をイスラムは発揮してきたということだと思います。力をイスラムは発揮してきたということだと思います。

　そういうふうに言うと　そういうふうに言うと「イスラムは今はあまりパッとしない。「イスラムは今はあまりパッとしない。そんなに立派なイスラムがそんなに立派なイスラムが

どうして駄目になったのか」どうして駄目になったのか」という質問が必ず出てきます。という質問が必ず出てきます。これに今、これに今、私がここでお答えし私がここでお答えし

てしまうよりは、てしまうよりは、これからのシンポジウムの講師の方々の話を聞いた上で、これからのシンポジウムの講師の方々の話を聞いた上で、皆様勉強して考皆様勉強して考

えてみていただきたいと思います。えてみていただきたいと思います。一つだけヒントを言いますと、一つだけヒントを言いますと、例えばアルゴリズムとい例えばアルゴリズムとい

う言葉一つとっても、う言葉一つとっても、これはＩＴとも非常に深い関係がある言葉で、これはＩＴとも非常に深い関係がある言葉で、計算の手順、計算の手順、仕方がア仕方がア

ラブの文化やアラビア数字などアラブラブの文化やアラビア数字などアラブ・・イスラム文明における数学の発展と切り離せないもイスラム文明における数学の発展と切り離せないも

のですが、のですが、イスラム文明は完全に過去のものなのでしょうか。イスラム文明は完全に過去のものなのでしょうか。

　アラビア語のアルファベットの話をしかけると、　アラビア語のアルファベットの話をしかけると、必ず出てくる日本人の反応は必ず出てくる日本人の反応は「アラビア「アラビア

語にもアルファベットはあるんですか」語にもアルファベットはあるんですか」という質問です。という質問です。ヨーロッパのアルファベットはヨーロッパのアルファベットは

エーエー・・ビービー・・シーやアーシーやアー・・ベーベー・・ツェーやアツェーやア・・ベベ・・セなどです。セなどです。どうしてそれらをアルファどうしてそれらをアルファ

ベットと言うのでしょうか。ベットと言うのでしょうか。これはむろんギリシャ語のアルファこれはむろんギリシャ語のアルファ・・ベーターベーター・・ガンマガンマ・・デルデル

タにつながりますけれども、タにつながりますけれども、さらにその土台を考えていくと、さらにその土台を考えていくと、たとえばアラビア語でアルたとえばアラビア語でアルファファ

ベットはアリフベットはアリフ・・バーバー・・ターと言います。ターと言います。ヘブライ語ではアレフヘブライ語ではアレフ・・ベートベート・・ギメルです。ギメルです。でで

すから、すから、むしろアルファベットという言葉はヨーロッパの方が借り物なんです。むしろアルファベットという言葉はヨーロッパの方が借り物なんです。借り物であ借り物であ

ることをヨーロッパ人はよく知っていますからアルファベットと言っているのです。ることをヨーロッパ人はよく知っていますからアルファベットと言っているのです。ところところ

が、が、日本では多くの人がアルファベットはヨーロッパから出たものだと思い込んでしまって日本では多くの人がアルファベットはヨーロッパから出たものだと思い込んでしまって

いることに問題があるのです。いることに問題があるのです。

　　私は、私は、個人主義も合理主義も普遍主義も、個人主義も合理主義も普遍主義も、そして例えば言説共同体というようなものも、そして例えば言説共同体というようなものも、そそ
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れから市場経済も、れから市場経済も、あるいは国民国家も、あるいは国民国家も、ネーションネーション・・ステイツという考え方のそもそもステイツという考え方のそもそも

のの根っこも、根っこも、シビルシビル・・ソサエティというこの頃流行の市民社会という考え方も、ソサエティというこの頃流行の市民社会という考え方も、それからそれから

共和主義や共和制も、共和主義や共和制も、これらは全部７世紀以来のイスラム文明の歴史の中から出てきたとこれらは全部７世紀以来のイスラム文明の歴史の中から出てきたと

考えています。考えています。これらをヨーロッパ人は一生懸命学習して、これらをヨーロッパ人は一生懸命学習して、1 91 9 世紀辺りからは全部ヨー世紀辺りからは全部ヨー

ロッロッパ発のものだ、パ発のものだ、ありとあらゆる近代的なものはヨーロッパから発したという話にすりありとあらゆる近代的なものはヨーロッパから発したという話にすり

かえてしまったわけです。かえてしまったわけです。盗品の売買を故売と言いますが、盗品の売買を故売と言いますが、我々はまさしくこれに立ちあっ我々はまさしくこれに立ちあっ

ていると言えます。ていると言えます。ヨーロッパがイスラムから盗んで、ヨーロッパがイスラムから盗んで、そしてこれは俺のものだとヨーロッそしてこれは俺のものだとヨーロッ

パ人が言っているのを聞いて、パ人が言っているのを聞いて、我々は世界でもっとも先進的なのはヨーロッパだと思い込我々は世界でもっとも先進的なのはヨーロッパだと思い込

んでしまった。んでしまった。ここに今日の学術の一番根本の問題があると思います。ここに今日の学術の一番根本の問題があると思います。ここのところでのここのところでの

見間見間違いを正すことが決定的に重要だと思います。違いを正すことが決定的に重要だと思います。

　そこで、　そこで、「イスラムとＩＴとは面白い問題設定ですね」「イスラムとＩＴとは面白い問題設定ですね」などという考え方こそが問題なのなどという考え方こそが問題なの

です。です。イスラムとＩＴ、イスラムとＩＴ、これこそが必然的な題だと考えるべきではないでしょうか。これこそが必然的な題だと考えるべきではないでしょうか。我々我々

ははやはりこの肝心なところで、やはりこの肝心なところで、この根本的なところで、この根本的なところで、騙され、騙され、間違いを犯しているので間違いを犯しているので

はないでしょうか。はないでしょうか。日本の学問も大学も、日本の学問も大学も、根本的なパラダイム根本的なパラダイム・・チェンジを必要としていチェンジを必要としてい

るるのだと思います。のだと思います。

　ともあれ、　ともあれ、今回のシンポジウムの意義に寄せて、今回のシンポジウムの意義に寄せて、皆様に私がどうしてこのメッセージを申皆様に私がどうしてこのメッセージを申

し上げたかったかという気持ちを汲み取っていただければと希望しております。し上げたかったかという気持ちを汲み取っていただければと希望しております。早稲田大早稲田大学、学、

またその国際情報通信研究センター、またその国際情報通信研究センター、空間科学研究所、空間科学研究所、エジプト学研究所、エジプト学研究所、このたびのシンこのたびのシン

ポジウムを実現して下さったこれら主催ポジウムを実現して下さったこれら主催・・共催諸機関の関係の方々に心からのお祝いを申し共催諸機関の関係の方々に心からのお祝いを申し

上げるとともに、上げるとともに、これより始まるこのシンポジウムを通じて大きな成功を収められますようこれより始まるこのシンポジウムを通じて大きな成功を収められますよう

切に願う次第です。切に願う次第です。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。
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