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人間中心の情報技術人間中心の情報技術

早稲田大学教授早稲田大学教授

山崎山崎  芳男芳男

　皆様大変充実した２日間でさぞ、　皆様大変充実した２日間でさぞ、お疲れのお疲れの

ことと思いますが、ことと思いますが、最後のセッションを始め最後のセッションを始め

させていただきます。させていただきます。実は打ち合わせの段階実は打ち合わせの段階

で吉村先生、で吉村先生、北村先生と最後はどうなるかわ北村先生と最後はどうなるかわ

からないということで、からないということで、時間調整を時間調整を含含めて私めて私

ががお引き受けしたのですが、お引き受けしたのですが、非常にパンク非常にパンク

チュアルに進んでまいりまして、チュアルに進んでまいりまして、予定の時間予定の時間

通り通り始め始めさせていただくことができました。させていただくことができました。

　私はこのシンポジウムの主催の早稲田大学　私はこのシンポジウムの主催の早稲田大学

国際情報通信研究センターに所属しておりま国際情報通信研究センターに所属しておりま

す。す。また共催の早稲田大学空間科学研究所また共催の早稲田大学空間科学研究所

――――  名前はいかめしく偉そうですが、名前はいかめしく偉そうですが、昨年の昨年の

1212月１日に発足いたしました小さな研究所で月１日に発足いたしました小さな研究所で

す――す――  その研究所その研究所のの所長を所長をしております。しております。ちち

なみに吉村先生はそれより半年ぐらい前に発なみに吉村先生はそれより半年ぐらい前に発

足足したした、、早稲田大学エジプト学研究所の所長早稲田大学エジプト学研究所の所長

をされておられます。をされておられます。

　このシンポジウムはその三者が主催　このシンポジウムはその三者が主催・・共催共催

ということで、ということで、外務省と笹川平和財団に後援外務省と笹川平和財団に後援

をいただきました。をいただきました。北村先生が北村先生がＧＩＴＩＧＩＴＩと称と称

しております国際情報通信研究センターの会しております国際情報通信研究センターの会

議議にに、、吉村先生がゲストリサーチャーとして吉村先生がゲストリサーチャーとして

参加して下さった機会に参加して下さった機会に、、「「イスラムとＩＴイスラムとＩＴ」」

というシンポジウムをやろうではないかといというシンポジウムをやろうではないかとい

うことを発言されまして、うことを発言されまして、何とか何とか、、今日にこ今日にこ

ぎつけたわけでございます。ぎつけたわけでございます。

　ただ、　ただ、恐らく北村先生もこの背景はご存知恐らく北村先生もこの背景はご存知

無かったと思う無かったと思うののですが、ですが、ＩＴ、ＩＴ、今日も実は今日も実は

シンポジウムの題目がシンポジウムの題目が、、同じ同じＩＴでいろいろＩＴでいろいろ

な読み方な読み方が考えられるということのが考えられるということのご披露がごご披露がご

ざいましたけれども、ざいましたけれども、一応このキーワードは一応このキーワードは

インフォメーションインフォメーション・・テクノロジー、テクノロジー、情報技情報技

術だということだと思いますが、術だということだと思いますが、実はここに実はここに

おいでの坂田先生がおいでの坂田先生が19741974年に東海大学に情報年に東海大学に情報

技術センターというものを設立なさいまし技術センターというものを設立なさいました。た。

まさにＩＴというまさにＩＴという言葉言葉の生みの親です。の生みの親です。坂田坂田

先生先生ははリモートセンシングを中心にリモートセンシングを中心に、、吉村先吉村先
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生と双璧だと思いますが、生と双璧だと思いますが、大学に、大学に、またテレまたテレ

ビ等マスコミでも大変有名な先生でビ等マスコミでも大変有名な先生でいいらっらっ

しゃいます。しゃいます。

　情報技術という言葉は一体誰が　情報技術という言葉は一体誰が使い始めた使い始めた

のかと考えますと、のかと考えますと、恐らく私は坂田先生だと恐らく私は坂田先生だと

思思います。います。坂田先生は吉村先生と坂田先生は吉村先生とははエジプト、エジプト、

それからユネスコの衛星考古学という接点がそれからユネスコの衛星考古学という接点が

おありでおありですが、すが、実は実は私は私はあまりあまりお仕事は一緒お仕事は一緒

にしたことがないにしたことがないののです。です。強いて強いて言う言うと、と、

19851985年に日航機が年に日航機が御巣鷹御巣鷹山に墜落した事故調山に墜落した事故調

査の専門委員をご一緒にやらせていただきま査の専門委員をご一緒にやらせていただきま

した。した。

　私はイスラムとの関わりというのは非常に　私はイスラムとの関わりというのは非常に

浅うございます。浅うございます。しかしＵＮＤＰしかしＵＮＤＰ、、国際連合の国際連合の

機関ですが、機関ですが、ユネスコが事務取り扱いをしてユネスコが事務取り扱いをして

いるいるＵＮＤＰＵＮＤＰの仕事の仕事で、で、ナイジェリアのラゴナイジェリアのラゴ

ス州立大学ス州立大学にに情報学科情報学科をを設立設立するするお手伝いをお手伝いを

してしておりましておりまして、、何度か向こうの先生方が見何度か向こうの先生方が見

えたり、えたり、パリあるいはラゴスに行ったりしてパリあるいはラゴスに行ったりして

大変混沌とした世界を垣間見ました大変混沌とした世界を垣間見ました。。それかそれか

らしばらく深いお付き合いはらしばらく深いお付き合いはななかったかったののですです

が、が、昨年の３月昨年の３月3030日、日、小渕首相が倒れられる小渕首相が倒れられる

前の日、前の日、外務省でユネスコの事務総長、外務省でユネスコの事務総長、前の前の

フランス大使であられた松浦晃一郎さんと早フランス大使であられた松浦晃一郎さんと早

稲田の奥島総長が単独の大学としては稲田の奥島総長が単独の大学としては初めて初めて

の包括協定を結ばせていただきました。の包括協定を結ばせていただきました。

　この包括協定というのは、　この包括協定というのは、吉村先生、吉村先生、あるある

いはいは早稲田の理工学部の早稲田の理工学部の建築の中川建築の中川武武先生先生をはをは

じめじめ、、私も私も202 0 年ほど前からニューテクノロ年ほど前からニューテクノロ

ジージー・・フォアフォア・・カルチャー、カルチャー、文化を支える新文化を支える新

技術と技術とでも言いまでも言いましょうかしょうか、、そういうそういうユネスユネス

コのプロジェクトを進めております。コのプロジェクトを進めております。実はあ実はあ

まりご存知の方はいらっしゃらないかもまりご存知の方はいらっしゃらないかもししれれ

ませんがませんが、、ユネスコにユネスコにはは大使がいます。大使がいます。当時当時

はは、、笹口大使という早稲田出笹口大使という早稲田出身身の大使がいの大使がい

らっしゃいましらっしゃいました。た。日本はアメリカが脱退し日本はアメリカが脱退し

た後、た後、一番お金を出しているにも関わらず、一番お金を出しているにも関わらず、

必ずしも評価がされていない必ずしも評価がされていない、、日本の得意な日本の得意な

技術、技術、ニューテクノロジーでもっと貢献できニューテクノロジーでもっと貢献でき

ないものかということで、ないものかということで、当時当時ははマイヨールマイヨール

総長の時代でしたけれども、総長の時代でしたけれども、ニューテクノロニューテクノロ

ジージー・・フォアフォア・・カルチャー室、カルチャー室、これこれをを日本の日本の国国

立国会図書館からユネスコに立国会図書館からユネスコにつくりつくり、、今は専今は専

任職員になっています松本慎二さんという東任職員になっています松本慎二さんという東

大の仏文を出た方が、大の仏文を出た方が、ニューテクノロジーニューテクノロジー・・

フォアフォア・・カルチャー室長をされています。カルチャー室長をされています。

    坂田先生も吉村先生も衛星考古学のシンポ坂田先生も吉村先生も衛星考古学のシンポ

ジウムでご一緒されたりしております。ジウムでご一緒されたりしております。３年３年

ほど前からユネスコ主催の音楽祭がウズベキほど前からユネスコ主催の音楽祭がウズベキ

スタンのサマルカンドのレギスタン広場で開スタンのサマルカンドのレギスタン広場で開

かれることになり、かれることになり、私は専門の音響分野のコ私は専門の音響分野のコ

ンサルタントということで伺いまして、ンサルタントということで伺いまして、中央中央

アジアのイスラム文化にアジアのイスラム文化に触れ触れ、、大変なカル大変なカル

チャーショックを受けました。チャーショックを受けました。

　もちろん、　もちろん、北村先生も指摘しておられるよ北村先生も指摘しておられるよ

うにうに、、金融面ではこんな金融面ではこんなにに厚いスムというお厚いスムというお

金を闇レートで変えたり、金を闇レートで変えたり、いろいろ問題はあいろいろ問題はあ

ろうかと思いまろうかと思いまが、が、ただ、ただ、食べ物は豊かです食べ物は豊かです

し、し、シルクロードの中心都市で、シルクロードの中心都市で、今も昔も情今も昔も情

報がここを通って、報がここを通って、あるいはものがここをあるいはものがここを

通ってやってきたんだな通ってやってきたんだな、、ということということにに彷彿彷彿

ととさせられましさせられました。た。食べ物も、食べ物も、それから芸術それから芸術

もも、、経済とは裏腹に経済とは裏腹に大変大変豊かだという豊かだということこと、、逆逆

にだからにだからこそこそシルクロードの要衝になったのシルクロードの要衝になったの

ではないかと思いますではないかと思います。。まずまず 19991999 年６月に年６月に

予予備調査に伺いまして、備調査に伺いまして、独立記念日の９月１独立記念日の９月１

日の音楽祭に研究室のスタッフや学生と伺い日の音楽祭に研究室のスタッフや学生と伺い

ました。ました。

　その年、　その年、世界遺産会議がモロッコ、世界遺産会議がモロッコ、マラケマラケ

シュシュでありました。でありました。実はその前年実はその前年のの9898年年にに世世

界遺産会議が京都でありまして、界遺産会議が京都でありまして、当時、当時、松浦松浦

駐仏大使が議長をされて、駐仏大使が議長をされて、それが事務総長にそれが事務総長に

なられる布石になったなられる布石になったののだと思いますが、だと思いますが、ママ

ラケラケシュシュにも議長の引継ぎでおにも議長の引継ぎでお見見えになってえになって

いいましたました。。ここもここもＨＶＣＨＶＣ等からの助成等からの助成ををいたいた

だきまして、だきまして、まず８月に世界遺産のあるがままず８月に世界遺産のあるがま

ままの姿をの姿を伝送伝送するするための撮影や準備にまいりための撮影や準備にまいり

ました。ました。1212月の本会議に伺って月の本会議に伺って２２度モロッコ度モロッコ
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を訪れアフリカのイスラム世界にを訪れアフリカのイスラム世界に触れ触れました。ました。

　ちょうどその年　ちょうどその年19981998年はあと年はあと２２度、度、バリ島バリ島

でに行きイスラム世界にでに行きイスラム世界に触れ触れました。ました。20002000年年

をバリ島で迎えるをバリ島で迎えることになりました。ことになりました。それかそれか

ら、ら、ユネスコ主催の音楽祭のお手伝いというユネスコ主催の音楽祭のお手伝いという

ことで、ことで、準備を準備を含め２度含め２度バリに行きました。バリに行きました。初初

めてめて１年に６回１年に６回ももイスラム圏にイスラム圏に行く機会を得行く機会を得、、

一緒に仕事をして大変勉強になり一緒に仕事をして大変勉強になり、、また考えまた考え

させられるものがありました。させられるものがありました。

　今日までいろいろなお話が出てまいりまし　今日までいろいろなお話が出てまいりまし

たように、たように、やはり知るということ、やはり知るということ、特に多様特に多様

性を知ることは非常に重要です。性を知ることは非常に重要です。

　　昨日来、昨日来、吉村先生から何度吉村先生から何度ととなくシリコンなくシリコン

ウエハに圧縮してウエハに圧縮して3030時間ものコーランがこの時間ものコーランがこの

中に入っていると紹介されていますが、中に入っていると紹介されていますが、これこれ

は圧縮技術を使っています。は圧縮技術を使っています。実は私実は私はこはこの専の専

門分野で仕事をしていま門分野で仕事をしていまして、して、具体的に今の具体的に今の

ＢＳＢＳデジタル放送、デジタル放送、ＭＰＥＧＭＰＥＧ、、ムービングムービング・・ピピ

クチャークチャー・・エンコーディングエキスパートエンコーディングエキスパート・・ググ

ループというコーディングのためのグループループというコーディングのためのグループ

の会合の音響の方の主査をしておりますの会合の音響の方の主査をしております。。そそ

の会合でいつも言うのは、の会合でいつも言うのは、地球上には目や耳地球上には目や耳

のいい人達がたくさんいたはずのいい人達がたくさんいたはずで、で、今も少し今も少し

はいるかもはいるかもししれない。れない。本来、本来、この種の次世代この種の次世代

の符号化、の符号化、圧縮技術の規格を決めるの圧縮技術の規格を決めるのはは、、いい

わゆる括弧付き文明人です。わゆる括弧付き文明人です。どうしても日どうしても日本、本、

あるいは欧米が中心になって標準化の作業をあるいは欧米が中心になって標準化の作業を

進めざるを得ない。進めざるを得ない。残念ながら今日もマイク残念ながら今日もマイク

ロホンを使っていますし、ロホンを使っていますし、眼鏡をかけて眼鏡をかけているいる

方はたくさんいらっしゃいますし、方はたくさんいらっしゃいますし、場合に場合に

よっては補聴器も付けておられよっては補聴器も付けておられますます。。本当に本当に

目や耳が良くなければ生きていけないような目や耳が良くなければ生きていけないような

社会というのは当然昔社会というのは当然昔ははあったわけです。あったわけです。そそ

れが今では地球人の大多数は耳や目がスポイれが今では地球人の大多数は耳や目がスポイ

ルされてしまって、ルされてしまって、人間の感覚はずいぶん落人間の感覚はずいぶん落

ちています。ちています。ただ、ただ、少なくとも我々少なくとも我々はは標準化標準化

をする際に、をする際に、人間の本来持っている感性を満人間の本来持っている感性を満

足する符号化を志さなければいけないという足する符号化を志さなければいけないという

話ををしております。話ををしております。

　私は音を専門にしておりますが、　私は音を専門にしておりますが、音声言語音声言語

というのは人間が持っている道具というのは人間が持っている道具でで、、非常に非常に

重要なコミュニケーションの手段だと思いま重要なコミュニケーションの手段だと思いま

す。す。文字というのは必ずしも言語伝達には必文字というのは必ずしも言語伝達には必

要で要ではありませんはありません。。アアボボリジニ、リジニ、アイヌ、アイヌ、文字文字

が無くても素晴らしい文化を持っている人達が無くても素晴らしい文化を持っている人達

がいがいますます。。一方ユネスコの活動一方ユネスコの活動はは若干批判が若干批判が

ありますありますが、が、識字というのが真っ先に出てく識字というのが真っ先に出てく

るるののです。です。西欧的な価値観だけで私どもが知西欧的な価値観だけで私どもが知

らず知らずらず知らずのうちにのうちににそういう価値観しか身にそういう価値観しか身

に付に付けけていないということは、ていないということは、大変危険なこ大変危険なこ

とだと思います。とだと思います。

　特に　特に1010億人以上のイスラムの世界をもっと億人以上のイスラムの世界をもっと

知る機会は大変意味があり、知る機会は大変意味があり、今回今回初めて初めてのシのシ

ンポジウムですが、ンポジウムですが、３３年年間間このシンポジウムこのシンポジウム

ができるということで大変期待をしておりまができるということで大変期待をしておりま

す。す。今回は私今回は私ががコーディネートコーディネートををさせていたさせていた

だいた情報技術セッションですが、だいた情報技術セッションですが、昨日も坂昨日も坂

田先生方とお話をしておりまして、田先生方とお話をしておりまして、ＩＴとはＩＴとは

何だろう何だろう、、とと。。先ほどもいろいろな読み替え先ほどもいろいろな読み替え

がございましたけれども、がございましたけれども、イスラムイスラム・・テクノテクノ

ロジーもそのロジーもその一つ一つかも知れません。かも知れません。あるいはあるいは

インテリジェントインテリジェント・・テクノロジー、テクノロジー、知的な技知的な技

術といろいろな読み方ができるわけです。術といろいろな読み方ができるわけです。

    今日はここにカイロから遠路はるばるザ今日はここにカイロから遠路はるばるザググ

ルール先生、ルール先生、それからそれからウズベキスタンからウズベキスタンからササ

ンジャさんにおいでいただいております。ンジャさんにおいでいただいております。ササ

ンジャンジャ・・デジャラロフデジャラロフ氏は氏は現在現在、、交換研究員と交換研究員と

いうことでウズベキスタンの世界経済外交大いうことでウズベキスタンの世界経済外交大

学から早稲田大学においでになっており、学から早稲田大学においでになっており、ごご

専門は農業経済でございま専門は農業経済でございますが、すが、かえってかえってそそ

ういう方にＩＴを語っていただくのはいい機ういう方にＩＴを語っていただくのはいい機

会だと思いまして、会だと思いまして、今日はご無理を言ってお今日はご無理を言ってお

いでいでいただきました。いただきました。坂田先生とご坂田先生とご三三方に方に2020

分程度お話を承って、分程度お話を承って、それから最後ですかそれから最後ですから、ら、

少し無礼講でディスカッションさせていただ少し無礼講でディスカッションさせていただ

ければと思います。ければと思います。
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ウズベキスタンにおけるウズベキスタンにおける

ＩＴの展開ＩＴの展開

早稲田大学交換研究員早稲田大学交換研究員

サンジャサンジャ・・デジャラロフデジャラロフ

　本日、　本日、この場でお話ができますことこの場でお話ができますこと、、大変大変

光栄でございます。光栄でございます。まず我が国についてのごまず我が国についてのご

紹介から紹介から始め始めさせていただきます。させていただきます。

　ウズベキスタン　ウズベキスタンははご存知の通りご存知の通り、、旧ソ連邦旧ソ連邦

の一国で、の一国で、その南部の方に位置しておりまその南部の方に位置しております。す。

地図地図でおわかりいただけるようにでおわかりいただけるように、、カザフカザフスタスタ

ン、ン、トルクメニスタン、トルクメニスタン、タジキスタン、タジキスタン、キルキル

ギスギスといったところと国境を接しております。といったところと国境を接しております。

本日は私、本日は私、ＩＴについてお話をということでＩＴについてお話をということで

招聘を受けたわけでございますが、招聘を受けたわけでございますが、一応こち一応こち

らの方にテーマを用意させていただきましらの方にテーマを用意させていただきました。た。

ウズベキスタンにおけるハードウウズベキスタンにおけるハードウェェア関連にア関連に

ついて、ついて、及び及び人気のあるソフトウ人気のあるソフトウェェアについアについ

て、て、インターネットの発展状況について、インターネットの発展状況について、まま

たインターネット関連のトレーニングについたインターネット関連のトレーニングについ

ててお話しお話しさせていただきたいと思っておりまさせていただきたいと思っておりま

す。す。

ⅠⅠ .. ハードウェア市場についてハードウェア市場について

　それではまず、　それではまず、ハードウハードウェェアの市場についアの市場につい

てのお話からてのお話から始め始めたいと思います。たいと思います。実はコン実はコン

ピュータ関連のしっかりとした統計数字はピュータ関連のしっかりとした統計数字は

はっきり出ていないのが残念なはっきり出ていないのが残念なののですが、ですが、一一

応使われているパソコンの台数は応使われているパソコンの台数は3535 万台万台ぐぐ

ららいいだだろうと言われています。ろうと言われています。ウズベキスタウズベキスタ

ンの人口がンの人口が22,,500500万人ですので、万人ですので、人口人口7272 人人

にに１１台といった割合になるでしょうか。台といった割合になるでしょうか。現在現在

コンピュータの販売を手掛ける会社としてコンピュータの販売を手掛ける会社として

はは、、200200 社ぐらい社ぐらいありあります。ます。そして潜在市場そして潜在市場

ととしてはしては、、コンピュータ市場はコンピュータ市場は33,,000000 万から万から

44,,000000 万ドルぐらいにはなるのではないかと万ドルぐらいにはなるのではないかと

言われて言われていいます。ます。低価格帯のコンピュータ低価格帯のコンピュータでで

もも450450ドルドルするするということで、ということで、まだまだ高価まだまだ高価

です。です。しかしながらしかしながら、、私が私が３年前、３年前、ペンティペンティ

アム系のコンピュータを買アム系のコンピュータを買っったたときときにはには700700

ドルしてドルしていいたのが、たのが、今では今では300300ドルぐらいにドルぐらいに

までまでなってなっていいますので、ますので、そうしたそうしたあたあたりの価りの価
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格の格の低下低下は著しいものがあると思います。は著しいものがあると思います。

　さて、　さて、我が国のＩＴの発展を阻害するよう我が国のＩＴの発展を阻害するよう

な要因についてご紹介していこうと思いまな要因についてご紹介していこうと思います。す。

私どもの経済は現在私どもの経済は現在、、移行移行期にあ期にあります。ります。そのその

際、際、発展の経済モデルを選択したわけですが、発展の経済モデルを選択したわけですが、

その中でも様々な制約、その中でも様々な制約、縛りがかかって縛りがかかっていいまま

す。す。例えば例えば、、硬貨の兌換性の問題です。硬貨の兌換性の問題です。またまた、、

輸出入に関してもクォーターという量の取決輸出入に関してもクォーターという量の取決

めめのの存在存在により、により、市場において活動を行って市場において活動を行って

いる企業間ではバータートレード、いる企業間ではバータートレード、物々交換物々交換

がさかんに行われてがさかんに行われているのが実情ですいるのが実情です。。また、また、

オフショア取引、オフショア取引、さらには証券取引所の利用さらには証券取引所の利用

といったことも行われております。といったことも行われております。

　また、　また、最近政府の方で導入いたしました物最近政府の方で導入いたしました物

品税、品税、これは昨年これは昨年1010月ぐらいの導入だった月ぐらいの導入だったのの

ですですがが、、これがこれが1010％ぐらい％ぐらいありあります。ます。したがしたが

いまして、いまして、そのような高い税金がかかる状況そのような高い税金がかかる状況

の中での中では、は、国内でコンピュータを買うよりも、国内でコンピュータを買うよりも、

国外で買って、国外で買って、それを国内に持ち込んで売っそれを国内に持ち込んで売っ

た方がた方が安いの安いのではないかというような状況もではないかというような状況も

生まれて生まれてくくるわけです。るわけです。さらには購買力が低さらには購買力が低

いという国全体の問題がいという国全体の問題がありありまして、まして、先ほど先ほど

安いコンピュータでも安いコンピュータでも300300 ドルからドルから400400ドルドル

するするとお話をしましたとお話をしましたがが、、それを購入するたそれを購入するた

めに普通の人であれば１年、めに普通の人であれば１年、２年２年はは働かなく働かなく

てはなりません。てはなりません。

　それでは　それでは、、どのようなハードウどのようなハードウェェアに人気アに人気

が集まっているのかをご紹介しましょう。が集まっているのかをご紹介しましょう。ほほ

とんどアメリカ企業と言ってもいいとんどアメリカ企業と言ってもいいのですがのですが、、

一応、一応、パソコンの分野でリーダーパソコンの分野でリーダーとと目されて目されて

いるのがヒューレットパッカード、いるのがヒューレットパッカード、ＨＰＨＰ社で社で

す。す。それからプロセッサーで一番人気があるそれからプロセッサーで一番人気がある

のがセルロンのがセルロン600600ＭＨＺＭＨＺ、、他にはデル、他にはデル、ＩＢＭＩＢＭ、、

コンパック、コンパック、デックといったブランドネームデックといったブランドネーム

がよく聞かれます。がよく聞かれます。プリンターに関してはプリンターに関しては、、

ＨＰ社ＨＰ社がほとんど市場を支配しており、がほとんど市場を支配しており、ＨＰＨＰ

11001100というモデルが支配的です。というモデルが支配的です。それからモそれからモ

ニターですが、ニターですが、こちらは韓国メーカーが頑こちらは韓国メーカーが頑

張っておりまして、張っておりまして、三星、三星、サムスンがリーサムスンがリー

ダーであると目されています。ダーであると目されています。

　それでは、　それでは、ＩＴを消費している人達は一体ＩＴを消費している人達は一体

誰なのでしょうか。誰なのでしょうか。コンピュータとユーザーコンピュータとユーザー

と考えていただいてもいいと考えていただいてもいいののですが、ですが、まずはまずは

ビジネス関連の人達ビジネス関連の人達ですです。。ビジネスマンがコビジネスマンがコ

ンピュータを使うのはよくあることです。ンピュータを使うのはよくあることです。そそ

れかられからテクニカルテクニカルスペシャリストスペシャリスト――コンコン

ピュータを持ち込んで売る人達、ピュータを持ち込んで売る人達、あるいはそあるいはそ

れらを処理する人達、れらを処理する人達、そうした人達をテクニそうした人達をテクニ

カルスペシャリストとカルスペシャリストと呼ん呼んでみましたでみました――、、

こうした人達がまさにＩＴをウズベキスタンこうした人達がまさにＩＴをウズベキスタン

国内に持ち込んでいるわけです。国内に持ち込んでいるわけです。それから豊それから豊

かな両親が子供の教育かな両親が子供の教育ののためにコンピュータためにコンピュータ

を買い与えるということがあります。を買い与えるということがあります。高等教高等教

育を受けさせるために、育を受けさせるために、学習能力を高めたい学習能力を高めたい

という目的でありましょう。という目的でありましょう。そして若手の起そして若手の起

業家、業家、そうした人達がそうした人達が、、コンピュータあるいコンピュータあるい

はＩＴのユーザーとなっています。はＩＴのユーザーとなっています。

　さて、　さて、潜在的な市場ですけれども、潜在的な市場ですけれども、先ほど先ほど

山崎先生の方からサマルカンドのお話があっ山崎先生の方からサマルカンドのお話があっ

たかと思うたかと思うののですですがが、、それ以外の大きな都市それ以外の大きな都市

としてブハラとしてブハラ、、ナボア、ナボア、キーワ、キーワ、ジュザットジュザット

というようなところがというようなところがあります。あります。こうした大こうした大

都市圏においてはＩＴのネットワークができ都市圏においてはＩＴのネットワークができ

つつあります。つつあります。後ほどお話後ほどお話ししいたしますけれいたしますけれ

ども、ども、インターネットインターネット・・カフェなどがこうしカフェなどがこうし

た大都市圏では開きつつあります。た大都市圏では開きつつあります。まさにこまさにこ

うしたところが次の潜在的なＩＴの消費地にうしたところが次の潜在的なＩＴの消費地に

なっていくのでしょう。なっていくのでしょう。

　もちろん購買力が低いという制約がＩＴの　もちろん購買力が低いという制約がＩＴの

発展を妨げる可能性はあるわけで発展を妨げる可能性はあるわけですがすが、、一般一般

ユーザーであってもパソコンの価格がユーザーであってもパソコンの価格が300300 ドド

ルを切るところまでくれば、ルを切るところまでくれば、そのユーザー数そのユーザー数

は急に増えてくるのではないかという見方もは急に増えてくるのではないかという見方も

ありあります。ます。

　さて、　さて、それでは潜在的なＩＴのユーザーとそれでは潜在的なＩＴのユーザーと

いうことで、いうことで、少々切り分けてみたいのです少々切り分けてみたいのですが、が、

まず第一に挙げられますのが、まず第一に挙げられますのが、政府系官公庁政府系官公庁

です。です。官公庁では現在ネットワークの敷設と官公庁では現在ネットワークの敷設と

ネットワークの構築等を行っているところでネットワークの構築等を行っているところで

すので、すので、このこのあたあたりりがが一つ一つのの大きなユーザー大きなユーザー

層となってくるでしょうし、層となってくるでしょうし、また先ほど申しまた先ほど申し

上げましたように、上げましたように、都市における利用という都市における利用という

ことがことがありあります。ます。これに加えて、これに加えて、中小企業、中小企業、ああ

るいは個人が今後はコンピュータのユーザーるいは個人が今後はコンピュータのユーザー

としてＩＴの利用者になっていくものと期待としてＩＴの利用者になっていくものと期待

されます。されます。
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ⅡⅡ .. ソフトウェア市場についてソフトウェア市場について

　ソフトウ　ソフトウェェアで人気のあるものアで人気のあるものも、も、やはりやはり

アメリカ製が多く、アメリカ製が多く、有名どころではマイクロ有名どころではマイクロ

ソフトオフィスがソフトオフィスが挙げ挙げられます。られます。マイクロソマイクロソ

フト、フト、ヒューレットパッカード、ヒューレットパッカード、ＩＢＭＩＢＭ、、ノノ

ベル、ベル、オラクルといったところが使われていオラクルといったところが使われてい

ます。ます。オラクルに関して特筆しますと、オラクルに関して特筆しますと、オラオラ

クルクルはは銀行、銀行、あるいは会計系のソフトというあるいは会計系のソフトという

ところところでよく使われてでよく使われていいまして、まして、実はウズベ実はウズベ

キスタンの銀行ではオラクルのデータベースキスタンの銀行ではオラクルのデータベース

を使ったシステムの構築が行われておりを使ったシステムの構築が行われております。ます。

このこのあたあたりで展開がりで展開が、、発展があるのかと期待発展があるのかと期待

できるところです。できるところです。

　ただし、　ただし、ソフトウソフトウェェア市場ア市場ののマイナス面にマイナス面に

ついても言及しなくてはなりまついても言及しなくてはなりませんせん。。実は私実は私

も使っても使っていいますけれども、ますけれども、違法ソフトの蔓延違法ソフトの蔓延

です。です。2 0 02 0 0 ドルもあったならドルもあったならＣＤＣＤを自分でを自分で

買った方がいいのか、買った方がいいのか、たった一つのソフトウたった一つのソフトウ

エアで満足するのかエアで満足するのか。。ごご多分にもれず多分にもれず、、他の他の

ＣＩＳＣＩＳ諸国でもそうです諸国でもそうですがが、、その国の中に１その国の中に１

枚、枚、ライセンスをしっかりとライセンスをしっかりと取った取った違法では違法では

ないないＣＤＣＤがあったとがあったとしますしますと、と、残りのものは残りのものは

全て海賊版のコピーではな全て海賊版のコピーではないいかと言われるぐかと言われるぐ

らいの蔓延の状況です。らいの蔓延の状況です。

　さて、　さて、こうしたソフトウこうしたソフトウェェアを利用していアを利用してい

るところですが、るところですが、基本的には大企業であった基本的には大企業であった

り銀行であったり官公庁であったりという話り銀行であったり官公庁であったりという話

をしました。をしました。どんな分野で使われているのどんな分野で使われているの

か、か、まずまずＥＲＰＥＲＰシステムと略称システムと略称ししますが、ますが、エエ

ンタープライズンタープライズ・・リソースリソース・・プランニングプランニング・・シシ

ステム、ステム、会計およびバンキングのソフトなど会計およびバンキングのソフトなど

もよく使われてもよく使われていいます。ます。また、また、企業およびオ企業およびオ

フィスのセキュリティシステムフィスのセキュリティシステムや、や、中規模サ中規模サ

イズの製造業における自動計画システムなどイズの製造業における自動計画システムなど

にも使われていにも使われていまます。す。さらにはインターネッさらにはインターネッ

トの普及に伴い、トの普及に伴い、インターネットを利用するインターネットを利用する

ためのアプリケーションに人気が集まっていためのアプリケーションに人気が集まってい

まます。す。

　そして、　そして、もう一つ特筆すべきはスマートもう一つ特筆すべきはスマート

カードでありましょう。カードでありましょう。現在、現在、オーストリアオーストリア

との企業との合弁でスマートカードの事業がとの企業との合弁でスマートカードの事業が

展開されて展開されていいまして、まして、３万枚ほどのスマート３万枚ほどのスマート

カードが銀行における取引等に使われているカードが銀行における取引等に使われている

ということです。ということです。

ⅢⅢ .. インターネット発展状況インターネット発展状況

　さて、　さて、それでは本日のお話の中で私が一番それでは本日のお話の中で私が一番

お話をしお話をしたいたいテーマに移テーマに移りりたいと思います。たいと思います。

それはウズそれはウズベベキスタンにおけるインターネッキスタンにおけるインターネッ

トの発展トの発展についてについてであります。であります。インターネッインターネッ

トはまさに高度な教育を受けた人々、トはまさに高度な教育を受けた人々、およびおよび

ビジネスマンにとって情報を取得するためのビジネスマンにとって情報を取得するための

いい手段です。いい手段です。インターネットのユーザーはインターネットのユーザーは

現在２万人にまで増加してきたと言われて現在２万人にまで増加してきたと言われていい

ます。ます。また、また、ＩＳＰＩＳＰ、、いわゆるプロバイダーいわゆるプロバイダー

の数もの数も3939社を数えるようになりました。社を数えるようになりました。インイン

ターネットターネット・・カフェも多数作られてカフェも多数作られていいます。ます。

そして地方におけるプロジェクトとしてのパそして地方におけるプロジェクトとしてのパ

ブリックサイトの立ブリックサイトの立ちち上げといったことも見上げといったことも見

られるようになりました。られるようになりました。

　現在ではローカルなウェブサイト　現在ではローカルなウェブサイトはは、、

11,,000000以上の登録を見ている状況になって以上の登録を見ている状況になっていい

ます。ます。この中でこの中で4545％はいわゆる商用系、％はいわゆる商用系、商業商業

系のサイトであるということ、系のサイトであるということ、3030％は非商業％は非商業

系、系、もしくは官公庁のサイト、もしくは官公庁のサイト、それ以外に情それ以外に情

報系のサイト、報系のサイト、エンターテイメント系のサイエンターテイメント系のサイ

トが存在してトが存在していいます。ます。

　このインターネットの発展に関しては　このインターネットの発展に関しては、、ウウ

ズベキスタンでは中国式を採用しようというズベキスタンでは中国式を採用しようという

ことになりました。ことになりました。そそこでこで立ち上がりました立ち上がりました

のがのが、、ウズパックと呼ウズパックと呼ばれるばれる政府機関です。政府機関です。ここ

の政府機関においてクリアリングハウス、の政府機関においてクリアリングハウス、おお

よびデータネットワークプロバイダーの役割よびデータネットワークプロバイダーの役割

を果たしているわけです。を果たしているわけです。ＩＳＰＩＳＰになろうとになろうと

思うのであれば、思うのであれば、すべてすべてこの政府機関に登録この政府機関に登録

をし、をし、ライセンスの供与を受けなくてはなりライセンスの供与を受けなくてはなり

ません。ません。実のところ、実のところ、インターネットに関しインターネットに関し

てはイスラム派の急進派がインターネットをてはイスラム派の急進派がインターネットを

自らの目的のために利用するということがあ自らの目的のために利用するということがあ
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りましたので、りましたので、それに対する策ということもそれに対する策ということも

考えてウズパックが考えてウズパックが、、政府機関が立ち上が政府機関が立ち上がるる

ことになったわけです。ことになったわけです。

　しかしながら、　しかしながら、もちろん課題も抱えておりもちろん課題も抱えており

まして、まして、スタッフ不足、スタッフ不足、あるいは電気通信のあるいは電気通信の

インフラの不十分さ、インフラの不十分さ、さらには伝送するにあさらには伝送するにあ

たってのたっての待機待機幅の狭さと容量の小ささといっ幅の狭さと容量の小ささといっ

たようなことが問題となってたようなことが問題となっていいます。ます。

ⅣⅣ .. インターネットトレーニングインターネットトレーニング

　　さて、さて、今度はインターネットへのアクセス、今度はインターネットへのアクセス、

およびトレーニングについてのお話をさせておよびトレーニングについてのお話をさせて

いただきたいと思います。いただきたいと思います。やはりこれもアメやはりこれもアメ

リカから入ってリカから入ってきたきたイニシアイニシアチチブという形ブという形

だっただったのですがのですが、、アイレックスといったとこアイレックスといったとこ

ろがインターネットに関ろがインターネットに関するする、、例えばＥメー例えばＥメー

ルであるとかルであるとかＨＴＭＬＨＴＭＬなどのベーシックにつなどのベーシックにつ

いてのトレーニングをいてのトレーニングを始め始めました。ました。これが民これが民

間の企業および個人ユーザーに大きな影響を間の企業および個人ユーザーに大きな影響を

及ぼしました。及ぼしました。現在行われて現在行われていいますプログラますプログラ

ム、ム、ご参考までにセミナーの様子ご参考までにセミナーの様子のの写真を用写真を用

意して意してききましたました（写真（写真11））。。いわゆるパブリッいわゆるパブリッ

クサイトと呼ばれているところでクサイトと呼ばれているところではは、、インイン

ターネットに対しては無料のアクセスを図るターネットに対しては無料のアクセスを図る

ことができます。ことができます。

　それから現在、　それから現在、ウズベキスタンでウズベキスタンでわりにわりに

ホットなのが遠隔教育でホットなのが遠隔教育です。す。離れた場所から離れた場所から

インターネットを利用してインターネットを利用してレクチャーを行ってレクチャーを行って

いるいる様子を受信し、様子を受信し、教育を受ける教育を受ける、、講義を受け講義を受け

るというようなことが試みられてるというようなことが試みられていいます。ます。まま

たたデミットデミット・・ミマスさんという方が行っていミマスさんという方が行ってい

るトレーニングのようなセミナー形式のものるトレーニングのようなセミナー形式のもの

が各地域で行われていたりします。が各地域で行われていたりします。その他、その他、タタ

シケントやサマルカンドでもシケントやサマルカンドでも同様のトレーニン同様のトレーニン

ググやセミナーが行われています。やセミナーが行われています。

ⅤⅤ .. まとめまとめ

　　以下、以下、見てきましたように、見てきましたように、ウズベキスタンウズベキスタン

におけるインターネットの役割というのはにおけるインターネットの役割というのは、、

その重要性を増すばかりです。その重要性を増すばかりです。例えば例えばビジネビジネ

スマンスマンはは一体どのようなソースから経済関連一体どのようなソースから経済関連

の情報を得るか、の情報を得るか、インターネットと答えた人インターネットと答えた人

がが7171％、％、新聞からと答えた人が新聞からと答えた人が1212％、％、ビジネビジネ

ス上の同僚からと答えた人がス上の同僚からと答えた人が10%10%、、そしてテそしてテ

レビ、レビ、ラジオからと答えた人はラジオからと答えた人は７７％しかいな％しかいな

かったという数字かったという数字となっていますとなっています。。

　ということで、　ということで、ウズベキスタンに関してウズベキスタンに関して

はは、、インターネットのこれからの発展インターネットのこれからの発展はは非常非常

にに大きく大きくなる潜在性を示していると思なる潜在性を示していると思われわれまま

す。す。インターネット市場ですけれども、インターネット市場ですけれども、現在、現在、

中央アジアにお中央アジアにおける市場ける市場2020万人の中にウズベ万人の中にウズベ

キスタンはキスタンは7575,,000000人というシェアを誇ること人というシェアを誇ること

ができるができるだだろうという予測ろうという予測が立てられていまが立てられていま

すす。。　　

　　以上で以上で発表を終わります発表を終わります。。ありがとうござありがとうござ

いまいましたした。。

写真１写真１
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カイロ大学工学研究所所長カイロ大学工学研究所所長

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

ⅠⅠ .. アラビア諸国のＩＴ事情アラビア諸国のＩＴ事情

　どうも皆さんこんにちは。　どうも皆さんこんにちは。２２日目なのに皆日目なのに皆

さん大変熱心に最後まで頑張っていただきまさん大変熱心に最後まで頑張っていただきま

してありがとうございます。してありがとうございます。

　昨日、　昨日、今日とデジタルデバイド今日とデジタルデバイドというという言葉言葉

が大分出ましたが、が大分出ましたが、今の世界で今の世界では三つは三つに種類に種類

が分かれています。が分かれています。まずまず１１番目はチェーリン番目はチェーリン

コミュニティコミュニティーーズ。ズ。チェーリンコミュニチェーリンコミュニ

ティティーーズはハードズはハードウェアウェアも作ることができるも作ることができる

し、し、ソフトソフトウェアウェアも上手に使えるも上手に使える方です方です。。２２番番

目はコネクティブコミュニティ目はコネクティブコミュニティーーズ。ズ。インイン

ターネットを使う方ターネットを使う方やや、、ＩＴを使っている方ＩＴを使っている方

です。です。３３番目はど番目はどちらちらもできないもできない方方。。ここからここから

デジタルデバイドの言葉が出まして、デジタルデバイドの言葉が出まして、一口に一口に

デジタルデバイドデジタルデバイドと言ってと言っても、も、同じ国の中同じ国の中、、先先

進国の間進国の間、、国から国への国から国へのもの、もの、いろいろありまいろいろありま

す。す。というのはデジタルデバイドはスケールというのはデジタルデバイドはスケール

は変わりますが、は変わりますが、デベロップインカントリーデベロップインカントリー

だけだけではではなくなく、、どこでもあるどこでもあるものなのでものなのです。す。

　　それではそれではデジタルデバイドのスケールは、デジタルデバイドのスケールは、

どこまであるか、どこまであるか、またどまたどのよのように計れるか。うに計れるか。

まず、まず、１１番目は番目は、、100100名名の中で何の中で何人が人がインターインター

ネット、ネット、あるいはＩＴを使うかというスケーあるいはＩＴを使うかというスケー

ル。ル。２２番目のスケールは、番目のスケールは、100100名名の中で何人がの中で何人が

インターネットのサービスをインターネットのサービスを受け受けているか。ているか。

３３番目は番目は100100 名の中で何名の中で何人人ががＰＣＰＣを持っていを持ってい

るかるかというスケールですというスケールです。。そのその三つ三つの計り方がの計り方が

大体デジタルデバイドを決めるわけです。大体デジタルデバイドを決めるわけです。

　インフォメーションテクノロジーには　インフォメーションテクノロジーにはコンコン

ピュータのハードピュータのハードウェアウェア、、あるいはソフトあるいはソフト

ウウェェアを使う、アを使う、テレコミュニケーションのテレコミュニケーションの

サービスを使うというサービスを使うという三つ三つの使い方がありまの使い方がありま

す。す。まずデータをストールしたり、まずデータをストールしたり、レトリーレトリー

フしたり、フしたり、短短時間で情報を得時間で情報を得られることられること。。２２番番

目は自分の仕事で使える目は自分の仕事で使えることこと。。３３番目はイン番目はイン

ターネットの話ターネットの話ですです。。

　先ほど言いました　先ほど言いましたけれどけれど、、100100名の中で何名の中で何人人
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がＰＣを使っているか。がＰＣを使っているか。どれぐらいトレーニどれぐらいトレーニ

ングの必要があるか。ングの必要があるか。さらにさらにネイティブランネイティブラン

ゲージサポートは一番大事な問題で、ゲージサポートは一番大事な問題で、インイン

ターネットを使っているところでターネットを使っているところではは、、大体大体5454

％ぐらい％ぐらいはは英語で使っている。英語で使っている。日本語は日本語は8.58.5

％ぐらい％ぐらいででフランス語も大体同じです。フランス語も大体同じです。インイン

ターネットの中では主に英語がメインで、ターネットの中では主に英語がメインで、アア

ラビア語は本当に少ないラビア語は本当に少ないのが実情ですのが実情です。。ですです

から、から、アラビア語のインターネットをイスラアラビア語のインターネットをイスラ

ムの地域、ムの地域、特にアラビアの地域の中では、特にアラビアの地域の中では、ここ

れかられからどんどんどんどん発達発達させさせていかなければいけていかなければいけ

ないのです。ないのです。

　　次次はモバイル、はモバイル、電話、電話、ファックステレホン、ファックステレホン、

あるいはインターネットプロバイダーあるいはインターネットプロバイダーなどへなどへ

の投資についてですの投資についてです。。

図表１図表１

エジプトは一生懸命投資しています。エジプトは一生懸命投資しています。次はシ次はシ

リア、リア、次はＵＡＥ、次はＵＡＥ、あとは大体チュニジア、あとは大体チュニジア、ササ

ウジアラビア、ウジアラビア、モロッコ、モロッコ、クウェートクウェートの国々の国々

ががほぼ同じです。ほぼ同じです。

　　通信への再投資のレートは、通信への再投資のレートは、やはり日本、やはり日本、アア

ラブ諸国、ラブ諸国、アメリカ、アメリカ、アフリカ、アフリカ、アジアに比アジアに比

べてみると、べてみると、やはりアジアはやはりアジアは4444％。％。アフリカアフリカ

がが3737％、％、ラテンアメリカラテンアメリカがが3434％、％、アラブ諸国アラブ諸国

はは2828％、％、日本が日本が2626％％ですです。。

　次はコミュニケーションの問題ですが、　次はコミュニケーションの問題ですが、固固

定電話定電話についてですについてです。。デマンドアクセシビリデマンドアクセシビリ

ティは大分違ったわけですが、ティは大分違ったわけですが、ウエイティンウエイティン

グリストとメインラインでグリストとメインラインではは、、20002000年までウ年までウ

エイティングリストが大分あります。エイティングリストが大分あります。

図表３図表３

　　固定ライン固定ライン1 0 01 0 0 人当人当たたりの固定電話数が、りの固定電話数が、

やはりまだアラブ諸国はラテンアメリカよりやはりまだアラブ諸国はラテンアメリカより

少ない。少ない。20002000年には年にはアジアが非常にいい線にアジアが非常にいい線に

なっていますなっています（図表２）（図表２）。。

図表２図表２

ＩＴ発展の主要な要素として高額なＩＴ発展の主要な要素として高額なコミュニコミュニ

ケーションが非常に必要になりますケーションが非常に必要になります。。固定電固定電

話、話、携帯電話、携帯電話、インターネット、インターネット、携帯電話の携帯電話の

インターネット、インターネット、衛星を使った通信衛星を使った通信などですなどです。。

　インターナショナルテレホン　インターナショナルテレホンについてについてはは、、

日本日本がが７％、７％、アラブ諸国はアラブ諸国は454 5 ％使ってい％使っていまま

す。す。モバイルテレホンはモバイルテレホンは2424％と％と2727％で大体同％で大体同

じです。じです。固定電話については日本人の方が多固定電話については日本人の方が多

く、く、アラブ諸国の方が少ないアラブ諸国の方が少ないですです（図表１）（図表１）。。

　　ＧＤＰにおける電話事業への出資はエジプトＧＤＰにおける電話事業への出資はエジプト

では１％ほどで、では１％ほどで、アラブ諸国における通信の総アラブ諸国における通信の総

収入は収入はサウジアラビアが一番高サウジアラビアが一番高く、く、その次はその次は

シリア、シリア、その次はＵＡＥ、その次はＵＡＥ、その次その次ががエジプト、エジプト、

その次その次ががモロッコ、モロッコ、あとはだんだん少なくあとはだんだん少なく

なっています。なっています。

　　アラブ諸国内での投資の消費ですが、アラブ諸国内での投資の消費ですが、最近、最近、
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　　アラブ諸国の固定電話数を見てみますと、アラブ諸国の固定電話数を見てみますと、やや

はりヨルダンとレバノンが一番いい線になっはりヨルダンとレバノンが一番いい線になっ

ている。ている。サウジアラビア以外はサウジアラビア以外は100100％にまで％にまで

なっていますなっています（図表３）（図表３）。。

　　固定ラインの年間増加は固定ラインの年間増加は他の地域と比べて他の地域と比べて

アアラブ諸国はラブ諸国は12.512.5％と割といい線になってい％と割といい線になってい

ます。ます。アラブ諸国はアラブ諸国は6.86.8％、％、ラテンアメリカ、ラテンアメリカ、

あるいはアジアに比べて少し少なくなっていあるいはアジアに比べて少し少なくなってい

ます。ます。大体半分ぐらいです。大体半分ぐらいです。

　先ほど言いましたが、　先ほど言いましたが、モロッコ、モロッコ、ククウウェーェー

ト、ト、バハレーンバハレーン、、ケニア、ケニア、サウジアラビアサウジアラビアなな

どその辺がどその辺が割といい線になってい割といい線になっていますます。。

います。います。インターネットのアクセスも入ってインターネットのアクセスも入って

います。います。数は少ないけれど、数は少ないけれど、使いたい学生は使いたい学生は

自由に使えるということです。自由に使えるということです。

　インターネットサービスプロバイダー　インターネットサービスプロバイダーですです

がが最近は非常に最近は非常にたくさんのたくさんのサービスプロバイサービスプロバイ

ダーダーがができできましたました。。インターネットサービスインターネットサービス

スクリプションは４、スクリプションは４、５年前は約１年間に５年前は約１年間に

11,,000000ポンドでしたが、ポンドでしたが、今は大体年間今は大体年間200200ポポンン

ドとなっています。ドとなっています。同時に大学の先生や学生同時に大学の先生や学生

は無料になっています。は無料になっています。学生は大学で使った学生は大学で使った

場合は無料、場合は無料、大学の先生は自分の家から使う大学の先生は自分の家から使う

分でも無料になっています。分でも無料になっています。

　　内容についてですが、内容についてですが、先ほど先ほど申し上げました申し上げました

がが、、インターネットのサイトはほとんど英語インターネットのサイトはほとんど英語

ですです。。当然のことながらアラブ諸国の人達は当然のことながらアラブ諸国の人達は英英

語は語は母国語ではありませんし母国語ではありませんし、、もちろん高校まもちろん高校ま

で卒業した人だったら英語はできますが、で卒業した人だったら英語はできますが、イイ

ンターネットで使うほど上手ではありませンターネットで使うほど上手ではありません。ん。

ですからですからアラビア語アラビア語版版を作るべきです。を作るべきです。

　ナショナルサービス　ナショナルサービスについては、については、どんどんどんどん

政府の方が出しています。政府の方が出しています。インターネットのインターネットの

話は毎日、話は毎日、新聞やテレビなどのメディアを通新聞やテレビなどのメディアを通

じて、じて、インターネットを使うべきだとインターネットを使うべきだといったいった

話や話や、、そのメリットなどそのメリットなどがが説明説明されされています。ています。

　ヨルダンとシリアは、　ヨルダンとシリアは、国王国王自ら自らインターインター

ネットを使うことを、ネットを使うことを、特に若者に特に若者に向けて向けて、、おお

おいにサポートしています。おいにサポートしています。

　まず　まず条件条件の方はの方はダイヤルアップサービス、ダイヤルアップサービス、賃賃

貸ライン、貸ライン、その他のサービスがあります。その他のサービスがあります。これこれ

はインフラストラクチャーの中に入はインフラストラクチャーの中に入りり、、それそれ

ぞれの国が一生懸命プッシュしています。ぞれの国が一生懸命プッシュしています。そそ

の他の試みとしてはＩＰペースネットワークへの他の試みとしてはＩＰペースネットワークへ

の移行、の移行、ＩＰ電話通信などです。ＩＰ電話通信などです。それもやはりそれもやはり

図表４図表４

　　アラブ諸国の固定ラインの総収入アラブ諸国の固定ラインの総収入はエジプトはエジプト

が一番高くなっていますが一番高くなっています（図表４）（図表４）。。

　今度はインターネットのアクセスです。　今度はインターネットのアクセスです。イイ

ンターネット普及への障害ということでンターネット普及への障害ということでまずはまずは

価格価格についてですが、についてですが、コンピュータの値段やコンピュータの値段や

インターネットサービスプロバイダーなインターネットサービスプロバイダーなど、ど、

エジプトの場合はこのポイントについては非エジプトの場合はこのポイントについては非

常にいい線になっています。常にいい線になっています。パーソナルコンパーソナルコン

ピュータはエジプトの大学生が皆コンピューピュータはエジプトの大学生が皆コンピュー

タをタを持てる持てるように、ように、非常に非常に手頃な価格と手頃な価格となっなっ

ています。ています。エジプトの教育エジプトの教育省省は、は、来年まで来年までにに

100100万台万台コンピュータを作らなければいけコンピュータを作らなければいけまま

せせんん。。100100万台の万台のコンピュータコンピュータを用意して、を用意して、各各

学生が学生が１１つのコンピュータをつのコンピュータを持てる持てるようにようにすす

る予定でる予定で、、値段値段はは大体エジプトポンドで大体エジプトポンドで

22,,000000ポンドとなっています。ポンドとなっています。これは割と安これは割と安

い値段です。い値段です。しかも、しかも、１回に払う１回に払うののではなく、ではなく、

毎月毎月 3030 ポンド、ポンド、大体大体700700円円からから800800 円ぐら円ぐら

いいを毎月払ってコンピュータをもらえるといを毎月払ってコンピュータをもらえるとい

うことが一つのうことが一つの目安です目安です。。またまた学校も学校も、、中学校中学校

やや高等学校まではコンピュータが全部入って高等学校まではコンピュータが全部入って
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データからみるとだんだん増えています。データからみるとだんだん増えています。

　　発展途上国におけるインターネット使用の状発展途上国におけるインターネット使用の状

況を知るには、況を知るには、まずまず個人の資産状況個人の資産状況で分ける、で分ける、

年齢年齢で分ける、で分ける、ジェンダージェンダー、、エデュケーショエデュケーショ

ンレベルンレベル、、ロケーションなどで分けるなど、ロケーションなどで分けるなど、

いろいろな方法がありますいろいろな方法があります。。お金のある人、お金のある人、おお

金の無い人、金の無い人、インターネットにアクセスできインターネットにアクセスでき

るか、るか、何歳までインターネットに入るか、何歳までインターネットに入るか、ＩＴＩＴ

ののテクノロジーが使えるかテクノロジーが使えるかどうか。どうか。またまたジェジェ

ンダーにも関係ありますし、ンダーにも関係ありますし、エデュケーショエデュケーショ

ンレベルにも関係あンレベルにも関係あります。ります。あるいはロケーあるいはロケー

ションションにも関係があります。にも関係があります。昨今までエジプ昨今までエジプトト

をはじめとするをはじめとする全アラブ諸国全アラブ諸国には、には、電話線は電話線は

ほとんど引かれてほとんど引かれていませんでした。いませんでした。ただし今ただし今

はは、、どこでもどこでもモバイルモバイルがができできるようになりましるようになりまし

たから、たから、やはりインターネットアクセスも簡やはりインターネットアクセスも簡

単にでき単にできるるということです。ということです。

ⅡⅡ .. インターネット発展の問題点インターネット発展の問題点

　では、　では、インターネットにはインターネットにはどういった問題どういった問題

があるか。があるか。まず値段の問題まず値段の問題ですです。。先ほど言い先ほど言い

ましたが、ましたが、だんだん下がってきまして、だんだん下がってきまして、ほとほと

んど無料に近くなっています。んど無料に近くなっています。インフラの話インフラの話

も充分も充分おお話し話しししました。ました。インターネットの言インターネットの言

語はまだ英語でばかり使っているので、語はまだ英語でばかり使っているので、これこれ

からアラビア語を使うようにしなければいけからアラビア語を使うようにしなければいけ

ません。ません。

　　ＰＣＰＣを使っているイスラエルの方はを使っているイスラエルの方は444 4％、％、

キプロスの方はキプロスの方は3131％、％、レバノンレバノンはは４％、４％、エジエジ

ププトは３％、トは３％、チュニジアはチュニジアは0.40.4％です。％です。というという

ことはＰことはＰＣを持っている人達はＣを持っている人達はまだまだまだまだ少ないと少ないと

いうことなのいうことなのです。です。

　そこで、　そこで、インターネットホストとパーソナインターネットホストとパーソナ

ルコンピュータとパーソナルコンピュータプルコンピュータとパーソナルコンピュータプ

リトゥレイションの比較リトゥレイションの比較をしてみますをしてみます。。そのその

中ではエジプトが数の多い方ですね。中ではエジプトが数の多い方ですね。他の国他の国

と比べて人口が多いので、と比べて人口が多いので、数も多いという数も多いというここ

ともともありますありますがが。。ただし、ただし、モロッコはモロッコは88,,000000万万

ですしですし、、サウジアラビアの数はもっと大きサウジアラビアの数はもっと大きくく

なっていますなっています（図表５）（図表５）。。

　　大分大分古いデータなのですが、古いデータなのですが、実は実は最初イン最初イン

ターネットが入ったのはアカデミックの数のターネットが入ったのはアカデミックの数の

方が多かったのです。方が多かったのです。それが最近はビジネスそれが最近はビジネス

がだんだん増えてきました。がだんだん増えてきました。19941994 年から大年から大

体体 1 9 9 91 9 9 9 年まで年まで大分大分増えていますけれど、増えていますけれど、

20022002 年までには倍になるだろうと予想され年までには倍になるだろうと予想され

まますす（図表６）（図表６）。。

　データだけ見ると、　データだけ見ると、すぐには理解できないすぐには理解できない

かもかもししれませんが、れませんが、私の言いたいことは、私の言いたいことは、アア

ラブ諸国、ラブ諸国、特にエジプトの場合はこれから来特にエジプトの場合はこれから来

年、年、さ来年までには、さ来年までには、今までの数が倍になる今までの数が倍になる

というというプランです。プランです。つまりつまりここにビジネスここにビジネス関関

係の方がいらっしゃるならば係の方がいらっしゃるならば非常にいい商売に非常にいい商売に

なりますので、なりますので、是非頑張ってください。是非頑張ってください。どうどう

もありがとうございました。もありがとうございました。

図表５図表５

図表６図表６
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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

財団法人財団法人  地中科学技術総合推進機構理事長地中科学技術総合推進機構理事長

坂田坂田  俊文俊文

ⅠⅠ .. 情報技術の変革情報技術の変革

　今お二人の方々がイスラムの世界やアラブ　今お二人の方々がイスラムの世界やアラブ

の世界での情報技術のあり方、の世界での情報技術のあり方、現状をお話に現状をお話に

ななりました。りました。私は日本人としてイスラムの世私は日本人としてイスラムの世

界というのはなかなかよくわからないところ界というのはなかなかよくわからないところ

があって、があって、よくそういう国へ仕事の関係で行よくそういう国へ仕事の関係で行

くくのですがのですが、、何何かか自分達とは違った世界に見自分達とは違った世界に見

えていたんです。えていたんです。今日はテーマが今日はテーマが「「イスラムイスラム

とＩＴとＩＴ」」ということでということですがすが、、ＩＴは先ほど山ＩＴは先ほど山

崎先生がご紹介になりましたように、崎先生がご紹介になりましたように、私自身私自身

がが東海大学東海大学情報技術センターというところの情報技術センターというところの

所長をなんと所長をなんと2525年も年もやってやっていて、いて、いろいろないろいろな

ことをことをししていていました。ました。私が考えている情報技私が考えている情報技

術とは極めてシンプルな形で、術とは極めてシンプルな形で、人間が一つの人間が一つの

社会を構成すれば、社会を構成すれば、個人個人が接触し、個人個人が接触し、会話会話

をするわけですから、をするわけですから、情報技術の始まりは人情報技術の始まりは人

間が接することでありまして、間が接することでありまして、そのそのときときに、に、

声で話す場合、声で話す場合、顔を見て話す場合、顔を見て話す場合、声だけで声だけで

話す場合、話す場合、顔と声と一緒に見て話す場合、顔と声と一緒に見て話す場合、いい

ろいろな方法で意志の伝わり方が違うわけでろいろな方法で意志の伝わり方が違うわけで

す。す。

　　まずまず言葉が違うとなかなか意志が伝わらな言葉が違うとなかなか意志が伝わらな

い。い。そのそのときときは体を使って表現をする。は体を使って表現をする。非言非言

語系のコミュニケーションはいろいろな形で語系のコミュニケーションはいろいろな形で

研究をされているわけですが、研究をされているわけですが、やがてやがて道具を道具を

使うということが出てきた使うということが出てきたわけわけです。です。道具を道具を

最初に使った最初に使ったののは何かとは何かと言う言うと、と、やはり声をやはり声を

大きくする大きくするということということ。。しかしこのような形でしかしこのような形で

相手に伝えるのは限界があるわけです。相手に伝えるのは限界があるわけです。

　昔は薪を使ったりしてのろしというものが　昔は薪を使ったりしてのろしというものが

あった。あった。そそののようなことからようなことから始始まって、まって、情報情報

を伝えるのに記号化をして、を伝えるのに記号化をして、人間の持ってい人間の持ってい

る道具以外のる道具以外のものもので情報を伝達するというこで情報を伝達するというこ

とが行われていとが行われていましたました。。今世紀に入ってきて、今世紀に入ってきて、

一挙に電気通信、一挙に電気通信、電子通信、電子通信、それから衛星通それから衛星通

信というような形で通信という形態が非常に信というような形で通信という形態が非常に

多様化する。多様化する。それから我々の普段の生活の中それから我々の普段の生活の中
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に電話の占める割合が大きかっに電話の占める割合が大きかったのたのですが、ですが、

19001900 年の年の初めに初めに無線電信が実用化無線電信が実用化されされ、、遠く遠く

の国と通話ができるの国と通話ができる、、遠い人と話ができると遠い人と話ができると

いうことで広まってきいうことで広まってきましました。た。

　その次に大きな変革　その次に大きな変革となったとなったのが、のが、電話か電話か

らテレビらテレビへへ一挙に飛んできて、一挙に飛んできて、映像を送れる映像を送れる

ようになったようになったことですことです。。ここのよのようにして我々うにして我々

の生活も次々と変わってきたの生活も次々と変わってきたわけわけです。です。子供子供

ののときときに電話機は知っていたけれど、に電話機は知っていたけれど、テレビテレビ

は知らなかった世代、は知らなかった世代、生まれた生まれたときときにテレビにテレビ

はできていた世代、はできていた世代、今今ではでは携帯電話携帯電話があればがあれば

どこの場所に行っても電話がかけられる。どこの場所に行っても電話がかけられる。世世

界中どこでも会話ができるという時代になっ界中どこでも会話ができるという時代になっ

て、て、いずれは世界中どこに行っても映像付きいずれは世界中どこに行っても映像付き

の電話で話す時代がの電話で話す時代が来る来るだろうと思います。だろうと思います。

　この方法論について、　この方法論について、いろいろな方法がたいろいろな方法がた

くさんくさんととられているわけですられているわけですがが、、問題はこう問題はこう

いう通信技術がいう通信技術が向上す向上することによって生活のることによって生活の

形態が変わってきた形態が変わってきたことことです。です。本来、本来、我々が我々が

地球に登場した地球に登場したときときは、は、まったく自然の中でまったく自然の中で

生きてきたものが技術生きてきたものが技術によってによって非常に便利な非常に便利な

ことが出てきたわけです。ことが出てきたわけです。ところが、ところが、未だ未だにに

我々の生活の中我々の生活の中でで変わっていないのは、変わっていないのは、そのその

道具の世界は大きな変革をしていますけれど道具の世界は大きな変革をしていますけれど

も、も、ものを考えるとか、ものを考えるとか、習慣とか、習慣とか、こういうこういう

ものはやはり変わっていない。ものはやはり変わっていない。もちろんそこもちろんそこ

には哲学もあり、には哲学もあり、社会も経済もあ社会も経済もありり、、それかそれか

ら宗教もあるというようなことです。ら宗教もあるというようなことです。

ⅡⅡ .. 地球環境の変化と人類の歴史地球環境の変化と人類の歴史

　今日のテーマはイスラムという文化圏の中　今日のテーマはイスラムという文化圏の中

の世界をどのように我々が理解して知ろうかの世界をどのように我々が理解して知ろうか

ということでありますということであります。。昨日、昨日、今日の講演か今日の講演か

ら見て、ら見て、一体イスラム文化圏の国々はどのよ一体イスラム文化圏の国々はどのよ

うに広がっているのかといううに広がっているのかというところところが私の非が私の非

常に興味のあることだった常に興味のあることだったわけわけです。です。本来私本来私

自身の仕事は宇宙から地球を見るという仕事自身の仕事は宇宙から地球を見るという仕事

なので、なので、その立場から少し違った視点で見てその立場から少し違った視点で見て

みたいと思います。みたいと思います。

ａａ..地球の気候変化の要因地球の気候変化の要因

　まず、　まず、我々の住んでいる地球は自然の原因我々の住んでいる地球は自然の原因

と人為的原因で気候変化がと人為的原因で気候変化が起こっ起こったり、たり、変動変動

していしていまます。す。自然の原因でも宇宙的要因とい自然の原因でも宇宙的要因とい

うのは地球自身が太陽から１億うのは地球自身が太陽から１億55,,000000万万kmkm離離

れていますから、れていますから、その変動とか周辺の惑星やその変動とか周辺の惑星や

何かの影響を受けているわけです。何かの影響を受けているわけです。これは直これは直

接大きなことではありませんが、接大きなことではありませんが、地球にはあ地球にはあ

るリズムがありますから、るリズムがありますから、これによって地球これによって地球

の環境は激変するわけです。の環境は激変するわけです。隕石の落下、隕石の落下、小小

惑星に突っ込んだ何かですね。惑星に突っ込んだ何かですね。それから地球それから地球

的要因的要因としては、としては、大陸が移動したり、大陸が移動したり、山ができ山ができ

たり、たり、火山爆発が起きたりする火山爆発が起きたりするというということがことが

あります。あります。

　宇宙的要因と地球的要因と我々の環境とい　宇宙的要因と地球的要因と我々の環境とい

うのは常に変わっていることを忘れてはいけうのは常に変わっていることを忘れてはいけ

ませんません。。地球が誕生したのは地球が誕生したのは4646 億年前です。億年前です。

4646億年前億年前と言われるようになったのはいつからと言われるようになったのはいつから

かとかと言うと言うと、、19501950 年年のことですのことです。。19471947 年は年は3030

億年ぐらいだろうと言億年ぐらいだろうと言われてわれていた。いた。３年経っ３年経っ

たらがらりと変わって、たらがらりと変わって、あれはどうもあれはどうも4646億年億年

らしいとらしいということになったいうことになった。。だんだん調べてだんだん調べて

みるとみると、、19171917 年の報告年の報告ではでは、、地球は地球は1515億年ぐ億年ぐ

らいらいではではないかと。ないかと。さらにさらに100100年ぐらい遡年ぐらい遡るる

とと、、18001800年代の年代の初め初めににはは地球はどうも１億年地球はどうも１億年

も経っていない、も経っていない、66,,000000 万年かそこらだろう万年かそこらだろう

とと言われている言われている。。でもキリストでもキリスト教では教では地球が地球が

できたのは紀元前できたのは紀元前40004000 年の年の1010 月月2323日日９９時時0000

分にできたと分にできたと言われているの言われているのですが、ですが、これもこれも

あてにならないあてにならないわけわけです。です。

　だから、　だから、我々が知っている環境というのは我々が知っている環境というのは

どんどん変わっていくし、どんどん変わっていくし、我々の我々の行って行っているいる

観測というのはいつも変えていなければいけ観測というのはいつも変えていなければいけ

ないないののです。です。常に正しい値を求めていくわけ常に正しい値を求めていくわけ

です。です。そうしてそうして環境というのは変わっていく環境というのは変わっていく

わけです。わけです。

　　それで今、それで今、我々が一番問題にしているの我々が一番問題にしているのは、は、

人間の活動によって環境が変わってい人間の活動によって環境が変わっていくといくとい

うことでうことで、、地球が大変だ、地球が大変だ、地球が破滅すると地球が破滅すると

騒いでいる人がいる。騒いでいる人がいる。しかし地球の上にいるしかし地球の上にいる

生物の中の人間が破滅する生物の中の人間が破滅するだけなだけなので、ので、地球地球

の方は全然苦にならないの方は全然苦にならないし、し、破滅もしない破滅もしない。。でで

すから、すから、何が一番大事かと言ったら、何が一番大事かと言ったら、今現状今現状

にに生きている人類が他の生物と一緒に自分達生きている人類が他の生物と一緒に自分達

の犯した誤りでの犯した誤りで破滅して破滅してしまうという警告なしまうという警告な

ののです。です。

　ところが、　ところが、ここのようなのようなことをずっと見ていことをずっと見てい

ますと、ますと、それ以前は人間の力はそれほど響いそれ以前は人間の力はそれほど響い

ていなかったていなかったののですが、ですが、我々人間は自然の環我々人間は自然の環
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境の中で生きてきたわけですから、境の中で生きてきたわけですから、地球のリ地球のリ

ズミカルな変動ズミカルな変動や、や、自然環境の変化自然環境の変化に応じてに応じて

生きてきたのです。生きてきたのです。そしてそして、、この中に様々な力この中に様々な力

を持った人が出てきたり、を持った人が出てきたり、王朝ができたりし王朝ができたりし

て今日まできているて今日まできているわけわけです。です。その王朝の栄その王朝の栄

枯盛衰を見ると、枯盛衰を見ると、実は環境によって支配され実は環境によって支配され

ていることが多いていることが多いののです。です。

ｂｂ..地球環境の変化と人類の移動地球環境の変化と人類の移動

　人類は地球の中を移動していました。　人類は地球の中を移動していました。昔は昔は

国境は国境はありありませんから、ませんから、生きやすいところに生きやすいところに

行っていた行っていたわけわけです。です。最近国境を作ってし最近国境を作ってし

まったまったため、ため、動きにくくなった動きにくくなったことことも一つ問も一つ問

題になった題になったわけわけですが、ですが、つまりつまり、、古代から中古代から中

世、世、近世、近世、現在に至現在に至りり、、未来はどうなるかと未来はどうなるかと

考えると、考えると、やはり地球環境の変化の中で人間やはり地球環境の変化の中で人間

がどう生きてきたかが一番大事だと思うがどう生きてきたかが一番大事だと思うののでで

す。す。

　人類というのは環境と資源を求めて移動し　人類というのは環境と資源を求めて移動し

てきた。てきた。中でも中でもやはり食料、やはり食料、水を求めていっ水を求めていっ

た。た。それで非常にうまくいっそれで非常にうまくいっていていたのは自然たのは自然

のリズムの中で支配されていのリズムの中で支配されていたからたからです。です。自自

分達は死にます分達は死にますがが、、地球環境の変動によって地球環境の変動によって

死ぬのではなくて、死ぬのではなくて、地球環境のリズムの中で地球環境のリズムの中で

生きて生きて、、そして死んでそして死んでいる。いる。したがって、したがって、自然自然

環境の中でうまく生きるために人は集まって環境の中でうまく生きるために人は集まって

集落を作り、集落を作り、都市を作って共同作業を都市を作って共同作業を行って行って

生きてきたわけですが、生きてきたわけですが、それが今度はそこにそれが今度はそこに

権力者が出て王朝が登場し、権力者が出て王朝が登場し、人の支配が始人の支配が始

まったのです。まったのです。

　いずれにしても将来を考えた　いずれにしても将来を考えたときにときに、、現在現在

のように資源の限界、のように資源の限界、それから使い切った資それから使い切った資

源をどうするか源をどうするか。。2121世紀ちょうど半ば頃には世紀ちょうど半ば頃には

100100 億人になるわけですから、億人になるわけですから、一体どうなる一体どうなる

だろうと考えてみました。だろうと考えてみました。

　　実は生物の死滅というのは繰り返し行われ実は生物の死滅というのは繰り返し行われ

ていて、ていて、カンブリアカンブリア紀紀からここ６億年ぐらいからここ６億年ぐらい

の間に起きていることをずっと見の間に起きていることをずっと見てみてみますと、ますと、

オルドビスオルドビス紀紀が４億が４億55,,000000 万年、万年、デボンデボン紀紀がが

３億３億66,,500500 万年前というようなことで、万年前というようなことで、一番一番

最近、最近、一つの区切りがついたのは白亜一つの区切りがついたのは白亜紀紀です。です。

これは恐竜が死滅したこれは恐竜が死滅した66,,500500 万年前です。万年前です。

　こういう切れ目に多量な死滅が起きている　こういう切れ目に多量な死滅が起きている

わけです。わけです。ともかく周期的には大体ともかく周期的には大体22,,400400 万万

年とか、年とか、44,,000000万年ぐらいの間万年ぐらいの間で起こり、で起こり、周期周期

的に大量に死滅するのは的に大量に死滅するのは88,,000000 万年ぐらい万年ぐらい、、

極端に大きな死滅をしたのは２億極端に大きな死滅をしたのは２億44,,000000 万年万年

前ぐらいにあ前ぐらいにありましたりました。。ちょうど二畳期のとちょうど二畳期のと

ころになりますけれども、ころになりますけれども、ここのよのようにして地うにして地

球上に存在している生物は常に環境変動に球上に存在している生物は常に環境変動に

よって消滅するよって消滅するののです。です。

ｃｃ..社会環境の変化と人口問題社会環境の変化と人口問題

　そういうことから考えると、　そういうことから考えると、ネアンデルネアンデル

タール人が大体タール人が大体3535万年ぐらい存続してクロマ万年ぐらい存続してクロマ

ニヨンニヨン人人に変わり、に変わり、クロマニヨンクロマニヨン人人がが1010万年万年

ぐらいで消滅して、ぐらいで消滅して、現在のホモサピエンスが現在のホモサピエンスが

現れ現れましたましたから、から、５万年経ったらそろそろホ５万年経ったらそろそろホ

モサピエンスももう消えるモサピエンスももう消えるのではのではないかと言ないかと言

われるくらいの変化をしているわけです。われるくらいの変化をしているわけです。そそ

ういう点で人口ういう点で人口というのはというのは非常に大事なもの非常に大事なもの

で、で、ある種族の数が増え人口の問題を考えある種族の数が増え人口の問題を考えたた

ときにときに、、どこで減少するかどこで減少するかがが心配になります。心配になります。

今世紀のはじめ世界の人口は今世紀のはじめ世界の人口は1616 億人億人でしでした。た。

しかししかし1919 世紀の世紀の初め初めはは1010 億人億人だったのですだったのです。。

つまりつまり大体大体100100 年間で６億人増えた年間で６億人増えたことになことにな

りますります。。ところがところが19501950年年ににはは2525 億人ですか億人ですか

ら、ら、5050年間で９億人増えた年間で９億人増えたののです。です。それからそれから

現在は現在は6060 億人ですから、億人ですから、5050 年間で年間で3535 億人増億人増

えたわけです。えたわけです。

　こうやって考えてみますと、　こうやって考えてみますと、我々人類に大我々人類に大

変化が起きているのは当たり前な変化が起きているのは当たり前なわけわけです。です。

なぜなぜかとかと言う言うと、と、今から今から22,,000000 年前の推定人年前の推定人

口は１億から２億人の間だろうと言われてい口は１億から２億人の間だろうと言われてい

ます。ます。仮に１億人としても、仮に１億人としても、1919世紀の初頭で世紀の初頭で

11,,800800 年経った年経ったときときにに1010 倍になった倍になったののです。です。

即ち、即ち、20002000 年の半ばに年の半ばに100100億人になるという億人になるという

ことは、ことは、大変大きな変化が起きるわけです。大変大きな変化が起きるわけです。

　　またまた豊かな国というのはいろいろ見ている豊かな国というのはいろいろ見ている

と、と、比率が変わっているわけですが、比率が変わっているわけですが、現在現在1010

億人の人は豊かな暮らしをするには現在の環億人の人は豊かな暮らしをするには現在の環

境であまり心配ないだろう。境であまり心配ないだろう。ところが、ところが、100100億億

人の人が暮らすには現在の環境では無理だろ人の人が暮らすには現在の環境では無理だろ

う、う、ということを考えてみますと、ということを考えてみますと、要するに要するに

1010 億人の人口というのは、億人の人口というのは、1919世紀、世紀、それからそれから

産業革命があって政治や経済や哲学、産業革命があって政治や経済や哲学、あらゆあらゆ

るものがこの時期に整備されて、るものがこの時期に整備されて、少しずつ動少しずつ動

き始めたき始めたののです。です。今だにそのルートを変えて今だにそのルートを変えて

いないいないののですから、ですから、現在現在6060億人から億人から100100億人億人

にいこうとするにいこうとするときときに、に、依然として昔と同じ依然として昔と同じ
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考え方考え方、、生き方でいける生き方でいけるののでしょうか。でしょうか。それそれ

は無理でしょう。は無理でしょう。

　人口　人口問題を考えるときに問題を考えるときに、、社会環境の変動社会環境の変動、、

つまりつまり自然環境の変動は自然環境の変動はやはやはり一番大きなイり一番大きなイ

ベントベントです。です。いくつかのファンクションを見いくつかのファンクションを見

てみると、てみると、ローマ帝国の時代、ローマ帝国の時代、三国志の時代、三国志の時代、

ペストの流行、ペストの流行、ゲルマン民族の移動、ゲルマン民族の移動、奴隷制奴隷制

度、度、モンゴル族の侵略、モンゴル族の侵略、太陽黒点の減少太陽黒点の減少、、ここ

れられらによって、によって、人口消滅は常に起きてい人口消滅は常に起きていますます。。

　ところが、　ところが、1818世紀の後半からそれが少なく世紀の後半からそれが少なく

なってくるなってくるののです。です。人口増加によって集落が人口増加によって集落が

村になり町になり都市になって、村になり町になり都市になって、急激な集中急激な集中

化が起化が起こり、こり、集団化による安全性と利益を考集団化による安全性と利益を考

えたものになっているのはえたものになっているのは、、即ち即ち都市国家の都市国家の

成立になるわけです。成立になるわけです。ただ、ただ、平均化すると低平均化すると低

落が起きるだろう落が起きるだろうなどとなどといろいろな問題が考いろいろな問題が考

えられえられまます。す。

　例えば、　例えば、１１世紀、世紀、２２世紀、世紀、３３世紀の世紀のときときに何に何

が起きていたかとが起きていたかと言う言うと、と、ローマ帝国中心にローマ帝国中心に

考えると、考えると、ペストペストやや疫病疫病などのなどの病気病気のの流行が流行が

起き起きましたました。。大きなものはアレキサンドリア大きなものはアレキサンドリア

の疫病の疫病ががあります。あります。それからアジアでもいろそれからアジアでもいろ

いろな反乱が起きていいろな反乱が起きていたたわけです。わけです。

ｄｄ..気候の変化と人類移動気候の変化と人類移動

　　これらはこれらは何が問題かというと実は寒冷化の何が問題かというと実は寒冷化の

問題な問題なののです。です。19001900年の年の初め初め頃頃のの温度は低い温度は低い

です。です。20002000 年には温度が上がってい年には温度が上がっていてて、、平均平均

気温にすると気温にすると0.60.6℃上がった℃上がったことになりますことになります。。

ところが、ところが、それ以前それ以前600600 年年頃頃からから15001500年年頃の頃の

温度温度差差はは1.51.5℃くらいです。℃くらいです。さらに大きなスさらに大きなス

ケールでケールで考える考えると、と、１万１万88,,000000年年ほどほど前は地前は地球球

が一番低温になっています。が一番低温になっています。ここれれが氷河期でが氷河期で

す。す。ここここ1616 万年ぐらいの間で考えてみると、万年ぐらいの間で考えてみると、

こういうこういうことがことが繰り返繰り返されてされていまして、いまして、1414 万万

年から年から1515万年万年ほど前はほど前は一番低温になっている一番低温になっている

ののです。です。1313 万年ぐらい前万年ぐらい前になるとまた高くなになるとまた高くな

り、り、それからまた下がる。それからまた下がる。さらにさらに今から２万年今から２万年

ぐらい前のところでがんと下がっているわけぐらい前のところでがんと下がっているわけ

です。です。

　　地球の気温変動を見ていくと、地球の気温変動を見ていくと、これだけ温度これだけ温度

差がある。差がある。0.60.6℃でも大変な℃でも大変なののですが、ですが、ここでここで

考えているのは非常に大きな温度変動です考えているのは非常に大きな温度変動ですね。ね。

そうすると、そうすると、寒冷期には人が生きていられな寒冷期には人が生きていられな

いことになるいことになるののですが、ですが、ともかく生きともかく生き延び延びたた

ののです。です。生き生き延び延びたのが現在なたのが現在なののです。です。それそれ

で今我々住んでいるのはで今我々住んでいるのは、、氷河期と氷河期の氷河期と氷河期の

間間ということになりますということになります。。

　　これらのことにより、これらのことにより、現在からそれ以前の現在からそれ以前の変変

化で我々の環境の中化で我々の環境の中におけるにおける酸素の濃度の比酸素の濃度の比

率を出していくと、率を出していくと、何十万年の間に劇的な変何十万年の間に劇的な変

化を繰り返してい化を繰り返していまます。す。この間に人類の移動この間に人類の移動

が起きる。が起きる。氷河期に人類が移動しているとい氷河期に人類が移動しているとい

うことなうことなののです。です。

　　ところでところで、、氷河の発達は山岳氷河の状況か氷河の発達は山岳氷河の状況か

ら調べてら調べてみるとみると、、今から今から66,,000000年年ほどほど前から前から

55,,000000 年年ほどほど前に発達し前に発達し、、33,,000000 年から年から22,,000000

年年ほどほど前、前、それからそれから11,,000000年以上前、年以上前、今ちょっ今ちょっ

と下がっているわけです。と下がっているわけです。要するに一定のリ要するに一定のリ

ズムで氷河が現れるズムで氷河が現れるののです。です。そうすると、そうすると、そそ

こで環境は変わってしまうわけです。こで環境は変わってしまうわけです。例えば例えば

エジプト文明の大きな変化は湿潤と乾期の繰エジプト文明の大きな変化は湿潤と乾期の繰

り返しです。り返しです。その間に王朝の交代が起きていその間に王朝の交代が起きてい

くわけです。くわけです。

　それから、　それから、いろいろなデータから内陸部のいろいろなデータから内陸部の

温度変化と赤道近くの温度変化を見て温度変化と赤道近くの温度変化を見てみみますます

と、と、赤道は常に太陽が当たっていますから、赤道は常に太陽が当たっていますから、

温度変化はあまりない温度変化はあまりないののです。です。極地に近い氷極地に近い氷

の地方はすごく寒くなる。の地方はすごく寒くなる。それから地球の傾それから地球の傾

きは今、きは今、2323 度半ありますけれども、度半ありますけれども、最大に傾最大に傾

いていて2525度、度、傾きが浅くなった傾きが浅くなったときときはは2020度ぐ度ぐらら

いです。いです。それからそれから1212 万年とか万年とか22万年ごとに首万年ごとに首

振り運動を振り運動をししますから、ますから、地球環境変動という地球環境変動という

のはそういう形で現れるわけです。のはそういう形で現れるわけです。

　そ　そしてして歴史的なことを見ますと、歴史的なことを見ますと、仏教の誕仏教の誕

生生やらやら、、いろいろな宗教の変動が起きたり、いろいろな宗教の変動が起きたり、

様々様々なことが起きるのはなことが起きるのは、、実はこ実はこういうういう時期時期

で起きるわけです。で起きるわけです。これは、これは、いろいろなデーいろいろなデー

タを見ますと、タを見ますと、このようなことがたくさんこのようなことがたくさんわわ

かかってまいります。ってまいります。アレキサンダー大王の東アレキサンダー大王の東

征という移動は征という移動はマケドニアマケドニアの社会的変動で混の社会的変動で混

乱を乱を避け避けるため、るため、多くの人民を移住させるた多くの人民を移住させるた

めにめに人民を人民を連れて町を作って歩いたわけです連れて町を作って歩いたわけです

が、が、歴史の本はそうは書いてい歴史の本はそうは書いていませんません。。アレアレ

キサンダー大王が力を持って東へ攻めて行っキサンダー大王が力を持って東へ攻めて行っ

たと格好いいことが書いてありますが、たと格好いいことが書いてありますが、実は実は

社会変動のために大きな変革を社会変動のために大きな変革を行った行った。。一種一種

の民族移住です。の民族移住です。こういうことがこういうことが、、実は乾期実は乾期

に起きていに起きていますます。。
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　　例えば、例えば、インドはインドは66,,500500 万年前に南極から万年前に南極から

ごそごそ北上して、ごそごそ北上して、ユーラシア大陸の下にもユーラシア大陸の下にも

ぐりこんだものですから、ぐりこんだものですから、縁のところが盛り縁のところが盛り

上上がっていった。がっていった。ですから、ですから、ここに加わる力ここに加わる力

によって大陸にによって大陸にしわがいっぱいできています。しわがいっぱいできています。

このしわの間にできているのこのしわの間にできているのががインダス川インダス川でで

すがすが、、そうすると、そうすると、今まで非常にスムース今まで非常にスムースだっだっ

たた天候天候が、が、大陸が大陸が持ち上がったために壁がで持ち上がったために壁がで

きてきて、、雲が発生しても重い雲雲が発生しても重い雲は壁の向こうは壁の向こうにに

はは行かなくなってしまう。行かなくなってしまう。これがアジアモンこれがアジアモン

スーンですね。スーンですね。そしてそして雨は壁の向こう雨は壁の向こう側には側には

降ら降らず、ず、そそこにタクラマカン砂漠ができた。こにタクラマカン砂漠ができた。そそ

うすると、うすると、このこの中緯度帯中緯度帯は乾燥してくるは乾燥してくるののでで

す。す。先ほどお話にあったウズベキスタンはこ先ほどお話にあったウズベキスタンはこ

のあたりです。のあたりです。パミール高原を超えてパミール高原を超えてタシケタシケ

ント、ント、サマルカンド。サマルカンド。このあたりも乾燥するわこのあたりも乾燥するわ

けです。けです。こういうことが地球の上で見られこういうことが地球の上で見られまま

すす。。それではいわゆる四大文明と呼ばれるとこそれではいわゆる四大文明と呼ばれるとこ

ろはどうでしょうか。ろはどうでしょうか。

　　はじめにはじめにメソポタミア平原です。メソポタミア平原です。ここはチここはチ

グリス、グリス、ユーフラテスユーフラテス川川の水の水によって潤されによって潤され

ましたました。。この水源地は、この水源地は、ザクロス山脈で高緯ザクロス山脈で高緯

度地帯です。度地帯です。北緯北緯4545度ぐらい度ぐらいのところのところに雲がに雲が

あまりいかないと雨が降らなくなり、あまりいかないと雨が降らなくなり、乾燥乾燥し、し、

これでメソポタミア文明は衰退するわけでこれでメソポタミア文明は衰退するわけです。す。

　エジプトは水源地が熱帯雨林帯ですから、　エジプトは水源地が熱帯雨林帯ですから、

いつも雨が降っています。いつも雨が降っています。ですからどんなですからどんなにに

乾燥しても水の量の大小はあ乾燥しても水の量の大小はあれどれど常に水を供常に水を供

給できるわけです。給できるわけです。

　それからインダスは変化が激しいです。　それからインダスは変化が激しいです。イイ

ンド亜大陸のぶつかった後にンド亜大陸のぶつかった後にできでき上がったと上がったと

ころころにに大きな変革大きな変革がが常に起きてい常に起きていまます。す。これこれ

で水の供給量が変わるわけです。で水の供給量が変わるわけです。これこれががインイン

ダス文明の消滅ダス文明の消滅の原因になりますの原因になります。。

　それから黄河は青海省　それから黄河は青海省からから四川省の横を抜四川省の横を抜

け、け、甘粛省を抜けて黄土高原に至り黄海まで甘粛省を抜けて黄土高原に至り黄海まで

流れ流れていまています。す。今はここで水を使いすぎてし今はここで水を使いすぎてし

まって、まって、水が無くなっているわけです。水が無くなっているわけです。それそれ

から、から、長江は同じような青海省のところから長江は同じような青海省のところから

南にずっと下りてい南にずっと下りていますます。。

　要するに水の供給は地形によって決まるわ　要するに水の供給は地形によって決まるわ

けです。けです。それから水の供給は雨の降り方にそれから水の供給は雨の降り方に

よって決まよって決まりまります。す。ですから、ですから、地球上は乾燥地球上は乾燥

しているところと湿潤しているところが地形しているところと湿潤しているところが地形

と気候によって決まるわけです。と気候によって決まるわけです。ではでは気候は気候は

何で決まるかというと緯度何で決まるかというと緯度によって決まりまによって決まりま

すす。。シルクロードを見てみますと、シルクロードを見てみますと、面白い面白いここ

とに、とに、ここに山脈の壁があるわけです。ここに山脈の壁があるわけです。地域地域

によってはあまり雨の降る雲がによってはあまり雨の降る雲が来来ない。ない。通過通過

してしまうしてしまうののです。です。ですから、ですから、絶対的絶対的にに水の水の

供給量が少ない。供給量が少ない。アラビア海アラビア海ややベンガル湾でベンガル湾で

はたくさん蒸発して雲ができはたくさん蒸発して雲ができるのですがるのですが、、壁壁

でで北に北に行かない行かないののです。です。風はサハラ砂漠から風はサハラ砂漠から

西西に抜けて、に抜けて、サウジアラビアと中近東から中サウジアラビアと中近東から中

央アジアを抜け、央アジアを抜け、タクラマカンを抜けてゴビタクラマカンを抜けてゴビ

へ行くへ行く。。そのためそのため中緯度帯が乾燥帯中緯度帯が乾燥帯になるのになるのでで

す。す。

　人工衛星で調べると、　人工衛星で調べると、アフリカアフリカなどはなどは非常非常

にはっきりしてにはっきりしていて、いて、北緯北緯1515 度、度、ここは乾燥ここは乾燥

していしていまます。す。アメリカもそうです。アメリカもそうです。それからそれから

4545度も乾燥しています。度も乾燥しています。北半球の中緯度帯北半球の中緯度帯1515

度帯から度帯から4545度帯ぐらいは、度帯ぐらいは、南半球のカラハリ南半球のカラハリ

砂漠、砂漠、ナミブ砂漠ナミブ砂漠ががありますあります。。またまた南緯南緯1515度度

からから、、ナスカの遺跡のあるようなペルーのアナスカの遺跡のあるようなペルーのア

ンデスの傍ンデスの傍ら、ら、このあたりはずっと乾燥帯なこのあたりはずっと乾燥帯な

ののです。です。要するに地球は回転によって中緯度要するに地球は回転によって中緯度

帯が乾燥しています。帯が乾燥しています。

　ところが、　ところが、現在現在人口人口はは圧倒的に北半球の方圧倒的に北半球の方

が多いわけですがが多いわけですが、、古代都市古代都市ははずっとずっと中緯度中緯度

帯に帯に連なってま連なってます。す。しかししかし現在の都市は北に現在の都市は北に

寄って寄っています。います。ですから、ですから、中緯度帯に中緯度帯にこれだけこれだけ

都市があるということは、都市があるということは、このこの66,,000000 年から年から

88,,000000年の間はここは住みやすかった年の間はここは住みやすかったというという

ことになります。ことになります。地球上の変動によって住み地球上の変動によって住み

にくくなにくくなったのでったので、、都市はみんな北へ移動し都市はみんな北へ移動し

たわけです。たわけです。もっと温暖化が進むと、もっと温暖化が進むと、今寒く今寒く

て人がて人が住まない住まないようなところにみんな住むようなところにみんな住むよよ

ううになるでしょう。になるでしょう。今から土地今から土地をを買えばいい買えばいい

だろうと思うだろうと思うののですですがが、、とにかくとにかくこういう推こういう推

測測をを立立てることができるのてることができるのです。です。要するに人要するに人

の住むところは環境によって変わるわけでの住むところは環境によって変わるわけです。す。

　雲がどうやって発生していくか、　雲がどうやって発生していくか、どうやっどうやっ

て動いていくかて動いていくかをを見ていくと、見ていくと、北半球に発生北半球に発生

する雲の動きと南半球に発生する雲の動きする雲の動きと南半球に発生する雲の動き

はは、、場所によって雲があまり場所によって雲があまりいいかない雨の少かない雨の少

ないところないところがあります。があります。例えば、例えば、前が海でたく前が海でたく

さん水が蒸発さん水が蒸発しますがしますが通過してしまう通過してしまう、、とかとか。。

したがって、したがって、地形によってここの環境は決地形によってここの環境は決
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まってしまうわけです。まってしまうわけです。

　これで地球全体を見ますと、　これで地球全体を見ますと、先ほど申し上先ほど申し上

げたように北緯げたように北緯151 5 度からこの間は乾燥帯に度からこの間は乾燥帯に

なってしまうということが言えなってしまうということが言えまます。す。なぜなぜかか

とと言う言うと、と、先ほど出たように、先ほど出たように、覇者の交代を覇者の交代を

受けるのは受けるのは寒冷寒冷期に起きるケースが非常に多期に起きるケースが非常に多

いいからからです。です。それから寒期に起きるわけです。それから寒期に起きるわけです。

というようなことで考えてというようなことで考えていくいくと、と、地域性と地域性と

いうのは非常にいうのは非常に関係関係あるのではないか。あるのではないか。地域地域

環境が変わるとそこに生活する人達の考え方環境が変わるとそこに生活する人達の考え方

も変わってくるも変わってくる、、そしてそして生き方も変わってく生き方も変わってく

るわけです。るわけです。

　これが非常に大事なことで、　これが非常に大事なことで、どちらかとどちらかと言言

うと、うと、今まで文化論今まで文化論やや宗教論宗教論を研究してを研究しているいる

中でもあまり環境のこと中でもあまり環境のことはは出てこない出てこないののですです

が、が、そこに住む人々にとってみれば、そこに住む人々にとってみれば、そこかそこか

らそれほど遠くに行くことはできないから、らそれほど遠くに行くことはできないから、

その中でいかにして生きていくかということその中でいかにして生きていくかということ

で、で、そこに一つの共同体の考え方が出てくるそこに一つの共同体の考え方が出てくる

のだのだと思います。と思います。

　宗教的な問題は人の心の問題で、　宗教的な問題は人の心の問題で、そこに住そこに住

む人達が考え出す生活の手段ですから、む人達が考え出す生活の手段ですから、絶対絶対

そういう環境の影響下にあるだろうというこそういう環境の影響下にあるだろうというこ

とを考える必要がある。とを考える必要がある。それからもう一つはそれからもう一つは

食料の問題、食料の問題、人工衛星で植性の分布人工衛星で植性の分布をを調べ調べれれ

ばば、、色の違い色の違いでで針葉樹か広葉樹か、針葉樹か広葉樹か、草原かサ草原かサ

バンナかということが全部わかりますバンナかということが全部わかります。。実は実は

こういうところで生活の環境が違こういうところで生活の環境が違っているわっているわ

けです。けです。あるところは非常に農業に適していあるところは非常に農業に適してい

ます。ます。土もいい土もいい、、水もある。水もある。あるところは乾あるところは乾

燥していて水が燥していて水が無い無い。。しかし生活しやすい。しかし生活しやすい。

なぜなぜかとかと言う言うと、と、下に地下水が流れている所下に地下水が流れている所

がある。がある。砂漠だから住めないと言っている人砂漠だから住めないと言っている人

がいますが、がいますが、そうそうではありません。ではありません。いろいろないろいろな

生き方があるいい例がブラジルのロンドニア生き方があるいい例がブラジルのロンドニア

地方というところで、地方というところで、19721972年に撮影した年に撮影したときとき

には単なるには単なる緑のカーペットみたいなもの緑のカーペットみたいなものだっだっ

たところが、たところが、19861986 年に撮ると道の年に撮ると道の周り周りにに少し少し

牧場と畑ができている。牧場と畑ができている。19961996年になると非常年になると非常

に大きい変化をしている。に大きい変化をしている。人口増加によって人口増加によって

食料供給をするために、食料供給をするために、この地域に開拓が行この地域に開拓が行

われわれましたました。。農業が行われ農業が行われ、、牧場が作られた牧場が作られた

ののです。です。

　こ　このようのようにして環境が変わっていくのが一にして環境が変わっていくのが一

番問題な番問題なののですが、ですが、では砂漠の中で農業なんでは砂漠の中で農業なん

かできやしないかできやしない、、人なんか住めない人なんか住めないではではないない

かと思う人がいるわけですけれどかと思う人がいるわけですけれどもも、、これはこれは

人工衛星が撮った砂漠の真ん中人工衛星が撮った砂漠の真ん中の写真の写真です。です。

丸いのは畑なんです。丸いのは畑なんです。直径直径800800 ｍ、ｍ、ここここは完は完

全な砂漠帯です。全な砂漠帯です。先ほどから問題にしている先ほどから問題にしている

氷河期には氷河期には、、ここに水が流れていた。ここに水が流れていた。雨が降雨が降

らなくなりますかららなくなりますから、、そこは乾燥します。そこは乾燥します。水水

は流れないけれども低いところですから、は流れないけれども低いところですから、そそ

こへ砂が流れ込んできてこへ砂が流れ込んできて砂漠を砂漠を作った作ったののです。です。

ですから、ですから、下下にには水脈があるんです。は水脈があるんです。これがこれが

最近最近はは、、ポンプで深さポンプで深さ300300ｍ、ｍ、400400ｍからポンｍからポン

プアップして水が出てプアップして水が出てきますきますから、から、ここここで畑で畑

をを作ってしまう作ってしまうののです。です。だから、だから、砂漠で畑が砂漠で畑が

できないとか、できないとか、砂漠がこういうものだという砂漠がこういうものだという

ふうにふうに単純には単純には考えられないのです。考えられないのです。

　皆さんが考えている砂漠　皆さんが考えている砂漠ととはあの綺麗な砂はあの綺麗な砂

丘ですが、丘ですが、実は砂漠というのは泥砂漠があ実は砂漠というのは泥砂漠があり、り、

礫砂漠があり、礫砂漠があり、岩石砂漠があり、岩石砂漠があり、ありとあらありとあら

ゆるゆる砂漠砂漠があるわけです。があるわけです。それは乾燥化にそれは乾燥化に

よって環境が変わってしまったところよって環境が変わってしまったところ、、かつかつ

て草原や森林であったところなて草原や森林であったところなののです。です。サハサハ

ラ砂漠の真ん中ラ砂漠の真ん中にさえにさえ一抱えもある珪化木と一抱えもある珪化木と

いう化石になった木が倒れています。いう化石になった木が倒れています。サハラサハラ

砂漠一帯は砂漠一帯は大森林地帯だった大森林地帯だったののです。です。わずかわずか

88,,000000 年ぐらい前です。年ぐらい前です。こういうふうにしこういうふうにしてて

見ていくと見ていくと、、今見ている環境は昔からの環境今見ている環境は昔からの環境

ではなくてではなくて、、変化してきた変化してきたものだということものだということ

がわかりますがわかります。。ところところがみんな砂漠というとがみんな砂漠というと

水が無い水が無い、、人が住めないと考えている。人が住めないと考えている。要は要は

住み方の問題です。住み方の問題です。

　それからもう一つは、　それからもう一つは、人口分布と人口密度人口分布と人口密度

のの問題問題です。です。一見一見、、地球地球にはには一様に人が住ん一様に人が住ん

ででいるように見えますいるように見えますがが、、人が住みやすいと人が住みやすいと

ころと住みにくいところが集中してくるところと住みにくいところが集中してくると

様々な様々な変化が出て変化が出てきますきます。。先ほどお話したよう先ほどお話したよう

なな植物の繁茂したところ植物の繁茂したところやや、、水のあるところ、水のあるところ、

人口密度のあるところを重ねると、人口密度のあるところを重ねると、ちょっとちょっと

世界の見方が変わってくる世界の見方が変わってくるののです。です。

ⅢⅢ .. 文化の広がりと環境の関わり文化の広がりと環境の関わり

　　ではでは今度はイスラム文化の世界を見今度はイスラム文化の世界を見てみてみまま

しょう。しょう。人口の分布図を人口の分布図を合合わせてみますと、わせてみますと、

人口密度からいくとずいぶん違います。人口密度からいくとずいぶん違います。これこれ
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は要するに砂漠の中の過酷な条件の中で育っは要するに砂漠の中の過酷な条件の中で育っ

た文化なた文化なののです。です。面白い面白いのはのは、、イスラム圏はこイスラム圏はこ

こにありますが、こにありますが、イスラムが発達したのは非イスラムが発達したのは非

常に条件の厳しい常に条件の厳しい地域地域に、に、７世紀から８世紀７世紀から８世紀

に広がっていったわけです。に広がっていったわけです。過酷な厳しい中過酷な厳しい中

での戒律や考え方での戒律や考え方、、生き方生き方は、は、この地域のこの地域のもも

のなののなのです。です。単に頭の中で考えるより単に頭の中で考えるより、、実は実は地地

球規模の非常に大事な問題がイスラム文化圏球規模の非常に大事な問題がイスラム文化圏

の中にあるわけです。の中にあるわけです。

　　そして私はそして私はこういうことを知ることの手段こういうことを知ることの手段

がＩＴがＩＴだと思いますだと思います。。どちらかとどちらかと言う言うと、と、みんみん

なＩＴを道具として考える。なＩＴを道具として考える。そうそうではではなくて、なくて、

いろいろないろいろな文化を知り、文化を知り、いろいろいろいろな事例を知な事例を知

り、り、人の姿を見るには、人の姿を見るには、こういうこういう手段手段を使っを使っ

て知ることが一番大切て知ることが一番大切ではではないかと思うないかと思うののでで

す。す。

　最大の疑問だったのはイスラム圏が　最大の疑問だったのはイスラム圏が東南ア東南ア

ジアにジアにあるあることでしたことでした。。なぜなぜここにイスラムここにイスラム文文

化があるのか。化があるのか。それはそれはイスラムが交易イスラムが交易を通じを通じ

てて広がっていった広がっていったからからです。です。受け入れやすい受け入れやすい

文化だったんです文化だったんですねね。。ですから、ですから、どちらかとどちらかと

言う言うと、と、皆さん皆さんがが考えられるイスラムと考えられるイスラムとは、は、非非

常に限定された地域の中の特定のところだけ常に限定された地域の中の特定のところだけ

だだと思っている。と思っている。非常に広がったイスラム文非常に広がったイスラム文

化圏の中に新しいイスラム文化圏がアジアに化圏の中に新しいイスラム文化圏がアジアに

できる。できる。中国の中にも広がっているというの中国の中にも広がっているというの

はは、、その環境の中に受容できその環境の中に受容できるものがあったるものがあった

からなのですからなのです。。

　と同時に、　と同時に、環境ばかり環境ばかりではではなくて、なくて、ある文ある文

化の中に受け入れるものがあった。化の中に受け入れるものがあった。イスラムイスラム

文化文化、、イコールアラブというような非常に偏イコールアラブというような非常に偏

見的な考え方ではなくて、見的な考え方ではなくて、イスラム文化がこイスラム文化がこ

れから与える非常に大きな大事なことは何かれから与える非常に大きな大事なことは何か

と言うと言うと、と、今、今、イスラム文化イスラム文化ではではなくて、なくて、将来将来

を考えたを考えたときときに地球は必ず過酷な条件に地球は必ず過酷な条件を迎えを迎え

ますますから、から、その過酷な条件の中で培その過酷な条件の中で培われたわれた文文

化が大きな展開をしていくのは、化が大きな展開をしていくのは、私達として私達として

はは望望みたい予感です。みたい予感です。

　　そしてそして現在の信者の割合を見ると、現在の信者の割合を見ると、一番少一番少

ないのは南米です。ないのは南米です。アジアは少しずつ変わっアジアは少しずつ変わっ

てきている。てきている。こういうことを見ますと地域性こういうことを見ますと地域性

がある。がある。それはその環境の中に必要な需要がそれはその環境の中に必要な需要が

あるあるののだろうと私は思だろうと私は思いまいます。す。

　最後の結論は人類の歴史は地球環境によっ　最後の結論は人類の歴史は地球環境によっ

て支配されるということで、て支配されるということで、私の話を終私の話を終わわりり

たいと思います。たいと思います。
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山崎山崎：：

　地球規模の大事な問題、　地球規模の大事な問題、このシンポジウムこのシンポジウム

の最後を大変格調高く結んでいただきましての最後を大変格調高く結んでいただきまして

ありがとうございました。ありがとうございました。最初に板垣先生が最初に板垣先生が

「「イスラムとＩＴイスラムとＩＴ」」というというテーマテーマを不思議だとを不思議だと

いう方もおられるけれども、いう方もおられるけれども、当然だというお当然だというお

話から話から始まり始まりまして、まして、私自身も大変勉強させ私自身も大変勉強させ

ていただきました。ていただきました。

　それから始まる前と休み時間　それから始まる前と休み時間にに流れており流れており

ましたアザーン、ましたアザーン、お祈りへのお誘いお祈りへのお誘いですがですが、、

ここれはれはセリムさんのいらっしゃる代々木上原セリムさんのいらっしゃる代々木上原

の東京ジャーミーのジェミルの東京ジャーミーのジェミル・・アヤズ館長のアヤズ館長の

お声でお声でしてして、、是非この響きを持っていきたい是非この響きを持っていきたい

ということで実は先週の土曜日、ということで実は先週の土曜日、録録らせていらせてい

ただきました。ただきました。

　先ほどサンジャさんからお話がありました　先ほどサンジャさんからお話がありました

ソフトとハードの問題ですが、ソフトとハードの問題ですが、これは昨日湯これは昨日湯

川先生からもお話がありましたように、川先生からもお話がありましたように、アラアラ

ビア語圏外ではビア語圏外ではまずアラビックがまずアラビックが出ません出ません。。最最

近インターネットからフォントをダウンロー近インターネットからフォントをダウンロー

ドして使えるようになったようですが、ドして使えるようになったようですが、率直率直

に申し上げて今、に申し上げて今、メジャーであるマイクロソメジャーであるマイクロソ

フト、フト、あるいはアップル社のあるいはアップル社のＯＳＯＳはマルチリはマルチリ

ンガル対応ンガル対応が不十分でが不十分で、、特に使う人の少ない特に使う人の少ない

言語に対しては非常にサービスが悪い。言語に対しては非常にサービスが悪い。

　例えばユネスコは　例えばユネスコは、、オフィシャルランゲーオフィシャルランゲー

ジジとして５として５ヶ国語ヶ国語がが決まっております。決まっております。ただ、ただ、

当然いろいろな国から来た人は自分の国と自当然いろいろな国から来た人は自分の国と自

分の言葉でメール分の言葉でメールををやりとりしたい。やりとりしたい。だからだから

オフィシャルには英語とフランス語しかインオフィシャルには英語とフランス語しかイン

ストールしてはいけないストールしてはいけないののですが、ですが、何とか自何とか自

分の国の言葉でコミュニケーションできるよ分の国の言葉でコミュニケーションできるよ

うにしてほしいとうにしてほしいといういうご依頼があります。ご依頼があります。ここ

れは当然の要求だと思れは当然の要求だと思いますし、いますし、我々がよく我々がよくおお

手伝いすることがあります。手伝いすることがあります。

　数年前に　数年前に奥島奥島総長と白井先生とユネスコを総長と白井先生とユネスコを

お尋ねしたお尋ねしたときときにマイにマイヨヨール事務総長は夏休ール事務総長は夏休

みでいらっしゃらなかったんですが、みでいらっしゃらなかったんですが、パワーパワー

さんというオーストラリア人の教育担当の事さんというオーストラリア人の教育担当の事

務次長とお会いしまして、務次長とお会いしまして、何とかユネスコと何とかユネスコと

早稲田大学で早稲田大学で、、お金を払うようなお金を払うようなＯＳＯＳでないでない、、

メジャーランゲージでメジャーランゲージでははないものに対応したないものに対応した

オペレーティングシステムを作り、オペレーティングシステムを作り、実際にユ実際にユ

ネスコでも使い、ネスコでも使い、それから無料で供給し、それから無料で供給し、みみ

んなで作り上げる作業ができないかといったんなで作り上げる作業ができないかといった

話をしてきました。話をしてきました。

　これは目的は少し違いますが、　これは目的は少し違いますが、リナックスリナックス

がまさに同じ思想で、がまさに同じ思想で、本来ある意味では我々本来ある意味では我々

大学とユネスコな大学とユネスコなどどでやらなけばいけなかっでやらなけばいけなかっ

たことではないかと思うたことではないかと思うののです。です。この問題がこの問題が

出出ましたので、ましたので、いろいろご意見があると思いろいろご意見があると思いい

ます。ます。サンジャさんからも先ほどサンジャさんからも先ほど少し少しご紹介ご紹介

ががありましたけありましたけれれど、ど、ご自身のご意見を含めご自身のご意見を含め

たたコピーの問題、コピーの問題、あるいはオペレーティングあるいはオペレーティング

システム、システム、ソフトウソフトウェェアの有料配分の問題、アの有料配分の問題、

デジタルデバイドのお話デジタルデバイドのお話などなどが出ましたが出ました。。収収

入を考え入を考えるるとと恐らく恐らく日本人は、日本人は、当然払って当然払って

買ってくれた方がいいと思う値段だと思いま買ってくれた方がいいと思う値段だと思いま

すけすけれれど、ど、国によってはまさに率直に言われ国によってはまさに率直に言われ

た通りだと思た通りだと思います。います。私は必ずしもネガティ私は必ずしもネガティ

ブブなな問題ではなくて、問題ではなくて、これはもう少しみんなこれはもう少しみんな

で一緒に考えるべき問題だと思うで一緒に考えるべき問題だと思うののですが。ですが。

サンジャサンジャ：：

　一ユーザーとしての私見を申し上げさせて　一ユーザーとしての私見を申し上げさせて

いただきたいと思いますいただきたいと思います。。最初に最初にＰＣＰＣを買いを買い

ますと、ますと、大体ソフトウ大体ソフトウェェアというのは同包さアというのは同包さ

れてきますけれども、れてきますけれども、ただ、ただ、フォトショップフォトショップ

を使いたいとか、を使いたいとか、スキャナーを使いたいといスキャナーを使いたいとい

うことになりますと、うことになりますと、インストールというインストールという

ニーズが出てくるわけであります。ニーズが出てくるわけであります。またそうまたそう

いった周辺機器などを買いますと、いった周辺機器などを買いますと、ソフトソフト

ウウェェアも同包されてきてパッケージの中にアも同包されてきてパッケージの中に

入っているわけです入っているわけです。。でもお値段的に言いまでもお値段的に言いま

して、して、安価な安価なＰＣＰＣ、、例えば中古の例えば中古のＰＣＰＣなどもなども

含めまして安価な含めまして安価なＰＣＰＣですと、ですと、本体だけで本体だけで

300300 ドル、ドル、400400 ドルでドルで済む済むわけです。わけです。それが、それが、

ライセンスのついてライセンスのついているＣＤいるＣＤのソフトウのソフトウェェアア

がまたそれに匹敵する値段がしてしまうがまたそれに匹敵する値段がしてしまうといとい

ううことがあことがありますります。。

　一方、　一方、海賊版で済ませてしまえば、海賊版で済ませてしまえば、不正コ不正コ
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ピーであれば１ドルとか２ドルといったようピーであれば１ドルとか２ドルといったよう

なお金で買えるわけです。なお金で買えるわけです。ですから、ですから、もちろもちろ

ん海賊版を使うことは好ましいことではないん海賊版を使うことは好ましいことではない

と重々わかっていと重々わかっていますがますが、、消費者の購買力を消費者の購買力を

考えますと、考えますと、向こう５年、向こう５年、1010年先のことを考年先のことを考

えてもまだまだこういったえてもまだまだこういった不法不法コピーというコピーという

のは出回るし、のは出回るし、使われ使われ続ける続けるのではないかとのではないかと

思います。思います。

　そしてもちろん、　そしてもちろん、インターネットからプロインターネットからプロ

グラムをダウンロードするという手もあグラムをダウンロードするという手もありまりま

すす。。ただし、ただし、早稲田大学のキャンパスにある施早稲田大学のキャンパスにある施

設などで行いますと、設などで行いますと、プログラムプログラム１１本が数分本が数分

でダウンロードできでダウンロードできますがますが、、ウズベキスタンウズベキスタン

ではまだ通信の回線のスピードが非常に遅いではまだ通信の回線のスピードが非常に遅い

ものですから、ものですから、フリーダウンロードといったフリーダウンロードといった

ようなピーチャーを使うにしても、ようなピーチャーを使うにしても、１１本のプ本のプ

ログラムをダウンロードさせて使えるようにログラムをダウンロードさせて使えるように

なるのは１時間、なるのは１時間、２時間とかか２時間とかかってしまい、ってしまい、通通

信のスピードの遅さということが問題になっ信のスピードの遅さということが問題になっ

ているわけです。ているわけです。それでウズベキスタンにおそれでウズベキスタンにお

きまして、きまして、このＩＴの技術開発をまた進めてこのＩＴの技術開発をまた進めて

いくということで、いくということで、20002000年から年から20052005年にか年にかけけ

まして、まして、新しいプログラムとして、新しいプログラムとして、国家国家的規的規

模で模で通信回線の拡充、通信回線の拡充、例えば光ファイバーの例えば光ファイバーの

敷設といったようなことに力を入れるという敷設といったようなことに力を入れるという

目標目標をを立てています。立てています。

　当面の間は　当面の間はＣＤＣＤはは１１本買って仲間で共有し本買って仲間で共有し

てしまうということが行われてしまうということが行われるかと思いまするかと思います。。

ザグルールザグルール：：

　大事な問題です　大事な問題です。。前前ににエジプトで同じようエジプトで同じよう

な問題があったな問題があったのですがのですが、、これは会社の間のこれは会社の間の

協力が必要協力が必要となとなりますります。。例えば例えばソフトウソフトウェェアア

の方の方で言うと、で言うと、マイクロソフトがエジプトガマイクロソフトがエジプトガ

バランバランとと契約を結んで特別な値段になった契約を結んで特別な値段になったのの

です。です。特に学生のために、特に学生のために、例えば例えば１コピーで１コピーで

500500人人、、1,1,000000人使うと非常に安くなるわけで人使うと非常に安くなるわけで

す。す。昔も昔も6060年代の時に海賊版の本がありまし年代の時に海賊版の本がありまし

たけたけれれど、ど、学生のために非常に安くなってい学生のために非常に安くなってい

るリーガルのエディションもできるリーガルのエディションもできましました。た。今、今、

ソフトソフトウェアウェアの方も同じになるべきの方も同じになるべきだだと思いと思い

ます。ます。

山崎山崎：：

　実はご質問の中にも著作権保護についての　実はご質問の中にも著作権保護についての

ご質問があります。ご質問があります。この問題についてはこの問題については、、

我々も学生時代のゼミナールではアジアエ我々も学生時代のゼミナールではアジアエ

ディションとか言われたコピー版を使いましディションとか言われたコピー版を使いまし

た。た。この場合出版社この場合出版社、、特に先進国が理解を示特に先進国が理解を示

してして、、目的によっては目的によってはコピーコピーを認めるというを認めるという

考え方をとっておられた。考え方をとっておられた。先ほどのお話につ先ほどのお話につ

いて私も相手が払って欲しいと言っているもいて私も相手が払って欲しいと言っているも

のに対して払わないのはこれは不正だと思うのに対して払わないのはこれは不正だと思う

ののです。です。ただ、ただ、要求をして許諾をしてもらえ要求をして許諾をしてもらえ

るもの、るもの、あるいはコピーレフトという一つのあるいはコピーレフトという一つの

考え方として、考え方として、こういう目的ではどうぞ使っこういう目的ではどうぞ使っ

てくださいてくださいという、という、コピーライトではなくココピーライトではなくコ

ピーレフトのソフトピーレフトのソフトウェアウェアを大学間協定、を大学間協定、ああ

るいは国際的な機関等を通じてどんどん作るるいは国際的な機関等を通じてどんどん作る

のはいいことだと思いますのはいいことだと思います。。先ほどのダウン先ほどのダウン

ロードの時間がかかるという問題は、ロードの時間がかかるという問題は、恐らく恐らく

我々のような技術我々のような技術系の人間系の人間が時期解決が時期解決するするとと

思います思います。。リナックスもいい例で、リナックスもいい例で、共同作業共同作業

でいいものを作ると、でいいものを作ると、むしろ大手メーカーもむしろ大手メーカーも

それを採用してくる。それを採用してくる。フリーということと、フリーということと、

不正ということは大きな違いがあると思うの不正ということは大きな違いがあると思うの

で、で、我々もそれから受ける側も送る側もいろ我々もそれから受ける側も送る側もいろ

いろな立場からこのいろな立場からこのあたあたりは注意する必要がりは注意する必要が

あるとあると同時に同時に、、大変大事な問題だと思います。大変大事な問題だと思います。

それから世の中には欲しいと言えば、それから世の中には欲しいと言えば、いろいいろい

ろな方法で供給する道もあると思いますし、ろな方法で供給する道もあると思いますし、

今回のようなシンポジウムがまた一つのきっ今回のようなシンポジウムがまた一つのきっ

かけになればと思います。かけになればと思います。

　もう一つ、　もう一つ、ザグルール先生にザグルール先生に「「アラビア語アラビア語

ＯＳＯＳを見てもいろいろなものがあってバラバを見てもいろいろなものがあってバラバ

ラだが、ラだが、規格を統一化しようという動きはあ規格を統一化しようという動きはあ

るのかるのか」」というご質問を山口さんからいただというご質問を山口さんからいただ

いておりますが、いておりますが、いかがでしょうか。いかがでしょうか。

ザグルールザグルール：：

　アラビア語のインターネットはだんだん　アラビア語のインターネットはだんだん

入ってきました入ってきました。。私は昨日、私は昨日、吉村先生のプロ吉村先生のプロ

ジェクタージェクターを使わせてもらいましたがを使わせてもらいましたが、、早稲田早稲田

Ｑ＆ＡＱ＆Ａ
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大学とエジプトの間でアラビア語と日本語の大学とエジプトの間でアラビア語と日本語の

ミシントランスレーションミシントランスレーションがができたら互いにできたら互いに

メリットメリットがあると思います。があると思います。というのは、というのは、アラアラ

ブ人ブ人がが日本の文化を読むことができるし、日本の文化を読むことができるし、同同

時に日本の会社でも自分のものをアラビア語時に日本の会社でも自分のものをアラビア語

で紹介できるで紹介できる。。非常にメリ非常にメリッットのあるプロトのあるプロ

ジェクトだと思います。ジェクトだと思います。是非やりましょう。是非やりましょう。

山崎山崎：：

　もう一つウズベキスタンについて斎藤さん　もう一つウズベキスタンについて斎藤さん

から長く書いていただいていますから長く書いていただいています。。「「昔からウ昔からウ

ズベキスタンはシルクロードなどを通って東ズベキスタンはシルクロードなどを通って東

西南北からの情報の流通が絶えず行われてお西南北からの情報の流通が絶えず行われてお

り、り、商業も含め他の地域の人々のコミュニ商業も含め他の地域の人々のコミュニ

ケーションケーションにに優れ、優れ、柔軟性を持っていると思柔軟性を持っていると思

われます。われます。比較比較してして日本人は鎖国や島国とい日本人は鎖国や島国とい

うこともあり、うこともあり、コミュニケーションが下手でコミュニケーションが下手で

す。す。人と人人と人ととのコミュニケーションのコミュニケーションをを人々は人々は

どのように考えているのかどのように考えているのかを、を、ウズベキスタウズベキスタ

ン、ン、あるいは中央アジアの人を代表してそのあるいは中央アジアの人を代表してその

ご自身の子供のころからの体験ご自身の子供のころからの体験にに関したこと関したこと

などを交えて一言いただければとなどを交えて一言いただければと思います」思います」

ということですがということですが。。

サンジャサンジャ：：

　大変おもしろいご質問をいただきまし　大変おもしろいご質問をいただきました。た。

話せと話せと言言われればわれれば、、コミュニケーションに関コミュニケーションに関

しては何時間でも話しては何時間でも話をを続けられるんですけれ続けられるんですけれ

ども、ども、できるだけ短できるだけ短めめにお答えしたいと思いにお答えしたいと思い

ます。ます。ウズベキスタンは確かウズベキスタンは確かににご指摘通り、ご指摘通り、

大変ホスピタリティに厚い国でございます。大変ホスピタリティに厚い国でございます。

シルクロードが通る位置にシルクロードが通る位置にああるということで、るということで、

ウズベキスタンの人々はまさに古代より貿易ウズベキスタンの人々はまさに古代より貿易

商であったと言っても商であったと言ってもいいいでしょう。いでしょう。その中その中

で対人コミュニケーションの技が培われてきで対人コミュニケーションの技が培われてき

たということがたということがあるかと思いあるかと思います。ます。ただここただここ

で少々、で少々、国対国のコミュニケーションに視点国対国のコミュニケーションに視点

を移しますと、を移しますと、実は日本はウズベキスタンと実は日本はウズベキスタンと

最初に外交関係を結んだ国の内の一つでござ最初に外交関係を結んだ国の内の一つでござ

います。います。

　さて、　さて、それでそれでははウズベキスタン人同士のコウズベキスタン人同士のコ

ミュニケーションはどうかとミュニケーションはどうかと言う言うと、と、確かに確かに

様々な方策がありまして、様々な方策がありまして、言葉を使うもの、言葉を使うもの、

文字を使うもの、文字を使うもの、あるいはテレコミュニケーあるいはテレコミュニケー

ションという技術を使うやり方もションという技術を使うやり方もありありますが、ますが、

今重要とされているのは、今重要とされているのは、グローバルな形でグローバルな形で

のコミュニケーションの手段の発達なのではのコミュニケーションの手段の発達なのでは

ないかというようにも感じております。ないかというようにも感じております。だかだか

らこそ、らこそ、このイベントの中でも何度も語られこのイベントの中でも何度も語られ

ましたように、ましたように、人と人との間のコミュニケー人と人との間のコミュニケー

ションの価値はますます高くなってきているションの価値はますます高くなってきている

のではないでしょうか。のではないでしょうか。実は過去実は過去1010 年間、年間、ウウ

ズベキスタンにインターネットがアクセスさズベキスタンにインターネットがアクセスさ

れて以来、れて以来、ウズベキスタンの人々は世界中のウズベキスタンの人々は世界中の

人々との接点を持つこととなりました。人々との接点を持つこととなりました。それそれ

にによって、よって、まさにグローバルな形での人と人まさにグローバルな形での人と人

との関係の進化が見られたわけです。との関係の進化が見られたわけです。

　私自身の話をしますと、　私自身の話をしますと、インターネット、インターネット、

あるいはＩＴが無かったとしたら、あるいはＩＴが無かったとしたら、日本の教日本の教

授の皆様とインターネットを使ってお話をす授の皆様とインターネットを使ってお話をす

ることもできなかったでありましょうし、ることもできなかったでありましょうし、日日

本においてこのように研究活動を行うという本においてこのように研究活動を行うという

ことなど思いもよらなかったと思います。ことなど思いもよらなかったと思います。決決

してこれは誰もができるような経験ではござしてこれは誰もができるような経験ではござ

いません。いません。

山崎山崎：：

　坂田先生、　坂田先生、権田権田全治全治先生先生。。西村さんから西村さんから「「アア

ラブ世界が今後直面すると考えられる環境上ラブ世界が今後直面すると考えられる環境上

の問題の問題はは何でしょうか何でしょうか」」というご質問ですというご質問です。。

坂田坂田：：

　アラブ世界のある場所は大体中緯度帯です　アラブ世界のある場所は大体中緯度帯です

から、から、地球環境変動の影響力は大きい。地球環境変動の影響力は大きい。そうそう

いう点でいう点で、、私私はＩＴが重要だと思はＩＴが重要だと思います。います。そしそし

てそのてその影響力をきちんと知るために、影響力をきちんと知るために、常に世常に世

界中からいろ界中からいろいろいろな情報を集めていく必要がな情報を集めていく必要が

あありますります。。地球規模の環境情報を集める必要地球規模の環境情報を集める必要

があるのではないかと思います。があるのではないかと思います。今今後後、、温暖温暖

化によって乾燥化と水の供給が厳しくなる化によって乾燥化と水の供給が厳しくなるでで

しょうしょう。。これが一番大きな課題これが一番大きな課題ではではないかとないかと

思います。思います。

権田権田（会場から）（会場から）：：

　坂田先生の今日のご講演に関係するんです　坂田先生の今日のご講演に関係するんです
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けれども、けれども、非常に重要なこと非常に重要なことににＩＴＩＴが特にが特に絡絡

んでいると思ったのは、んでいると思ったのは、地球を宇宙から見る地球を宇宙から見る

と我々と我々がが普段気付かないことが見える普段気付かないことが見えるというという

ことですことです。。通常我々通常我々のの毎日の生活の中ですと、毎日の生活の中ですと、

世の中は自分の内から見ていますので、世の中は自分の内から見ていますので、非常非常

にドメスティックなローカルな現象しか見えにドメスティックなローカルな現象しか見え

ないないものものです。です。グローバルインフォメーショグローバルインフォメーショ

ンンとはとは何か、何か、非常に重要なことを我々非常に重要なことを我々がが理解理解

したのは、したのは、全体のコンテキストがどこにある全体のコンテキストがどこにある

かということがまさにグローバルインフォかということがまさにグローバルインフォ

メーションの中に含まれているということでメーションの中に含まれているということで

す。す。もう一つは自分がどこから来たかというもう一つは自分がどこから来たかという

ことを読むことができる。ことを読むことができる。この二つが実はグこの二つが実はグ

ローバルインフォメーションの非常に重要なローバルインフォメーションの非常に重要な

意味のようです。意味のようです。

　もう一つがドメスティックというか　もう一つがドメスティックというか、、ローロー

カルな部分でしょう。カルな部分でしょう。ここでどういう情報がここでどういう情報が

得られるかと得られるかと言う言うと、と、一つは因果律、一つは因果律、コウゾリコウゾリ

ティです。ティです。毎日の生活の中で一番気になるの毎日の生活の中で一番気になるの

はは、、ドメスティックなインフォメーションだドメスティックなインフォメーションだ

けに振り回されていると、けに振り回されていると、自分達が今、自分達が今、何を何を

すするべきかというるべきかという、、グローバルコンテキストグローバルコンテキスト

が見えないが見えないということということです。です。ここが実はＩＴここが実はＩＴ

の中の中のの非常に大きな落とし穴非常に大きな落とし穴ででありまして、ありまして、

常時グローバルインフォメーションを見なが常時グローバルインフォメーションを見なが

ら、ら、ドメスティックな情報を見るドメスティックな情報を見る、、ドメスドメス

ティックな情報の中には因果律の問題ティックな情報の中には因果律の問題があるがある、、

もう一つがコンフィグレーションともう一つがコンフィグレーションと言うの言うのでで

すが、すが、要するに自分要するに自分がが周囲の中でどういうと周囲の中でどういうと

ころに置かれているか、ころに置かれているか、これはローカルインこれはローカルイン

フォメーションでも理解できます。フォメーションでも理解できます。グローバグローバルル

インフォメーションにもコウゾリティとコンインフォメーションにもコウゾリティとコン

フィグレーション、フィグレーション、それからグローバルインそれからグローバルイン

フォメーションにはコンテキストとオリジフォメーションにはコンテキストとオリジン、ン、

これが含まれていこれが含まれていますます。。

　今日の　今日のＩＴのＩＴのシンポジウムで最後に坂田先シンポジウムで最後に坂田先

生にまとめていただいたことは、生にまとめていただいたことは、まさにまさに我々我々

がが普段気がつかない普段気がつかない、、なるほど自分はここになるほど自分はここに

いるんだないるんだな、、こういう流れの中で自分達が位こういう流れの中で自分達が位

置付けられている置付けられているんだな、んだな、ということがわかということがわか

ることが、ることが、グローバルインフォメーションのグローバルインフォメーションの

非常に重要なポイント非常に重要なポイントです。です。今日はエキサイ今日はエキサイ

ティングな講演をいただきましてティングな講演をいただきましてありがとありがとうう

ございました。ございました。

坂田坂田：：

　私の考えも全く同感で、　私の考えも全く同感で、そういう考え方でそういう考え方で

お話しお話したたののですが、ですが、基本的には時空間の中で基本的には時空間の中で

自分に位置付けをしておく必要があ自分に位置付けをしておく必要がありますります。。

平面的な考え方が今展開しているから、平面的な考え方が今展開しているから、特に特に

インターネットや何かでそこら中の情報を集インターネットや何かでそこら中の情報を集

めてわかったような気になっているけめてわかったような気になっているけれれど、ど、

実は自分の空間が明確にわかっていな実は自分の空間が明確にわかっていなかったかった

り、り、特に時間的推移もわかっていない特に時間的推移もわかっていないというという

ことがありますことがあります。。そういう点で非常にグローそういう点で非常にグロー

バルな見方をする必要があるのではないかとバルな見方をする必要があるのではないかと

思います。思います。

山崎山崎：：

　ありがとうございました。　ありがとうございました。特に今の温度の特に今の温度の

変化変化についてについては客観的に見てよくわかったは客観的に見てよくわかったのの

ですが、ですが、人口の問題というのはどう解決して人口の問題というのはどう解決して

いいかわからない問題ですいいかわからない問題です。。これは是非、これは是非、皆皆

さんで考えていきたいと思います。さんで考えていきたいと思います。

　もう一つ質問をいただいていますが、　もう一つ質問をいただいていますが、これこれ

はＩＴ時代に入ったはＩＴ時代に入った2121世紀ムスリムは何をす世紀ムスリムは何をす

べきかというご質問なので、べきかというご質問なので、これはむしろクこれはむしろク

ロージングロージング・・リマリマーークスで北村先生にまとめクスで北村先生にまとめ

ていただくということにしたいと思います。ていただくということにしたいと思います。

皆様ご協力ありがどうございました。皆様ご協力ありがどうございました。またパまたパ

ネリストの先生方には、ネリストの先生方には、最後にふさわしい大変最後にふさわしい大変

有意義なお話をいただきましてありがとうご有意義なお話をいただきましてありがとうご

ざいました。ざいました。
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