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東京大学教授東京大学教授

山内山内    昌之昌之

　今年の新春を迎えて早々、　今年の新春を迎えて早々、実は私達はイン実は私達はイン

ドネシアドネシア・・味の素事件に直面し味の素事件に直面しましたました。。これこれ

はは、、豚からとった酵素を化学調味料の一部と豚からとった酵素を化学調味料の一部と

して使っていたという問題でありますが、して使っていたという問題でありますが、イイ

スラーム教徒が９割以上を占めているインドスラーム教徒が９割以上を占めているインド

ネシア国民に大変大きな衝撃を与えネシア国民に大変大きな衝撃を与えました。ました。

　しかも、　しかも、この事件はインドネシアという世この事件はインドネシアという世

界最大のイスラーム人口を誇る国にお界最大のイスラーム人口を誇る国において、いて、

日本の企業のある不注意が、日本の企業のある不注意が、マーケットと消マーケットと消

費者の信頼を失いかねない危険を私達日本人費者の信頼を失いかねない危険を私達日本人

各層に感じさせたという点において、各層に感じさせたという点において、大変大変

ショッキングな新年のショッキングな新年の始まりでした始まりでした。。さらにさらに

ここ最近においては、ここ最近においては、ご案内のように富山にご案内のように富山に

おけるコーランの毀損事件と、おけるコーランの毀損事件と、それに対するそれに対する

日本在住の外国人ムスリムの抗議活動も大変日本在住の外国人ムスリムの抗議活動も大変

記憶に新しいところであります。記憶に新しいところであります。

　また、　また、もう少し広げて考えてみますと、もう少し広げて考えてみますと、日日

本の石油エネルギー資源の中東依存率が本の石油エネルギー資源の中東依存率が8585％％

を超えて再び高まっているという現実がありを超えて再び高まっているという現実があり

ますます。。イランのハタミ大統領の訪日、イランのハタミ大統領の訪日、その後その後

の再選、の再選、そしてイランの民主化が世界経済、そしてイランの民主化が世界経済、

ひいては日本との関係に与える影響を無視すひいては日本との関係に与える影響を無視す

ることはできません。ることはできません。その一方、その一方、期待に満ち期待に満ち

てて始まった始まったかのように思えた中東和平プロセかのように思えた中東和平プロセ

スが停滞し、スが停滞し、そしてパレスチナにおいては大そしてパレスチナにおいては大

変痛ましい内乱状況が続いています。変痛ましい内乱状況が続いています。

　あれやこれやを考えてみますと、　あれやこれやを考えてみますと、国際政治国際政治

や経済や経済において、において、日本と深い関わりを持つ部日本と深い関わりを持つ部

分がイスラームの存在と役割を無視しては考分がイスラームの存在と役割を無視しては考

えられないという事態に、えられないという事態に、今私達は直面して今私達は直面して

いると言ってよろしいかと思います。いると言ってよろしいかと思います。先ほど先ほど

世界のイスラーム教徒の数世界のイスラーム教徒の数はは1010 ～～1212 億人ぐ億人ぐ

らいではないかと考えられております。らいではないかと考えられております。これこれ

らのイスラーム教徒に日本が正面から向かいらのイスラーム教徒に日本が正面から向かい

合うということは、合うということは、ただ単に商品市場というただ単に商品市場という

経済ビジネス面において重要であるというこ経済ビジネス面において重要であるというこ

とだけに留まりません。とだけに留まりません。
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　また、　また、それはＩＴ時代という新しい情報それはＩＴ時代という新しい情報

ネットワーク、ネットワーク、さらには観光や人的交流とさらには観光や人的交流と

いった文化精神面などを多面的に考える際いった文化精神面などを多面的に考える際

に、に、大変大きな意味を持つこと。大変大きな意味を持つこと。それが私達それが私達

とイスラームとの関わりということになるわとイスラームとの関わりということになるわ

けです。けです。この問題を考えるにあたってこの問題を考えるにあたって、、現代現代

世界において資本と労働力がますます国際化世界において資本と労働力がますます国際化

しているＩＴの時代のしているＩＴの時代の2121世紀はどういうもの世紀はどういうもの

か、か、少し私の考えを申し述べたいと思いま少し私の考えを申し述べたいと思いま

す。す。

ⅠⅠ .. 日本とイスラーム世界の結びつき日本とイスラーム世界の結びつき

　最近、　最近、インターコネクティビティという言インターコネクティビティという言

葉をお聞きになる方もいらっしゃるかと思い葉をお聞きになる方もいらっしゃるかと思い

ます。ます。これはかつてこれはかつて6060年代のインターディペ年代のインターディペ

ンデンス、ンデンス、つまり相互依存という言葉とつまり相互依存という言葉とはは違違

いまして、いまして、インターコネクティビティインターコネクティビティ――――かか

りそめにこれを私は相互接続と訳しておきたりそめにこれを私は相互接続と訳しておきた

いわけですがいわけですが――――という言葉がしきりに使わという言葉がしきりに使わ

れることがあります。れることがあります。これはインターディペこれはインターディペ

ンデンスンデンス＝＝相互依存という相互依存という6060年代の言葉がや年代の言葉がや

や経済的な意味合いが強かったのに対して、や経済的な意味合いが強かったのに対して、

インターコネクティビティ＝相互接続インターコネクティビティ＝相互接続はは、、光光

通信やインターネットにはじまるような通信やインターネットにはじまるような

ニューメディア、ニューメディア、あるいは電子コミュニケーあるいは電子コミュニケー

ションサービスといった新たな科学技術発展ションサービスといった新たな科学技術発展

に負う点が多いに負う点が多いのでのです。す。

　しかし、　しかし、西ヨーロッパの人権運動組織、西ヨーロッパの人権運動組織、ああ

るいはイスラーム世界における各種のネットるいはイスラーム世界における各種のネット

ワーク、ワーク、さらにイスラーム世界における紛争さらにイスラーム世界における紛争

地域などが発信している様々なホームページ地域などが発信している様々なホームページ

がありますが、がありますが、同じ考え方や同じ価値観を共同じ考え方や同じ価値観を共

有するグループと地域を越えて空間を越えて有するグループと地域を越えて空間を越えて

連携すること連携することは、は、グローバルに展開しようとグローバルに展開しようと

している時代だということでありまして、している時代だということでありまして、そそ

ういう結びつきを相互接続と考えてよろしいういう結びつきを相互接続と考えてよろしい

と思います。と思います。

　もちろん、　もちろん、こうしたグローバルに展開してこうしたグローバルに展開して

いこうとする動きは必ずしもすべての地域でいこうとする動きは必ずしもすべての地域で

受け入れられるとは限受け入れられるとは限りませんりません。。例えば、例えば、富富

山で起きたような事件、山で起きたような事件、あるいはジャカルタあるいはジャカルタ

において日本の企業や日本人が直面した危険において日本の企業や日本人が直面した危険

性、性、あるいは我々が垣間見たある種の事件性あるいは我々が垣間見たある種の事件性

とは何かとは何か。。この相互接続というものがいともこの相互接続というものがいとも

たやすく行たやすく行われるわれる時代において、時代において、つまり簡単つまり簡単

に申しますと、に申しますと、私達自身が電話回線とパーソ私達自身が電話回線とパーソ

ナルコンピュータがあれば、ナルコンピュータがあれば、自分達個人の力自分達個人の力

でいともたやすくメディアを自分達で作れるでいともたやすくメディアを自分達で作れる

時代、時代、板垣先生がイスラーム世界のまさに縁板垣先生がイスラーム世界のまさに縁

に日本があるということをイブンに日本があるということをイブン・・バッバッ

トゥータの時代の比喩としてお使いになりまトゥータの時代の比喩としてお使いになりま

したけれども、したけれども、そうしたイブンそうしたイブン・・バットゥーバットゥー

タの時代において地理的にまさに縁にあったタの時代において地理的にまさに縁にあった

日本そのものが、日本そのものが、もはや強大なイスラーム世もはや強大なイスラーム世

界そのものと結びついているということを見界そのものと結びついているということを見

なければいけないと思います。なければいけないと思います。

　つまり、　つまり、日本において私達が文明や文化の日本において私達が文明や文化の

融合、融合、あるいは共存といったようなものをポあるいは共存といったようなものをポ

ジティブジティブにに考える反面、考える反面、実はある現象や事件実はある現象や事件

を巡って、を巡って、そうした友好的な共存や協調的なそうした友好的な共存や協調的な

融合がたやすく摩擦や対立に転化しかねない融合がたやすく摩擦や対立に転化しかねない

将来の可能性を垣間見た将来の可能性を垣間見た、、これがジャカルタこれがジャカルタ

や富山の事件の本質ではなかったや富山の事件の本質ではなかったかかと思いまと思いま

す。す。

　少し極端な例を申しますと、　少し極端な例を申しますと、ちょうど私がちょうど私が

アメリカの在勤から帰ったアメリカの在勤から帰ったときときでしたのででしたので、、

非常に印象的非常に印象的にに覚えておりますが、覚えておりますが、19931993年２年２

月にニューヨークの世界貿易センタービル爆月にニューヨークの世界貿易センタービル爆

破事件が起きました。破事件が起きました。この爆破事件はこの爆破事件は、、ウマウマ

ルル・・アブドウルアブドウル・・ラフマーンというエジプトラフマーンというエジプト

生まれのイスラーム主義の武装闘争派のリー生まれのイスラーム主義の武装闘争派のリー

ダー、ダー、いわゆるイスラーム原理主義と呼ばれいわゆるイスラーム原理主義と呼ばれ

るグループですが、るグループですが、正しく言えばイスラーム正しく言えばイスラーム

主義武装闘争派とも言うべき集団と言ってい主義武装闘争派とも言うべき集団と言ってい

いと思います。いと思います。この人達が世界屈指の高層ビこの人達が世界屈指の高層ビ

ルを狙った。ルを狙った。この事件ではこの事件では爆弾テロであった爆弾テロであった

という点が強調されて、という点が強調されて、その後イスラームのその後イスラームの

持っているある脅威が西側によって強調され持っているある脅威が西側によって強調され

たわけですが、たわけですが、私はもちろんそういう側面は私はもちろんそういう側面は

否定できないにしても、否定できないにしても、2121世紀にかけて我々世紀にかけて我々

がこの問題を理解する規準はむしろそういうがこの問題を理解する規準はむしろそういう

点ではなくて、点ではなくて、今の私のインターコネクティ今の私のインターコネクティ

ビティという観点ビティという観点でで問題を捉え返してみる必問題を捉え返してみる必

要があろうかと思うわけです。要があろうかと思うわけです。

　このビルの中には　このビルの中には五五つほどの商品取引所がつほどの商品取引所が

あります。あります。そして多くの有力な仲買企業がそそして多くの有力な仲買企業がそ

の中にオフィスを構えていたわけでありましの中にオフィスを構えていたわけでありまし

て、て、ニューヨーク市場から世界経済に与えるニューヨーク市場から世界経済に与える
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影響は大きかった、影響は大きかった、そういう組織だったわけそういう組織だったわけ

です。です。そうであるが故にそうであるが故に、、まさにグローバルまさにグローバル

な経済、な経済、そしてその後グローバリゼーションそしてその後グローバリゼーション

という形で注目を浴びていくことになる、という形で注目を浴びていくことになる、いい

わば自由主義経済の広がりに対して大変大きわば自由主義経済の広がりに対して大変大き

な影響を与えかねない事件だったということな影響を与えかねない事件だったということ

がが、、私は問題の本質だったと思います。私は問題の本質だったと思います。

　つまり、　つまり、当時気当時気付付かれなかったことですかれなかったことです

が、が、今、今、私達が冷静に判断することが大事な私達が冷静に判断することが大事な

のはのは――自由主義経済の方法に敵対するグ自由主義経済の方法に敵対するグ

ループがイスラーム主義武装闘争派であるとループがイスラーム主義武装闘争派であると

語って間違いないと思いますが語って間違いないと思いますが――そういうそういう

方法、方法、あるいは成果を利用することあるいは成果を利用することににありまありま

す。す。しかしながら、しかしながら、自由主義経済そのものの自由主義経済そのものの

ある種の本質、ある種の本質、それから方法のかなりに対しそれから方法のかなりに対し

て敵対していく。て敵対していく。こういう武装闘争派にとっこういう武装闘争派にとっ

ては相互接続、ては相互接続、インターコネクティビティのインターコネクティビティの

メリットを言ってしまいますと、メリットを言ってしまいますと、逆手にとる逆手にとる

ことによって、ことによって、一つの国や世界の経済基盤に一つの国や世界の経済基盤に

対する攻撃が非常にたやすくなるということ対する攻撃が非常にたやすくなるということ

をこの事件は物語ったわけです。をこの事件は物語ったわけです。

　もう少し語りますと、　もう少し語りますと、ネットワーク経済にネットワーク経済に

対する攻撃が電子的な形をとって行われた。対する攻撃が電子的な形をとって行われた。

電子的な攻撃とは、電子的な攻撃とは、爆弾などによる物理的攻爆弾などによる物理的攻

撃がいわば人的なテロになるよりもたやす撃がいわば人的なテロになるよりもたやす

く、く、そして非常に安価で、そして非常に安価で、しかも犯罪であるしかも犯罪である

ということの道徳的な引け目を感じさせず、ということの道徳的な引け目を感じさせず、

自分は匿名に自分は匿名にしてしておくことによって実施できおくことによって実施でき

るというような新しい性格の攻撃、るというような新しい性格の攻撃、新しい性新しい性

格のデモンストレーションが登場したわけで格のデモンストレーションが登場したわけで

す。す。

　もう一度申し上げると、　もう一度申し上げると、パソコンや電話回パソコンや電話回

線さえあれば線さえあれば、、それはホームページを持つそれはホームページを持つ

サーバーの電子的な穴、サーバーの電子的な穴、これはセキュリティこれはセキュリティ

ホールと呼ばれますけれども、ホールと呼ばれますけれども、ここここに入り込に入り込

みさえすれば、みさえすれば、いわば政府なりあるいは企業いわば政府なりあるいは企業

なり、なり、あるいは軍隊でさえもそあるいは軍隊でさえもそのの中のセキュ中のセキュ

リティを撹乱することができるようになってリティを撹乱することができるようになって

きている点が、きている点が、まさにＩＴ革命のある意味でまさにＩＴ革命のある意味で

は闇の部分、は闇の部分、暗い部分になるわけです。暗い部分になるわけです。

　ＩＴ革命やグローバリゼーションに関連し　ＩＴ革命やグローバリゼーションに関連し

てもう少し触れておきますと、てもう少し触れておきますと、9999 年年1111 月に月に

シアトルでシアトルでＷＴＯＷＴＯの閣僚会議が開かれたのをの閣僚会議が開かれたのを

ご記憶かと思います。ご記憶かと思います。このこのＷＴＯＷＴＯの閣僚会議の閣僚会議

において、において、世界各地から集まった数万の人々世界各地から集まった数万の人々

が先進国優先に推進するグローバリゼーショが先進国優先に推進するグローバリゼーショ

ンに対しンに対し、、それぞれ異議申し立てを行ったわそれぞれ異議申し立てを行ったわ

けです。けです。それどころか、それどころか、個々の個々のＮＧＯＮＧＯ諸団体諸団体

はは、、会場の外で暴力化さえしてしまった。会場の外で暴力化さえしてしまった。そそ

して各国指導者の一部、して各国指導者の一部、シラクシラク大統領大統領などなどもも

その一人だったと思いますけれども、その一人だったと思いますけれども、各国指各国指

導者の一部が時間通りに会議に導者の一部が時間通りに会議に着け着けなかったなかった

ということさえ起きてきた。ということさえ起きてきた。

　このシアトルの戦いは、　このシアトルの戦いは、言ってみれば言ってみれば2121世世

紀にますます活発化するサイバーアクティビ紀にますます活発化するサイバーアクティビ

ズム、ズム、あるいは社会ネット戦争とも言うべきあるいは社会ネット戦争とも言うべき

ものの走りであったのではないかと私は考えものの走りであったのではないかと私は考え

ます。ます。これはインターネットのサイバースこれはインターネットのサイバース

ペースを上手に使って活動していく市民運動ペースを上手に使って活動していく市民運動

の新たな形態であったわけでありまして、の新たな形態であったわけでありまして、ここ

の市民運動の形態はもう既に波及していますの市民運動の形態はもう既に波及しています

し、し、これからこれからさらにさらに拡大拡大していくしていくと思いますと思います

が、が、日本ひいてはイスラーム世界にも遠から日本ひいてはイスラーム世界にも遠から

ず波及するか、ず波及するか、あるいはもう拡大することにあるいはもう拡大することに

なると思います。なると思います。つまり、つまり、ここで起きているここで起きている

ことはことは、、活動や自分達の自己主張をインター活動や自分達の自己主張をインター

ネットの画面のグローバルな情報システムにネットの画面のグローバルな情報システムに

よって、よって、リアルタイムで寸分たがわず報道すリアルタイムで寸分たがわず報道す

ることができるようになってきているというることができるようになってきているという

ことが一つです。ことが一つです。

　それから二つ目には、　それから二つ目には、この活動的な市民この活動的な市民

達、達、あるいは活動をした市民達のための発信あるいは活動をした市民達のための発信

の場所を提供する、の場所を提供する、ＩＭＣと呼ばれＩＭＣと呼ばれるる独立メ独立メ

ディアセンター、ディアセンター、インデペンデントメディアインデペンデントメディア

センターといったような装置が世界各地に現センターといったような装置が世界各地に現

れてきている。れてきている。つまり、つまり、情報のあり方とそれ情報のあり方とそれ

に伴う外交、に伴う外交、あるいは人的交流のあり方が相あるいは人的交流のあり方が相

当に変わってきているということ、当に変わってきているということ、もちろんもちろん

通通商商もも含まれます含まれます。。そしてそして後から申し上げる後から申し上げる

ように、ように、戦争のあり方も大きく変化していく戦争のあり方も大きく変化していく

ことになる。ことになる。そういう中でイスラームと日本そういう中でイスラームと日本

が新時代にどのように適応していくのか、が新時代にどのように適応していくのか、ああ

るいはそれを我々はるいはそれを我々はどのようにどのように生かしていく生かしていく

のかといったことが問われなければならないのかといったことが問われなければならない

と思います。と思います。

　先ほど河野前大臣による会場へのメッセー　先ほど河野前大臣による会場へのメッセー

ジがありましたけれども、ジがありましたけれども、ちなみに日本でもちなみに日本でも

今問題になっている、今問題になっている、外務省を中心にして行外務省を中心にして行
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われている様々な改革をめぐる混乱なども、われている様々な改革をめぐる混乱なども、

人的関係や大臣の個性といったレベルで終人的関係や大臣の個性といったレベルで終

わわってしまいますと、ってしまいますと、問題が小さくなるわけ問題が小さくなるわけ

でありまであります。す。外交そのものがあるプロフェッ外交そのものがあるプロフェッ

ショナルな集団達に限定されるトラックと、ショナルな集団達に限定されるトラックと、

そうでない市民達そのものが外交にボランそうでない市民達そのものが外交にボラン

ティアとして参加するトラックが重なりあうティアとして参加するトラックが重なりあう

ような状況ような状況においてにおいて、、現実にこのような情報現実にこのような情報

システムなどを駆使システムなどを駆使して行われるして行われるような時代ような時代

が始まっている。が始まっている。そういう中そういう中ででの過渡的な混の過渡的な混

乱期の中において乱期の中において、、新たな外交哲学をどのよ新たな外交哲学をどのよ

うに情報システムとの関係、うに情報システムとの関係、あるいはシアトあるいはシアト

ルマン達がサイバーアクティミズムに対してルマン達がサイバーアクティミズムに対して

従来の外交スタイルが調和するのか、従来の外交スタイルが調和するのか、あるいあるい

はそれを取り込んでいくのかというようなはそれを取り込んでいくのかというようなここ

とがとが問題としても議論されていかなければな問題としても議論されていかなければな

らないと思います。らないと思います。トラックトラック（市民外交）（市民外交）のの

問題関心といったものは問題関心といったものは、、少なくともあまり少なくともあまり

表面に出てきていないというのが大変遺憾な表面に出てきていないというのが大変遺憾な

ところだと思います。ところだと思います。

　いずれにしても、　いずれにしても、こうした問題こうした問題はは我々がイ我々がイ

スラームと日本ということを考える際に極めスラームと日本ということを考える際に極め

て大事な点です。て大事な点です。何何となれば、となれば、このシアトルこのシアトル

で主張した人達の活動や意見がいかに情緒的で主張した人達の活動や意見がいかに情緒的

であれ、であれ、いかに体系性を欠いているとは言いかに体系性を欠いているとは言

え、え、私自身彼らの暴力性に反対する面が強い私自身彼らの暴力性に反対する面が強い

わけですが、わけですが、問題は彼らの主張がそれでもア問題は彼らの主張がそれでもア

メリカやメリカやＧ７Ｇ７中心のグローバリゼーションに中心のグローバリゼーションに

反対する運動であるということ。反対する運動であるということ。そこがイスそこがイス

ラーム世界に多い発展途上国の主張とも共通ラーム世界に多い発展途上国の主張とも共通

する側面があるという点を一方で見ておかなする側面があるという点を一方で見ておかな

ければならないと思います。ければならないと思います。

　なぜならば、　なぜならば、言うところのＩＴ革命に遅れ言うところのＩＴ革命に遅れ

た国々は、た国々は、ＩＴの推進によって起こされるいＩＴの推進によって起こされるい

わゆるデジタルデバイド、わゆるデジタルデバイド、つまり格差です。つまり格差です。

こういったものが国際的な格差の広がりでもこういったものが国際的な格差の広がりでも

あるとして批判しているわけです。あるとして批判しているわけです。ですかですか

ら、ら、途上国やシアトルで活躍した人達はデジ途上国やシアトルで活躍した人達はデジ

タルデバイドが国際格差にもなっていくといタルデバイドが国際格差にもなっていくとい

う、う、格差の解消の声が今や出てきている格差の解消の声が今や出てきているのでので

すす。。

　このデジタルデバイドというものが複雑な　このデジタルデバイドというものが複雑な

のは、のは、実はイスラーム世界その中にも実はイスラーム世界その中にもデバイデバイ

ドがドが出てきているということ出てきているということでです。す。つまり、つまり、

イスラーム世界を含んでいるすべてではないイスラーム世界を含んでいるすべてではない

にしても、にしても、発展途上国対Ｇ７を中心とした先発展途上国対Ｇ７を中心とした先

進国の間で進国の間でののデバイドもさることながら、デバイドもさることながら、イイ

スラーム世界そのものの中にデジタルデバイスラーム世界そのものの中にデジタルデバイ

ドが生じているということが大事な点の一つドが生じているということが大事な点の一つ

であります。であります。

　それから二つ目は、　それから二つ目は、シアトルなどに典型的シアトルなどに典型的

に出てきたような欧米の市民社会ネットワーに出てきたような欧米の市民社会ネットワー

ククの形の形、、それに似たようなものがそれに似たようなものが、、もちろんもちろん

今は今はイスラーム国際ネットワークにおいてもイスラーム国際ネットワークにおいても

存在するわけでありまして、存在するわけでありまして、これらイスラーこれらイスラー

ム国際ネットワークや欧米の市民社会ネットム国際ネットワークや欧米の市民社会ネット

ワークというのは、ワークというのは、従来のように、従来のように、軍事力軍事力やや

経済力といったハードなパワー、経済力といったハードなパワー、強い力とし強い力とし

て国際政治や経済を動かしていったこととはて国際政治や経済を動かしていったこととは

別の、別の、まさにソフトパワーとして各国の政策まさにソフトパワーとして各国の政策

を変えていくを変えていく可能性のある可能性のある力を持っているの力を持っているの

ではないかと思うわけです。ではないかと思うわけです。

　こういったことは現実に今の日本において　こういったことは現実に今の日本において

も生じている事態で、も生じている事態で、日本の内政において政日本の内政において政

治が、治が、よくワイドショー化よくワイドショー化されているされていると言わと言わ

れますが、れますが、テレビという画面、テレビという画面、つまりテレビつまりテレビ

というサイバースペースを通して、というサイバースペースを通して、あるいはあるいは

双方向的なＥメールなどを通して、双方向的なＥメールなどを通して、政策に対政策に対

する新しい関わり方する新しい関わり方、、批判や表現の仕方とい批判や表現の仕方とい

うものが出てきているのではないか。うものが出てきているのではないか。言って言って

しまえばしまえば、、このような中で市民社会ネットこのような中で市民社会ネット

ワーク、ワーク、あるいはイスラームの国際ネットあるいはイスラームの国際ネット

ワークが、ワークが、先ほど私が申したようなインター先ほど私が申したようなインター

コネクティビティという新たな局面の中で働コネクティビティという新たな局面の中で働

いている。いている。その中で日本とイスラーム世界もその中で日本とイスラーム世界も

お互いが正しく理解するにはどうしたらよいお互いが正しく理解するにはどうしたらよい

のかという問題のかという問題、、関心を私達に寄せてきてい関心を私達に寄せてきてい

るのではないかと考えられます。るのではないかと考えられます。
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　もう少し私の課題を申し上げますと、　もう少し私の課題を申し上げますと、世界世界

の各地域を横断するイスラームの広がりをの各地域を横断するイスラームの広がりを2121

世紀のＩＴ時代において学問、世紀のＩＴ時代において学問、あるいは外あるいは外

交、交、あるいはビジネスというものをどのようあるいはビジネスというものをどのよう

に捉えるべきなのかを議論するということに捉えるべきなのかを議論するということ

が、が、私達に課せられた仕事ではないかと思い私達に課せられた仕事ではないかと思い

ます。ます。

ⅡⅡ .. ＩＴの方向性ＩＴの方向性  ～一様化と多様化～～一様化と多様化～

　さて、　さて、このこの2121 世紀のＩＴ時代においても世紀のＩＴ時代においても、、

私は地球上に働く二つの相反する方向がベク私は地球上に働く二つの相反する方向がベク

トルとして進むと考えております。トルとして進むと考えております。一つ一つは一は一

様化、様化、つまりユニティ＝統一化を図っていこつまりユニティ＝統一化を図っていこ

うとする、うとする、人々を均質化しようとする作用を人々を均質化しようとする作用を

一様化と呼んでおります。一様化と呼んでおります。もう一つは、もう一つは、バラバラ

エティ、エティ、変化、変化、多様性を生むような多様化と多様性を生むような多様化と

いうものをいうものを挙挙げておきたい。げておきたい。

　この二つの方向を促進するのは、　この二つの方向を促進するのは、非常に逆非常に逆

説的に思われるかも知れませんが、説的に思われるかも知れませんが、ＩＴ革命ＩＴ革命

によって象徴されるコミュニケーションや、によって象徴されるコミュニケーションや、

輸送に見られる技術的発展ではないかと考え輸送に見られる技術的発展ではないかと考え

ます。ます。インターネットによって世界中の人々インターネットによって世界中の人々

は魅力的なアイデア、は魅力的なアイデア、あるいは特許、あるいは特許、さらにさらに

経営や投機、経営や投機、ベンチャーなどに使う資金、ベンチャーなどに使う資金、ささ

らに独創的な映像、らに独創的な映像、先端工学の成果、先端工学の成果、こうしこうし

たことを瞬時に世界のどの場所にいても、たことを瞬時に世界のどの場所にいても、どど

の場所への場所へもも伝送できるという時代を迎えてい伝送できるという時代を迎えてい

るわけです。るわけです。

　この意味では国境の観念が変わってきてい　この意味では国境の観念が変わってきてい

る。る。国民、国民、国家の国境を易々と横断するもの国家の国境を易々と横断するもの

や電子マネーなどを通して、や電子マネーなどを通して、世界中の人々は世界中の人々は

共通の価格体系を持とうとして共通の価格体系を持とうとしていいる。る。そういそうい

う意味ではグローバルスタンダードとはう意味ではグローバルスタンダードとは、、共共

通の価格体系を通して存在するということ自通の価格体系を通して存在するということ自

体すべて否定できないことだと思います。体すべて否定できないことだと思います。つつ

まり、まり、この点において地球社会はモノやカネこの点において地球社会はモノやカネ

を通して一様化、を通して一様化、一つにしていく方向に進ん一つにしていく方向に進ん

でいるとでいると言言えると思います。えると思います。

　しかし、　しかし、なかなかに国と国との間を現実になかなかに国と国との間を現実に

生きた人が移動することは、生きた人が移動することは、モノモノや電子マや電子マ

ネーの移動と違ってそれほど簡単ではありまネーの移動と違ってそれほど簡単ではありま

せん。せん。2121世紀においても人の移動こそが世紀においても人の移動こそが、、恐恐

らくモノやカネの移動がらくモノやカネの移動が、、ＥＵＥＵのようにのようにまっまっ

たくたくそこに抵抗が無くなっても、そこに抵抗が無くなっても、そして人のそして人の

移動についても移動についても、、ＥＵＥＵが原則往来結構だとが原則往来結構だと

言ってみても、言ってみても、最終的に人の移動というのは最終的に人の移動というのは

現実に現実にＥＵＥＵの域内においてさえも多くの問題の域内においてさえも多くの問題

や紛争を起や紛争を起ここしている。している。ということを見ますということを見ます

と、と、やはり私はモノ、やはり私はモノ、カネとは違って、カネとは違って、ヒトヒト

の移動は依然として多くの社会で対立や紛争の移動は依然として多くの社会で対立や紛争

を引き起こす要因ではないかと思います。を引き起こす要因ではないかと思います。

　イスラームのケースで申しますと、　イスラームのケースで申しますと、かつてかつて

のイスラーム世界のウィークポイントとは、のイスラーム世界のウィークポイントとは、

皆さんは不思議に感じられるかも知れません皆さんは不思議に感じられるかも知れません

が、が、歴史的に見て慢性的な人口不足でした。歴史的に見て慢性的な人口不足でした。

人口不足という現実こそが人口不足という現実こそが、、７７世紀に生まれ世紀に生まれ

たヨーロッパ発展、たヨーロッパ発展、あるいはアジアへの発展あるいはアジアへの発展

ををある限界のところでストップさせある限界のところでストップさせたた大きな大きな

原因だったと思っております。原因だったと思っております。

　ところが、　ところが、現在はむしろ移民を送り出す現在はむしろ移民を送り出す、、

つまり人口過剰の側に立っているという現実つまり人口過剰の側に立っているという現実

はご承知の通りであります。はご承知の通りであります。ＥＵＥＵやアメリカやアメリカ

において保護主義が持たれようとしているのにおいて保護主義が持たれようとしているの

は、は、移民に対する反発という形をとっている移民に対する反発という形をとっている

からからです。です。その移民の中に相当数のムスリムその移民の中に相当数のムスリム、、

つまりイスラーム教徒がいるということも現つまりイスラーム教徒がいるということも現

実としてあります。実としてあります。

　しかし、　しかし、フランスではアラビア語が使わフランスではアラビア語が使わ

れ、れ、ドイツにおいてもトルコ語が使われていドイツにおいてもトルコ語が使われてい

るという現実があります。るという現実があります。我々イスラーム研我々イスラーム研

究者がヨーロッパに行きますと、究者がヨーロッパに行きますと、そそのの大陸の大陸の

言語を使うよりはるかにこうした言葉を使う言語を使うよりはるかにこうした言葉を使う

方方が楽ですから、が楽ですから、アラビアアラビア語やトルコ語で用語やトルコ語で用

を足すという時代にさえなっています。を足すという時代にさえなっています。もはもは

やフランス語やドイツ語などと並んで、やフランス語やドイツ語などと並んで、実は実は

イスラーム諸語は日常語にさえなっているとイスラーム諸語は日常語にさえなっていると

いう現実もあいう現実もあるのでるのです。す。

　翻って日本はどうかと　翻って日本はどうかと言う言うと、と、日本では今、日本では今、

移民の大規模な流入は見られておりません。移民の大規模な流入は見られておりません。

しかしながら、しかしながら、人口予測はもはや日本人にお人口予測はもはや日本人にお

いて共通の理解になっておりますが、いて共通の理解になっておりますが、20502050年年

には日本の人口は約には日本の人口は約11 億人になります。億人になります。21002100

年には約年には約66,,500500万人のレベルにまで落ち込む万人のレベルにまで落ち込む

とされている。とされている。そうそうするすると、と、日本が現在の生日本が現在の生

産力と生活水準の高さを維持しようとするな産力と生活水準の高さを維持しようとするな

らば、らば、考えられる答えはやはり人としての、考えられる答えはやはり人としての、

つまり労働力といったものを増やさなければつまり労働力といったものを増やさなければ

いけない。いけない。人口が増えない以上は労働力を外人口が増えない以上は労働力を外
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から受け入れなければならない。から受け入れなければならない。つまり移民つまり移民

というものをアジアというものをアジアややあるいは他の地域からあるいは他の地域から

もっと受け入れることになる。もっと受け入れることになる。その中に相当その中に相当

数のムスリム、数のムスリム、イスラーム系の市民達が含まイスラーム系の市民達が含ま

れることはほぼ確実れることはほぼ確実だだと思います。と思います。

　これは先ほど申した一様化とは違う方のベ　これは先ほど申した一様化とは違う方のベ

クトル、クトル、つまり多様化への道ということになつまり多様化への道ということにな

りますります。。ＩＴというものが一様化だけを推進ＩＴというものが一様化だけを推進

するのではなくて、するのではなくて、多様化を推進すると言っ多様化を推進すると言っ

たのは、たのは、ＩＴ革命の推進の結果ＩＴ革命の推進の結果がが実はこうい実はこうい

う人口の希少化、う人口の希少化、人口の激減といったことを人口の激減といったことを

もたらし、もたらし、それによってさらに我々は新しいそれによってさらに我々は新しい

ビジネスを起ビジネスを起ここしていく際に、していく際に、より必要な労より必要な労

働力を何らかの形で確保しなければならない働力を何らかの形で確保しなければならない

といった可能性をすべて否定することはできといった可能性をすべて否定することはでき

ないということないということですです。。

　これは現在、　これは現在、既に日本社会においてイス既に日本社会においてイス

ラームの要素が存在していますが、ラームの要素が存在していますが、さらにこさらにこ

れから日本社会に存在するイスラミックれから日本社会に存在するイスラミック・・

ファクター、ファクター、イスラームの要素というものをイスラームの要素というものを

際立たせることになると考えられます。際立たせることになると考えられます。しかしか

しながら、しながら、大多数の日本人はあまりにも日本大多数の日本人はあまりにも日本

文明、文明、あるいは日本のカルチャーというものあるいは日本のカルチャーというもの

を日本という国家的な枠組みと一体化してきを日本という国家的な枠組みと一体化してき

た傾向が強いた傾向が強いので、ので、即ち、即ち、日本人は一様化と日本人は一様化と

いう方向はともかく、いう方向はともかく、多様化への道は必ずし多様化への道は必ずし

も平坦ではないように思われます。も平坦ではないように思われます。人的な側人的な側

面を含めた多様化への道は、面を含めた多様化への道は、日本人としては日本人としては

かなり苦手なカテゴリーに入ってくるのではかなり苦手なカテゴリーに入ってくるのでは

ないでしょうか。ないでしょうか。

　しかし、　しかし、ＩＴや市場を通した世界と日本とＩＴや市場を通した世界と日本と

の一体化、の一体化、即ち、即ち、これはモノやカネというここれはモノやカネというこ

とを通した一体化になりますので、とを通した一体化になりますので、人の多様人の多様

化とは違いまして、化とは違いまして、この方向に対しては日本この方向に対しては日本

はかなり安定した方向を示していく可能性がはかなり安定した方向を示していく可能性が

高い高いのですのです。。

ⅢⅢ .. 文明対話の必要性と問題点文明対話の必要性と問題点

　しかし、　しかし、今、今、お互いの理解について考えなお互いの理解について考えな

ければならないところまできたわけです。ければならないところまできたわけです。日日

本にしてもイスラームの世界にしても、本にしてもイスラームの世界にしても、それそれ

ぞれ極めて文明的な自負心、ぞれ極めて文明的な自負心、あるいは歴史的あるいは歴史的

な遺産や誇りを継承している文明世界でありな遺産や誇りを継承している文明世界であり

ます。ます。そうした人々にとってそうした人々にとって、、互いの文明の互いの文明の

意味や価値を互いに理解し意味や価値を互いに理解しああうのは、うのは、一体ど一体ど

ういうことなのかということになります。ういうことなのかということになります。

　つまり、　つまり、そもそも対話というものが可能なそもそも対話というものが可能な

のかどうかという点が次に問われなければなのかどうかという点が次に問われなければな

りませんりません。。

　　本当の相互理解につながる対話が、本当の相互理解につながる対話が、物事の物事の

意味ということの根底にまで可能になるのか意味ということの根底にまで可能になるのか

どうかということどうかということです。です。例えば私達が日本語例えば私達が日本語

で言う花。で言う花。英語でフラワーと言英語でフラワーと言ったときにったときに、、本本

当に私達は英語のフラワーを理解したのかど当に私達は英語のフラワーを理解したのかど

うか。うか。あるいは花というものをかりそめにアあるいは花というものをかりそめにア

ラビア語のザフラという言葉の訳として使っラビア語のザフラという言葉の訳として使っ

たたときときに、に、日本の春夏秋冬日本の春夏秋冬をを鮮やかに移ろい鮮やかに移ろい

ゆく四季の花々をイメージしている花というゆく四季の花々をイメージしている花という

言葉が、言葉が、砂漠砂漠をを連想させるようなアラビア語連想させるようなアラビア語

ののザフラという言葉の訳としてザフラという言葉の訳として、、本当に意味本当に意味

が重なるのかと言ったが重なるのかと言ったときときにに、、やや自信が無やや自信が無

くなるくなるのですのです。。

　つまり、　つまり、異なる文明に属する人々にとっ異なる文明に属する人々にとっ

て、て、表層はともかく真理、表層はともかく真理、あるいは深層の部あるいは深層の部

分において分において、、厳密な対話が本当に成り立つか厳密な対話が本当に成り立つか

どうかについては、どうかについては、これまで哲学者達によっこれまで哲学者達によっ

ていろいろなところで考えられてきたことでていろいろなところで考えられてきたことで

す。す。言ってしまえば、言ってしまえば、ここは哲学的な厳密性ここは哲学的な厳密性

を議論する場所ではありませんけれども、を議論する場所ではありませんけれども、仮仮

に私のような人間、に私のような人間、これを皆様とともに哲学これを皆様とともに哲学

的に言う括弧付きですが、的に言う括弧付きですが、常識的人間と定義常識的人間と定義

しておきましょう。しておきましょう。こうしたいわば括弧付きこうしたいわば括弧付き

で仮に常識的な人間というものを想定した場で仮に常識的な人間というものを想定した場

合に、合に、そうした人々は自分達の生まれ育ったそうした人々は自分達の生まれ育った

共同体を包み込むような文明の広がりと、共同体を包み込むような文明の広がりと、そそ

れが形づくる世界についての見方、れが形づくる世界についての見方、それが一それが一

番自然であり普遍的なものと信じ込んでいる番自然であり普遍的なものと信じ込んでいる

というのが、というのが、実はこれまでの世界の諸文明の実はこれまでの世界の諸文明の

根本的なあり方です。根本的なあり方です。

　もちろんイスラーム文明に属する人達に　もちろんイスラーム文明に属する人達に

とって、とって、イスラームの普遍性は疑うべくもなイスラームの普遍性は疑うべくもな

い。い。また日本文明は、また日本文明は、あるいは日本人はそこあるいは日本人はそこ

で生活している価値観や生活感覚というもので生活している価値観や生活感覚というもの

が、が、例えそれが世界において日本列島だけの例えそれが世界において日本列島だけの

ものであったとしても、ものであったとしても、我々にとっては揺ぎ我々にとっては揺ぎ

無いある種の普遍性と、無いある種の普遍性と、そこからある種の常そこからある種の常

識性を持って捉えられているから識性を持って捉えられているから、、今日まで今日まで

存続しているということになる。存続しているということになる。

23-36.p65 2002/05/10, 22:49Page 29 Adobe PageMaker 6.5J/Win



基調講演基調講演11

3030

　そうした　そうしたときときに大事なことは、に大事なことは、それではそれでは

違った世界の対話というのはどういうことを違った世界の対話というのはどういうことを

我々にもたらすのか。我々にもたらすのか。それはこうした常識的それはこうした常識的

な人間の格式というのは、な人間の格式というのは、異なった文明に接異なった文明に接

して異なったして異なったときときにどことなく奇妙であり、にどことなく奇妙であり、

どことなく違うといったセンス、どことなく違うといったセンス、こういったこういった

ことを感じることで揺らぎ出すということ。ことを感じることで揺らぎ出すということ。

この揺らぎ出すということが素朴に言えば大この揺らぎ出すということが素朴に言えば大

事なことではないかと思います。事なことではないかと思います。

　つまり、　つまり、通常の人間、通常の人間、即ち常識的な人間即ち常識的な人間とと

は、は、一様化と多様化という二つの相反する方一様化と多様化という二つの相反する方

向、向、傾向をその内部に孕みながら対立や紛争傾向をその内部に孕みながら対立や紛争

を最小化しようとする。を最小化しようとする。そして、そして、できるだけできるだけ

自らを絶対視しようとするようなエゴの世界自らを絶対視しようとするようなエゴの世界

から脱却する道を模索する、から脱却する道を模索する、そういう人間もそういう人間も

また常識的な人間ではないか思います。また常識的な人間ではないか思います。このこの

ことを可能にする一つの装置、ことを可能にする一つの装置、あるいは私達あるいは私達

の舞台が何かとの舞台が何かと言う言うとと、、文明の対話ではない文明の対話ではない

かと思います。かと思います。

　文明の衝突というケースばかりがずいぶん　文明の衝突というケースばかりがずいぶん

語られましたが、語られましたが、一転、一転、最近は文明の対話が最近は文明の対話が

指摘されるようになりました。指摘されるようになりました。今年今年20012001年が年が

国連による国連による「文明間の対話の年」「文明間の対話の年」ということということ

になっておりまして、になっておりまして、この夏、この夏、東京と京都に東京と京都に

おいて国連大学主催で対話に関わるシンポジおいて国連大学主催で対話に関わるシンポジ

ウムなどが行われますし、ウムなどが行われますし、また秋口にかけてまた秋口にかけて

中東や外国などにおいても対話のシンポジウ中東や外国などにおいても対話のシンポジウ

ムが行われます。ムが行われます。先ほどの板垣先生をはじ先ほどの板垣先生をはじ

め、め、私なども含めて日本の何人かの学者達も私なども含めて日本の何人かの学者達も

こうした対話に関わろうとしておりますが、こうした対話に関わろうとしておりますが、

ささししああたって私達は日本とイスラーム世界のたって私達は日本とイスラーム世界の

相互理解の鍵として考えてみたいと思いま相互理解の鍵として考えてみたいと思いま

す。す。

　この文明の対話を提言した人物は　この文明の対話を提言した人物は大変大変見事見事

だったと思いますが、だったと思いますが、これはイランのモハマこれはイランのモハマ

ドド・・ハタミ大統領であります。ハタミ大統領であります。彼彼が現代世界が現代世界

の経済や政治、の経済や政治、文化と社会の仕組みを考える文化と社会の仕組みを考える

際に特徴的際に特徴的だっただったことは、ことは、そこに大きな影響そこに大きな影響

を及ぼしているのが西欧文明である、を及ぼしているのが西欧文明である、というという

ことについて客観的に高い評価を寄せたといことについて客観的に高い評価を寄せたとい

うことうことです。です。実は実はこれはこれは驚くべきことなので驚くべきことなので

す。す。ハタミ大統領はイランハタミ大統領はイラン・・イスラーム共和イスラーム共和

国の大統領ですから、国の大統領ですから、ある意味ではホメイニある意味ではホメイニ

のイスラーム革命の継承者でありますのイスラーム革命の継承者であります。。そのその

人物が他ならぬ西欧文明の客観的な高さにつ人物が他ならぬ西欧文明の客観的な高さにつ

いて評価しているということは、いて評価しているということは、そして同時そして同時

にイスラームについて驚くほど冷めた目で見にイスラームについて驚くほど冷めた目で見

ているということについてているということについてもも、、私達はやはり私達はやはり

彼の意図について理解しておく必要があろう彼の意図について理解しておく必要があろう

かと思います。かと思います。

　ハタミ大統領は　ハタミ大統領は19981998 年９月にこういうこ年９月にこういうこ

とを言っています。とを言っています。「モスリム「モスリムはは過去に一つ過去に一つ

の文明世界を持っていた。の文明世界を持っていた。人類史上において人類史上において

一定の役割を果たした」一定の役割を果たした」。。彼はもろろん彼はもろろんイスイス

ラームをラームを高く評価高く評価しましたしました。。しかしながらやしかしながらや

や驚くべことですが、や驚くべことですが、「現在ではその地位も「現在ではその地位も

役割も失った」役割も失った」とともも述べた述べたのですのです。。そうそうするとすると

現代の世界とは何か現代の世界とは何か。。それは彼に言わせるそれは彼に言わせる

と、と、西欧文明が強力に影響を与えている場で西欧文明が強力に影響を与えている場で

あると。あると。しかも、しかも、この西欧文明が生み出し、この西欧文明が生み出し、獲獲

得したものが無ければ非西欧、得したものが無ければ非西欧、つまり西欧以つまり西欧以

外の地域に住む人間も生活できなくなってし外の地域に住む人間も生活できなくなってし

まっているとハタミ大統領は語っているわけまっているとハタミ大統領は語っているわけ

です。です。我々日本人や西側の人間が言っている我々日本人や西側の人間が言っている

のではなくて、のではなくて、他他ならぬハタミ大統領が言っならぬハタミ大統領が言っ

ているという点で驚くのは、ているという点で驚くのは、「我々イスラー「我々イスラー

ムの文化ムの文化はは黄金時代を数百年もの昔に終え黄金時代を数百年もの昔に終えてて

しまった文明に属する」しまった文明に属する」とまで言い切っていとまで言い切ってい

るということであります。るということであります。その上で西欧の価その上で西欧の価

値観を知り、値観を知り、その成果その成果をを受け継ぐことで対話受け継ぐことで対話

が可能になると説いていが可能になると説いていますます。。

　私はこれを誠に思い切った発言だと思いま　私はこれを誠に思い切った発言だと思いま

す。す。こういう問題に対して寛容であり、こういう問題に対して寛容であり、そしそし

てすべての文明や文化を相対主義的に考えるてすべての文明や文化を相対主義的に考える

ことができる日本人はともかく、ことができる日本人はともかく、アメリカをアメリカを

含む西欧人に対して西欧の対話というもの含む西欧人に対して西欧の対話というもの

を、を、もし現実に図るとすれば、もし現実に図るとすれば、ハタミ大統領ハタミ大統領

の哲学的な言説と政治的なある種の配慮との哲学的な言説と政治的なある種の配慮と

いったようなものがどの点ではっきり切れるいったようなものがどの点ではっきり切れる

のかのか。。私にはすぐには答えを出すことはでき私にはすぐには答えを出すことはでき

ませんが、ませんが、しかしこういう大胆な言説は、しかしこういう大胆な言説は、恐恐

らくアメリカ、らくアメリカ、西欧との対話などにおいて一西欧との対話などにおいて一

方では必要になるものだと思います。方では必要になるものだと思います。

　もちろん、　もちろん、同じことはアメリカ、同じことはアメリカ、西欧の側西欧の側

にも言える。にも言える。すべての事物の起源が西欧の起すべての事物の起源が西欧の起

源であるとか、源であるとか、すべてが古代のギリシャに遡すべてが古代のギリシャに遡

及していくといったような非常に誤った、及していくといったような非常に誤った、かか

つ非常つ非常にに傲慢な絶対的な哲学といったものに傲慢な絶対的な哲学といったものに
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ついての誤りについて、ついての誤りについて、彼ら自らがいつの日彼ら自らがいつの日

かそれを正すことは当然必要になろうかと思かそれを正すことは当然必要になろうかと思

います。います。

　しかしさしあたって、　しかしさしあたって、イスラーム指導者がイスラーム指導者が

敵対する、敵対する、あるいはライバルと目される相手あるいはライバルと目される相手

方文明について語るのではなくて、方文明について語るのではなくて、自らイラ自らイラ

ン、ン、あるいはイスラームとイランの停滞の原あるいはイスラームとイランの停滞の原

因などについて、因などについて、例えば思想の自由が無かっ例えば思想の自由が無かっ

たとか、たとか、あるいは専制性政治の暗い陰が歴史あるいは専制性政治の暗い陰が歴史

を覆ったとか、を覆ったとか、こういう点の見方を率直こういう点の見方を率直ににすす

るというのはるというのは、、従来のイランの宗教者、従来のイランの宗教者、政治政治

家にはなかったものであります。家にはなかったものであります。

　したがって、　したがって、思想は自由な雰囲気のもので思想は自由な雰囲気のもので

開花する。開花する。自由が無ければ社会の成長はあり自由が無ければ社会の成長はあり

得ないというのがハタミ大統領の主張であり得ないというのがハタミ大統領の主張であり

ます。ます。これは明らかに日本はもちろんのここれは明らかに日本はもちろんのこ

と、と、欧米の世論にも受け入れられるわけ欧米の世論にも受け入れられるわけですです

し、し、実際にイスラームとは何ぞやということ実際にイスラームとは何ぞやということ

を語っていく前においても、を語っていく前においても、すべての人達にすべての人達に

とって対話の基礎となる考えとして、とって対話の基礎となる考えとして、私はこ私はこ

のハタミ大統領の演説について高く評価するのハタミ大統領の演説について高く評価する

ものであります。ものであります。

　しかもハタミ大統領は、　しかもハタミ大統領は、日本に限らず欧米日本に限らず欧米

の政治学者や政治思想研究者などがしばしばの政治学者や政治思想研究者などがしばしば

犯すある種の誤解、犯すある種の誤解、誤りなどに対しても違っ誤りなどに対しても違っ

た角度から光を投げかけた点が重要かと思いた角度から光を投げかけた点が重要かと思い

ます。ます。これまで自由とは何か、これまで自由とは何か、あるいは自由あるいは自由

論を語る論を語るときとき、、我々は西欧の思想、我々は西欧の思想、例えば例えば

カールカール・・ポッパーやアイザイアポッパーやアイザイア・・バーリンなバーリンな

どに依拠して語ることが多かったわけですどに依拠して語ることが多かったわけです

が、が、ハタミ大統領はきちんと独自の自由論をハタミ大統領はきちんと独自の自由論を

イスラームの立場から展開していることに是イスラームの立場から展開していることに是

非、非、私達は注目しておく必要があ私達は注目しておく必要がありますります。。

　ハタミ大統領　ハタミ大統領は、は、自由とは考える自由であ自由とは考える自由であ

ると言っていると言っていますます。。新しい考えを発表するこ新しい考えを発表するこ

とを保証する自由であると述べています。とを保証する自由であると述べています。そそ

して自由な意志を持つ人間と思想家の安全をして自由な意志を持つ人間と思想家の安全を

守るための制度を作る自由を彼は強調してい守るための制度を作る自由を彼は強調してい

るわけです。るわけです。つまり、つまり、ハタミ大統領の論点とハタミ大統領の論点と

はカールはカール・・ポッパーやアイザイアポッパーやアイザイア・・バーリンバーリン

というヨーロッパ、というヨーロッパ、イギリスの思想家達などイギリスの思想家達など

によって、によって、ともすれば自由を語りがちであっともすれば自由を語りがちであっ

た我々に対して、た我々に対して、大きな一つの別筋のものの大きな一つの別筋のものの

考え方を提示している点でも貴重だと思いま考え方を提示している点でも貴重だと思いま

す。す。

　もう一つ大事なこと　もう一つ大事なことですがですが、、ハタミ大統領ハタミ大統領

ははこうも言っています。こうも言っています。「すべての国家に無「すべての国家に無

理やりあてはめられる自由のモデルなどは無理やりあてはめられる自由のモデルなどは無

い」い」と。と。すべての国家、すべての国家、あるいは社会にすべあるいは社会にすべ

て共通してこれが自由だと言ったもので覆いて共通してこれが自由だと言ったもので覆い

尽くすような自由のモデルなどは無い尽くすような自由のモデルなどは無い。。これこれ

は明らかにアングロサクソン型の自由、は明らかにアングロサクソン型の自由、ひいひい

ては人権といったものを、ては人権といったものを、国際関係や外交の国際関係や外交の

場において強制しようとするアメリカに対す場において強制しようとするアメリカに対す

る、る、ある暗示的な反発になっていると考えてある暗示的な反発になっていると考えて

よろしいと思います。よろしいと思います。

　　20012001年に文明の対話を進める根拠としてハ年に文明の対話を進める根拠としてハ

タミ大統領が言っているのは、タミ大統領が言っているのは、「戦争や差別「戦争や差別

や恐怖の被害を受けた人々が対話と理解を通や恐怖の被害を受けた人々が対話と理解を通

して約束された未来を保証する必要があるかして約束された未来を保証する必要があるか

らだ」らだ」と述べていと述べていまます。す。そして、そして、文明の対話文明の対話

というものをそもそも歴史上打ち出したのがというものをそもそも歴史上打ち出したのが

誰かと誰かと言う言うと、と、ハタミ大統領はモスリムだとハタミ大統領はモスリムだと

言っているわけです。言っているわけです。そして、そして、ヨーロッパのヨーロッパの

言う寛容の精神を学んだのがイスラームから言う寛容の精神を学んだのがイスラームから

であったということを言っている。であったということを言っている。例えばル例えばル

ネッサンスなどの誕生に対して、ネッサンスなどの誕生に対して、イスラームイスラーム

の影響がの影響がどのようであどのようであったのか、ったのか、インパクトインパクト

があったのではないか。があったのではないか。これはヨーロッパのこれはヨーロッパの

学説の交流などに対してイスラームのインパ学説の交流などに対してイスラームのインパ

クトがあったのではないかということは容易クトがあったのではないかということは容易

に、に、かつたやすく我々が主張できることであかつたやすく我々が主張できることであ

りますります。。こうした点はさらに自由や寛容の精こうした点はさらに自由や寛容の精

神がイスラームに由来するのであるといった神がイスラームに由来するのであるといった

主張と一緒に、主張と一緒に、やはり対話を通して深めて欲やはり対話を通して深めて欲

しいしいですです。。そそしてして文明間の対話はこうしたア文明間の対話はこうしたア

ングロサクソンなどに象徴されるような、ングロサクソンなどに象徴されるような、とと

もすれば、もすれば、万物が欧米、万物が欧米、あるいは古典古代のあるいは古典古代の

ギリシャに直接回帰しがちに捉えられているギリシャに直接回帰しがちに捉えられている

ような我々の常識性や、ような我々の常識性や、あるいは教科書的なあるいは教科書的な

知識に対する反省を実は迫るものではないか知識に対する反省を実は迫るものではないか

と思うわけです。と思うわけです。

　つまり、　つまり、文明の対話はある一定の事実や文明の対話はある一定の事実や

我々の既成観念を前提にするのではなくて、我々の既成観念を前提にするのではなくて、

人々の間の平等と国と国との間の平等を意味人々の間の平等と国と国との間の平等を意味

することでなければ、することでなければ、対話のレベルにならな対話のレベルにならな

いわけです。いわけです。相手を尊敬し、相手を尊敬し、相互相互がが平等だと平等だと

認識しなければ対話が成り立つはずがない。認識しなければ対話が成り立つはずがない。
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最初から自分の方の文明の価値観が上に立っ最初から自分の方の文明の価値観が上に立っ

ていて、ていて、すべての文明、すべての文明、あるいは科学技術のあるいは科学技術の

根源が根源が我我にあり、にあり、外には無いと外には無いと言う言うならば、ならば、

これは対話ではこれは対話ではありません。ありません。ダイダイアローグでアローグで

はないのであってはないのであって、、モノローグということにモノローグということに

なってしまう。なってしまう。

　つまり、　つまり、文明の対話は理性や自由に関わる文明の対話は理性や自由に関わる

という点でという点で言言えば、えば、ハタミ大統領の主張は大ハタミ大統領の主張は大

方の賛同、方の賛同、もしくは大方の少なくともあるももしくは大方の少なくともあるも

のを考える出発点にはなり得るのではないかのを考える出発点にはなり得るのではないか

と思います。と思います。いずれにしても、いずれにしても、私個人として私個人として

大変学びたいと思っているのは、大変学びたいと思っているのは、ともすればともすれば

自由論はアングロサクソンの自由論、自由論はアングロサクソンの自由論、ジョジョ

ンン・・スチュワートスチュワート・・ミルとか、ミルとか、あるいはアメあるいはアメ

リカ民主主義を書いたトクヴィルなどの自由リカ民主主義を書いたトクヴィルなどの自由

論、論、あるいは最近ではカールあるいは最近ではカール・・ポッパーやアポッパーやア

イザイアイザイア・・バーリンという流れで自由論を語バーリンという流れで自由論を語

るような、るような、言ってしまえば我が身内のことに言ってしまえば我が身内のことに

なりますが、なりますが、大学の政治哲学的な感覚、大学の政治哲学的な感覚、あるある

いは講義、いは講義、そういうものに対しても私自身もそういうものに対しても私自身も

含めて反省するよすがとして、含めて反省するよすがとして、やはりイスやはりイス

ラームにおける自由とは何かということを考ラームにおける自由とは何かということを考

えてみないと、えてみないと、そもそも自由というものの内そもそも自由というものの内

容を深めていくことはならない容を深めていくことはならないのでありますのであります。。

　江戸時代以前、　江戸時代以前、鎌倉時代等々において日本鎌倉時代等々において日本

人は自由が無かったと言った人は自由が無かったと言ったときときに、に、皆さん皆さん

はどうお思いになりますか。はどうお思いになりますか。江戸時代でも鎌江戸時代でも鎌

倉でも倉でもまったくまったく自由は無くて闇黒の世界自由は無くて闇黒の世界でで

あった。あった。明治維新以前はすべて自由が無かっ明治維新以前はすべて自由が無かっ

たというようなことは、たというようなことは、アングロサクソン的アングロサクソン的

なな規準によればそうかも規準によればそうかもししれませんが、れませんが、「それ「それ

はちょっと待ってくれ」はちょっと待ってくれ」とと言い言いたくなるかもたくなるかも

しれない。しれない。同じことを我々はイスラームの同じことを我々はイスラームの

ケースにして、ケースにして、それを自分達自身が知らないそれを自分達自身が知らない

内に語っている可能性があるということ内に語っている可能性があるということをを、、

少し反省を込めて語らなければならないと思少し反省を込めて語らなければならないと思

います。います。

　したがって、　したがって、この文明の対話は世界中のどこの文明の対話は世界中のど

こでも文化や思考の枠を画一化することを決こでも文化や思考の枠を画一化することを決

して意味しないのであって、して意味しないのであって、私の考えではそ私の考えではそ

の志はむしろ反対ではないかと思います。の志はむしろ反対ではないかと思います。ＩＴＩＴ

革命というと、革命というと、人々の価値観や慣習といった人々の価値観や慣習といった

側面をともすればないがしろにするように思側面をともすればないがしろにするように思

われがちでありますが、われがちでありますが、私は外交や安全保障私は外交や安全保障

の問題を考えましても、の問題を考えましても、国際戦略に展開する国際戦略に展開する

ようなカテゴリーを考える上でも、ようなカテゴリーを考える上でも、いかにＩＴいかにＩＴ

の時代においても日本人の価値観や慣習を完の時代においても日本人の価値観や慣習を完

全一様化して、全一様化して、そしてその価値をアングロサそしてその価値をアングロサ

クソンに委ねて、クソンに委ねて、そこの記号、そこの記号、言語を我々は言語を我々は

受け入れて、受け入れて、つまり英語ということになりまつまり英語ということになりま

すが、すが、そして一様化していくということはまそして一様化していくということはま

ず考えられない。ず考えられない。やはりＩＴが発達していくやはりＩＴが発達していく

中において大事なことは、中において大事なことは、我々はともすれば我々はともすれば

インターネットのホストが何かとか、インターネットのホストが何かとか、ホームホーム

ページがどうだとか、ページがどうだとか、伝達のスピードといっ伝達のスピードといっ

た技術的な問題だけを考える傾向がありまた技術的な問題だけを考える傾向がありま

す。す。

　しかし、　しかし、同時に私達は思想とは何か、同時に私達は思想とは何か、慣習慣習

と価値観とは今後のＩＴの中でどのように変と価値観とは今後のＩＴの中でどのように変

えられていくのか、えられていくのか、あるいは適応していくあるいは適応していくのの

かかといったことを考えないと、といったことを考えないと、それこそ真のそれこそ真の

意味での国際的な対話、意味での国際的な対話、ひいては国際的な戦ひいては国際的な戦

略といったようなものが生まれてこないよう略といったようなものが生まれてこないよう

な気がいたします。な気がいたします。

　いずれにしても、　いずれにしても、私は文明の対話とは日本私は文明の対話とは日本

であれ、であれ、イスラーム世界であれ、イスラーム世界であれ、アメリカでアメリカで

あれ、あれ、人々の個性と世界観を豊かにするため人々の個性と世界観を豊かにするため

の仕組みでなければならないと思います。の仕組みでなければならないと思います。どど

の文明にも一つの構造としてそこに属するの文明にも一つの構造としてそこに属する

人々の思考、人々の思考、感情、感情、それから行動といったもそれから行動といったも

のを決定し、のを決定し、影響づける枠組みというものが影響づける枠組みというものが

ある。ある。この枠組みを簡単に壊していくというこの枠組みを簡単に壊していくという

ことはなかなかにいかないのであります。ことはなかなかにいかないのであります。むむ

しろ、しろ、枠組みと枠組みが対することがありま枠組みと枠組みが対することがありま

す。す。それは歴史上確かにかつてハンチントンそれは歴史上確かにかつてハンチントン

やポッパーなどが言ったようやポッパーなどが言ったように、に、イランとギイランとギ

リシャのポリス国家が衝突したことは事実でリシャのポリス国家が衝突したことは事実で

す。す。

　しかし、　しかし、確かにそういう対決や衝突は世界確かにそういう対決や衝突は世界

史上生じておりますが、史上生じておりますが、同時にそれは自分達同時にそれは自分達

の枠組を壊して、の枠組を壊して、他の人達の枠組みと突き合他の人達の枠組みと突き合

わせてわせて、、新しい知的な展望、新しい知的な展望、新しい歴史的な新しい歴史的な

展望を開くことを可能にする機会も示してき展望を開くことを可能にする機会も示してき

たということも見なたということも見なければければ、、私達は歴史学者私達は歴史学者

として、として、例えば、例えば、ユーラシアを統一して世界ユーラシアを統一して世界

史を名実ともに実現したモンゴル帝国、史を名実ともに実現したモンゴル帝国、あるある

いはイスラーム遺産とヒューマニズムの価値いはイスラーム遺産とヒューマニズムの価値

を融合されたルネッサンス、を融合されたルネッサンス、こういう文明のこういう文明の

23-36.p65 2002/05/10, 22:49Page 32 Adobe PageMaker 6.5J/Win



3333

ＩＴ世紀の日本とイスラームＩＴ世紀の日本とイスラーム

衝突や対決が次なる対話につながった事実を衝突や対決が次なる対話につながった事実を

評価できないことになります。評価できないことになります。モンゴル帝国モンゴル帝国

の存在を評価できない人達というのはの存在を評価できない人達というのは、、結局結局

のところ文明というものは衝突するというのところ文明というものは衝突するという単単

なるなる衝突史観で終衝突史観で終わわってしまうってしまうのですのです。。我々我々

は衝突という事実を歴史的に否定するわけでは衝突という事実を歴史的に否定するわけで

はありません。はありません。しかし衝突は同時に次なる対しかし衝突は同時に次なる対

話、話、次なる文明的な融合をも生み出すという次なる文明的な融合をも生み出すという

ことが大事ではないかと思うわけです。ことが大事ではないかと思うわけです。

　しかしながら、　しかしながら、文明間の対話を推し進めた文明間の対話を推し進めた

としましても、としましても、デジタルデバイドをはじめとデジタルデバイドをはじめと

して、して、イスラーム世界と欧米との間に立ちはイスラーム世界と欧米との間に立ちは

だかる問題はあまりにも多い。だかる問題はあまりにも多い。何よりもデジ何よりもデジ

タルデバイドが情報革命以前の産業革命、タルデバイドが情報革命以前の産業革命、ああ

るいは最近言うところの軍事革命といったよるいは最近言うところの軍事革命といったよ

うなものの成功や失敗という結果が、うなものの成功や失敗という結果が、何らか何らか

の形で反映しているからであります。の形で反映しているからであります。それはそれは

文明や民族の絡む紛争文明や民族の絡む紛争やや対立とも関係してお対立とも関係してお

ります。ります。

　私が言うのは、　私が言うのは、犯罪や戦争にまつわるＩＴ犯罪や戦争にまつわるＩＴ

の闇というものを見ておきたいということでの闇というものを見ておきたいということで

す。す。例えば、例えば、9999年３月か年３月からら６月において行わ６月において行わ

れたれたＮＡＴＯＮＡＴＯのユーゴスラビア空爆と、のユーゴスラビア空爆と、9191年年

の湾岸危機、の湾岸危機、湾岸戦争における戦争のあり方湾岸戦争における戦争のあり方

も、も、このこの1010年も経たない内に大きく年も経たない内に大きく変化して変化して

いますいます。。その様変わりをした背景にあるのは、その様変わりをした背景にあるのは、

歴史的に言えば、歴史的に言えば、いずれもボスニアいずれもボスニア・・ヘルヘル

ツェゴビナ、ツェゴビナ、あるいはコソボ、あるいはコソボ、そしてイラク、そしてイラク、

中東というイスラーム世界が一つの舞台に中東というイスラーム世界が一つの舞台に

なっているということが一つなっているということが一つありますあります。。

　それからもう一つ、　それからもう一つ、戦争のあり方そのもの戦争のあり方そのもの

において、において、システムのあり方が変わってきてシステムのあり方が変わってきて

いるということが大変気になることでありまいるということが大変気になることでありま

す。す。今回の今回のＮＡＴＯＮＡＴＯのユーゴスラビア空爆はのユーゴスラビア空爆は

アメリカ空軍がアメリカ空軍が初めて初めて攻勢的なインフォメー攻勢的なインフォメー

ションション・・ウォーフェアウォーフェアというものというものが実施したが実施した

わけです。わけです。これは何かとこれは何かと言う言うと、と、ユーゴスラユーゴスラ

ビアの通信システムに侵入し、ビアの通信システムに侵入し、本物と思われ本物と思われ

るような偽の情報を写し出して、るような偽の情報を写し出して、ユーゴの防ユーゴの防

空作戦を混乱させたわけです。空作戦を混乱させたわけです。湾岸戦争にお湾岸戦争にお

いていてはは多国籍軍、多国籍軍、アメリカ軍は通信システムアメリカ軍は通信システム

を破壊しましたが、を破壊しましたが、それは物理的に破壊したそれは物理的に破壊した

のであります。のであります。今回の作戦はそうではなく今回の作戦はそうではなく

て、て、システム、システム、ソフト面で破壊したという点ソフト面で破壊したという点

が大きいが大きいのですのです。。

　ですから、　ですから、実際にこういう形で戦争のあり実際にこういう形で戦争のあり

方が変わってきているということは方が変わってきているということは、、逆も真逆も真

なりで、なりで、今度もしそういうシステムの弱さを今度もしそういうシステムの弱さを

突くとすれば、突くとすれば、さっき私が言った電子の穴とさっき私が言った電子の穴と

呼ばれる空白部分を突呼ばれる空白部分を突けばけば、、物理的な攻撃力物理的な攻撃力

を持っていなくても、を持っていなくても、つまりハードパワーをつまりハードパワーを

持っていないような人々、持っていないような人々、あるいは国であっあるいは国であっ

てもても、、アメリカの弱点を突くような戦争形態アメリカの弱点を突くような戦争形態

があり得る。があり得る。つまり、つまり、非対象型戦争、非対象型戦争、アシンアシン

メトリーな戦争ということになるでしょう。メトリーな戦争ということになるでしょう。

それから情報システムの攻防、それから情報システムの攻防、即ちインフォ即ちインフォ

メーションメーション・・ウォーフェアということですウォーフェアということです

が、が、現にもう行われてい現にもう行われていますます。。

　電子的な攻撃が行われると、　電子的な攻撃が行われると、それが個人のそれが個人の

いたずらなのか、いたずらなのか、集団のいたずらなのか、集団のいたずらなのか、テテ

ロ攻撃なのか、ロ攻撃なのか、あるいは国家による戦争行為あるいは国家による戦争行為

なのか、なのか、これを特定するこれを特定する、、判別することは、判別することは、攻攻

撃中はもとよりその後もなかなか難しい。撃中はもとよりその後もなかなか難しい。ここ

れは明らかにＩＴ時代におけるある闇の部れは明らかにＩＴ時代におけるある闇の部

分、分、暗い部分だと思います。暗い部分だと思います。

　現在に至るまで国際政治において高度な軍　現在に至るまで国際政治において高度な軍

事技術を持つか否かということは、事技術を持つか否かということは、大変大き大変大き

な意味合いを持って語られてまいりました。な意味合いを持って語られてまいりました。

しかし、しかし、仮に民族対立や地域紛争において抑仮に民族対立や地域紛争において抑

止力というものを決定する止力というものを決定するのは、のは、民族対立や民族対立や

地域紛争は実に悲しいことですが、地域紛争は実に悲しいことですが、イスラーイスラー

ムの世界、ムの世界、あるいはイスラーム世界の周辺部あるいはイスラーム世界の周辺部

において圧倒的に起きている。において圧倒的に起きている。こういった地こういった地

域において、域において、例えば生まれたばかりの国家、例えば生まれたばかりの国家、

具体的には中央アジアのような新興国家がア具体的には中央アジアのような新興国家がア

メリカや日本の水準とまでは言わないまでメリカや日本の水準とまでは言わないまで

も、も、高度な軍事技術、高度な軍事技術、つまりＩＴの成果を受つまりＩＴの成果を受

けた抑止力を持たなければ、けた抑止力を持たなければ、現実にアフガニ現実にアフガニ
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の武装闘争派や、の武装闘争派や、あるいは彼らによって引きあるいは彼らによって引き

起こされるような民族紛争、起こされるような民族紛争、地域紛争という地域紛争という

ものを封じ込めるのは難しくなってきているものを封じ込めるのは難しくなってきている

ということであります。ということであります。

　ＩＴの時代とは政治学的に言えば、　ＩＴの時代とは政治学的に言えば、ポスポス

トト・・「「ポスト冷戦ポスト冷戦」」ということです。ということです。ポスト冷ポスト冷

戦がひとまず終わり、戦がひとまず終わり、さらにポスト冷戦の後さらにポスト冷戦の後

をどのように再構築していくか。をどのように再構築していくか。何度も繰り何度も繰り

返して申し訳返して申し訳ありませんがありませんが、、日本外交はポス日本外交はポス

ト冷戦の外交哲学の形成にも苦労したのに加ト冷戦の外交哲学の形成にも苦労したのに加

えて、えて、ポストポスト・・「ポスト冷戦」「ポスト冷戦」においてまた混においてまた混

乱が生じているわけですが、乱が生じているわけですが、ポストポスト・・「ポスト「ポスト

冷戦」冷戦」における外交や安全保障のあり方といにおける外交や安全保障のあり方とい

うものが変わってきているうものが変わってきているのですのです。。

　それは国際社会の変容というものが　それは国際社会の変容というものが、、一言一言

でで言う言うと、と、安全共同体としての国民国家が総安全共同体としての国民国家が総

体化しているということ。体化しているということ。国家というのは国家というのは

元々は中国史の春秋時代の邑というような国元々は中国史の春秋時代の邑というような国

家が小さな都市から出発して城壁によって住家が小さな都市から出発して城壁によって住

民達の安全を図った。民達の安全を図った。この城壁の名残が発展この城壁の名残が発展

して万里の長城を中国の周辺にめぐらすわけして万里の長城を中国の周辺にめぐらすわけ

にいかないにいかないにしても、にしても、中国人はそれに近いこ中国人はそれに近いこ

とをとを行った行ったわけです。わけです。万里の長城は何かと万里の長城は何かと言言

うとうと、、邑の城壁の延長線にあったわけです。邑の城壁の延長線にあったわけです。

国家安全保障というもの国家安全保障というものは、は、城壁の外の脅威城壁の外の脅威

から仕切るということだったわけです。から仕切るということだったわけです。中国中国

人人ががスケールの大きいのはスケールの大きいのは、、それを現実に北それを現実に北

方民族に関して実現したということです。方民族に関して実現したということです。

　ところが、　ところが、これを無限にやるわけにはいかこれを無限にやるわけにはいか

ないないののです。です。そこで何が出てきたかとそこで何が出てきたかと言う言うと、と、

国際関係では国境という概念が出てき国際関係では国境という概念が出てきましました。た。

国境という概念を作ることによって、国境という概念を作ることによって、そこでそこで

安全保障の安全共同体としての単位が国家と安全保障の安全共同体としての単位が国家と

いう形になってくる。いう形になってくる。そのために戦争が行わそのために戦争が行わ

れるけれども、れるけれども、もちろん外交や条約の締結なもちろん外交や条約の締結な

どを通した日常のある安全性の確保が進めらどを通した日常のある安全性の確保が進めら

れていったわけです。れていったわけです。このような国家というこのような国家という

のは中国だけではなくて、のは中国だけではなくて、ささららにホッブスがにホッブスが

イギリスでイギリスで『『リヴァイアサンリヴァイアサン』』という本という本の中の中

でで、、外部の脅威から個人の自由と安全を守る外部の脅威から個人の自由と安全を守る

のが国家の役割だとのが国家の役割だと書いています書いています。。即ち、即ち、安全安全

共同体として仕切るのが国家の役割だという共同体として仕切るのが国家の役割だという

ことことがが、、長い長い間間ホッブス的な意味において私ホッブス的な意味において私

達が受け入れてきた国家論だったわけです。達が受け入れてきた国家論だったわけです。

　ところが先ほど来、　ところが先ほど来、お話お話しししていますようしていますよう

に、に、こういうＩＴ革命とグローバリゼーショこういうＩＴ革命とグローバリゼーショ

ンの中で軍事技術そのものが刷新された中にンの中で軍事技術そのものが刷新された中に

おいて、おいて、国家の役割も変質しているというこ国家の役割も変質しているというこ

とであります。とであります。例えば、例えば、もはやもはや城壁に名残と城壁に名残と

も言うべき国境で囲まれた近代主権国家は難も言うべき国境で囲まれた近代主権国家は難

攻不落の城塞ではない攻不落の城塞ではないのです。のです。仕切りをいと仕切りをいと

もたやすく突破する核ミサイルやステルスともたやすく突破する核ミサイルやステルスと

いった軍事技術によって、いった軍事技術によって、我々は打ち破られ我々は打ち破られ

るのを垣間見ているわけです。るのを垣間見ているわけです。それどころそれどころ

か、か、先ほども触れましたように、先ほども触れましたように、戦略的な情戦略的な情

報戦争といったものが行われている。報戦争といったものが行われている。ある国ある国

内のサイバースペースに侵入したり、内のサイバースペースに侵入したり、その安その安

全を脅かしてシステムの弱点をどう突くか全を脅かしてシステムの弱点をどう突くか

が、が、今恐らく軍事的なパワーの非常に大きな今恐らく軍事的なパワーの非常に大きな

関心事になってきている関心事になってきているのですのです。。

　しかも、　しかも、これは国家のレベルだけで行われこれは国家のレベルだけで行われ

ているのではなくて、ているのではなくて、私は武装私は武装ＮＧＯＮＧＯと表現と表現

しておきたいしておきたいのですのですけれども、けれども、アフガニスタアフガニスタ

ンから中央アジアにおいて活躍しているようンから中央アジアにおいて活躍しているよう

なウサーマなウサーマ・・ビンビン・・ラーディン、ラーディン、あるいはナあるいはナ

ゴノゴノ・・カラバフやカラバフや、、チェチェンにおいて活躍チェチェンにおいて活躍

しているようなイブンしているようなイブン・・ハッターブ、ハッターブ、こういこうい

う人達による武装う人達による武装ＮＧＯＮＧＯ集団集団によっても行わによっても行わ

れています。れています。彼らが国民国家として弱い部分、彼らが国民国家として弱い部分、

それは中央アジアであったりアゼルバイジャそれは中央アジアであったりアゼルバイジャ

ンであったり、ンであったり、あるいはチェチェンであったあるいはチェチェンであった

りり、、まさに国防力や安全まさに国防力や安全性の性の弱い国々弱い国々ににおいおい

てて、、またまたグローバリゼーションの隙間の中でグローバリゼーションの隙間の中で

不安定な立場に立っている国家、不安定な立場に立っている国家、あるいはロあるいはロ

シアといった国を相手にして戦略的とも言えシアといった国を相手にして戦略的とも言え

るような情報戦争、るような情報戦争、あるいはサイバースペーあるいはサイバースペー

スに侵入するようなテロル、スに侵入するようなテロル、つまりプログラつまりプログラ

ムや画面の破壊といったものを容易に行うこムや画面の破壊といったものを容易に行うこ

とができるような事態が生じているということができるような事態が生じているというこ

とだと思います。とだと思います。

　これはかつてのように破壊力の強い武器に　これはかつてのように破壊力の強い武器に

よる戦争といった段階をはるかに超えた、よる戦争といった段階をはるかに超えた、しし

かも先ほどから申しているように、かも先ほどから申しているように、脆弱なイ脆弱なイ

スラーム世界のかなりの部分はスラーム世界のかなりの部分は、、特に特に中央ア中央ア

ジアのようなジアのような周辺部周辺部、、脆弱な国防システムし脆弱な国防システムし

か持たない国か持たない国などなどには現に存在には現に存在しますします。。そうそう

した国々に対してウサーマした国々に対してウサーマ・・ビンビン・・ラーディラーディ
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ンのような非国家主体、ンのような非国家主体、武装武装ＮＧＯＮＧＯが国家にが国家に

優に対抗できる状況を作り出しつつあるとい優に対抗できる状況を作り出しつつあるとい

うことは、うことは、極めて特筆すべきことではないか極めて特筆すべきことではないか

と思います。と思います。

　このことは、　このことは、日本において日本においてももｉモードを利ｉモードを利

用したような市民レベルの犯罪、用したような市民レベルの犯罪、またまた世界的世界的

なレベルで言えば犯罪なレベルで言えば犯罪的には的には低度低度にになるのでなるので

しょうが、しょうが、我々にとって非常に深刻な犯罪が我々にとって非常に深刻な犯罪が

起きてい起きていますます。。あのようにｉモードが市民レあのようにｉモードが市民レ

ベルの犯罪を助長しているというようなことベルの犯罪を助長しているというようなこと

を考えれば、を考えれば、このサイバーアクティビズムなこのサイバーアクティビズムな

どに覆われた戦争、どに覆われた戦争、ときにはときには文明論や宗教的文明論や宗教的

な論争な論争ををも巻き込むような、も巻き込むような、電子的な攻撃を電子的な攻撃を

受けるということがどういう意味を持つのか受けるということがどういう意味を持つのか

ということがお解りいただけるかと思いまということがお解りいただけるかと思いま

すす。。非常にやっかいなのは、非常にやっかいなのは、要するにかりそ要するにかりそ

めにどこからか電子的な攻撃を受け、めにどこからか電子的な攻撃を受け、こちらこちら

の経済が破壊されたとしての経済が破壊されたとしてどうなるのかといどうなるのかとい

うことです。うことです。

　　今年の１月、今年の１月、２月でしたか、２月でしたか、日本の中央官日本の中央官

庁のホームページに庁のホームページに、、あるある近隣の非常に大き近隣の非常に大き

な国のサイトを何回も経由してきたらしいな国のサイトを何回も経由してきたらしいインイン

ベーダーが入りこんでベーダーが入りこんで、、日本の官庁のホーム日本の官庁のホーム

ページすべてページすべてに、に、南京事件でしたでしょうか、南京事件でしたでしょうか、

それに関する日本批判のメッセージが書き加それに関する日本批判のメッセージが書き加

えられていたことがある。えられていたことがある。それができたといそれができたとい

うことは、うことは、彼らは日本の官庁の様々な秘密、彼らは日本の官庁の様々な秘密、

あるいは我々自身の市民的なプライバシーとあるいは我々自身の市民的なプライバシーと

いったものを完全に垣間見たことになる。いったものを完全に垣間見たことになる。ああ

るいはそれを変えることさえもできる。るいはそれを変えることさえもできる。もしもし

その気になれば、その気になれば、我々の銀行口座の額まで変我々の銀行口座の額まで変

えることができる。えることができる。そういうことが非常に大そういうことが非常に大

きな危険きな危険なのですなのです。。

　これはコンピュータネットワークとプログ　これはコンピュータネットワークとプログ

ラム、ラム、ソフトウソフトウェェアで作られるサイバースアで作られるサイバース

ペースという空間がペースという空間が、、武装武装ＮＧＯＮＧＯにとってはにとっては

格好の天国のような空間になってきていると格好の天国のような空間になってきていると

いうことです。いうことです。

　　我々が慣れ親しんできたのは我々が慣れ親しんできたのは、、三次元的な三次元的な

空間です。空間です。ところが、ところが、サイバースペースといサイバースペースとい

う空間はう空間は、、四次元を飛び越して五次元四次元を飛び越して五次元なのでなので

ははないかと思います。ないかと思います。つまり、つまり、時間と空間を時間と空間を

自由に動ける空間である。自由に動ける空間である。過去から現在、過去から現在、そそ

して未来へ。して未来へ。あるいは地域を超えて、あるいは地域を超えて、場合に場合に

よっては宇宙まで。よっては宇宙まで。こういうことになりますこういうことになります

と、と、地理的な国境や時間的な深さがない。地理的な国境や時間的な深さがない。個個

人と国家という区別もない。人と国家という区別もない。前線と後方の区前線と後方の区

別もない。別もない。犯罪と軍事も我々が三次元的に考犯罪と軍事も我々が三次元的に考

えているようなレベルでは解釈できないようえているようなレベルでは解釈できないよう

な空間になってくる。な空間になってくる。その空間はその空間は、、既に我々既に我々

の日常においての日常において、、実は三次元空間と共存する実は三次元空間と共存する

ような状態になっている。ような状態になっている。ですから日本におですから日本にお

いてｉモードによるいてｉモードによる「「ささやかなささやかな」」という表という表

現が果たして適切かどうかは別として、現が果たして適切かどうかは別として、そうそう

いう犯罪が起きるというのはある意味で、いう犯罪が起きるというのはある意味で、ここ

のような大きな前提を考えてみた場合に非常のような大きな前提を考えてみた場合に非常

に遺憾なことだけれども、に遺憾なことだけれども、大きなコロライン大きなコロライン

の中で見れば、の中で見れば、当然予想される事態でもある当然予想される事態でもある

と言うことになと言うことになりますります。。

　ですから、　ですから、イスラームの世界などにおいてイスラームの世界などにおいて

は特にそうですが、は特にそうですが、日本においてもこういう日本においてもこういう

ハイブリッドな世界ができている。ハイブリッドな世界ができている。そうしたそうした

ときときに、に、我々がＩＴ時代においていろいろ対我々がＩＴ時代においていろいろ対

処すべきことはありますが、処すべきことはありますが、こういう電子的こういう電子的

な攻撃による犯罪な攻撃による犯罪、、テロルといったものに対テロルといったものに対

して協同で対処する。して協同で対処する。そういう知恵を持つ。そういう知恵を持つ。

そしていずれかの国が国家としてインフォそしていずれかの国が国家としてインフォ

メーションメーション・・ウォーフェアと言いますか、ウォーフェアと言いますか、ここ

ういう情報などによる戦争といったものが宣ういう情報などによる戦争といったものが宣

誓された誓されたときときに、に、それに対して適応させたり、それに対して適応させたり、

それに対して協同で反撃したりするようなノそれに対して協同で反撃したりするようなノ

ウハウウハウをを考えていくということも、考えていくということも、実は残念実は残念

ながら我々がＩＴ時代において直面しているながら我々がＩＴ時代において直面している

課題ではないかと思います。課題ではないかと思います。

ⅣⅣ .21.21 世紀のＩＴ時代とは世紀のＩＴ時代とは

　最後にこの点との関係で一言だけ触れてお　最後にこの点との関係で一言だけ触れてお

しまいにしたいのですが、しまいにしたいのですが、つまり、つまり、ＩＴ世紀ＩＴ世紀

と私がかりそめに名付けたと私がかりそめに名付けた212 1 世紀において世紀において

は、は、私自身はやはり極端に排外主義的なナ私自身はやはり極端に排外主義的なナ

ショナリズムであるとか、ショナリズムであるとか、あるいはアナーキあるいはアナーキ

ズムであるとか、ズムであるとか、あるいはファシズムといっあるいはファシズムといっ

たようなものがたようなものが、、世界を支配することがない世界を支配することがない

ように願っております。ように願っております。同じようにイスラー同じようにイスラー

ムの文脈で申しますと、ムの文脈で申しますと、極端なイスラーム主極端なイスラーム主

義の武装闘争派、義の武装闘争派、原理主義に俗称されるよう原理主義に俗称されるよう

なグループが世界を支配することが無いなグループが世界を支配することが無いようよう

ににと願っております。と願っております。
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　こ　こののような特殊なグループが世界を支配しような特殊なグループが世界を支配し

ない限り、ない限り、私はＩＴ世紀の特徴とは私はＩＴ世紀の特徴とは、、やはりやはり

インターコネクティビティ、インターコネクティビティ、相互接続という相互接続という

最初に触れた特徴がますます深まる時代にな最初に触れた特徴がますます深まる時代にな

ると思います。ると思います。それを促すのがＩＴ革命だとそれを促すのがＩＴ革命だと

いうことになるわけです。いうことになるわけです。私は歴史学者です私は歴史学者です

からこれを歴史的に位置付けるとすれば、からこれを歴史的に位置付けるとすれば、世世

界史において申しますと、界史において申しますと、私の知る限り全く私の知る限り全く

空前絶後の文明と文明の間の、空前絶後の文明と文明の間の、そして地域とそして地域と

地域との間の接続ということになる。地域との間の接続ということになる。つまりつまり

インターコネクティビティは従来もいろインターコネクティビティは従来もいろいろいろ

なな形であったけれども、形であったけれども、それが今のところそれが今のところ

もっとも完成した形で行われることになるのもっとも完成した形で行われることになるの

が、が、ＩＴ時代としてのＩＴ時代としての2121世紀だと思います。世紀だと思います。

　イスラームの世界について申しますと、　イスラームの世界について申しますと、もも

ちろん武装闘争によって自分達の主張の普遍ちろん武装闘争によって自分達の主張の普遍

化を図っているのは一部でありまして、化を図っているのは一部でありまして、イスイス

ラームという世界史を見ても、ラームという世界史を見ても、空前の発展を空前の発展を

遂げた文明が異文明や文化との摩擦ではなく遂げた文明が異文明や文化との摩擦ではなく

て、て、まさに相互接続の時代にふさわしい対話まさに相互接続の時代にふさわしい対話

を発展させる。を発展させる。そして、そして、先ほど紹介したハタ先ほど紹介したハタ

ミ大統領の主旨に沿って、ミ大統領の主旨に沿って、欧米中心の世界史欧米中心の世界史

や、や、あるいはアングロサクソンなどによっあるいはアングロサクソンなどによっ

てて、、ともすればともすれば偏りがちの偏りがちの、、つまり記号言語とつまり記号言語と

しての英語があまりにも巨大な影響力を持っしての英語があまりにも巨大な影響力を持っ

ているからですているからですが、が、そういうそういうＩＴ革命に対しＩＴ革命に対し

ていわばバランスを戻すような役割を演じるていわばバランスを戻すような役割を演じる

ことを、ことを、イスラームと日本との対話を通してイスラームと日本との対話を通して

期待しておきたいわけであります。期待しておきたいわけであります。その仲立その仲立

ちになるのが日本だというのはやや高慢に聞ちになるのが日本だというのはやや高慢に聞

こえるかもこえるかもししれませんが、れませんが、少なくとも日本、少なくとも日本、

あるいは早稲田大学のあるいは早稲田大学のようような意欲的な研究な意欲的な研究・・

教育機関がＩＴ革命において、教育機関がＩＴ革命において、文明の対話を文明の対話を

通してバランス感覚に満ちた処方箋を提示し通してバランス感覚に満ちた処方箋を提示し

てくれるのではないかと期待感を表明しつてくれるのではないかと期待感を表明しつ

つ、つ、今日の早稲田大学での講演を終今日の早稲田大学での講演を終わわらせてらせて

いただきたいと思います。いただきたいと思います。ご清聴ありがとうご清聴ありがとう

ございました。ございました。
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