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イスラム世界におけるイスラム世界における

ＩＴの歴史とＩＴの歴史と

現状について現状について

早稲田大学教授早稲田大学教授

吉村吉村    作治作治

　　　　　　　　　　　　　　ⅠⅠ .. はじめにはじめに

　「イスラムとＩＴ」　「イスラムとＩＴ」という一見結びつかなという一見結びつかないい

テーマでお話をするのはなかなか勇気のいるテーマでお話をするのはなかなか勇気のいる

ことですが、ことですが、私は以前私は以前からから、、イスラム教が中イスラム教が中

心的な宗教となっている中東の地心的な宗教となっている中東の地は、は、古代よ古代よ

りＩＴ即ち情報技術りＩＴ即ち情報技術ににとてもたけた人たちがとてもたけた人たちが

住んでいた地域であると思っていました。住んでいた地域であると思っていました。ここ

こ数年世界中でＩＴが注目を浴び、こ数年世界中でＩＴが注目を浴び、特にその特にその

技術的な先進性のみが一人歩きしている感が技術的な先進性のみが一人歩きしている感が

あることに疑問を感じていました。あることに疑問を感じていました。

　ＩＴにとって一番大切なことはその中身で　ＩＴにとって一番大切なことはその中身で

あり、あり、その中身をより早く、その中身をより早く、より正確に、より正確に、よよ

り多く、り多く、より充実させようとの趣旨で技術がより充実させようとの趣旨で技術が

磨かれるのが本筋ですが、磨かれるのが本筋ですが、先に技術が進み、先に技術が進み、

その中身が追いついていっていないという現その中身が追いついていっていないという現

状をいわゆる先進国はもう一度反省を含めて状をいわゆる先進国はもう一度反省を含めて

考え直す必要があるのではないかと考え、考え直す必要があるのではないかと考え、ここ

のシンポジウムを催行したのシンポジウムを催行したというというわけです。わけです。

　今回は、　今回は、私が研究調査しているエジプトを私が研究調査しているエジプトを

中心に中東地域のＩＴの現状を調査し、中心に中東地域のＩＴの現状を調査し、またまた

私達のエジプトでの考古学的調査を含めて私私達のエジプトでの考古学的調査を含めて私

達がどういった障害や恩恵を受けているか、達がどういった障害や恩恵を受けているか、

そして今後このＩＴ化がどう進んでいくかをそして今後このＩＴ化がどう進んでいくかを

少ない時間ですが考えてみたいと思います。少ない時間ですが考えてみたいと思います。

　　ⅡⅡ ..「情報化先進国」「情報化先進国」湾岸の現状と湾岸の現状と

エジプト事情エジプト事情

　　先ごろアラブ首長国連邦のドバイを訪れる先ごろアラブ首長国連邦のドバイを訪れる

機会がありましたが、機会がありましたが、情報化の波が急速に情報化の波が急速に

覆っている現実を目の当たりにして、覆っている現実を目の当たりにして、大変驚大変驚

きました。きました。湾岸諸国はいずれの国も湾岸諸国はいずれの国も19941994～～9595

年あたりから、年あたりから、インターネットの導入がインターネットの導入がさかさか

んになり始めました。んになり始めました。湾岸諸国の中でももっ湾岸諸国の中でももっ

ともリーダー的な役割を果たしてきたのはクともリーダー的な役割を果たしてきたのはク

ウェウェートでありましたが、ートでありましたが、近年アラブ首長国近年アラブ首長国

連邦は、連邦は、湾岸諸国を代表する勢いで、湾岸諸国を代表する勢いで、インイン

ターネット環境を充実させたようです。ターネット環境を充実させたようです。

　　このあたりの事情は、このあたりの事情は、保坂修司さんや脇祐保坂修司さんや脇祐
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三さんが書いておられますが、三さんが書いておられますが、ここで改めてここで改めて

紹介しますと、紹介しますと、そもそも湾岸のインターネッそもそも湾岸のインターネッ

トト・・プロバイダーの特徴は、プロバイダーの特徴は、ほとんどすべてほとんどすべて

が通信省ないしは公営の電信電話会社によるが通信省ないしは公営の電信電話会社による

独占企業で、独占企業で、プロバイダー間の競争はまったプロバイダー間の競争はまった

く無いそうです。く無いそうです。アラブ首長国連邦では、アラブ首長国連邦では、中中

東地域全域でも最も充実したサービスを提供東地域全域でも最も充実したサービスを提供

するプロバイダーのするプロバイダーの「エミレッツ「エミレッツ・・インターインター

ネット」ネット」があり、があり、このプロバイダーのバックこのプロバイダーのバック

には、には、中東最大の通信会社中東最大の通信会社「エミレッツ「エミレッツ・・テテ

レコム」レコム」通称通称「エティサラット「エティサラット(Etisalat)(Etisalat)」」

が控えていて、が控えていて、電子メールからウェブサイト電子メールからウェブサイト

の提供まで、の提供まで、完全なサービスを誇っていると完全なサービスを誇っていると

いう事情があります。いう事情があります。

　　イスラム諸国にとっては、イスラム諸国にとっては、インターネットインターネット

の利用促進は、の利用促進は、社会風俗としての有害情報社会風俗としての有害情報

（たとえばポルノ情報）（たとえばポルノ情報）にどのように対処すにどのように対処す

るか、るか、また反体制勢力が発信する情報にどのまた反体制勢力が発信する情報にどの

ように対応するか、ように対応するか、などのイスラム国家としなどのイスラム国家とし

ての根本的な問題がありての根本的な問題があり、、大きな課題となっ大きな課題となっ

ておりますが、ておりますが、やはり利用促進による現実的やはり利用促進による現実的

なメリットは、なメリットは、湾岸諸国が湾岸諸国がもっともっとも評価しても評価して

いるところのようです。いるところのようです。サウジアラビアやクサウジアラビアやク

ウェートなどの湾岸諸国はおおむね、ウェートなどの湾岸諸国はおおむね、インイン

ターネットの導入を学術研究やビジネスに欠ターネットの導入を学術研究やビジネスに欠

かせないものかせないものだだと考えているようで、と考えているようで、利用者利用者

がたいへん増えてきてはいます。がたいへん増えてきてはいます。しかし、しかし、ササ

ウジアラビアなどの宗教的戒律の厳しい国でウジアラビアなどの宗教的戒律の厳しい国で

は、は、一般向けのインターネット一般向けのインターネット・・プロバイプロバイ

ダーは無く、ダーは無く、インターネットの利用は、インターネットの利用は、大学大学

の研究機関や政府機関に限られているというの研究機関や政府機関に限られているという

現状があります。現状があります。

　　また携帯電話もビジネスに深く関わるメまた携帯電話もビジネスに深く関わるメ

ディアとして、ディアとして、大きく注目されています。大きく注目されています。ちち

なみにアラブ首長国連邦では、なみにアラブ首長国連邦では、中東各国の電中東各国の電

話会社が合弁で設立した話会社が合弁で設立した「スラーヤー「スラーヤー・・サテサテ

ライトライト・・テレコムテレコム(Th u r a y a  S a t e l l i t e( T h u r a y a  S a t e l l i t e

Telecom.)Telecom.)」」が、が、アブダビに本拠を据えて、アブダビに本拠を据えて、本本

年３月から、年３月から、国際的衛星携帯電話のサービス国際的衛星携帯電話のサービス

を始めたと聞いています。を始めたと聞いています。スラーヤーの携帯スラーヤーの携帯

電話は、電話は、従来のＧＳＭ携帯電話の電波が届か従来のＧＳＭ携帯電話の電波が届か

ないエリアでは、ないエリアでは、自動的に衛星電話モードに自動的に衛星電話モードに

切り替わる強みを持っています。切り替わる強みを持っています。またスラーまたスラー

ヤー衛星がカバーしていない国に行っても、ヤー衛星がカバーしていない国に行っても、

従来のＧＳＭ携帯電話として利用できるとい従来のＧＳＭ携帯電話として利用できるとい

う大きなメリットを持っています。う大きなメリットを持っています。

　　さて、さて、このような湾岸の情報先進国ぶりをこのような湾岸の情報先進国ぶりを

見た上で、見た上で、エジプトについてお話をしていくエジプトについてお話をしていく

ことになりますが、ことになりますが、エジプトの情報化事情にエジプトの情報化事情に

触れるには、触れるには、ままずずお隣のイスラエルの情勢にお隣のイスラエルの情勢に

目を向けざるを得ません。目を向けざるを得ません。というのは、というのは、イスイス

ラエルは、ラエルは、パソコンでも携帯電話でも、パソコンでも携帯電話でも、中東中東

諸国のなかではとびぬけて高いハイテク立国諸国のなかではとびぬけて高いハイテク立国

となっているからです。となっているからです。このあたりのいきさこのあたりのいきさ

つに関しては、つに関しては、畑中美樹さんや中西俊祐さん畑中美樹さんや中西俊祐さん

も書いていらっしゃいますので参照していたも書いていらっしゃいますので参照していた

だくと良いのですが、だくと良いのですが、簡単にまとめますと、簡単にまとめますと、

こうしたハイテク化が進んだ背景として、こうしたハイテク化が進んだ背景として、8080

年代末から旧ソ連の優秀な技術者がたくさん年代末から旧ソ連の優秀な技術者がたくさん

流入したことと、流入したことと、ＰＬＯとの和解が進んだこＰＬＯとの和解が進んだこ

とによって、とによって、民生の利用に弾みがついたこと民生の利用に弾みがついたこと

などが挙げられるようです。などが挙げられるようです。

　　そして、そして、これからお話しするエジプトの情これからお話しするエジプトの情

報化の進行度ですが、報化の進行度ですが、中西さんは日本アラブ中西さんは日本アラブ

協会発行の機関誌の中で、協会発行の機関誌の中で、「エジプトがイス「エジプトがイス

ラエルを追いかけるほどの勢いで情報化を進ラエルを追いかけるほどの勢いで情報化を進

めている国」めている国」というように位置付けていらっというように位置付けていらっ

しゃいます。しゃいます。中西さんはこの論考の中で、中西さんはこの論考の中で、エエ

ジプトが情報化を推進させた経緯について、ジプトが情報化を推進させた経緯について、

エジプト国内で産業民営化に平行して情報通エジプト国内で産業民営化に平行して情報通

信基盤の整備と電子メディアの導入が始ま信基盤の整備と電子メディアの導入が始ま

り、り、政府主導の国内情報ネットの構築が始政府主導の国内情報ネットの構築が始

まったという流れを報告されております。まったという流れを報告されております。ここ

れによって、れによって、民間のインターネット利用に大民間のインターネット利用に大

いにはずみがついたということです。いにはずみがついたということです。携帯電携帯電

話の方も急速な普及率を見せており話の方も急速な普及率を見せております。ます。ここ

れらインターネットや携帯電話の利用者がカれらインターネットや携帯電話の利用者がカ

イロやアレキサンドリアに集中してしイロやアレキサンドリアに集中してしまいまい、、

地方へのサービスが遅れがちになっているな地方へのサービスが遅れがちになっているな

どエジプトならではの問題点もここで指摘さどエジプトならではの問題点もここで指摘さ

れていますが、れていますが、これも次第に解消されていくこれも次第に解消されていく

流れになるのでしょう。流れになるのでしょう。

ⅢⅢ .. エジプトにおける情報化進行の実際エジプトにおける情報化進行の実際

～～考古学研究のフィールドから考古学研究のフィールドから～～

　　さて、さて、私ども、私ども、エジプト考古学研究のエジプト考古学研究の

フィールドフィールド調査調査を始めたのがを始めたのが19661966年でありま年でありま

すから、すから、かれこれかれこれ3535 年近く、年近く、もっぱらエジプもっぱらエジプ
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トに関わってきたことになります。トに関わってきたことになります。１年に２１年に２

度あるいは３度と調査隊を日本から派遣し続度あるいは３度と調査隊を日本から派遣し続

けたわけですから、けたわけですから、日本とエジプトの間の通日本とエジプトの間の通

信事情は私どもにとっても深い関わりがあり信事情は私どもにとっても深い関わりがあり

ました。ました。またエジプト国内においても、またエジプト国内においても、ルクルク

ソールという辺鄙なところで調査を続けてきソールという辺鄙なところで調査を続けてき

ましたから、ましたから、国内の通信事情の進展も実体験国内の通信事情の進展も実体験

として感じてきました。として感じてきました。まずまず、、19761976年にルク年にルク

ソールに建てたワセダハウスの電話が申請しソールに建てたワセダハウスの電話が申請し

たきり未だに引かれてないにもかかわらず、たきり未だに引かれてないにもかかわらず、

今ではモバイルと今ではモバイルと呼ばれ呼ばれている携帯電話の普ている携帯電話の普

及のため及のため、、何の不自由もしていないという事何の不自由もしていないという事

実があります。実があります。しかし電話線が来ていないたしかし電話線が来ていないた

め、め、メールなどは交信できないのでメールなどは交信できないので、、片不便片不便

の状態ではあります。の状態ではあります。

　しかし、　しかし、まず携帯電話が普及したため、まず携帯電話が普及したため、宿舎宿舎

と作業現場の砂漠との間や、と作業現場の砂漠との間や、カイロとルクカイロとルク

ソールなど、ソールなど、都市と都市の都市と都市の間間の連絡はとてもの連絡はとても

容易になりました。容易になりました。一方電話の普及の進んで一方電話の普及の進んで

いるカイロのワセダハウスでは事情が違っているカイロのワセダハウスでは事情が違って

います。います。インターネット環境が整ったことインターネット環境が整ったこと

で、で、日本とエジプトの間の連絡も大変便利に日本とエジプトの間の連絡も大変便利に

なりなり、、電子メールによる往信が基本的な通信電子メールによる往信が基本的な通信

手段となりました。手段となりました。また宿舎の周辺にも、また宿舎の周辺にも、イイ

ンターネットンターネット・・カフェがいくつかできましたカフェがいくつかできました

ので、ので、調査に参加する隊員たちが個人的な通調査に参加する隊員たちが個人的な通

信をするのにも、信をするのにも、大変便利になりました。大変便利になりました。

　　こうした潮流はこのこうした潮流はこの3030 年余の流れの中で、年余の流れの中で、

徐々に押し寄せてきたとも言えますが、徐々に押し寄せてきたとも言えますが、特に特に

私どものフィールドとの関わりで言えば、私どものフィールドとの関わりで言えば、湾湾

岸戦争の岸戦争の後後、、特特にに19951995～～9696 年あたりであり年あたりであり

ましょうか、ましょうか、一例を挙げるなら、一例を挙げるなら、ダハシューダハシュー

ルというピラミッドルというピラミッド・・ゾーンの一角にあったゾーンの一角にあった

軍事基地が軍事基地が、、砂漠の奥に引っ込んで観光地と砂漠の奥に引っ込んで観光地と

して開放されていった過程と機を一にしていして開放されていった過程と機を一にしてい

るような感じを受けます。るような感じを受けます。この時期には、この時期には、カカ

イロの繁華街とギザのピラミッドイロの繁華街とギザのピラミッド・・エリアをエリアを

結ぶ間に、結ぶ間に、環状高速道路が整備されていく、環状高速道路が整備されていく、

ギザの一角まで地下鉄網が整備されていく、ギザの一角まで地下鉄網が整備されていく、

という時期にも対応します。という時期にも対応します。ギザとカイロのギザとカイロの

間の往復と間の往復と言え言えば、ば、市電に乗るかバスで行く市電に乗るかバスで行く

かという時代からは、かという時代からは、隔世の感があります。隔世の感があります。

　　さて、さて、もう一つ、もう一つ、エジプトで考古学研究にエジプトで考古学研究に

携わっておりますと、携わっておりますと、どうしても現地の考古どうしても現地の考古

学情報学情報にに深く関わるようになります。深く関わるようになります。実実はこはこ

れも切実な問題でありまして、れも切実な問題でありまして、これまでは西これまでは西

欧諸国が調査した成果は、欧諸国が調査した成果は、報告書などを通じ報告書などを通じ

て比較的手に入れやすかったのですが、て比較的手に入れやすかったのですが、肝心肝心

のエジプト考古局が進めた成果などは、のエジプト考古局が進めた成果などは、お役お役

所の文書の中に埋もれてしまったり、所の文書の中に埋もれてしまったり、またそまたそ

れがアラビア語で書かれていたりして、れがアラビア語で書かれていたりして、手手のの

届かないものでした。届かないものでした。したがって、したがって、現地のエ現地のエ

ジプトの研究者との交流も、ジプトの研究者との交流も、なかなか密にななかなか密にな

り得なかった経緯があります。り得なかった経緯があります。

　　それが近年はそれが近年は、、インターネットの普及で大インターネットの普及で大

きく変わってきたようです。きく変わってきたようです。それを大きく実それを大きく実

感したのは、感したのは、昨年の春に、昨年の春に、カイロで行われたカイロで行われた

国際エジプト考古学者会議の場でした。国際エジプト考古学者会議の場でした。このこの

中で、中で、特に早稲田隊が深く関わっていたセッ特に早稲田隊が深く関わっていたセッ

ションがあったのですが、ションがあったのですが、このセッションはこのセッションは

最近めきめきと注目されてきたテーマを共有最近めきめきと注目されてきたテーマを共有

しておりしております。ます。そのため、そのため、このセッションのこのセッションの

運営には西洋の諸国からの調査隊だけではな運営には西洋の諸国からの調査隊だけではな

く、く、エジプト考古長官自らが力を注いでおエジプト考古長官自らが力を注いでお

り、り、双方の努力によって、双方の努力によって、発表会場のその場発表会場のその場

において、において、研究者相互のネットワーク作りが研究者相互のネットワーク作りが

始められ、始められ、インターネットを通じての密なるインターネットを通じての密なる

考古学情報の交換の場が作られました。考古学情報の交換の場が作られました。メンメン

バーの中には、バーの中には、カイロ大学の教官や査察官もカイロ大学の教官や査察官も

入っており、入っており、関心の高さを窺わせます。関心の高さを窺わせます。

　また最近では、　また最近では、エジプト考古局側がその成エジプト考古局側がその成

果をホームページなどで果をホームページなどでさかんさかんに情報公開しに情報公開し

始めておりますので、始めておりますので、私ども外国のものには私ども外国のものには

大きな助けになり、大きな助けになり、またエジプト自体にインまたエジプト自体にイン

ターネット環境が進み、ターネット環境が進み、在地のエジプト考古在地のエジプト考古

学研究者がさかんにこうしたものを使うよう学研究者がさかんにこうしたものを使うよう

になっておりますので、になっておりますので、エジプトの考古学研エジプトの考古学研

究者が西欧の博物館でまとめ始めている文献究者が西欧の博物館でまとめ始めている文献

解題や、解題や、美術館所蔵遺物の情報がとても利用美術館所蔵遺物の情報がとても利用

しやすくなっていますしやすくなっています。。こうしてこうして必然的に研必然的に研

究の密度や、究の密度や、お互いに交換される情報密度自お互いに交換される情報密度自

体がレベルアップしているような状況が進ん体がレベルアップしているような状況が進ん

でおります。でおります。

ⅣⅣ .. イスラム世界における情報の役割とイスラム世界における情報の役割と

古代世界の伝統古代世界の伝統

　　さて、さて、私どもはこのような経緯で、私どもはこのような経緯で、19901990年年

の湾岸戦争あたりから起こってきた、の湾岸戦争あたりから起こってきた、地球的地球的
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規模における規模における「社会の情報化」「社会の情報化」というものというもの、、そそ

の影響をエジプトの場で実感してきたわけでの影響をエジプトの場で実感してきたわけで

す。す。またカイロの街から、またカイロの街から、ピラミッドピラミッド・・ゾーゾー

ンに通っているわけですから、ンに通っているわけですから、カイロとの関カイロとの関

わりで言えば、わりで言えば、あのアラビアンナイトの舞台あのアラビアンナイトの舞台

をいつでも想起できる場に身を置いてきたのをいつでも想起できる場に身を置いてきたの

です。です。したがって、したがって、いみじくも加藤博さんがいみじくも加藤博さんが

『『一橋論叢一橋論叢』』で書いていらっしゃるように、で書いていらっしゃるように、一一

般的にはイメージしにくいような中東社会と般的にはイメージしにくいような中東社会と

情報との関わり、情報との関わり、即ち即ち中東のイスラム社会は中東のイスラム社会は

一早く都市中心の世界を作り上げてきた一早く都市中心の世界を作り上げてきたののだ、だ、

また都市人口が驚くべき集中度を見せる社会また都市人口が驚くべき集中度を見せる社会

を作り上げ、を作り上げ、人口が政治人口が政治・・経済の中心となる経済の中心となる

いくつかの巨大都市に集中してきたいくつかの巨大都市に集中してきたののだ、だ、とと

いう歴史的経緯もすんなり実感されるのでいう歴史的経緯もすんなり実感されるので

す。す。

　　そして、そして、加藤さんが指摘されるように、加藤さんが指摘されるように、

ヨーロッパで根強く形作られてきたヨーロッパで根強く形作られてきた「蓄積」「蓄積」

とと「生産」「生産」に基づいた社会経済とは異なるもに基づいた社会経済とは異なるも

のとして、のとして、イスラム世界ではイスラム世界では「消費」「消費」とと「流「流

通」通」に根ざした社会を作り上げてきたに根ざした社会を作り上げてきたののだ、だ、

という主張を読むとき、という主張を読むとき、大きな共感を覚える大きな共感を覚える

と共に、と共に、さらにこのピラミッドさらにこのピラミッド・・ゾーンで仕ゾーンで仕

事をするものとして、事をするものとして、こうしたイスラム世界こうしたイスラム世界

の伝統が、の伝統が、深く古代世界から培われてきたも深く古代世界から培われてきたも

のではないか、のではないか、というイメージが強く抱かれというイメージが強く抱かれ

てやまないのであります。てやまないのであります。これはカイロといこれはカイロとい

う街ができる以前に、う街ができる以前に、この地でエジプト全土この地でエジプト全土

を統合する拠点としての古代の街、を統合する拠点としての古代の街、メンフィメンフィ

スというところで展開された歴史に深く関スというところで展開された歴史に深く関

わっているといつも考えさせられわっているといつも考えさせられます。ます。またまた

このメンフィスという街とカイロの街が同じこのメンフィスという街とカイロの街が同じ

ような地勢の場に形成されていった歴史的経ような地勢の場に形成されていった歴史的経

緯を考えると、緯を考えると、なお強く感じられるのです。なお強く感じられるのです。

　　そもそも、そもそも、イスラム世界の原型ともなったイスラム世界の原型ともなった

砂漠環境ができあがった経緯を振り返ってみ砂漠環境ができあがった経緯を振り返ってみ

ますと、ますと、この先史時代に起った二つの乾燥化この先史時代に起った二つの乾燥化

現象、現象、つまりはいずれも中東の人々を襲ったつまりはいずれも中東の人々を襲った

危機が、危機が、中東世界の社会の密度を飛躍的に高中東世界の社会の密度を飛躍的に高

めたと言えるでしょう。めたと言えるでしょう。最初の危機を乗り最初の危機を乗り

きった人達は一早く麦作の農耕と、きった人達は一早く麦作の農耕と、ヤギやヒヤギやヒ

ツジの牧畜という生活スタイルを作り上げまツジの牧畜という生活スタイルを作り上げま

したし、したし、第２の危機に臨んでは、第２の危機に臨んでは、大河に沿っ大河に沿っ

た小さな高台に、た小さな高台に、さまざまな生業を営む人達さまざまな生業を営む人達

がひしめいて集う世界がいやがおうでもできがひしめいて集う世界がいやがおうでもでき

るようになりました。るようになりました。

　　しかもナイルが氾濫するとその水が高台をしかもナイルが氾濫するとその水が高台を

取り巻いたでしょうから、取り巻いたでしょうから、その活動の場も非その活動の場も非

常に限られてしまったことでしょう。常に限られてしまったことでしょう。狭い場狭い場

所で、所で、動植物と共存する場ができて、動植物と共存する場ができて、共同で共同で

生きていくための知恵や情報が飛び交う場が生きていくための知恵や情報が飛び交う場が

作り上げられていったに違いありません。作り上げられていったに違いありません。ピピ

ラミッドは、ラミッドは、まさにその時代を象徴するものまさにその時代を象徴するもの

と言えましょう。と言えましょう。

　　このような場が作り上げられたのは、このような場が作り上げられたのは、ピラピラ

ミッド時代だけではなく、ミッド時代だけではなく、それよりそれより11,,000000 年年

も下ったツタンカーメンが生きた時代でも同も下ったツタンカーメンが生きた時代でも同

様であったことが、様であったことが、私たちの発掘調査で明ら私たちの発掘調査で明ら

かになっています。かになっています。私たちは考古学資料を私たちは考古学資料を

扱っていますので、扱っていますので、出土した遺物出土した遺物について、について、そそ

のモノを作り上げるための情報、のモノを作り上げるための情報、使われた場使われた場

に運ぶまでの情報、に運ぶまでの情報、いかに使うかというためいかに使うかというため

の情報が行き交った場として置き換えて考えの情報が行き交った場として置き換えて考え

るしかないのですが、るしかないのですが、花崗岩、花崗岩、砂岩、砂岩、粘板岩、粘板岩、

銅、銅、金やめのう、金やめのう、アラバスターなどの遠隔地アラバスターなどの遠隔地

からたくさんのものがメンフィスという場をからたくさんのものがメンフィスという場を

中心にして行き交い、中心にして行き交い、しかもエーゲ海域やシしかもエーゲ海域やシ

リア地域とも深い交流があったことが推測さリア地域とも深い交流があったことが推測さ

れます。れます。この時代はまた、この時代はまた、人類が作り出した人類が作り出した

最古の地図が作られた時代でもありました。最古の地図が作られた時代でもありました。

　　そして、そして、時代はギリシ時代はギリシアア・・ローマ時代にローマ時代に

入って、入って、地中海べりにアレキサンドリアとい地中海べりにアレキサンドリアとい

う街ができう街ができるとると、、メンフィスはメンフィスは「第２の都市」「第２の都市」

という位置に落ちてしまいます。という位置に落ちてしまいます。アレキサンアレキサン

ドリアでは、ドリアでは、学術研究のための施設ができ、学術研究のための施設ができ、

ここでたくさんの知識の集成が行われたことここでたくさんの知識の集成が行われたこと

はは皆さんもよくご存知のこと皆さんもよくご存知のことであります。であります。イスイス

ラム時代に入ってさかんに用いられた地中海ラム時代に入ってさかんに用いられた地中海

とインド洋の季節風のリズムもこの頃に開発とインド洋の季節風のリズムもこの頃に開発

されたようです。されたようです。そのその他他にも子午線が測られにも子午線が測られ

たのはこの場でありましたし、たのはこの場でありましたし、そうそういったいった知知

恵の集積がプトレマイオスの地図として集大恵の集積がプトレマイオスの地図として集大

成されていったと思われます。成されていったと思われます。

　　このアレキサンドリアからメンフィスをこのアレキサンドリアからメンフィスを

通って上エジプトから紅海に抜けるルート通って上エジプトから紅海に抜けるルートは、は、

この時代の最も重要な輸送路でありましたこの時代の最も重要な輸送路でありましたし、し、

何よりここには軍事の拠点が作られて何よりここには軍事の拠点が作られていましいまし

たから、たから、あいかわらずメンフィス近郊は、あいかわらずメンフィス近郊は、多多
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くくの人とものが行き交った場となっていたにの人とものが行き交った場となっていたに

違いありません。違いありません。このようにして、このようにして、イスラムイスラム

以前の時代にたくさんの情報が交わされた世以前の時代にたくさんの情報が交わされた世

界、界、それが一つの大きな伝統世界を形作ってそれが一つの大きな伝統世界を形作って

いったのではないか、いったのではないか、それがナイルのほとりそれがナイルのほとり

に作られたイスラム社会の基礎を作り上げてに作られたイスラム社会の基礎を作り上げて

いたのではないか、いたのではないか、そんな思いが古代研究のそんな思いが古代研究の

側からはイメージされるのです。側からはイメージされるのです。

＊＊＊＊＊＊

　さて以上が総論ですが、　さて以上が総論ですが、それに沿って写真それに沿って写真

や図表を使って具体的にご説明して本日の講や図表を使って具体的にご説明して本日の講

演の締めくくりとしたいと思います。演の締めくくりとしたいと思います。

図表１図表１：：地図中央下がサウジアラビアで、地図中央下がサウジアラビアで、ペルシャ湾に沿って、ペルシャ湾に沿って、クウェート、クウェート、バハレーン、バハレーン、カカ

タールがあり、タールがあり、そしてアラブ首長国連邦があります。そしてアラブ首長国連邦があります。アラブ首長国連邦の首都はアブダビですアラブ首長国連邦の首都はアブダビです

が、が、先ほど申しましたように私が寄ったのはドバイであります。先ほど申しましたように私が寄ったのはドバイであります。

写真１写真１：：カイロにはこのような広いインターネット利用施設がいたるところにあります。カイロにはこのような広いインターネット利用施設がいたるところにあります。利用者利用者

は丸いテーブルに置かれたパソコンに向かうことになります。は丸いテーブルに置かれたパソコンに向かうことになります。

写真２写真２：：インターネットインターネット・・カフェの利用の様子です。カフェの利用の様子です。

写真３写真３：：エジプトのインターネット利用施設ですが、エジプトのインターネット利用施設ですが、ファラオの像とオベリスクがエジプトらしファラオの像とオベリスクがエジプトらし

いですね。いですね。

ⅤⅤ .. 情報化の具体的な例情報化の具体的な例

図表１図表１ 写真１写真１

写真２写真２ 写真３写真３
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図表２図表２

図表５図表５

図表４図表４

図表３図表３

図表２図表２：：この表はアラブ世界におけるインターネットのホストの数と、この表はアラブ世界におけるインターネットのホストの数と、パソコン利用の浸透度をパソコン利用の浸透度を

示しています。示しています。これを見ると、これを見ると、やはり地域では、やはり地域では、クウェートが先進的な役割を果たしてきたことクウェートが先進的な役割を果たしてきたこと

を窺わせます。を窺わせます。アラブ首長国連邦はこれに次ぐ、アラブ首長国連邦はこれに次ぐ、といったところでしょう。といったところでしょう。エジプトはインターエジプトはインター

ネットのホストの数は多くても、ネットのホストの数は多くても、パソコンの浸透がまだ、パソコンの浸透がまだ、と言えましょうか。と言えましょうか。

図表３図表３：：次はサウジアラビアの表ですが、次はサウジアラビアの表ですが、テレコム市場の欄にご注目ください。テレコム市場の欄にご注目ください。単位は百万ドル単位は百万ドル

です。です。

図表４図表４：：こちらの表は、こちらの表は、携帯電話の利用状況です。携帯電話の利用状況です。中東地域ではＧＳＭ方式をとっているところ中東地域ではＧＳＭ方式をとっているところ

が多いのですが、が多いのですが、イスラエルではイスラエルでは様々様々な方式が使われており、な方式が使われており、普及率も飛びぬけて高く、普及率も飛びぬけて高く、5050％を％を

超えているところにご注目ください。超えているところにご注目ください。

図表５図表５：：エジプトの表ですが、エジプトの表ですが、こちらもこちらも図表３図表３と同じくテレコム市場の欄を参照ください。と同じくテレコム市場の欄を参照ください。
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写真５写真５写真４写真４

写真６写真６

写真８写真８

写真７写真７

写真９写真９

写真４写真４：：さてさて、、これはカイロのゲジラ島のザマレク地区からローダ島のメリディアンホテルこれはカイロのゲジラ島のザマレク地区からローダ島のメリディアンホテル（右（右

端）端）を収めたもので、を収めたもので、カイロの中心地域のカイロの中心地域の様子様子です。です。

写真５写真５：：一方こちらはエジプト中部の都市ルクソールの西岸、一方こちらはエジプト中部の都市ルクソールの西岸、クルナ村の水運び風景です。クルナ村の水運び風景です。

写真６写真６：：そしてこちらがルクソールのさらに南にある、そしてこちらがルクソールのさらに南にある、マルカタ遺跡です。マルカタ遺跡です。このように私達は同このように私達は同

じエジプトと言えども環境のかなり異なる地域で調査研究を行なっています。じエジプトと言えども環境のかなり異なる地域で調査研究を行なっています。

写真７写真７：：これはカイロの調査隊宿舎です。これはカイロの調査隊宿舎です。パソコンを用いたデータ整理、パソコンを用いたデータ整理、日本との往信日本との往信、、ニューニュー

スの確認などを行っています。スの確認などを行っています。

写真８写真８：：先ほど申しましたようにカイロの街は５年ほど前から急速に整備が進みました。先ほど申しましたようにカイロの街は５年ほど前から急速に整備が進みました。市内を市内を

走る環状道路、走る環状道路、そして地下鉄網も拡充されました。そして地下鉄網も拡充されました。これは地下鉄の入口ですこれは地下鉄の入口です（写真９）（写真９）。。
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写真写真191 9 ：：エジプト考古局が作成するホームエジプト考古局が作成するホーム

ページページで、で、写真はクリントン写真はクリントン元元大統領夫人大統領夫人

のの訪問風景です。訪問風景です。ホームページには、ホームページには、発掘の発掘の

ニュース、ニュース、ＳＣＡのスタッフ紹介などがあＳＣＡのスタッフ紹介などがあ

りります。ます。

写真写真2020：：ギザ総局のホームページです。ギザ総局のホームページです。ギザギザ

総局の管轄地域は広く、総局の管轄地域は広く、オアシス地域でのオアシス地域での

ミイラ発見などのミイラ発見などのニュースも詳しく報じられニュースも詳しく報じられ

まました。した。

左／写真左／写真1010

右／写真右／写真1111

左／図表６左／図表６

右／図表７右／図表７

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

写真写真1010：：20002000 年春、年春、カイロ国際エジプト考古学者会議が開催されました。カイロ国際エジプト考古学者会議が開催されました。

写真写真1111：：こちらは発表のときのこちらは発表のときの様子様子です。です。

図表６図表６：：これは発表の直後に組織化された連絡網です。これは発表の直後に組織化された連絡網です。ここでは、ここでは、エジプト考古長官自らがエジプト考古長官自らが

リーダーシップをとって、リーダーシップをとって、運営に力を入れていました。運営に力を入れていました。

図表７図表７：：会議以後も電子メールを使って、会議以後も電子メールを使って、新しい情報が配信されます。新しい情報が配信されます。

写真写真1919 写真写真2020
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左上／写真左上／写真1414

右上／図表８右上／図表８

左中央／写真左中央／写真1515

右中央／図表９右中央／図表９

左下／写真左下／写真1616

右下／図表右下／図表1010

写真写真1414：：それではここでイスラム世界が築かれる前の古代世界とその環境について振り返ってそれではここでイスラム世界が築かれる前の古代世界とその環境について振り返って

みたいと思います。みたいと思います。これはカイロのアズハル地区です。これはカイロのアズハル地区です。この地区は大きくイスラム地区とこの地区は大きくイスラム地区と呼ばれ呼ばれ

ています。ています。

図表８図表８：：現在のカイロが形作られる以前に築かれた都市が、現在のカイロが形作られる以前に築かれた都市が、この南にあるアル＝フスタートこの南にあるアル＝フスタート（図（図

の下半中央のだ円で囲ったところ）の下半中央のだ円で囲ったところ）です。です。

写真写真1515：：フスタートの風景です。フスタートの風景です。現在は廃墟のようになっています。現在は廃墟のようになっています。

図表９図表９：：そしてさらにそしてさらに1010 キロほど南に、キロほど南に、古代エジプト最初の都が置かれたメンフィスがありま古代エジプト最初の都が置かれたメンフィスがありま

した。した。

写真写真1616：：こちらがメンフィスの風景です。こちらがメンフィスの風景です。

図表図表1010：：１万１万55,,000000 年前あたりに襲った乾燥化現象、年前あたりに襲った乾燥化現象、さらには紀元前さらには紀元前30003000年あたりから襲った年あたりから襲った

乾燥化現象の二つの危機が、乾燥化現象の二つの危機が、文明の形成の大きなきっかけとなったと考えられます。文明の形成の大きなきっかけとなったと考えられます。
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図表図表1111

図表図表1414図表図表1313

図表図表1212

図表図表 1111：：その折には、その折には、景観はこのような樹木の増減に見られるように、景観はこのような樹木の増減に見られるように、大きく変貌していっ大きく変貌していったた

ののでしょう。でしょう。

図表図表1212：：最初のクライシスに対応して、最初のクライシスに対応して、中東の人たちは、中東の人たちは、この三日月型の山麓部で、この三日月型の山麓部で、麦作農耕麦作農耕

と、と、ヤギやヒツジの牧畜を始めるという生活スタイルの開発を成し遂げました。ヤギやヒツジの牧畜を始めるという生活スタイルの開発を成し遂げました。

図表図表1313：：また第２の乾燥化現象については、また第２の乾燥化現象については、日本の安田喜憲さんなどが花粉分析などを用いて日本の安田喜憲さんなどが花粉分析などを用いて

さかんに研究されています。さかんに研究されています。この表で見られますように、この表で見られますように、安田さんはギリシ安田さんはギリシアアの例から、の例から、紀元紀元

前前 30003000 年頃を境に大きな植生の変化があったと読み取られています。年頃を境に大きな植生の変化があったと読み取られています。

ギリシギリシアアでは、では、乾燥化環境から湿潤環境に移行したことが窺われます。乾燥化環境から湿潤環境に移行したことが窺われます。

図表図表 1414：：そしてこの環境変動が、そしてこの環境変動が、北緯北緯3535 度あたりを境に、度あたりを境に、即ち即ちエジプトとギリシエジプトとギリシアアの間で逆の間で逆

転現象として起こったことを指摘されており、転現象として起こったことを指摘されており、エジプト側で言えば、エジプト側で言えば、湿潤環境から乾燥環境に湿潤環境から乾燥環境に

移移行したと推測されております。行したと推測されております。
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写真写真1717

写真写真2020写真写真1919

図表図表1515

写真写真1818

この環境変化によって、この環境変化によって、植物相や動物相は大きく変貌しました。植物相や動物相は大きく変貌しました。そしてやがて私達には馴染みのそしてやがて私達には馴染みの

深い景観が定着していくことになります。深い景観が定着していくことになります。湿地帯にはロータス湿地帯にはロータス（ハス）（ハス）（写真（写真1717））やや、、パピルスパピルス

（写真（写真1818））が見られるようになりました。が見られるようになりました。しかも、しかも、ナイルが氾濫するとその水が高台を取り巻いナイルが氾濫するとその水が高台を取り巻い

たでしょうから、たでしょうから、その景観はちょうどこの古写真その景観はちょうどこの古写真（写真（写真1919））で見られるような世界だったのでで見られるような世界だったので

しょう。しょう。こうした狭い、こうした狭い、密度の高い場の中で、密度の高い場の中で、共同で生きていくための知恵や情報が取り交わさ共同で生きていくための知恵や情報が取り交わさ

れたに違いありません。れたに違いありません。そしてこの時代に織り成された情報社会の結実のシンボルとして、そしてこの時代に織り成された情報社会の結実のシンボルとして、ピラピラ

ミッドミッド（写真（写真2020））というものを見ることができるのではないでしょうか。というものを見ることができるのではないでしょうか。

図表図表1515：：このような密度の高い社会は、このような密度の高い社会は、ピラミッピラミッ

ド時代が終わってもなお、ド時代が終わってもなお、この地域に残っていこの地域に残ってい

たことが、たことが、私たちの考古学調査で明らかとなっ私たちの考古学調査で明らかとなっ

ています。ています。これはダハシュール北遺跡ですが、これはダハシュール北遺跡ですが、ここ

の大きな矢印のところで見つかった墓地の資料の大きな矢印のところで見つかった墓地の資料

がいろいろなことを語ってくれます。がいろいろなことを語ってくれます。この埋葬この埋葬

地は、地は、小さな矢印のあるところ、小さな矢印のあるところ、即ち即ちメンフィスメンフィス

に住んだ人達が営んだ墓地でした。に住んだ人達が営んだ墓地でした。
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図表図表1616

左　／図表左　／図表1717

中央／図表中央／図表1818

右　／図表右　／図表1919

左左    ／図表／図表2020

中央／図表中央／図表2121

右右    ／図表／図表2222

図表図表161 6：：ツタンカーメンの街メンフィスツタンカーメンの街メンフィスのイのイ

メージはこのようなもので、メージはこのようなもので、神々を祀る神殿神々を祀る神殿

の周りには、の周りには、官僚、官僚、神官、神官、職人たちがひしめ職人たちがひしめ

いておりました。いておりました。モノを作ったり、モノを作ったり、運んだり、運んだり、

使ったりという情報では、使ったりという情報では、身近にある石灰岩身近にある石灰岩

や泥土、や泥土、植物材で言えば植物材で言えば、、アカシアやいちじアカシアやいちじ

く、く、亜麻やパピルスなどに関するものが行き亜麻やパピルスなどに関するものが行き

交ったのでしょう。交ったのでしょう。

一方、一方、遠方からは、遠方からは、例えば例えば西部デルタからはガラス原料西部デルタからはガラス原料((容器）容器）（図表（図表1717））が、が、中部エジプトから中部エジプトから

はアラバスターはアラバスター（容器）（容器）（図表（図表1818））が、が、シナイ半島からは銅シナイ半島からは銅（ブロンズの器具）（ブロンズの器具）（図表（図表1919））が、が、

上エジプトやヌビア地域からは、上エジプトやヌビア地域からは、片麻岩片麻岩（パレット）（パレット）（図表（図表2020））や、や、花崗岩花崗岩（石棺）（石棺）（図表（図表2121））

や、や、砂岩砂岩（彫像）（彫像）（図表（図表2222））が運ばれ、が運ばれ、メンフィスで作られたメンフィスで作られたののでしょう。でしょう。
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写真写真2121

写真写真2323 写真写真2424           図表図表2323

写真写真2525 写真写真2626

写真写真2121：：こうした情報化の高まりが、こうした情報化の高まりが、人類が作り出した最も古い例とされる金鉱山の地図人類が作り出した最も古い例とされる金鉱山の地図（ト（ト

リノ博物館所蔵）リノ博物館所蔵）として結実したとも言えましょう。として結実したとも言えましょう。

ギリシギリシアア・・ローマ時代において、ローマ時代において、地中海から出入りする人やモノは、地中海から出入りする人やモノは、このアレキサンドリアを拠このアレキサンドリアを拠

点とし点とし（写真（写真2222））、、灯台灯台（写真（写真2323））や劇場などの施設や劇場などの施設（写真（写真2424））が造られ、が造られ、方形に組まれた街方形に組まれた街

路に沿って、路に沿って、コスモポリタン的なコスモポリタン的な街街が作られましたが作られました（図表（図表2323））。。

写真写真2525：：地中海とインド洋を結んだネットワークの中で、地中海とインド洋を結んだネットワークの中で、たくさんの人とモノが行き交った世たくさんの人とモノが行き交った世

界があり、界があり、アレキサンドリアからはメンフィスを通り、アレキサンドリアからはメンフィスを通り、上エジプトに達し、上エジプトに達し、紅海にぬけるルート紅海にぬけるルート

ががさかさかんに使われます。んに使われます。

写真写真2626：：このルートを通って、このルートを通って、インドインド・・アラビア地域からは香辛料が運ばれたのです。アラビア地域からは香辛料が運ばれたのです。

写真写真2222
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