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第第11部　文化部　文化･･宗教セッション宗教セッション

第第11部部

　文化　文化・・宗教セッション宗教セッション

はじめにはじめに

早稲田大学教授早稲田大学教授

吉村吉村  作治作治

　「イスラムとＩＴ」　「イスラムとＩＴ」と言葉だけで言いますと言葉だけで言います

と、と、ミスマッチミスマッチのような印象を受けるのような印象を受けるというという

ことで、ことで、それがいい場合と悪い場合とそれがいい場合と悪い場合とががありあり

ます。ます。たくさんのメールたくさんのメールをいただいてをいただいておりまおりま

して、して、ほとんどの方は好意的な応援メールでほとんどの方は好意的な応援メールで

向こうに住ん向こうに住んだだことのある方が多いですね。ことのある方が多いですね。

いろいろいろいろな意見を言ってきて下さっています。な意見を言ってきて下さっています。

　それで昨日も北村先生の方からご紹介があ　それで昨日も北村先生の方からご紹介があ

りましたけれども、りましたけれども、前外務大臣、前外務大臣、河野先生か河野先生か

らメッセージがらメッセージが届いて届いていますので、いますので、もう一度もう一度

読ませていただきます。読ませていただきます。

　『　『早稲田大学国際情報通信研究センター主早稲田大学国際情報通信研究センター主

催の公開シンポジウム催の公開シンポジウム「イスラムとＩＴ」「イスラムとＩＴ」ごご

盛会おめでとうございます。盛会おめでとうございます。世界に世界に1122億人を億人を

擁するイスラム社会の動向は現代世界のあら擁するイスラム社会の動向は現代世界のあら

ゆる場面においてますます目が離せないものゆる場面においてますます目が離せないもの

になっております。になっております。私も外務大臣在任中、私も外務大臣在任中、外外

務省内にイスラム研究会を発足させ、務省内にイスラム研究会を発足させ、板垣雄板垣雄

三先生らの協力を得ながら省内のイスラムに三先生らの協力を得ながら省内のイスラムに

関する知見の向上に努めるとともに、関する知見の向上に努めるとともに、イスライスラ

ム世界との文明対話促進を自らの外交政策のム世界との文明対話促進を自らの外交政策の

主要な柱の一つに位置付け、主要な柱の一つに位置付け、本年１月のペル本年１月のペル

シャ湾岸諸国訪問などに取り組んできましシャ湾岸諸国訪問などに取り組んできまし

た。た。

　早稲田大学はイスラム研究において歴史と　早稲田大学はイスラム研究において歴史と

伝統を誇り、伝統を誇り、現在も吉村先生らのエジプト学現在も吉村先生らのエジプト学

研究は世界的に有名ですが、研究は世界的に有名ですが、さらに最近大学さらに最近大学

としてイスラム世界との交流を一段強化しよとしてイスラム世界との交流を一段強化しよ

うとの意向と伺い、うとの意向と伺い、大変素晴らしいことと思大変素晴らしいことと思

います。います。また、また、今回はＩＴという早稲田が他今回はＩＴという早稲田が他

の大学をリードする得意分野のテーマを軸にの大学をリードする得意分野のテーマを軸に

議論が展開されるとのことで、議論が展開されるとのことで、その成果が大その成果が大

いに期待されます。いに期待されます。

　我が国とイスラム世界の相互理解と交流の　我が国とイスラム世界の相互理解と交流の

深化を期待する一政治家として、深化を期待する一政治家として、また一人のまた一人の

早稲田ＯＢとして、早稲田ＯＢとして、本日の公開シンポ本日の公開シンポジジウムウム

が大きな成果を上げられますことを、が大きな成果を上げられますことを、また早また早

稲田大学とイスラム世界の結びつきが実り多稲田大学とイスラム世界の結びつきが実り多

いものになりますことをご期待申し上げ、いものになりますことをご期待申し上げ、

メッセージとさせていただきますメッセージとさせていただきます』』

　私の方から強いてお願いしたわけではない　私の方から強いてお願いしたわけではない

ののですけれども、ですけれども、時間さえあれば出席したい時間さえあれば出席したい

とおっしゃっていただいて、とおっしゃっていただいて、大変ありがたい大変ありがたい

とと思っております。思っております。外務省外務省ででも昔はアラビスも昔はアラビス
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トとか、トとか、イスラミストというのは、イスラミストというのは、どちらかどちらか

とと言言うとノンキャリアで端に追いやられうとノンキャリアで端に追いやられてていい

たたのですがのですが、、今はなかなか羽振りがいい今はなかなか羽振りがいいそうそう

です。です。今日もその中心人物である遠藤さんが今日もその中心人物である遠藤さんが

第第２２セッションでいらっしゃいますので、セッションでいらっしゃいますので、外外

務省がいかにイスラムに力を注いでいるかと務省がいかにイスラムに力を注いでいるかと

いうことをおわかりいただけると思います。いうことをおわかりいただけると思います。

　さて、　さて、私はどちらかと私はどちらかと言う言うと、と、エンターテエンターテ

イメントが好きなもので、イメントが好きなもので、今日来ていただい今日来ていただい

たたムスリム協会ムスリム協会会長の樋口先生が持ってきて会長の樋口先生が持ってきて

下さいましたイスラムグッズ下さいましたイスラムグッズがいくつか、がいくつか、外外

に飾ってありますのでに飾ってありますので、、休みの時間にでも見休みの時間にでも見

ていただくといいと思いますけれどていただくといいと思いますけれどもも、、このこの

時計時計はなかなか可愛いです。はなかなか可愛いです。日本で日本でもも55,,000000

円ぐらいで円ぐらいで買えま買えます。す。イスラム教ではイスラム教ではお祈りお祈り

の時間がの時間が１１日に５回ある日に５回あるのですがのですが、、それをそれを

ちゃんと知らせちゃんと知らせてくれる時計です。てくれる時計です。いかにもいかにも

イスラムっぽくていいですね。イスラムっぽくていいですね。派手なのか地派手なのか地

味なのかよく味なのかよく分からないですけれども分からないですけれども、、そのその

他、他、お祈りのお祈りのときときの絨毯の絨毯やや数珠がありますの数珠がありますの

で、で、数珠などは数珠などは仏教の専売特許仏教の専売特許ではではないといないとい

うことがうことが分かる分かると思います。と思います。

　それから　それから『『日訳クラーン日訳クラーン』、』、これは日本で訳これは日本で訳

されたコーランです。されたコーランです。昨日私がお見せしたよ昨日私がお見せしたよ

りり、、はるかに立派なものもはるかに立派なものも外に外に展示してあり展示してあり

ます。ます。しかししかし基本的にコーランは外国語に基本的にコーランは外国語に翻翻

訳してはいけない、訳してはいけない、アラビア語でアラビア語でお祈りしなお祈りしな

ければいければいけないけないののでですが、すが、世界中にイスラム教世界中にイスラム教

徒は徒は約約1212 億人い億人いましてまして、、その内の３分の２はその内の３分の２は

アラビア語がわからない。アラビア語がわからない。アラビア語はわかアラビア語はわか

らないけれど、らないけれど、コーラン、コーラン、お祈りは全部アラお祈りは全部アラ

ビア語でやらなければいけないビア語でやらなければいけないのですのです。。

　もう亡くなられましたけれど、　もう亡くなられましたけれど、ロイロイ・・

ジェームズさんという方がいらっしゃいましジェームズさんという方がいらっしゃいまし

てて、、お父さんがお父さんが東京バスジッド東京バスジッドがが建て建て直され直され

る前のモスクと言われていた時代のイマーる前のモスクと言われていた時代のイマー

ム、ム、宗教的なリーダーをなさっていたので、宗教的なリーダーをなさっていたので、

しょっちゅうしょっちゅうコーランをコーランを聞かされていたらし聞かされていたらし

いのですがいのですが、、彼自身彼自身は全然は全然意味は分からないそ意味は分からないそ

うです。うです。そういう面で許されているのは翻訳そういう面で許されているのは翻訳

ではなくて、ではなくて、中に何が書いてある中に何が書いてあるかかという解という解

説です。説です。ただ、ただ、日本では日訳クラーン日本では日訳クラーン、、コーコー

ランと言っていますけれど、ランと言っていますけれど、これはこれはムスリムムスリム

協会協会で売っているそうですので、で売っているそうですので、日本のイス日本のイス

ラム教の信仰にお役に立てたらいいと思いまラム教の信仰にお役に立てたらいいと思いま

す。す。買っていただければ買っていただければムスリム協会ムスリム協会にに500500円円

のの寄付がなされ寄付がなされますます。。

　グッス紹介は寅さんみたいで大好きです　グッス紹介は寅さんみたいで大好きですが、が、

これこれははイスラムカレンダー、イスラムカレンダー、ヒジュラルヒジュラルです。です。

これは外にこれは外に1010枚ぐらいあ枚ぐらいあります。ります。ただでご提ただでご提

供供していただけるしていただけるということで、ということで、早いもの勝早いもの勝

ちです。ちです。私は１枚確保しましたので、私は１枚確保しましたので、後は後はどど

うぞお取りください。うぞお取りください。それから昨日も紹介しそれから昨日も紹介し

ましたけれど、ましたけれど、このコーランこのコーラン111144章章3030時間全時間全

部がこの部がこのＣＤＣＤに入ってしまうに入ってしまうののです。です。これはこれは

試作品で試作品で販売しておりません販売しておりませんが、が、ここういうよういうよ

うなうなものものもそろそろ出てきたもそろそろ出てきたんですねんですね。。

　　さて、さて、昨日の基調講演を聴いていただいた昨日の基調講演を聴いていただいた

方はお方はおわかわかりだと思いますけれども、りだと思いますけれども、「第三の「第三の

波」波」なんて言葉が言われて久しいなんて言葉が言われて久しいですがですが、、ルル

ネッサンス、ネッサンス、新大陸発見、新大陸発見、それから産業革命それから産業革命

を経た第二の波というものの限界がきていを経た第二の波というものの限界がきている。る。

一体どうして一体どうしてなのなのか。か。なぜなぜ西欧世界が中世の西欧世界が中世の

イスラム主導の世界史観からキリスト教支配イスラム主導の世界史観からキリスト教支配

の世界に入ったのかということも一つ大きなの世界に入ったのかということも一つ大きな

問題だと思います。問題だと思います。今日、今日、どこかのセッショどこかのセッショ

ンで出てくる質問なり意見なりだと思いますンで出てくる質問なり意見なりだと思います

けれども、けれども、それがともかく破綻をきたしていそれがともかく破綻をきたしてい

るるののです。です。今、今、一生懸命改革だとかいろいろ一生懸命改革だとかいろいろ

とと言っておりますけれども、言っておりますけれども、それでは済まなそれでは済まな

いだろういだろう、、とと。。小泉さんも頑張って西欧世界小泉さんも頑張って西欧世界

と日本が対話していく、と日本が対話していく、協調していくという協調していくという

努力をなさっています。努力をなさっています。でも、でも、就任したばか就任したばか

りだから仕方がないりだから仕方がないのですが、のですが、違うなと違うなと思う思う

のです。のです。首相が外遊する首相が外遊する一番最初はイスラム圏一番最初はイスラム圏

だと私は思うだと私は思うののです。です。アメリカも大事、アメリカも大事、ヨーヨー
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ロッパも大事、ロッパも大事、アメリカアメリカととヨーロッパのギクヨーロッパのギク

シャクを仲介する。シャクを仲介する。百年早いと言われると思百年早いと言われると思

いますけれどいますけれどもも、、これも大事でこれも大事ではありますがはありますが、、

一番最初に手掛けなければいけないのはイス一番最初に手掛けなければいけないのはイス

ラム圏だと思います。ラム圏だと思います。

　というのは、　というのは、イスラム圏は我々には見えまイスラム圏は我々には見えま

せん。せん。見えませんが、見えませんが、ひしひしと押し寄せてひしひしと押し寄せて

きていきていまます。す。そこで一番日本が目を向けてきそこで一番日本が目を向けてき

ちんとするのは、ちんとするのは、石油の問題石油の問題ではではない、ない、もっもっ

と大きな問題で考えなければいけないだろと大きな問題で考えなければいけないだろ

うう、、とと。。ＩＴＩＴとといういう議題議題はは、、まさしくそういっまさしくそういっ

た意味では恐るべた意味では恐るべききとと言う言うか、か、優れたと優れたと言う言う

か、か、最終兵器としての手段であります。最終兵器としての手段であります。そうそう

いう意味でシンポジウムがスタートいう意味でシンポジウムがスタートしし、、日本日本

にも大きな影響を与えられればいいなと思っにも大きな影響を与えられればいいなと思っ

ています。ています。前置きがちょっと長くなりました前置きがちょっと長くなりました

が、が、始め始めたいと思います。たいと思います。

　第１セッション、　第１セッション、第第１１部部はは文化文化・・宗教の宗教の

セッションセッションです。です。ＩＴを語る前にもう一度文ＩＴを語る前にもう一度文

化や宗教を考えてみようというのが最初で化や宗教を考えてみようというのが最初です。す。

そして次にそして次に第２セッションでは、第２セッションでは、社会構造や社会構造や経経

済システムはどうなっているのか。済システムはどうなっているのか。そして最そして最

後後第３セッションで第３セッションでＩＴＩＴについて考えていく予について考えていく予

定です定です。。まず、まず、湯川湯川武武先生でありまして、先生でありまして、湯川湯川

先生先生ご自身に関してはプログラムご自身に関してはプログラムを読んでいたを読んでいた

だければおわかりいただけると思いますけれだければおわかりいただけると思いますけれ

どどもも、、私はカイロでもいろいろと親交を結ば私はカイロでもいろいろと親交を結ば

せていただいていますし、せていただいていますし、やはり何といってやはり何といって

もライバルの慶応大学のトップクラスの方でもライバルの慶応大学のトップクラスの方で

ありますので、ありますので、昔から深く尊敬しておりま昔から深く尊敬しております。す。

是非とも素晴らしいお話をしていただきたい是非とも素晴らしいお話をしていただきたい

と思います。と思います。
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　おはようございます。　おはようございます。ご紹介にあずかりまご紹介にあずかりま

した湯川でございます。した湯川でございます。昨日は基調講演、昨日は基調講演、来来

賓挨拶も含めて格調の高い大きなお話があり賓挨拶も含めて格調の高い大きなお話があり

ましたが、ましたが、私はもう少し手元に引き戻してお私はもう少し手元に引き戻してお

話をしたいと思います。話をしたいと思います。

　先ほどイスラム暦　先ほどイスラム暦（ヒジュラ暦）（ヒジュラ暦）のカレンのカレン

ダーが出てまいりました。ダーが出てまいりました。我々はキリスト教我々はキリスト教

徒でも何でもないけれど、徒でも何でもないけれど、世界的な標準で西世界的な標準で西

暦を使っています。暦を使っています。イスラム教徒イスラム教徒（ムスリム）（ムスリム）

たちも普通はそれを使用しています。たちも普通はそれを使用しています。でも、でも、

彼らは自分たちのカレンダーもちゃんと守っ彼らは自分たちのカレンダーもちゃんと守っ

ています。ています。今日今日（７月３日）（７月３日）はヒジュラ暦はヒジュラ暦14221422

年３月年３月（ラビィーァサーニィ）（ラビィーァサーニィ）1212日です。日です。我々我々

も平成何年とも平成何年というものをいうものを使っています使っていますが、が、そそ

の使い方とは少し違っていますの使い方とは少し違っています。。

　　1919 世紀、世紀、2020世紀以来、世紀以来、世界的にいろいろな世界的にいろいろな

意味でパワーを持ってきたヨーロッパの文明意味でパワーを持ってきたヨーロッパの文明

を取り入れていく間に、を取り入れていく間に、西洋のカレンダーを西洋のカレンダーを

使うようになりましたが、使うようになりましたが、ほとんどの人達はほとんどの人達は

それ以前に自分達のカレンダーを持っていたそれ以前に自分達のカレンダーを持っていた

ののです。です。でもでもやがてやがて、、自分達のカレンダーは自分達のカレンダーは

消えて使わなくなってしま消えて使わなくなってしまいますいます。。

　ところが、　ところが、しっかりした文明というのはそしっかりした文明というのはそ

ういうものを大事に守るわけです。ういうものを大事に守るわけです。ムスリムムスリム

にとってはイスラム暦のカレンダーは本当ににとってはイスラム暦のカレンダーは本当に

大事大事で、で、例えば例えばいついつ断食をするか、断食をするか、メッカのメッカの

巡礼巡礼（ハッジ）（ハッジ）にはいつ行けばいいかというにはいつ行けばいいかという

ことことは全部こちらのカレンダーは全部こちらのカレンダーを見るのを見るのです。です。

太陰暦のカレンダーですから、太陰暦のカレンダーですから、年に年に十十何日か何日か

ずつずれていきます。ずつずれていきます。だから季節とは関係なだから季節とは関係な

いいののです。です。でも、でも、それをちゃんと守っているそれをちゃんと守っている

　イスラム　イスラムととＩＩＴＴ

　　―　　―――社会と文社会と文化化

慶應義塾大学教授慶應義塾大学教授

湯川湯川  武武
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わけです。わけです。ですから、ですから、冬場の昼間が短い時間冬場の昼間が短い時間

断食するのは比較的楽なんですけれど断食するのは比較的楽なんですけれどもも、、夏夏

場にあたってしまうと夜明けが４時過ぎで日場にあたってしまうと夜明けが４時過ぎで日

没が７時没が７時などということになってなどということになって、、その間全部その間全部

断食するのは断食するのはとてもとても大変な大変なことなのことなのです。です。しし

かしかし面倒臭いからそういう面倒臭いからそういうことことは止めようとは止めようと

は言わないんです。は言わないんです。絶対にそういう絶対にそういうことことはは

ちゃんと守りましょうちゃんと守りましょう、、これが自分達の文化これが自分達の文化

ですよですよ、、と。と。我々の平成何年という我々の平成何年というののは、は、

20012001 年にそこだけ置き換えれば全部同じで年にそこだけ置き換えれば全部同じで

すすけれどけれどもも、、ムスリムのカレンダーは全体のムスリムのカレンダーは全体の

構成が違うわけですから、構成が違うわけですから、それを守るのは本それを守るのは本

当に大変なことです。当に大変なことです。でも、でも、それを守ろうとそれを守ろうと

いうその強さ、いうその強さ、これは生活レベルでの強さのこれは生活レベルでの強さの

一つの現れです。一つの現れです。

Ⅱ．Ⅱ．ネットワークを駆使したイスラム文明ネットワークを駆使したイスラム文明

　今日は全体のシンポジウムのテーマが　今日は全体のシンポジウムのテーマが「イ「イ

スラムとＩＴ」スラムとＩＴ」ということですが、ということですが、広く考え広く考え

るとＩＴとは、るとＩＴとは、情報を伝えるためのさまざま情報を伝えるためのさまざま

な知恵ということで、な知恵ということで、文化文明の発生以来す文化文明の発生以来す

べての人類が持ってきたものです。べての人類が持ってきたものです。その中でその中で

もイスラム文明は特にそういう性格の強い文もイスラム文明は特にそういう性格の強い文

明で、明で、伝える技術という伝える技術というもものを持ってきたわのを持ってきたわ

けですけれど、けですけれど、ただ、ただ、ＩＴというと、ＩＴというと、非常に非常に

広い意味とは別に狭い意味で電子技術、広い意味とは別に狭い意味で電子技術、エレエレ

クトロニクスの発達によって、クトロニクスの発達によって、あるいはコンあるいはコン

ピュータ科学の発達によっていろいろ出てきピュータ科学の発達によっていろいろ出てき

た情報の伝達の仕方のハイテクの部分た情報の伝達の仕方のハイテクの部分、、先端先端

部分を部分を、、一般にはＩＴという言葉で指してい一般にはＩＴという言葉で指してい

まます。す。

　　しかししかし、、今申し上げましたように、今申し上げましたように、元々人元々人

間というのは自分の持っている情報を人に伝間というのは自分の持っている情報を人に伝

えようという性質があります。えようという性質があります。そしてそういそしてそうい

う性格の強い文化や文明があるう性格の強い文化や文明があるわけわけです。です。受受

け止めて発信け止めて発信する、する、イスラム文明はまさにそイスラム文明はまさにそ

ういう意味では受容力も、ういう意味では受容力も、人に伝えようとす人に伝えようとす

る発信力も非常に強い人類の文明の中の一つる発信力も非常に強い人類の文明の中の一つ

です。です。とと言います言いますか、か、トップに位置すると私トップに位置すると私

はは考えています。考えています。

　人から人へ情報を伝達する仕組　人から人へ情報を伝達する仕組みみは一体何は一体何

とと呼ばれる呼ばれるかとかと言う言うと、と、ネットワークとネットワークと呼呼ばば

れます。れます。もっともっとも現代的な意味でのＩＴでもも現代的な意味でのＩＴでも

ネットワークという言葉を使います。ネットワークという言葉を使います。それとそれと

同じことです。同じことです。イスラム文明の特徴はまさにイスラム文明の特徴はまさに

情報を伝えるネットワーク。情報を伝えるネットワーク。もちろん電波をもちろん電波を

使って使って情報を伝達できない情報を伝達できない時代には人から人時代には人から人

に伝えるわけです。に伝えるわけです。昨日板垣先生昨日板垣先生ののお話にイお話にイ

ブンブン・・バットゥータの話が出てきました。バットゥータの話が出てきました。彼彼

ははモロッコのタンジールというところから中モロッコのタンジールというところから中

国まで行ってしま国まで行ってしまいますいます。。1414世紀の半ばでは世紀の半ばでは

ものすごい距離です。ものすごい距離です。これこれは実はは実は人のネット人のネット

ワークを使って行くわけです。ワークを使って行くわけです。順番に使って順番に使って

いく。いく。次に誰のところに行きなさい、次に誰のところに行きなさい、次に誰次に誰

のところに行きなさいと順に紹介され各所でのところに行きなさいと順に紹介され各所で

歓待してもらいます。歓待してもらいます。

　このネットワークはイスラム文明の一つの　このネットワークはイスラム文明の一つの

大きな特徴です。大きな特徴です。ネットワークで広がる文ネットワークで広がる文

明、明、そのネットワークの基本は何かとそのネットワークの基本は何かと言う言うと、と、

人と人とモノモノの移動なんです。の移動なんです。つまり商業路のつまり商業路の

ネットワークが、ネットワークが、イスラムが広がっていく、イスラムが広がっていく、

実際にイスラムという宗教が広がり、実際にイスラムという宗教が広がり、そしてそして

その宗教を中核にしたイスラム文明が広がっその宗教を中核にしたイスラム文明が広がっ

ていく一番基底にあるのです。ていく一番基底にあるのです。

　そのような長期にわたるプロセス　そのような長期にわたるプロセスのの結果結果でで

きあきあがったのがイスラム世界ということで、がったのがイスラム世界ということで、

現在はその出発点である中東からユーラシア現在はその出発点である中東からユーラシア

大陸を東へ、大陸を東へ、そしてインド大陸、そしてインド大陸、東南アジア東南アジア

へ、へ、それから北アフリカからヨーロッパへ、それから北アフリカからヨーロッパへ、

アフリカ大陸を南下し、アフリカ大陸を南下し、さらにはさらには2020世紀の後世紀の後

半になって大量の労働移民、半になって大量の労働移民、あるいはその他あるいはその他

の形の移民でアメリカ大陸へ。の形の移民でアメリカ大陸へ。現在は世界中現在は世界中

で改宗者が圧倒的に多い宗教はイスラムだとで改宗者が圧倒的に多い宗教はイスラムだと

言われ言われています。ています。イスラム人口は爆発的に増イスラム人口は爆発的に増

えているえているののです。です。一番大きいのは自然人口増一番大きいのは自然人口増

でしょう。でしょう。出生率が高い。出生率が高い。でも改宗率も高いでも改宗率も高い

んです。んです。そういうそういうもものがじわっといろいろなのがじわっといろいろな
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ネットワークを使って少しずつ広がっていくネットワークを使って少しずつ広がっていく

ののです。です。現代はそれが加速されてい現代はそれが加速されていまます。す。つつ

まり人間の移動が大きいために、まり人間の移動が大きいために、それから情それから情

報が早く伝わるために、報が早く伝わるために、そのスピードが速そのスピードが速

い。い。そういうネットワークができています。そういうネットワークができています。

　では、　では、何でイスラム文明と何でイスラム文明と呼ばれる呼ばれるものがものが

そういうネットワークという考え方とマッチそういうネットワークという考え方とマッチ

するのかと言いますと、するのかと言いますと、イスラムというのはイスラムというのは

元々宗教的な価値観としては、元々宗教的な価値観としては、神と一人ひと神と一人ひと

りの人間なんです。りの人間なんです。まったく一人ひとりが神まったく一人ひとりが神

と契約を結んで神の教え通り正しく生きればと契約を結んで神の教え通り正しく生きれば

救われますよという、救われますよという、個人主義なんです。個人主義なんです。平平

等主義的で個人主義的なんです。等主義的で個人主義的なんです。でも一方ででも一方で

はは、、イスラムが非常にうまくできているのイスラムが非常にうまくできているの

は、は、完全に個人で厳しく生き抜ける完全に個人で厳しく生き抜けるなんてなんて普普

通の人はできない通の人はできないことです。ことです。ではどうすればではどうすれば

いいかといいかと言う言うと、と、お互いに連帯しましょう。お互いに連帯しましょう。

アラビア語でウンマというアラビア語でウンマというのですがのですが、、信徒の信徒の

共同体、共同体、連帯感を大事にする。連帯感を大事にする。つまり、つまり、個人個人

主義と連帯感を同時に成り立たせる宗教なん主義と連帯感を同時に成り立たせる宗教なん

です。です。これがまさにイスラム文明がネットこれがまさにイスラム文明がネット

ワークを発達させた一つの理念的な基礎にワークを発達させた一つの理念的な基礎に

なっていると考えなっていると考えられられます。ます。

　前置きはこれぐらいにしまして、　前置きはこれぐらいにしまして、それではそれでは、、

そういうネットワークで広がるイスラム文明そういうネットワークで広がるイスラム文明

の中で、の中で、現在のムスリム達、現在のムスリム達、イスラム教徒達イスラム教徒達

が現代の科学技術の最新のＩＴのネットワーが現代の科学技術の最新のＩＴのネットワー

クをどのように使って、クをどのように使って、どのような影響を受どのような影響を受

けているだろうかという話をごく簡単にしまけているだろうかという話をごく簡単にしま

す。す。

　　まず、まず、このセッションこのセッションのテーマのテーマは文化とかは文化とか

社会とか宗教ですから、社会とか宗教ですから、その面だけに限ってその面だけに限って

お話お話ををすることにします。することにします。現在のＩＴのネッ現在のＩＴのネッ

トワークトワークは、は、私私ももこのこのシンポジウムのシンポジウムの準備の準備の

ためにウェブサイトをたくさん開いて見てみためにウェブサイトをたくさん開いて見てみ

ましたが、ましたが、あるウェブサイトはホームページあるウェブサイトはホームページ

の一番最初に英語が出てきてアラビア語、の一番最初に英語が出てきてアラビア語、そそ

れからフランス語、れからフランス語、ドイツ語、ドイツ語、トルコ語、トルコ語、そそ

れからマレーシアバージョン、れからマレーシアバージョン、インドネシアインドネシア

バージョン、バージョン、とどれでも出てくるんです。とどれでも出てくるんです。そそ

ういうサイトがものすごくたくさんありまういうサイトがものすごくたくさんありま

す。す。その中で特に目立つのはその中で特に目立つのは、、イスラムの宗イスラムの宗

教そのものに関するサイト教そのものに関するサイトで、で、すごくたくさすごくたくさ

んあります。んあります。それでもいそれでもいくつくつか見てみるとか見てみると、、

かなり質の悪いものもあります。かなり質の悪いものもあります。これは他のこれは他の

分野でもまったく同じで、分野でもまったく同じで、見る人の見識で選見る人の見識で選

んでいくんでしょうけれどんでいくんでしょうけれどもも、、質のいいサイ質のいいサイ

トトももたくさんありまして、たくさんありまして、これは他の宗教にこれは他の宗教に

比べてイスラムが圧倒的に多いんです。比べてイスラムが圧倒的に多いんです。

　それは何にどういう役割を　それは何にどういう役割を果た果たしているかしているか

とと言う言うと、と、ムスリム達自身ムスリム達自身が自らのが自らのイスラムイスラム

を深くしていくを深くしていく、、あるいは強くしていくのにあるいは強くしていくのに

役に立役に立ちますちます。。例えば、例えば、信仰実践のためのガ信仰実践のためのガ

イドラインというものが非常にうまく作られイドラインというものが非常にうまく作られ

ているんです。ているんです。順番にクリックしていくと、順番にクリックしていくと、

こういうこういうときときはこういうふうに考える、はこういうふうに考える、こうこう

いうふうに解釈されているからこうすべきだいうふうに解釈されているからこうすべきだ

というガイドラインが次々出てきます。というガイドラインが次々出てきます。それそれ

から礼拝はきちんとこういうふうにしましょから礼拝はきちんとこういうふうにしましょ

うといううという呼びかけなどが呼びかけなどがたくさん出てくる。たくさん出てくる。

それに伴って、それに伴って、様々な様々なイスラムの基本的な知イスラムの基本的な知

識が埋め込まれていまして、識が埋め込まれていまして、自ずとそのペー自ずとそのペー

ジを括っていくとそういうものを読むわけでジを括っていくとそういうものを読むわけで

す。す。今までだったら、今までだったら、普通のムスリム達が知普通のムスリム達が知

らない、らない、あるいはよほど勉強した人でなけれあるいはよほど勉強した人でなけれ

はわからないようなことでもちゃんと解説はわからないようなことでもちゃんと解説ささ

れれてやさしく出てきます。てやさしく出てきます。それとともに、それとともに、ここ

ういう礼拝の場所があるからそこでみんなでういう礼拝の場所があるからそこでみんなで

礼拝しましょうとか、礼拝しましょうとか、特にアメリカ、特にアメリカ、ヨーヨー

ロッパなロッパなどどですとですと、、ムスリムはマジョリティムスリムはマジョリティ

ではではないですから、ないですから、そういう場所を探していそういう場所を探してい

るわけです。るわけです。あるいはムスリムがマジョリあるいはムスリムがマジョリ

ティである国ではこういティである国ではこういったったモスクがありまモスクがありま

す。す。これは歴史的にこういう由緒があるからこれは歴史的にこういう由緒があるから

一度一度訪ねて訪ねてみようとか、みようとか、いろいろな案内が出いろいろな案内が出

てくるんです。てくるんです。

　これは当然共通の信仰意識とともに、　これは当然共通の信仰意識とともに、そうそう

いう紹介が繰り返しなされるということで、いう紹介が繰り返しなされるということで、

信徒達はお互いの連帯感を深めるわけです。信徒達はお互いの連帯感を深めるわけです。

そして一番大事なのは巡礼に行きましょうとそして一番大事なのは巡礼に行きましょうと

いういうことこと。。大巡礼というのは巡礼大巡礼というのは巡礼月月にやるにやるのの

ですがですが、、それ以外のそれ以外のときときでも小巡礼というのでも小巡礼というの

ができますよができますよ、、と。と。そういうそういう呼び呼びかけをいっかけをいっ

ぱいしています。ぱいしています。もちろんインターネットのもちろんインターネットの

言語をちゃんと読める人、言語をちゃんと読める人、識字率はすごく高識字率はすごく高

まっていますまっていますがが、、必ずしもムスリム全必ずしもムスリム全員員が読が読

めめるわけではありませんるわけではありません。。コンピュータを自コンピュータを自

分の家でネットワークにつないでそれを立ち分の家でネットワークにつないでそれを立ち
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上げられる人というのは今は上げられる人というのは今はまだまだ少数です。少数です。

しかししかし、、そういうページが既にものすごくたそういうページが既にものすごくた

くさん用意されているということは、くさん用意されているということは、これはこれは

非常に高い可能性があるわけです。非常に高い可能性があるわけです。今後、今後、識識

字率は年々高まっていきます。字率は年々高まっていきます。小学校、小学校、中学中学

校の義務教育がどんどん発達していって、校の義務教育がどんどん発達していって、識識

字率は字率は8080％を超えていると思う％を超えていると思うののです。です。そうそう

いう人達がそれぞれの言語で読めるようにないう人達がそれぞれの言語で読めるようにな

るるということは大きいということは大きい。。

　Ⅲ．　Ⅲ．ムスリムとインターネットの関わりムスリムとインターネットの関わり

　そして、　そして、もう一つ大きいのは、もう一つ大きいのは、今までのメ今までのメ

ディアとは違うディアとは違うということということです。です。偉い人の書偉い人の書

いた本を読んだら感想を持ってもそれで終わいた本を読んだら感想を持ってもそれで終わ

りです。りです。ビデオを見てもそれを見て終わりでビデオを見てもそれを見て終わりで

す。す。ところが、ところが、コンピュータのネットワークコンピュータのネットワーク

のいいところは、のいいところは、ほとんどのホームページにほとんどのホームページに

メールの欄、メールの欄、チャットの欄がついています。チャットの欄がついています。

つまり意見を言えるんです。つまり意見を言えるんです。これを見るとまこれを見るとま

たものすごく面白い。たものすごく面白い。「私は親から聞いてこ「私は親から聞いてこ

ういうふうにやるものだと思っていたんだけういうふうにやるものだと思っていたんだけ

れど、れど、こういうふうに教えられた。こういうふうに教えられた。一体どう一体どう

してですか」してですか」という質問と答えの欄とか、という質問と答えの欄とか、「私「私

はこう思うんだけれど、はこう思うんだけれど、これとは違うじゃなこれとは違うじゃな

いか」いか」といった討論の欄とかといった討論の欄とか、、そういうそういうもものの

がたくさん出てきます。がたくさん出てきます。

　これは単に共通の信仰を深める　これは単に共通の信仰を深めるだだとか、とか、イイ

ラスムに対するムスリム自身の考え方をまとラスムに対するムスリム自身の考え方をまと

め上げるだけめ上げるだけではではなくて、なくて、今度はその中にあ今度はその中にあ

る多様なものをぶつけ合うチャンスが出てきる多様なものをぶつけ合うチャンスが出てき

たわけです。たわけです。今まで今まではは宗派が違ったり宗派が違ったりしてして

様々な様々なところでそれぞれが勝手にやっていところでそれぞれが勝手にやっていまま

したした。。ところが、ところが、ネットワークのいい点はおネットワークのいい点はお

互いに平等の立場でそこにどんどん意見を互いに平等の立場でそこにどんどん意見を

言っていいですよ言っていいですよ、、というというところでところで、、そういそうい

ういいサイトがあります。ういいサイトがあります。

　その中には例えば、　その中には例えば、「私は働くムスリム女「私は働くムスリム女

性であるけれど、性であるけれど、ムスリムの女性はこうしなムスリムの女性はこうしな

ければいけないと教えられているのは一体どければいけないと教えられているのは一体ど

ういうことだ」ういうことだ」と文句を付けている。と文句を付けている。それにそれに

対して対して「こうだ」「こうだ」と、と、するとまた違う人が何するとまた違う人が何

か言って……。か言って……。これは本当に大げさではなくこれは本当に大げさではなく

て、て、ムスリム同士の中の対話の機会はこれかムスリム同士の中の対話の機会はこれか

らどんどん大きくなっていくらどんどん大きくなっていくと思いますと思います。。イイ

スラムとはスラムとは先ほど先ほども言いましたようにネットも言いましたようにネット

ワークの文化ワークの文化ですから、ですから、様々な様々な多様性を取り多様性を取り

入れる、入れる、そそしてして発信力発信力もも強い。強い。それは一方でそれは一方で

は統一感が必要は統一感が必要だということでもあります。だということでもあります。しし

かしかし一方完全に一様化されてしまったのでは一方完全に一様化されてしまったのでは

人々の自由も何も人々の自由も何も無くなって無くなってしまう。しまう。個性が個性が

無くなってしまう。無くなってしまう。インターネットはインターネットは多様化多様化

と両方のバランスと両方のバランスををとって発達させていく非とって発達させていく非

常にいい道具、常にいい道具、ツールではないかと私は考えツールではないかと私は考え

ています。ています。

　私は一種のシ　私は一種のシンパンパサイザーなんですけれどサイザーなんですけれど

もも、、ムスリムムスリムではではないんです。ないんです。ところでイスラところでイスラ

ム関係のホームページを見ていると、ム関係のホームページを見ていると、「そうか、「そうか、

こういうふうに考えるのか」こういうふうに考えるのか」という納得できという納得でき

ることが出てくるんです。ることが出てくるんです。それを考えてみまそれを考えてみま

すと、すと、ムスリムムスリムではではない非ムスリムとの対話ない非ムスリムとの対話

も可能なんです。も可能なんです。一番極端なのは、一番極端なのは、アルジェアルジェ

リアで反乱を起リアで反乱を起ここして大騒ぎになっているイして大騒ぎになっているイ

スラム救国戦線というスラム救国戦線というところところがフランス語でがフランス語で

ホームページホームページをを持っていまして、持っていまして、それを開いそれを開い

てみましたら面白いことが書いてあるんでてみましたら面白いことが書いてあるんで

す。す。順番に入っていくとどこかで止まってメ順番に入っていくとどこかで止まってメ

ンバーンバーシップシップをを取取らないといけないんですけらないといけないんですけ

れどれどもも、、それ以上それ以上進む進むとカードとカードをを切ってメン切ってメン

バーバーシップシップフィーフィーをを払えと払えと表示されてしまい表示されてしまいまま

してして、、イスラム救国戦線にカードイスラム救国戦線にカードをを教えてし教えてし

まって大丈夫かなまって大丈夫かな、、とと。。それ以上それ以上はは恐ろしく恐ろしく

て入れないて入れないののですですがが、、もし度胸があれば入れもし度胸があれば入れ

るわけです。るわけです。そこで本当にやり合っているのそこで本当にやり合っているの

が見えるわけです。が見えるわけです。リンクを張っていますかリンクを張っていますか

ら、ら、世界中のあらゆる過激団体がそれについ世界中のあらゆる過激団体がそれについ

ている。ている。

　これはネガティブと　これはネガティブと言う言うか、か、やや危険な方やや危険な方

の例ですの例ですがが、、リンクでどんどん広がっていリンクでどんどん広がってい

く。く。そしてその中でいろいろな議論が繰り返そしてその中でいろいろな議論が繰り返

される。される。これをうまくこれをうまく利用利用すれば、すれば、犯罪だと犯罪だと

かその他安全保障の妨害だとか、かその他安全保障の妨害だとか、そういう悪そういう悪

意でないところでうまく利用できる。意でないところでうまく利用できる。これはこれは

もう画期的なことなんです。もう画期的なことなんです。いわゆるテロ行いわゆるテロ行

為為をして暴れまくってをして暴れまくっている人達と意見を交わいる人達と意見を交わ

すことなんて我々すことなんて我々は普通は普通考えられないと思い考えられないと思い

ますますが、が、幾幾分かのリスクを背負って度胸を決分かのリスクを背負って度胸を決

めればそういう人達と会話めればそういう人達と会話がができるわけでできるわけで

す。す。ここういうものういうものは今まで本当に無かったこは今まで本当に無かったこ
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とです。とです。そういう意味ではそういう意味では、、広い意味でムス広い意味でムス

リムと非ムスリムの対話と議論がこれから増リムと非ムスリムの対話と議論がこれから増

大していくのではないか大していくのではないかと思いますと思います。。

　さらには、　さらには、いくつかのホームページで非常いくつかのホームページで非常

に面白いに面白いもものがありまして、のがありまして、ムスリム達自身ムスリム達自身

がこのがこのツールツールを使って、を使って、世界の文明の全部、世界の文明の全部、

人類全体の危機を共有し人類全体の危機を共有し始めて始めているというこいるというこ

とです。とです。例えば環境問題、例えば環境問題、ジェンダーの問題、ジェンダーの問題、

安全保障の問題、安全保障の問題、こういうものについて非常こういうものについて非常

にに鋭く鋭く意識し意識し始めて始めています。います。ウェブサイトでウェブサイトで

代表的な代表的なものにものに「ムスリムとユニバーサル「ムスリムとユニバーサル

ジャスティスドットコム」、ジャスティスドットコム」、つまり普遍的なつまり普遍的な

人類全体の構成のためのムスリム達の団体人類全体の構成のためのムスリム達の団体とと

いうものいうものがあります。があります。ここここがホームページをがホームページを

持っているんです。持っているんです。ここではここでははっきりはっきりとと「異「異

なった文化、なった文化、文明の人達と私達は語り合いな文明の人達と私達は語り合いな

がら自分達の理想を追います」がら自分達の理想を追います」と宣言していと宣言してい

ます。ます。

　　こういう宣言こういう宣言ががムスリムから出てくるとムスリムから出てくるとはは

我々はほとんど考えていないし、我々はほとんど考えていないし、世界中の人世界中の人

達も達もそんなことそんなことはは考えていない。考えていない。ムスリムとムスリムと

聞くとすぐタリバーンだとか何だとか聞くとすぐタリバーンだとか何だとかしか浮しか浮

かびませんしかびませんし、、そういう発信をしているそういう発信をしていることこと

は知らなかったわけです。は知らなかったわけです。ところが今はところが今は

ちょっと時間があってこつこつ探しさえすれちょっと時間があってこつこつ探しさえすれ

ば、ば、そしてそしていったんいったんこのサイトを知ってしまこのサイトを知ってしま

えば、えば、お気に入りのページでブックマークでお気に入りのページでブックマークで

もも付けて付けておけばおけば、、すぐにそこのチャットルーすぐにそこのチャットルー

ムに入っていけるわけです。ムに入っていけるわけです。そういうことそういうこと

で、で、我々人類全体の持ってい我々人類全体の持っているる意識の共有は意識の共有は

はっきり見てとれますし、はっきり見てとれますし、そこではお互いのそこではお互いの

インターコネクティビティ、インターコネクティビティ、相互相互のの接触がで接触がで

きる仕掛けになっているわけです。きる仕掛けになっているわけです。

　こういうことを全部考え　こういうことを全部考えててみますと、みますと、ウェウェ

ブサイトを通じてイスラムの宗教意識、ブサイトを通じてイスラムの宗教意識、あるある

いはもう少し広い、いはもう少し広い、イスラムに基づく文明のイスラムに基づく文明の

意識というようなものが、意識というようなものが、今、今、このＩＴの技このＩＴの技

術を通じて非常に大きな可能性を持ってき術を通じて非常に大きな可能性を持ってきまま

しした。た。ですから、ですから、私は最近は本当に時間が空私は最近は本当に時間が空

くとすぐくとすぐにインターネットをにインターネットを開いて何か面白開いて何か面白

いのはないかいのはないか、、どれかにどれかに参加し参加してみようかとてみようかと

思う思うんんですけれど、ですけれど、皆さんももし皆さんももしごご関心のあ関心のあ

る方はる方は是非是非見てみて見てみて下さい下さい。。私達の認識をは私達の認識をは

るかに超えるところがあるかに超えるところがありますります。。

　最後に一つだけ問題があります。　最後に一つだけ問題があります。これも昨これも昨

日山内先生がお話日山内先生がお話ししになられてになられていまいますが、すが、実実

はネガティブな側面はネガティブな側面もあるのもあるのです。です。私はポジ私はポジ

ティブな側面はティブな側面は909 0 ％だと思っています。％だと思っています。でで

も、も、1010％はネガティブな側面がある％はネガティブな側面があるののです。です。

それは何かと言いますと、それは何かと言いますと、そもそもこういうそもそもこういう

ハイテク、ハイテク、この一つ手前の技術が携帯電話でこの一つ手前の技術が携帯電話で

あり、あり、ファックスでありビデオであったわけファックスでありビデオであったわけ

ですです。。そういうそういうもものはすべてそうですけれど、のはすべてそうですけれど、

一番顕著に見られるのは、一番顕著に見られるのは、インターネット発インターネット発

達の前のビデオ達の前のビデオなどがなどがそうでしたが、そうでしたが、どうどうしし

てて人々はそこに入っていくかと人々はそこに入っていくかと言う言うと、と、もちもち

ろん情報を早くろん情報を早く取りたい取りたいという欲求があという欲求があるかるか

らでらですすが、が、もう一つは娯楽性の問題があるもう一つは娯楽性の問題があるのの

です。です。娯楽としてそれを使うわけです。娯楽としてそれを使うわけです。ビデビデ

オカセットはほとんど映画のダビングです。オカセットはほとんど映画のダビングです。

イスラム圏のどこででも、イスラム圏のどこででも、本当に信じられな本当に信じられないい

ような値段で安く売っています。ような値段で安く売っています。多くの多くの人達人達

はは、、その中の低俗な娯楽性から入ったその中の低俗な娯楽性から入ったと言わと言わ

れますれます。。インターネットインターネットののポルノサイトはもポルノサイトはも

のすごくよく見られています。のすごくよく見られています。サウジの金持サウジの金持

ちはみんな見ているちはみんな見ているのではのではないかと言われてないかと言われて

いいまます。す。そういうところから入っていそういうところから入っていったのったの

ですです。。

　つまり、　つまり、非常に低俗な商業主義であると非常に低俗な商業主義であると

か、か、売らんかなという売らんかなということ。こと。これがもうこれがもう、、一一

部部分で分で現れています。現れています。これはイスラムに関すこれはイスラムに関す

ることでもることでも同じで、同じで、低俗性はまだ押さえられ低俗性はまだ押さえられ

ていますていますがが、、売らんかな主義は現れている。売らんかな主義は現れている。

例えば例えば、、このこの礼拝時間を示す礼拝時間を示す時計に類するも時計に類するも

ののををネット上で販売しているサイトがいっぱネット上で販売しているサイトがいっぱ

いあります。いあります。へんてこりんなものをものすごへんてこりんなものをものすご

くたくさん売っているわけです。くたくさん売っているわけです。これこそクこれこそク

レジットカードで買ったらどうなんだろうレジットカードで買ったらどうなんだろう、、

と。と。そしてそしてそのカードそのカードナンバーナンバーはどこに行っはどこに行っ

てしまうんだろうという感じで、てしまうんだろうという感じで、恐ろしくて恐ろしくて

買えない買えないののですですがが、、そういうサイトが今、そういうサイトが今、たた

くさんあります。くさんあります。何か怪しげな商品があるん何か怪しげな商品があるん

です。です。電子○○とか、電子○○とか、全部全部もっとももっともらしいこらしいこ

とが書いてあるんですけれどとが書いてあるんですけれどもも、、そういう悪そういう悪

い意味での商業主義ですねい意味での商業主義ですね、、それでものを売それでものを売

りつける、りつける、それから低俗な商品を出す。それから低俗な商品を出す。これこれ

が一つです。が一つです。

　それからもう一つは　それからもう一つは、、議論が自由にできる議論が自由にできる
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ということは、ということは、もしかして、もしかして、非常に腕力が強非常に腕力が強

かったり、かったり、ある種の圧力の強い人達にとってある種の圧力の強い人達にとって

は自分達の意見の押し付けもできるは自分達の意見の押し付けもできるというというここ

とです。とです。圧倒的な力で押し付けていく。圧倒的な力で押し付けていく。権威権威

主義的な押し付け、主義的な押し付け、あるいは独善的、あるいは独善的、あるいあるい

は一方的な押し付けで、は一方的な押し付けで、類似のサイトをいっ類似のサイトをいっ

ぱい作ってぱい作って、、どれどれをを見たってそれに近いよう見たってそれに近いよう

なものばかりになってしまうということも考なものばかりになってしまうということも考

えられないわけえられないわけではではない。ない。

　もう一つは悪意の妨害です。　もう一つは悪意の妨害です。これは私もいこれは私もい

くつくつかそういうかそういうサイトサイトに当たりました。に当たりました。例え例え

ば、ば、ＥメールでクエスチョンＥメールでクエスチョン・・アンアンドド・・アンアン

サーなんかに、サーなんかに、どう考えてもこんな意地悪などう考えてもこんな意地悪な

質問をすることないじゃないかというような質問をすることないじゃないかというような

質問をわざとするわけです。質問をわざとするわけです。妨害なんです。妨害なんです。

これも自由にできるというこれも自由にできるということことのの半面半面です。です。

悪意を持った人達はもっともっと悪く育って悪意を持った人達はもっともっと悪く育って

いいきまきます。す。それこそ非常に優良なサイトにウそれこそ非常に優良なサイトにウ

イルスイルスをを飛ばすこともできるわけです。飛ばすこともできるわけです。こうこう

いう悪意による妨害いう悪意による妨害がありますがあります。。

　今申し上げたようなネガティブな側面も実　今申し上げたようなネガティブな側面も実

は否定できない。は否定できない。そういう傾向が無きにしもそういう傾向が無きにしも

あらずです。あらずです。さらに大きな問題は、さらに大きな問題は、これだけこれだけ

そういそういったったネガティブな側面を引いても、ネガティブな側面を引いても、もも

のすごくいい役割を果たすべき道具が実際にのすごくいい役割を果たすべき道具が実際に

より多くの人達に行き渡っていくかどうか。より多くの人達に行き渡っていくかどうか。

この問題が最後に残る一番大きな問題だと思この問題が最後に残る一番大きな問題だと思

いますいます。。これがみんな本当に行き渡っていっこれがみんな本当に行き渡っていっ

て、て、そしてその中で本当に自由な議論、そしてその中で本当に自由な議論、お互お互

いの連帯感を維持しながら多様な個性を花開いの連帯感を維持しながら多様な個性を花開

かせるというような、かせるというような、そういうバランスのとそういうバランスのと

れた方向になっていくかどうか、れた方向になっていくかどうか、これはイスこれはイス

ラムの文明にとって、ラムの文明にとって、あるいはあるいはムスリムムスリムの社の社

会にとって、会にとって、これからの非常に大きな課題これからの非常に大きな課題でで

す。す。もちろんそれはもちろんそれは、、日本人の課題でもあ日本人の課題でもありり

ますます。。低俗なサイトは一体どうすればいいの低俗なサイトは一体どうすればいいの

か、か、自由と倫理を守りつつ、自由と倫理を守りつつ、でも規制はかけでも規制はかけ

ないないようにするにようにするにはどうしたらいいのかといはどうしたらいいのかとい

ううことことは、は、実は我々自身にかけられた課題な実は我々自身にかけられた課題な

ののです。です。これをどうしていくかは実はムスリこれをどうしていくかは実はムスリ

ムだけムだけではではなくて、なくて、人類の課題だと申し上げ人類の課題だと申し上げ

た方がいいかもた方がいいかもししれません。れません。

　イラスムの文明にとっては　イラスムの文明にとっては、、ムスリム達はムスリム達は

今、今、我々以上に新しい技術を使って、我々以上に新しい技術を使って、自分達自分達

のテリトリーを開く努力をものすごくしていのテリトリーを開く努力をものすごくしてい

るということを、るということを、私はここ数ヶ月間、私はここ数ヶ月間、ウェブウェブ

サイトを一生懸命サイトを一生懸命開い開いてみて、てみて、一番強く感じ一番強く感じ

ましたました。。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。

吉村吉村：：湯川先生、湯川先生、もっともっとたくさんお話もっともっとたくさんお話

ししいただきたいいただきたいのですが、のですが、時間の関係でまず、時間の関係でまず、

おお三三人のお話をお伺いしてから、人のお話をお伺いしてから、また皆さんまた皆さん

の方からの質問なり、の方からの質問なり、不足を補うということ不足を補うということ

にさせていにさせていただきたいと思います。ただきたいと思います。

　　考えてみますと、考えてみますと、今、今、世界人口世界人口はは6060億人で億人で

す。す。その内イスラムはその内イスラムは1212億人億人。。人口比で言い人口比で言い

ますと約４分の１ますと約４分の１、、また地域的また地域的に言いますとに言いますと

３分の１ですから大変大きな勢力です。３分の１ですから大変大きな勢力です。次は次は

ヒンドゥーでヒンドゥーで1010億人、億人、しかしヒンドゥしかしヒンドゥーー教徒教徒

は地域的にはインド以外ではネパールぐらいは地域的にはインド以外ではネパールぐらい

にしかいません。にしかいません。非常に地域が狭い。非常に地域が狭い。それかそれか

らキリスト教徒は新、らキリスト教徒は新、旧合わせて８億人ぐら旧合わせて８億人ぐら

い。い。この８億人のキリスト教徒とこの８億人のキリスト教徒と55,,000000 万人万人

ぐらいのユダヤ人の一部の人たち、ぐらいのユダヤ人の一部の人たち、トータルトータル

してもしても500500万人ぐらいしかいない万人ぐらいしかいない人達人達が、が、今、今、

地球を地球を、、即ち即ち6060 億人を支配している億人を支配しているのでのです。す。

我々はこの我々はこの500500 万人ぐらいの人達が発信する万人ぐらいの人達が発信する

価値観であっち価値観であっちにに行ったりこっちに行ったり行ったりこっちに行ったり

しているしているののです。です。これがこのまま続くわけがこれがこのまま続くわけが

ありません。ありません。そしてこのまま続くとは皆思っそしてこのまま続くとは皆思っ

ていないと思います。ていないと思います。その破れ目が今その破れ目が今、、地球地球

紛争としていろいろなところで出ているので紛争としていろいろなところで出ているので

す。す。

　一方、　一方、イスラム教というのは、イスラム教というのは、神と個人が神と個人が

ダイレクトですから、ダイレクトですから、そういう面ではそういう面では1212億人億人

ならなら1212億人が意志を持てるというわかりやす億人が意志を持てるというわかりやす

い世界ですい世界です。。しかし、しかし、言い換えると恐いという言い換えると恐いという

ことも言えます。ことも言えます。イスラム教にはイマームとイスラム教にはイマームと

いう立場の人がいますいう立場の人がいますがが、、この方はあくまでこの方はあくまで

も宗教的なリーダーというか教義の解説者でも宗教的なリーダーというか教義の解説者で

す。す。モスクでお祈りをするモスクでお祈りをするときときにに「「お祈りしお祈りし

ましょうましょう」」とと言う言うのは、のは、すぐ隣の床屋のおじすぐ隣の床屋のおじ

さんさんやや洋服屋のおじさん達がやっている洋服屋のおじさん達がやっているののでで

す。す。そういう面では非常にインターネットにそういう面では非常にインターネットに

ぴったりぴったりとと合っている。合っている。ＩＴに合っているとＩＴに合っていると

いうことです。いうことです。

　湯川先生の面白いところは、　湯川先生の面白いところは、ある一定以上ある一定以上
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いったら踏み込むのは度胸がいるという、いったら踏み込むのは度胸がいるという、そそ

の辺が学者らしいところでありまして、の辺が学者らしいところでありまして、イスイス

ラムの大家でありながらイスラム教徒ではなラムの大家でありながらイスラム教徒ではな

いいののです。です。日本では日本ではイスラム世界の研究者のイスラム世界の研究者の

大半がイスラム教徒大半がイスラム教徒ではないのではないのです。です。それはそれは

教徒になると客観性を失うと自分で思ってい教徒になると客観性を失うと自分で思ってい

るからるからだだと思います。と思います。学者には客観性が大切学者には客観性が大切

だからです。だからです。しかし最近若いしかし最近若い研究者の間研究者の間ででもも

イスラム教徒でイスラムを研究している人がイスラム教徒でイスラムを研究している人が

出てきましたが、出てきましたが、そういう人は危ないというそういう人は危ないという

ことで、ことで、あまり日本社会は引き立てないようあまり日本社会は引き立てないよう

ですですけれども、けれども、そろそろ変わってもいいのでそろそろ変わってもいいので

はないでしょうか。はないでしょうか。

　　これをこれを何とかしなければいけないというこ何とかしなければいけないというこ

とを考えてとを考えていいらっしゃるのはらっしゃるのは、、日本ムスリム日本ムスリム

協会協会会長の樋口先生でございます。会長の樋口先生でございます。この方はこの方は、、

私私が早稲田大学エジプト学調査隊としてが早稲田大学エジプト学調査隊として19661966

年に年に初めて初めてエジプトに行ったエジプトに行ったときときにに大変お世大変お世

話になった方です。話になった方です。ヒューマンネットワークヒューマンネットワーク

ががまったくまったく無かった中、無かった中、私達は私達はたった一人のたった一人の

会ったこともない樋口さんを頼って行きまし会ったこともない樋口さんを頼って行きまし

た。た。そして樋口さんが面倒を見てそして樋口さんが面倒を見て下下さったさったおお

陰陰で、で、今今、、早稲田早稲田大学大学のエジプト考古学があのエジプト考古学があ

るのです。るのです。

　エジプトで私がイスラム教徒になったのも　エジプトで私がイスラム教徒になったのも

樋口さんのお導きでございます。樋口さんのお導きでございます。そういう意そういう意

味で味でもも私の大恩人でございますので、私の大恩人でございますので、今日今日のの

お話が楽しみでございます。お話が楽しみでございます。どうぞ、どうぞ、イスライスラ

ム教の宣伝をどんどんム教の宣伝をどんどんなさって下さいなさって下さい。。
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日本の中のイスラーム日本の中のイスラーム

宗教法人宗教法人  日本ムスリム協会会長日本ムスリム協会会長

樋口樋口  美作美作

Ⅰ．Ⅰ．ビスミビスミ・・ッラーヒッラーヒ・・ッラハマーニッラハマーニ・・ッラヒームッラヒーム

　皆さんおはようございます。　皆さんおはようございます。イスラームのイスラームの

人達はスピーチの前に人達はスピーチの前に「慈悲あまねく、「慈悲あまねく、慈愛慈愛

深き神の深き神の御御名において」名において」とと始める始めるのが慣例ののが慣例の

ようですが、ようですが、やはりこれを申しますと何かやはりこれを申しますと何か

ほっとするようなほっとするような、、「えー」「えー」で始めるで始めるよりも、よりも、

これから私が行かなければいけない一つの行これから私が行かなければいけない一つの行

動の中の覚悟ができるというか、動の中の覚悟ができるというか、そんな気がそんな気が

します。します。

　吉村先生からご紹介いただきましたよう　吉村先生からご紹介いただきましたよう

に、に、先生との最初の出会いはずいぶん前にな先生との最初の出会いはずいぶん前にな

るわけですが、るわけですが、また今日はこうしてヒューマまた今日はこうしてヒューマ

ンネットの中で私の母校である早稲田大学のンネットの中で私の母校である早稲田大学の

講堂で皆様方にお話ができる機会を与えられ講堂で皆様方にお話ができる機会を与えられ

たことはアたことはアッッラーの導きでもあり、ラーの導きでもあり、非常に感非常に感

謝するところでございます。謝するところでございます。湯川先生の格調湯川先生の格調

高いスピーチの後で、高いスピーチの後で、あるいはレベルダウンあるいはレベルダウン

した話になるかもした話になるかもししれませんが、れませんが、イスラームイスラーム

の当事者の当事者・・信者として現場の人間としての立信者として現場の人間としての立

場でお話場でお話ししさせていただきたいと思います。させていただきたいと思います。

　実はこのお話をいただいて、　実はこのお話をいただいて、たまたま早稲たまたま早稲

田を卒業した同期の仲間と会いまして、田を卒業した同期の仲間と会いまして、「今「今

度度母校でシンポジウムのパネリストになる母校でシンポジウムのパネリストになる

よ」よ」と言ったら、と言ったら、まずまず非常に意外な顔をされ非常に意外な顔をされ

ましたました。。ましてやましてや「イスラ「イスラーームとＩＴが何のムとＩＴが何の

関係があるんだ。関係があるんだ。イスラームといえば危険なイスラームといえば危険な

宗教というのが一般的な考え方だよ」宗教というのが一般的な考え方だよ」と、と、物物

質文明にどっ質文明にどっぷぷり浸かった友達は言いました。り浸かった友達は言いました。

確かにそういう確かにそういう考え考えがマジョリティがマジョリティーーかもかもしし

れません。れません。そんなことで、そんなことで、私は私ははじめはじめに日本に日本

人のイスラーム観についてお話人のイスラーム観についてお話しししたいと思したいと思

います。います。
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　　　　Ⅱ　　　　Ⅱ .. 日本人の宗教意識日本人の宗教意識

　　　　ａ　　　　ａ..日本人のイスラーム観日本人のイスラーム観

　確かに新聞やメディアには、　確かに新聞やメディアには、この前のバーこの前のバー

ミヤンの仏像破壊といったものが一面にカミヤンの仏像破壊といったものが一面にカ

ラー写真で出たり、ラー写真で出たり、あるいはテレビの中でいあるいはテレビの中でい

ろいろなテロの爆破事件がろいろなテロの爆破事件が報道され報道されますと、ますと、

まさにまさにそれがそれがイスラームのすべてではないかイスラームのすべてではないか

とと言う言うような誤解を招きます。ような誤解を招きます。それから昨日それから昨日

のお話の中でも日本人はイスラームを歪んだのお話の中でも日本人はイスラームを歪んだ

眼鏡で見てきたのではないかというお言葉も眼鏡で見てきたのではないかというお言葉も

ありました。ありました。確かに日本人には砂漠の宗教だ確かに日本人には砂漠の宗教だ

とか、とか、戒律の厳しい宗教だとか、戒律の厳しい宗教だとか、テロを容認テロを容認

する宗教だとか、する宗教だとか、というような偏見と誤解もというような偏見と誤解も

あります。あります。しかしながら、しかしながら、そうした偏見や誤そうした偏見や誤

解が現在も日本人の中にあること、解が現在も日本人の中にあること、それにつそれにつ

いては我々ムスリムの責任でもあるかとは思いては我々ムスリムの責任でもあるかとは思

ううのでのです。す。

　　　　　ｂ　　　　　ｂ..宗教と国際化宗教と国際化

　イスラームだけで　イスラームだけでははなく宗教なく宗教についてについて考え考え

る場合、る場合、最近ずっと言われて久しくなります最近ずっと言われて久しくなります

が、が、日本の国際化の問題日本の国際化の問題があるがあると思と思いますいます。。そそ

の国際化との関連で私の国際化との関連で私ががいつも思うのは、いつも思うのは、今今

も日本のいろいろなところで文化の交流、も日本のいろいろなところで文化の交流、異異

文化を理解し合おうという企画があり、文化を理解し合おうという企画があり、大勢大勢

の方々が交流されているわけですが、の方々が交流されているわけですが、日本人日本人

にはどうしても一つの壁があると思うにはどうしても一つの壁があると思うののです。です。

対話している中で対話している中で、、どうしても最終的に突きどうしても最終的に突き

当たってしまうものがある。当たってしまうものがある。それはやはり宗それはやはり宗

教の問題教の問題ではではないかと思うないかと思うののです。です。ですから、ですから、

私は別にここでイスラームだけではなくて、私は別にここでイスラームだけではなくて、

仏教なら仏教でもいい仏教なら仏教でもいいのですがのですが、、やはり自分やはり自分

の宗教を持たないと、の宗教を持たないと、いくら国際化と言っていくら国際化と言って

も最後の段階で壁にぶつかってしまう。も最後の段階で壁にぶつかってしまう。海外海外

に行くと必ずに行くと必ず「お前の宗教は何だ」「お前の宗教は何だ」と聞かれと聞かれ

ます。ます。そのそのときにときに仏教だと、仏教だと、そして仏教はこそして仏教はこ

ういうことだと説明すればういうことだと説明すれば、、彼らは納得する彼らは納得する

わけです。わけです。だけれどだけれど「私は無宗教」「私は無宗教」とと言う言うと、と、

そこで対話が途切れてしまう、そこで対話が途切れてしまう、というのが私というのが私

の経験でよく見た光景の経験でよく見た光景でございます。でございます。

　ということで、　ということで、宗教の持つ国際的な意味と宗教の持つ国際的な意味と

いうのは非常にあろうかと思います。いうのは非常にあろうかと思います。もちろもちろ

ん今日、ん今日、ここにいらっしゃる皆様方にはイスここにいらっしゃる皆様方にはイス

ラームについての知識もかなり勉強されていラームについての知識もかなり勉強されてい

る方もおられると思る方もおられると思いますがいますが、、一般に日本人一般に日本人

のイスラーム観は、のイスラーム観は、イスラームの本質から若イスラームの本質から若

干離れていると思う面もございますので、干離れていると思う面もございますので、イイ

スラームの基本的な教義について少しお話さスラームの基本的な教義について少しお話さ

せていただきたいと思います。せていただきたいと思います。

　　　　Ⅲ　　　　Ⅲ .. イスラームの教義イスラームの教義

　　　　　ａ　　　　　ａ..創造主創造主・・神と人間神と人間

　ご存知のように　ご存知のように、、我々我々ムスリムムスリムの信ずる神の信ずる神

というものは創造主アッラーでございますというものは創造主アッラーでございます。。

「アッラーの神」「アッラーの神」という言い方がありますが、という言い方がありますが、

「アッラーの神」「アッラーの神」とと言う言うのは何か別に神様がいのは何か別に神様がい

るような感じで、るような感じで、適切な表現ではありませ適切な表現ではありません。ん。

アッラーはアラビア語で神ですね。アッラーはアラビア語で神ですね。ですかですから、ら、

創造主アッラー創造主アッラー＝＝神ということでございまし神ということでございまし

て、て、別に神の他に神があるということではな別に神の他に神があるということではな

い。い。創造主、創造主、すべてこの宇宙のものから法則、すべてこの宇宙のものから法則、

天界の運行や地球上のものすべてを創造した天界の運行や地球上のものすべてを創造した

主主を我々はアッラーを我々はアッラー＝＝神としています。神としています。

　その創造の中でアッラーの　その創造の中でアッラーの最高最高の傑作が人の傑作が人

間の創造だと言われております。間の創造だと言われております。神は人間を神は人間を

土から土から創り創り、、それに霊を吹き込みました。それに霊を吹き込みました。でで

すから、すから、人間の中には聖人間の中には聖（精神的なもの）（精神的なもの）とと

俗俗（（肉体肉体的なもの）的なもの）と両方あるということでと両方あるということで

ございます。ございます。それで人間を神の代理者としてそれで人間を神の代理者として

地上に使わした。地上に使わした。これはクルアーンの２章のこれはクルアーンの２章の

3030節に地上に神の代理者として人間を送った節に地上に神の代理者として人間を送った

とはっきりと書いてございます。とはっきりと書いてございます。それは何のそれは何の

代理代理かかとと言う言うと、と、地上における他の創造物と地上における他の創造物と

の調和の調和と共生と共生です。です。ですからイスラームは非ですからイスラームは非

常に調和を大事にするわけです。常に調和を大事にするわけです。

　ですから、　ですから、我々人間の中でも精神と肉体の我々人間の中でも精神と肉体の

調和が問われます。調和が問われます。国連機関に国連機関にＷＨＯＷＨＯがありがあり

ますが、ますが、そこでは健康という定義について、そこでは健康という定義について、

まず体まず体――フィジカルなものが健康であるこフィジカルなものが健康であるこ

とと、とと、それから精神的それから精神的――メンタルなものがメンタルなものが

健康であること、健康であること、それから社会的それから社会的――ソーソー

シャルなものが健康であること、シャルなものが健康であること、それと最近それと最近

はもう一つ霊的なものはもう一つ霊的なもの――スピリチュアルなスピリチュアルな

ものが加わってきたというように、ものが加わってきたというように、物質文明物質文明

の中から精神文明的なものの考え方が問われの中から精神文明的なものの考え方が問われ

ていると思います。ていると思います。

　　　　　ｂ　　　　　ｂ..基本的教義基本的教義・・六信五行六信五行

　そういうことで、　そういうことで、人間は地上の神の代理者人間は地上の神の代理者

として生活するわけですが、として生活するわけですが、イスラームは人イスラームは人
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間の聖的なもの間の聖的なもの＝＝精神と俗的なもの精神と俗的なもの＝＝肉体の肉体の

中にイスラームの教義はできていると言って中にイスラームの教義はできていると言って

いいと思ういいと思うののです。です。いわゆるいわゆる六六信信五五行と言い行と言い

ますけれども、ますけれども、精神的なものには信仰の内容精神的なものには信仰の内容

として６つの信ずることとして６つの信ずること即ちアッラー＝神、即ちアッラー＝神、

天使、天使、経典、経典、預言者、預言者、来世、来世、定命定命があります。があります。そそ

れで肉体的なものには、れで肉体的なものには、その信仰を表明するその信仰を表明する

ものとして５つの義務行為ものとして５つの義務行為即ち信仰の告白、即ち信仰の告白、

礼拝、礼拝、断食、断食、喜捨喜捨（ザカート）、（ザカート）、巡礼があると巡礼があると

いうことです。いうことです。

ｃｃ.. 六信六信

　イスラームは非常に独善的だという言い方　イスラームは非常に独善的だという言い方

があるかと思いますがあるかと思いますがが、、たしかに我々はたしかに我々は神の神の

唯一性唯一性、、アッラー以外に神はないと言いまアッラー以外に神はないと言いま

す。す。しかししかし例えば例えば石原都知事は法華経の信者石原都知事は法華経の信者

だと思いますが、だと思いますが、『『法華経を生きる法華経を生きる』』という本という本

を著しておられまを著しておられましてして、、その中にもやはりその中にもやはり

「自分が今ある、「自分が今ある、だけれどあらしめるものがだけれどあらしめるものが

ある」ある」という説明をされています。という説明をされています。それは突それは突

き詰めていけばき詰めていけば「実相」「実相」だという言い方をさだという言い方をさ

れていますが、れていますが、こういう本を読みますと、こういう本を読みますと、仏仏

教も最終的にはイスラームと根本的には同じ教も最終的にはイスラームと根本的には同じ

ところにたどり着くのではないかという感想ところにたどり着くのではないかという感想

を持ちました。を持ちました。

　そ　そしてして天使天使でございますが、でございますが、天使というの天使というの

はイスラームでは光から作られたと言われてはイスラームでは光から作られたと言われて

います。います。天使は非常に忠実で自分から積極的天使は非常に忠実で自分から積極的

に自発的に行動を起に自発的に行動を起ここしませんしません。。神の命令で神の命令で

しか動きません。しか動きません。100100％間違えることなく神％間違えることなく神

の命令によって動の命令によって動くのですくのです。。それで常に我々それで常に我々

の両肩におるわけです。の両肩におるわけです。そして、そして、その人の言その人の言

動を逐一、動を逐一、すべてもらすことなく記録していすべてもらすことなく記録してい

ると言われています。ると言われています。１１人の人間に昼の人の人間に昼の２２人人

と夜と夜２２人、人、昼夜交代で昼夜交代で2424時間我々の現世にお時間我々の現世にお

ける行動を記録しているとける行動を記録しているとのことですのことです。。

　それから　それから啓典啓典、、いわゆる啓示されたものいわゆる啓示されたもの

で、で、これはクルアーンだけではございませこれはクルアーンだけではございませ

ん。ん。モーゼの五書モーゼの五書ややダビデの詩篇、ダビデの詩篇、イエスのイエスの

福音書、福音書、そしてムハンマドのクルアーンといそしてムハンマドのクルアーンとい

うことで、うことで、これこれららは全部神の言葉として私どは全部神の言葉として私ど

もは信じます。もは信じます。

　それから　それから預言者預言者でございますけれども、でございますけれども、ここ

れもムハンマドだけが預言者とは考えておりれもムハンマドだけが預言者とは考えており

ません。ません。人間の始祖である土から人間の始祖である土から創ら創られたれた

アーダム、アーダム、これが初代預言者と言これが初代預言者と言われわれますが、ますが、

クルアーンの中ではクルアーンの中ではさらにさらに2222人の預言者がい人の預言者がい

ます。ます。ノアノア、、イブラーヒーム、イブラーヒーム、モーゼ、モーゼ、キリスキリス

ト、ト、ムハンマドムハンマドなどなどでです。す。特にモーゼ、特にモーゼ、キリスキリス

ト、ト、ムムハンマドには啓典が授かったというこハンマドには啓典が授かったというこ

とで、とで、特に敬愛する預言者であることは間違特に敬愛する預言者であることは間違

いございません。いございません。

　それと　それと来世来世、、これは後に触れますが、これは後に触れますが、いわいわ

ゆる信じるか信じないかということになるわゆる信じるか信じないかということになるわ

けですけれども、けですけれども、最後の審判があ最後の審判がありり、、それにそれに

よって天国よって天国に行くに行くか地獄か地獄に行くに行くかということかということ

になるわけです。になるわけです。

　それから　それから定命定命ですが、ですが、これは我々人間はすこれは我々人間はす

べて神の予定された中で生きているべて神の予定された中で生きているのだのだ、、そそ

の中で精一杯努力しなさいということです。の中で精一杯努力しなさいということです。

ですから、ですから、長い人生の中ではいろいろとそう長い人生の中ではいろいろとそう

いった神から定められた定命を感ずる場合がいった神から定められた定命を感ずる場合が

ございます。ございます。

ｄｄ.. 五行五行

　そういった信仰を表明する意味で５つの行　そういった信仰を表明する意味で５つの行

があるがあるわけわけです。です。先ほど申し上げましたよう先ほど申し上げましたよう

に、に、第一に第一に信仰の告白信仰の告白です。です。要するに要するに「アッ「アッ

ラーの他に神なく、ラーの他に神なく、ムハンマドは神のムハンマドは神の使徒使徒でで

ある」。ある」。これだけでございます。これだけでございます。これを信ずれこれを信ずれ

ばムスリムになれるわけです。ばムスリムになれるわけです。

　それから　それから礼拝礼拝、、これは一日５回でございまこれは一日５回でございま

す。す。１１日５回決まった時間に礼拝することは日５回決まった時間に礼拝することは

非常に大変なことで非常に大変なことですがすが、、それは日本がイスそれは日本がイス

ラーム国でないから大変なのでラーム国でないから大変なのです。す。私はサウ私はサウ

ジジアラビアに４年ほど生活した経験がありまアラビアに４年ほど生活した経験がありま

すけれどすけれどもも、、そこに行けば、そこに行けば、そういう社会のそういう社会の

システムがありますから、システムがありますから、決して難しいこと決して難しいこと

ではではありませんありません。。
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　次に、　次に、断食断食がありますがあります。。これは日の出前からこれは日の出前から

日没まで飲食を断つことですけれども、日没まで飲食を断つことですけれども、ラマラマ

ダーン月になると断食スケジュールになってダーン月になると断食スケジュールになって

しましまいまいます。す。勤務形態が朝勤務形態が朝1010時から１時ぐら時から１時ぐら

いまで仕事をしていまで仕事をして後後は休は休みみになるになるののです。です。食食

事をして夕方の８時から夜の事をして夕方の８時から夜の1010時まで仕事を時まで仕事を

しまします。す。ですから、ですから、決して難しいことではな決して難しいことではな

いいののですが、ですが、日本の社会で企業の一員として日本の社会で企業の一員として

生活する場合は大変でございます。生活する場合は大変でございます。特に湯川特に湯川

先生からヘジラ暦の話がありま先生からヘジラ暦の話がありましたしたが、が、これこれ

は太陰暦ですので、は太陰暦ですので、１年に１年に1111日ずつ早くなっ日ずつ早くなっ

ていくわけです。ていくわけです。ですから昨年はですから昨年は1212月月あたあたりり

が断食だったが断食だったののですが、ですが、今年は今年は1111月の末ぐら月の末ぐら

いから始まると思いから始まると思います。います。ですから、ですから、今が一番今が一番

楽な楽なときときです。です。冬至の頃は日の暮れが早いか冬至の頃は日の暮れが早いか

ら一番楽なんです。ら一番楽なんです。１１日１食、日１食、２食でも全然２食でも全然

問題ありません。問題ありません。ところが、ところが、夏至の頃は昼間夏至の頃は昼間

がが1515 時間半位になる時間半位になるのではのではないでしょうか。ないでしょうか。

2424時間で約時間で約1515時間半飲み食いしない。時間半飲み食いしない。これはこれは

厳しい、厳しい、大変過酷な行になります。大変過酷な行になります。

　だけれども、　だけれども、イスラームは決して難しいこイスラームは決して難しいこ

とを押し付けることはしません。とを押し付けることはしません。健康を害し健康を害し

てまでやりなさいとは言っておりません。てまでやりなさいとは言っておりません。でで

きなかったきなかったときときは後で償いをしなさいは後で償いをしなさい、、と。と。償償

いの方法はいろいろあります。いの方法はいろいろあります。決して神は人決して神は人

間にできないことを命じて間にできないことを命じてははいないとクルいないとクル

アーンにも書いてあります。アーンにも書いてあります。

　それから　それから喜捨喜捨、、ザカートと言いますが、ザカートと言いますが、中中

東へ行くと東へ行くと貰い貰いの世界が多いと言われるんでの世界が多いと言われるんで

すけれどすけれどもも、、これは日本人これは日本人自身自身がチップの習がチップの習

慣慣がが苦手だということだと思います。苦手だということだと思います。彼らを彼らを

見ていますと、見ていますと、ちゃんと目立たないところでちゃんと目立たないところで

それなりのチップを施しております。それなりのチップを施しております。これはこれは

預言者のハーディス預言者のハーディス、、言言行行録にもあります録にもあります

が、が、相手がもらっても恥ずかしくないような相手がもらっても恥ずかしくないような

形で気を使って与えなさいというのが考え方形で気を使って与えなさいというのが考え方

です。です。

　それから最後に　それから最後に巡礼巡礼ですけれども、ですけれども、これはこれは

一生のうちで自分でお金を貯めて一生のうちで自分でお金を貯めて、、できたらできたら

行きなさいという義務行為でございます。行きなさいという義務行為でございます。

　そういったことで、　そういったことで、イスラームは非常に独イスラームは非常に独

善的で過激的と言われますが、善的で過激的と言われますが、本質的には中本質的には中

庸です。庸です。ほどほどがいいよ、ほどほどがいいよ、というのがイスというのがイス

ラームの教えです。ラームの教えです。昨日からの講演の中にも昨日からの講演の中にも

ありましたけれども、ありましたけれども、本当に学者の皆さんは本当に学者の皆さんは

信者の我々よりも深くよく勉強されておりま信者の我々よりも深くよく勉強されておりま

すすが、が、イスラームではイスラームでは調和調和をを非常に大事なも非常に大事なも

のだと教えているのだと教えているののです。です。

ⅣⅣ .. イスラームの世界観イスラームの世界観

　もう一つ申し上げたいのは　もう一つ申し上げたいのは、、イスラームのイスラームの

世界観でございます。世界観でございます。現世と来世です。現世と来世です。そのその

中間に死ぬと埋葬され中間に死ぬと埋葬されるる眠りの世界がありま眠りの世界がありま

すが、すが、最後に復活があります。最後に復活があります。イスラフィーイスラフィー

ルという天使がラッパを吹くと、ルという天使がラッパを吹くと、みんな復活みんな復活

してきて神の前で審判を受けしてきて神の前で審判を受けまますが、すが、その審その審

判の風景は伝えられるところによると、判の風景は伝えられるところによると、審判審判

につながるにつながる１１本の道がありまして、本の道がありまして、そこに全そこに全

部が列をなして歩いていくわけですが、部が列をなして歩いていくわけですが、現世現世

において善行が多かった人間はぴゅっと天国において善行が多かった人間はぴゅっと天国

に上がって、に上がって、現世において罪深かった人はそ現世において罪深かった人はそ

こから地獄に落ちてこから地獄に落ちていいくという一つの真っ直くという一つの真っ直

ぐな道ぐな道です。です。他に道はない他に道はないののだというのが最だというのが最

後の審判風景でございます。後の審判風景でございます。そこで天国と地そこで天国と地

獄獄に分かれるわけに分かれるわけです。です。

　問題は　問題は、、見えないものを信ずるか信じない見えないものを信ずるか信じない

かということだと思かということだと思うのでうのです。す。もちろん来世もちろん来世

は見えません。は見えません。だけれども現世でも見えるもだけれども現世でも見えるも

のと見えないものがある。のと見えないものがある。現象界と幽玄界で現象界と幽玄界で

す。す。現象界は可視界現象界は可視界でで幽玄界は不可視界です。幽玄界は不可視界です。

見えるものは信じられ、見えるものは信じられ、見えないものは信じ見えないものは信じ

られない。られない。そこが問題で、そこが問題で、いわゆるこの現世いわゆるこの現世

において見えないもの、において見えないもの、それは神の世界であそれは神の世界であ

るし、るし、来世も神の世界であるわけです。来世も神の世界であるわけです。このこの

辺の世界観についての説明は、辺の世界観についての説明は、中央公論の中中央公論の中

公文庫の井筒先生の公文庫の井筒先生の『『イスラーム生誕イスラーム生誕』』といとい

う本の中で先生が非常に含蓄のある説明をさう本の中で先生が非常に含蓄のある説明をさ

れております。れております。興味ある方はお読みいただい興味ある方はお読みいただい

たらいいと思たらいいと思いますが、いますが、クルアーンの中にもクルアーンの中にも

3939 章章4646 節にそういう見えない世界と見える節にそういう見えない世界と見える

世界を世界を創ったと創ったということを教えております。いうことを教えております。

　先ほどお話し　先ほどお話しししたように人間は土から、たように人間は土から、天天

使は光から創造使は光から創造されされたと言いますが、たと言いますが、もう一もう一

つ、つ、イブリースという悪党を創りました。イブリースという悪党を創りました。いい

たずら者たずら者で、で、これは火から創ったというこれは火から創ったというののでで

すが、すが、先ほど申し上げましたように、先ほど申し上げましたように、人間は人間は

神の傑作で天使よりも上位なんです。神の傑作で天使よりも上位なんです。それでそれで

アアッッラーは天使とイブリースにラーは天使とイブリースに「人間に「人間に跪跪きき
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なさい」なさい」と命じました。と命じました。天使は言われた通り天使は言われた通り

にに跪いた跪いたけれども、けれども、イブリースはイブリースは跪かない跪かない。。なな

ぜぜかとかと言う言うと、と、「俺は火「俺は火よりより創られたもので創られたもので

あって、あって、土から土から創ら創られた人間より上位にあるれた人間より上位にある

はずだ」はずだ」とと言う言うのです。のです。そこで傲慢さを嫌うそこで傲慢さを嫌う

神に呪われて悪魔となって追放されてしまい神に呪われて悪魔となって追放されてしまい

ました。ました。

　悪魔の囁きに常に悩むわけですけれども、　悪魔の囁きに常に悩むわけですけれども、

人間は決して人間は決して100100％善行で過ごせるわけでは％善行で過ごせるわけでは

ななくく、、それは神も予定しているものです。それは神も予定しているものです。悪悪

魔の誘惑に負けてしまったその魔の誘惑に負けてしまったそのときときにどうすにどうす

るかということになりますがるかということになりますが、、それは神とのそれは神との

貸し借りの世界な貸し借りの世界なののです。です。「お前達、「お前達、神によい神によい

貸しを作りなさい」貸しを作りなさい」というのがコーランの２というのがコーランの２

章章245245 節にあります。節にあります。ですから宗教的日常生ですから宗教的日常生

活はムスリムの教義の実践と世俗的な日常生活はムスリムの教義の実践と世俗的な日常生

活の同時進行の調和ということになる活の同時進行の調和ということになるののですです

が、が、我々凡人は義務行為も怠るし、我々凡人は義務行為も怠るし、なかなかなかなか

戒律が守れないのが実状です。戒律が守れないのが実状です。そういうそういうときとき

はマイナスの部分を善行のプラスの部分で帳はマイナスの部分を善行のプラスの部分で帳

消しにする消しにすることことが大事だということになりまが大事だということになりま

す。す。

　例えば、　例えば、私がこうしている一つの行為も社私がこうしている一つの行為も社

会生活であり、会生活であり、一つの信仰生活でもあるわけ一つの信仰生活でもあるわけ

です。です。イスラームは人体に聖と俗があるようイスラームは人体に聖と俗があるよう

に、に、生活でも聖界と俗界が一緒なんです。生活でも聖界と俗界が一緒なんです。だだ

から、から、神社やお寺に行っている神社やお寺に行っているときときだけが聖だけが聖

でそこから出たでそこから出たときときが俗だということではなが俗だということではな

いわけです。いわけです。仮にここで人の悪口を言ってし仮にここで人の悪口を言ってし

まったとします。まったとします。これは神に借りを作ってしこれは神に借りを作ってし

まうことになるまうことになるののですが、ですが、その代わりに次のその代わりに次の

ときときに他人のことを誉めたり、に他人のことを誉めたり、良いことを良いことをすす

ればそれは一つの信仰行為であり、ればそれは一つの信仰行為であり、それでプそれでプ

ラスマイナスゼロになる。ラスマイナスゼロになる。そういう神の御慈そういう神の御慈

悲があるわけです。悲があるわけです。

ⅣⅣ .. 日本のイスラーム小史日本のイスラーム小史

ａａ..日本におけるイスラムの始まり日本におけるイスラムの始まり

　次にこれもちょっと　次にこれもちょっと「「イスラームとイスラームとＩＴ」ＩＴ」のの

論点から離れた話になりますが、論点から離れた話になりますが、日本のイス日本のイス

ラームの小史についてお話ししたいと思いまラームの小史についてお話ししたいと思いま

す。す。

　　最初に日本でイスラームが宗教として認識最初に日本でイスラームが宗教として認識

されたのは新井白石の西洋記聞されたのは新井白石の西洋記聞が初めだそが初めだそ

ううです。です。17161716年ですけれども、年ですけれども、新井白石がイ新井白石がイ

タリアの宣教師から西洋の事情を聞いた、タリアの宣教師から西洋の事情を聞いた、そそ

の中の中に初めてに初めてイスラームが宗教として認識さイスラームが宗教として認識さ

れているようでございます。れているようでございます。

　では日本人　では日本人がが最初にイスラームに入信した最初にイスラームに入信した

のは何年頃かとのは何年頃かと言う言うと、と、日本人の最初のムス日本人の最初のムス

リムは明治リムは明治2525年年（（18921892年）年）のことでのことで、、山田寅山田寅

次郎という人がトルコで次郎という人がトルコでススルターンルターン・・カリフカリフ

のアブドルのアブドル・・ハミードハミード２２世に勧められてイス世に勧められてイス

ラームに入信しました。ラームに入信しました。なぜなぜかとかと言う言うと、と、明明

治治2323年年（（18901890年）年）に和歌山県串本の先の大島に和歌山県串本の先の大島

沖でトルコ船のエルトグロール号が遭難沖でトルコ船のエルトグロール号が遭難するする

という事故がありましたという事故がありました。。これは先に日本がこれは先に日本が

送った使節に対する答礼として明治天皇に謁送った使節に対する答礼として明治天皇に謁

見した使節団見した使節団の船でしたがの船でしたが、、609609 人の中で人の中で540540

人が亡くなってしまいました。人が亡くなってしまいました。6969人が生還し人が生還し

たわけですが、たわけですが、このこのときときの和歌山の人達の忠の和歌山の人達の忠

実な勇気のある救助について実な勇気のある救助について、、トルコの人達トルコの人達

が非常に感銘を受けたということです。が非常に感銘を受けたということです。6969人人

を送還する船に山田寅次郎が乗船してトルコを送還する船に山田寅次郎が乗船してトルコ

に行き、に行き、ハミードハミード２２世に謁見が許され、世に謁見が許され、そこそこ

に滞在する中で入信されに滞在する中で入信されましました。た。

　もう一人、　もう一人、同じ時期に有賀文八郎が入信同じ時期に有賀文八郎が入信ささ

れれました。ました。元々クリスチャンだそうですが、元々クリスチャンだそうですが、

ボンベイ貿易の開拓者でした。ボンベイ貿易の開拓者でした。ボンベイですボンベイです

からヒンドゥー教の世界だろうと想像してからヒンドゥー教の世界だろうと想像して

行った行ったのですがのですが、、行ったら予想に反してイス行ったら予想に反してイス

ラームのモスクや、ラームのモスクや、モスクの中で規則正しくモスクの中で規則正しく

礼拝する人に感銘を受けインド人の勧めでボ礼拝する人に感銘を受けインド人の勧めでボ

ンベイで入信された。ンベイで入信された。この二人がほとんど同この二人がほとんど同

時に明治時に明治2525年に入信されたと記録されていま年に入信されたと記録されていま

す。す。有賀文八郎という人は財力も非常にあっ有賀文八郎という人は財力も非常にあっ

たし、たし、信心深い方で後に大隈重信候に会って信心深い方で後に大隈重信候に会って

イスラームの将来的な重要性や、イスラームの将来的な重要性や、政治、政治、経済、経済、

文化、文化、外交といったものが大事だからイス外交といったものが大事だからイス

ラームに注目した方がいいと提言された方だラームに注目した方がいいと提言された方だ

と記録されています。と記録されています。

ｂｂ..大隈候とイスラームの出会い大隈候とイスラームの出会い

　大隈重信候は明治、　大隈重信候は明治、大正、大正、昭和の首相の中昭和の首相の中

で一番イスラームに理解を示されたと記録さで一番イスラームに理解を示されたと記録さ

れておりまして、れておりまして、例えば例えば19061906年の日本の宗教年の日本の宗教

者の協力を目的とした宗教家協和会設立に対者の協力を目的とした宗教家協和会設立に対

しては、しては、諸宗教の協調と寛容を強調したメッ諸宗教の協調と寛容を強調したメッ

セージを送っておられますし、セージを送っておられますし、それからあるそれからある
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時期、時期、日本のイスラーム界の活動を支えたロ日本のイスラーム界の活動を支えたロ

シア革命に追われて日本に亡命したトルコシア革命に追われて日本に亡命したトルコ・・

タタール人のクルバンタタール人のクルバン・・アリーとも会って活アリーとも会って活

動を支援された。動を支援された。昭和期に入ると昭和期に入ると19311931年名年名

古屋モスク、古屋モスク、19351935年神戸モスク、年神戸モスク、19381938年東年東

京京モスクが建設されております。モスクが建設されております。

　イスラームが日本の歴史に関わったケース　イスラームが日本の歴史に関わったケース

として私は二つほどあると思います。として私は二つほどあると思います。その一その一

つはいわゆる戦前つはいわゆる戦前・・戦中ですが、戦中ですが、日本の帝国日本の帝国

主義が海外進出に乗り出す際に、主義が海外進出に乗り出す際に、クルバンクルバン・・

アリーらトルコアリーらトルコ・・タタール人達のもたらしたタタール人達のもたらした

情報だと思いますけれども、情報だと思いますけれども、中国大陸やアジ中国大陸やアジ

ア諸国に約４億人のモスリムがいる、ア諸国に約４億人のモスリムがいる、というという

サジェスションサジェスションででした。した。日本は、日本は、そのムスリムそのムスリム

達との関係をこれから緊密にしなければいけ達との関係をこれから緊密にしなければいけ

ないということで、ないということで、日本人のムスリムを宣撫日本人のムスリムを宣撫

工作員として東南アジア、工作員として東南アジア、中国に派遣し、中国に派遣し、日日

本の進出の本の進出の環境作り環境作りをしたということでをしたということです。す。

日本のムスリムが日本のムスリムが非常に非常に活躍した時期であり活躍した時期であり

ます。ます。

　　19451945 年、年、太平洋戦争が終太平洋戦争が終わわった後に、った後に、そうそう

いう日本人ムスリム達が帰国してまいりましいう日本人ムスリム達が帰国してまいりまし

た。た。そしてそして19521952 年に初めて年に初めて4747 人の信者で日人の信者で日

本人のムスリムの団体を結成し本人のムスリムの団体を結成しました。ました。これこれ

が私どもが私ども日本日本ムスリム協会の前身でございまムスリム協会の前身でございま

す。す。

　その後　その後日本日本ムスリム協会では、ムスリム協会では、私もその一私もその一

人であったわけですけれども、人であったわけですけれども、19571957年から年から6565

年の間に年の間に３回にわたり３回にわたり1616人の若い日本人ムス人の若い日本人ムス

リムがエジプトのアズハル大学に留学生としリムがエジプトのアズハル大学に留学生とし

て招聘されました。て招聘されました。現在、現在、私どもの協会の中私どもの協会の中

心はこの人達で形成されております。心はこの人達で形成されております。

　約　約3030年前になりますが、年前になりますが、その頃のその頃の日本では、日本では、

日本人ムスリムは約日本人ムスリムは約22,,000000 人、人、外国人ムスリ外国人ムスリ

ムがムが11 ,, 5 0 05 0 0 人、人、イスラーム団体が４団体でイスラーム団体が４団体で

あったという記録がございます。あったという記録がございます。ところが、ところが、

第二のケースとして第二のケースとして19731973年の第年の第４４次中東戦争次中東戦争

でではは石油戦略が発動されて、石油戦略が発動されて、日本の企業の多日本の企業の多

くがアラブくがアラブ（イスラーム）（イスラーム）産油国に目を向け、産油国に目を向け、

このこのときときに新しいイスラームに対する関心がに新しいイスラームに対する関心が

高まり高まりました。ました。これも日本の歴史にイスラーこれも日本の歴史にイスラー

ムが関わった大きな転機であったと思いまムが関わった大きな転機であったと思います。す。

そして今日そして今日、、日本経済の発展によって円高が日本経済の発展によって円高が

進み、進み、外国人労働者が流入してきました。外国人労働者が流入してきました。

ｃｃ..日本のイスラームの現状日本のイスラームの現状

　そして現在、　そして現在、日本人ムスリムは日本人ムスリムは44,,0 0 00 0 0 ～～

55,,000000 人、人、外国人ムスリムは、外国人ムスリムは、中には不法就中には不法就

働者もおりますが働者もおりますが、、約約1010万人に増加し、万人に増加し、礼拝礼拝

所も所も6060ヶ所ヶ所あります。あります。最近の５、最近の５、６年の実績６年の実績

たるやすごいもので、たるやすごいもので、名古屋モスクや市川市名古屋モスクや市川市

のヒーラモスク、のヒーラモスク、東京の浅草、東京の浅草、大塚大塚モスクなモスクな

どど首都圏にいろいろできている首都圏にいろいろできているののですが、ですが、ここ

れだけでも約６億円の資金が礼拝所のためにれだけでも約６億円の資金が礼拝所のために

使われております。使われております。

ｄｄ..イスラーム社会の多様性イスラーム社会の多様性

　そんなことで、　そんなことで、非常に大雑把な説明でござ非常に大雑把な説明でござ

いますけれども、いますけれども、私どもの協会としてこれか私どもの協会としてこれか

ら何をら何をすするかというところが残ります。るかというところが残ります。まさまさ

に私自身も定年退職して不得意のＩＴ作業かに私自身も定年退職して不得意のＩＴ作業か

ら解放されると思ったのですが、ら解放されると思ったのですが、この協会でこの協会で

もホームページを持とうというプロジェクトもホームページを持とうというプロジェクト

が始まっております。が始まっております。しかししかし私ども協会員の私ども協会員の

中中ににもムスリムと非ムスリムがおります。もムスリムと非ムスリムがおります。そそ

れから日本のムスリムの中でも会員と会員でれから日本のムスリムの中でも会員と会員で

はない人達がおり、はない人達がおり、会員でも国内と国外、会員でも国内と国外、非非

会員でも国内と国外、会員でも国内と国外、とそれぞれみんな違うとそれぞれみんな違う

立場で多種多様です。立場で多種多様です。クルアーンの中にクルアーンの中に「「神神

は人類を種族と部族に分けては人類を種族と部族に分けて創った創った。。なぜななぜな

らば、らば、違いによっていかに協力しなければい違いによっていかに協力しなければい

けないのかを考えるからだけないのかを考えるからだ」」という言葉があという言葉があ

ります。ります。そんなことで私どももこれからＩＴそんなことで私どももこれからＩＴ

化に向けて進むわけですけれど化に向けて進むわけですけれどもも、、イスラーイスラー

ムの多様性に対して非常に意識しております。ムの多様性に対して非常に意識しております。

ⅤⅤ .. ＩＴ化を進めるにあたってＩＴ化を進めるにあたって

　最後に一つ触れておきたいのは、　最後に一つ触れておきたいのは、昨日から昨日から

の講演で山内先生がイスラームの闇の世界にの講演で山内先生がイスラームの闇の世界に

ついてお話しされました。ついてお話しされました。そして湯川先生そして湯川先生

も、も、非常に危険な部分がＩＴの中にあると言非常に危険な部分がＩＴの中にあると言

われましたが、われましたが、まさに吉村先生が言われたよまさに吉村先生が言われたよ

うに、うに、ＩＴには倫理があるのか、ＩＴには倫理があるのか、ということということ

だと思います。だと思います。私どもがホームページを立ち私どもがホームページを立ち

上げるについて非常に心配しているのに上げるについて非常に心配しているのに三三点点

あります。あります。

　　その第一は、その第一は、相手が見えないために主義主相手が見えないために主義主

張が極端になったり過激になって相手を傷つ張が極端になったり過激になって相手を傷つ

けてしまうことです。けてしまうことです。第二としてはこの間の第二としてはこの間の

タリバーンの事件の時は１時間にタリバーンの事件の時は１時間に200200 件ぐら件ぐら
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い問い合わせが入ったと報告されており、い問い合わせが入ったと報告されており、そそ

れにどう対応しなければいけないのか。れにどう対応しなければいけないのか。そしそし

て第三は問い合わせに対してどういう答えをて第三は問い合わせに対してどういう答えを

出さなければいけないのか。出さなければいけないのか。私の私の協会に協会にもも

様々様々なな国国で勉強している人達がおりますので、で勉強している人達がおりますので、

意見がいろいろある意見がいろいろあるののです。です。それをどう統一それをどう統一

して対応しなければいけないのか。して対応しなければいけないのか。非常に難非常に難

題が予想されるわけです。題が予想されるわけです。小泉首相小泉首相ではではありあり

ませんが、ませんが、問題か問題問題か問題ではないのかではないのかはやってはやって

みなければわからない、みなければわからない、という心境ですが、という心境ですが、

好む好まざるに関わらず協会としてはＩＴ化好む好まざるに関わらず協会としてはＩＴ化

ししなければいけない、なければいけない、イスラームの四大学派イスラームの四大学派

のハナフィーシ派の学祖の説いた信仰箇のハナフィーシ派の学祖の説いた信仰箇条条にに

「共同体の意見の相異は神の慈悲である」「共同体の意見の相異は神の慈悲である」とと

いう言葉があります。いう言葉があります。私どもも、私どもも、多様性を自多様性を自

認しつつ、認しつつ、イスラームのＩＴ革命に挑戦したイスラームのＩＴ革命に挑戦した

いと思っています。いと思っています。

　非常に不慣れなお話で申し訳ありませんで　非常に不慣れなお話で申し訳ありませんで

した。した。むしろＩＴ化の方に時間をとらなけれむしろＩＴ化の方に時間をとらなけれ

ばいけなかったと思うばいけなかったと思うののですが、ですが、時間配分が時間配分が

誠に不慣れで申し訳ありません。誠に不慣れで申し訳ありません。ありがとうありがとう

ございました。ございました。

吉村吉村：：ありがどうございました。ありがどうございました。タリバタリバーーンン

の問題で大変ご苦労なさったそうで、の問題で大変ご苦労なさったそうで、電話、電話、

ファックスで相当非難がきたとファックスで相当非難がきたと言う言うのです。のです。

ムスリムムスリム協会協会ややその会長の樋口さんがその会長の樋口さんが起こし起こし

たたわけわけではないのですがではないのですが、、日本人は日本人は皆ひとくく皆ひとくく

りに考えてしまいますからりに考えてしまいますから。。ただ、ただ、それは僕はそれは僕は

思うには思うには「「中テク中テク」」だからだと思います。だからだと思います。電電

話やファックスは中テクです。話やファックスは中テクです。ハイテクは最ハイテクは最

初に掲示板に初に掲示板にムムスリムスリム協会協会の意見をきちんとの意見をきちんと

出して、出して、それに対して議論があったのなら議それに対して議論があったのなら議

論があったということをきちんと出しておい論があったということをきちんと出しておい

て、て、そういう質問に対してそういう質問に対してまずこちらをまずこちらをご覧ご覧

下さいということをする。下さいということをする。これがこれがＩＴＩＴだと思だと思

うんです。うんです。ＩＴＩＴにいくと逆に解消できるのでにいくと逆に解消できるので

はないかというのが私の意見でございます。はないかというのが私の意見でございます。

　日本人は先ほどもありましたように、　日本人は先ほどもありましたように、イスイス

ラムを誤解とラムを誤解と言う言うか、か、理解しようとしていな理解しようとしていな

い部分があってい部分があって、、ニュースにニュースに惑わされて惑わされてそれそれ

をを鵜呑み鵜呑みにします。にします。だいたいだいたい、、ニュースは話半ニュースは話半

分、分、嘘半分というくらいで受け止める訓練を嘘半分というくらいで受け止める訓練を

しないといけませんね。しないといけませんね。第一第一、、ニュースにはニュースには

発信者の意図が出ているわけです。発信者の意図が出ているわけです。しかも一しかも一

方的です。方的です。イスラムとはイッサラームですかイスラムとはイッサラームですか

ら、ら、平和、平和、平穏、平穏、自分の気持ちを平和、自分の気持ちを平和、平穏平穏

に持つ。に持つ。神の御心であるという基本からきて神の御心であるという基本からきて

います。います。ですからタリバですからタリバーーンのンのししたことはイたことはイ

スラムの原理に反することだと理解すべきなスラムの原理に反することだと理解すべきな

んですね。んですね。

　では　ではなぜなぜ騒乱を起騒乱を起ここすのかすのか。。それは平和をそれは平和を

守るためです。守るためです。その辺のところその辺のところがが日本人は日本人は

まったくまったくわからないわからないわけわけです。です。だから平和のだから平和の

ために軍隊を持つのはけしからん。ために軍隊を持つのはけしからん。では、では、軍軍

隊を持たないで攻め込まれてみんな命を投げ隊を持たないで攻め込まれてみんな命を投げ

出しますかと出しますかと言う言うと、と、それは嫌だそれは嫌だ、、と。と。まさまさ

かそんなことはないだろうと思っているけかそんなことはないだろうと思っているけれれ

ど、ど、そそれれは勝手に自分が思っているは勝手に自分が思っているだけですだけです。。

または誤った報道ニュースによって思わされまたは誤った報道ニュースによって思わされ

ているだけだということに気がているだけだということに気が付付かないかないののでで

す。す。こういうことから言っても僕はイスラムこういうことから言っても僕はイスラム

のことをもう少し勉強した方がいいのではなのことをもう少し勉強した方がいいのではな

いかと思います。いかと思います。

　　大幅に時間が過ぎておりますけれども、大幅に時間が過ぎておりますけれども、次次

ににバシャ先生にお願いします。バシャ先生にお願いします。バシャ先生は、バシャ先生は、

カイロからカイロから1010何時間もかけて何時間もかけて来て来ていただきまいただきま

したから、したから、これはたっぷりとお話をしていたこれはたっぷりとお話をしていた

だこうと思います。だこうと思います。「コーランと情報科学　「コーランと情報科学　ササ

イエンス＆テクノロジーｉｎイスラムイエンス＆テクノロジーｉｎイスラム」」といとい

うことで、うことで、先生はカイロ大学の理学部の学部先生はカイロ大学の理学部の学部

長でございます。長でございます。バシャというバシャというお名前お名前はエジはエジ

プトでは珍しいんです。プトでは珍しいんです。とと言う言うのは貴族、のは貴族、おお

公家さんという意味の名公家さんという意味の名で、で、それが名前にあそれが名前にあ

る素晴らしい家系の方でございます。る素晴らしい家系の方でございます。お話もお話も

きっと素晴らしいと思います。きっと素晴らしいと思います。どうぞお願いどうぞお願い

いたします。いたします。

　　

51-76.p65 2002/05/10, 22:51Page 68 Adobe PageMaker 6.5J/Win



　　　　　　　　6969

コーランと情報科学コーランと情報科学
サイエンス＆テクノロジーサイエンス＆テクノロジー

ininイスラムイスラム

カイロ大学理学部学部長カイロ大学理学部学部長

アハマドアハマド・・フワードフワード・・バシャバシャ

　　それでは本題に入ります前に、それでは本題に入ります前に、早稲田大学早稲田大学

エジプト学研究所所長であられます吉村作治エジプト学研究所所長であられます吉村作治

先生に対しまして、先生に対しまして、今回今回「「イスラムとＩＴイスラムとＩＴ」」とと

銘打たれたシンポジウム銘打たれたシンポジウムにおいて、において、私が話さ私が話さ

せていただく機会を与えていただきましたこせていただく機会を与えていただきましたこ

とを感謝したいと思います。とを感謝したいと思います。

に対しまして、に対しまして、全人類に啓示された聖なる言全人類に啓示された聖なる言

葉であるわけです。葉であるわけです。コーランが掲げている主コーランが掲げている主

な目的は人間に対して、な目的は人間に対して、神とどのような適切神とどのような適切

な関係を保つべきか、な関係を保つべきか、即ち創造主であるア即ち創造主であるア

ラーとどのような適切な関係を持つべきであラーとどのような適切な関係を持つべきであ

るかるか、、そして自分を取り巻くコミュニティ、そして自分を取り巻くコミュニティ、

そして自分を取り巻く宇宙、そして自分を取り巻く宇宙、世界、世界、そういっそういっ

たものに関しての適切な関係といったもののたものに関しての適切な関係といったものの

意識を呼び起こすことが目的にあるわけで意識を呼び起こすことが目的にあるわけで

す。す。

　そして、　そして、このコーランにこのコーランによってよって、、初めて初めて科学科学

　　Ⅰ．　　Ⅰ．コーランにおける科学的情報コーランにおける科学的情報

私の方からはイ私の方からはイスラム文化における科学技スラム文化における科学技

術、術、またその科学技術にまつわる理念、またその科学技術にまつわる理念、哲学哲学

的なことに関して考察をさせていただきたい的なことに関して考察をさせていただきたい

と思います。と思います。

　さて、　さて、ここで非常に大切なここで非常に大切なことことは、は、科学に科学に

対しての理念、対しての理念、哲学ということ哲学ということではでは、、研究、研究、そそ

して考察、して考察、思考を重ねていく上での方法的な思考を重ねていく上での方法的な

ことが非常に重要になってことが非常に重要になってききます。ます。そして、そして、

コーランに言及しながら方法論に関しましコーランに言及しながら方法論に関しまし

て、て、その起源にその起源についついて考察をしていきたいとて考察をしていきたいと

思います。思います。

　　ご存知の通りご存知の通り、、聖なるコーランというもの聖なるコーランというもの

はは、、今から今から1414世紀も前世紀も前ののアラーの最後のアラーの最後の預言預言

者、者、最後のメッセンジャーであるモハメッド最後のメッセンジャーであるモハメッド
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技術および思考の適切な方法、技術および思考の適切な方法、正しい方法と正しい方法と

いうことに関して光が当てられたわけでありいうことに関して光が当てられたわけであり

ます。ます。そしてムスリムに対して、そしてムスリムに対して、積極的に知積極的に知

識を集めていくように、識を集めていくように、そして科学的な事実そして科学的な事実

を解き明かしていくように、を解き明かしていくように、しかもその際にしかもその際に

おいては偶像やあるいは制約といったようなおいては偶像やあるいは制約といったような

ものから解放された状態で知識を求めていくものから解放された状態で知識を求めていく

ようにということを説いたわけであります。ようにということを説いたわけであります。

ですから、ですから、これはこれは1717 世紀のフランシス世紀のフランシス・・ベーベー

コンよりもはるか前のことであります。コンよりもはるか前のことであります。

　このコーランの全編を通じまして、　このコーランの全編を通じまして、二つの二つの

アアララビア語の単語、ビア語の単語、タシキールとタファカータシキールとタファカー

ルという言葉が強調されております。ルという言葉が強調されております。その前その前

者に関しましては、者に関しましては、自然に自然についてついて科学技術を科学技術を

通じて知識を取得するということでありま通じて知識を取得するということでありま

す。す。そして後者は、そして後者は、知識を創造していくとい知識を創造していくとい

うことであります。うことであります。そして全編を通じて唯一そして全編を通じて唯一

信仰ということが貫けているわけでありま信仰ということが貫けているわけでありま

す。す。イスラム世界におきましては神は唯一イスラム世界におきましては神は唯一、、

一つである。一つである。そしてこの神は全世界に対してそしてこの神は全世界に対して

最高の主であり、最高の主であり、そして全知全能であり、そして全知全能であり、そそ

して人類と世界をまとめていく、して人類と世界をまとめていく、維持してい維持してい

く上の全知全能なるアラーであるということく上の全知全能なるアラーであるということ

が全編を通が全編を通して出てまいりして出てまいります。ます。

　今申し上げましたように、　今申し上げましたように、信仰があるが故信仰があるが故

に、に、人間というのは目に見える世界の知識を人間というのは目に見える世界の知識を

発見することができ、発見することができ、そして人間の目に見えそして人間の目に見え

ない、ない、そして人間の手に届かない、そして人間の手に届かない、まだ見たまだ見た

ことのないものに関して信じることができることのないものに関して信じることができる

わけです。わけです。このような唯一信仰に基づいたイこのような唯一信仰に基づいたイ

スラム的な思考からスタートすることなくしスラム的な思考からスタートすることなくし

ては、ては、恐らく人類にとりましては、恐らく人類にとりましては、自然が一自然が一

つであるということにつであるということについてついて信じるというこ信じるというこ

とが難しかったでありましょう。とが難しかったでありましょう。そしてまそしてま

た、た、自然現象の因果関係ということを理解す自然現象の因果関係ということを理解す

るということも、るということも、このような信仰無くてこのような信仰無くてはは難難

しいわけであります。しいわけであります。そして、そして、こういった考こういった考

え方、え方、信仰信仰があるが故に将来に向けて新しいがあるが故に将来に向けて新しい

事実というものを明らかにしていくことがで事実というものを明らかにしていくことがで

きるわけです。きるわけです。

　ではコーランから少し引用させていただき　ではコーランから少し引用させていただき

ますけれども、ますけれども、コーランの冒頭に出てくる表コーランの冒頭に出てくる表

現ですが、現ですが、創造主である神の名の下にいると創造主である神の名の下にいると

いうことであります。いうことであります。そして続けますそして続けますとと、、天天

においても、においても、そして我々の内なる我々自身のそして我々の内なる我々自身の

中においても明らかな証拠がある。中においても明らかな証拠がある。即ち、即ち、神神

による啓示というものが真実であるというこによる啓示というものが真実であるというこ

とを確信させるような証拠が、とを確信させるような証拠が、天にも我々の天にも我々の

内側にも満ちているということであります。内側にも満ちているということであります。

　コーランにおける科学的な情報ということ　コーランにおける科学的な情報ということ

ででお話をしているわけでありますけれども、お話をしているわけでありますけれども、

コーランは今少しご紹介しました通りに、コーランは今少しご紹介しました通りに、科科

学技術への根幹をなします方法論学技術への根幹をなします方法論をを紐解いて紐解いて

くれるものであります。くれるものであります。今日、今日、ムスリムにとムスリムにと

りまして、りまして、私どもが直面していかなければな私どもが直面していかなければな

らない最も重要な課題の一つに、らない最も重要な課題の一つに、コーランにコーランに

おける科学的な啓示ということがあります。おける科学的な啓示ということがあります。

　そして、　そして、コーランというのは根本的には人コーランというのは根本的には人

間の叡智だけでは対処することのできないこ間の叡智だけでは対処することのできないこ

とに関してとに関して、、神によってガイダンスが与えら神によってガイダンスが与えら

れるといったような性質れるといったような性質のものでのものです。す。即ち、即ち、

人間の叡智を超えたところにある信仰ですと人間の叡智を超えたところにある信仰ですと

か、か、礼拝といった行為ですとか、礼拝といった行為ですとか、また道徳的また道徳的

な規範ですとか、な規範ですとか、それから人と人との間の交それから人と人との間の交

易、易、取引といったようなことを決める規範で取引といったようなことを決める規範で

あります。あります。今今申し申し上げましたような四つの基上げましたような四つの基

盤というものが宗教の根幹をなすものであり盤というものが宗教の根幹をなすものであり

まして、まして、こういった分野に関しましては人とこういった分野に関しましては人と

いうのは常に神のガイダンスを必要とするもいうのは常に神のガイダンスを必要とするも

のです。のです。

　宗教的なガイダンスを提示するということ　宗教的なガイダンスを提示するということ

ばかりでなく、ばかりでなく、コーランの中には宇宙でありコーランの中には宇宙であり

ますとか、ますとか、宇宙、宇宙、世界を構成する様々な要素世界を構成する様々な要素

でありますとか、でありますとか、そしてそそしてそれれを取り巻く現象を取り巻く現象

に関して述べている節が何百も含まれていまに関して述べている節が何百も含まれていま

す。す。例えば、例えば、地球そのものに関して、地球そのものに関して、天、天、そそ

して太陽、して太陽、月、月、数々の星、数々の星、それから山、それから山、風、風、水、水、

植物、植物、動物、動物、そして人間の様々な段階に関しそして人間の様々な段階に関し

てコーランでは述べています。てコーランでは述べています。そして、そして、私ど私ど

も人類は現代になりまして、も人類は現代になりまして、以前以前にもにも増して増して

宇宙の原則などに関しての理解を深めてまい宇宙の原則などに関しての理解を深めてまい

りました。りました。ですからなおのこと、ですからなおのこと、コーランのコーランの

節に節にあるある表現をもう一回紐解いて考察してみ表現をもう一回紐解いて考察してみ

ますと、ますと、宇宙、宇宙、そして人間、そして人間、そして人間を取そして人間を取

り巻くものに関して書かれてり巻くものに関して書かれているいるコーランのコーランの

記述というものが記述というものが、、コーランの中でも最も奇コーランの中でも最も奇

跡に満ちた、跡に満ちた、明らかに奇跡に満ちた記述であ明らかに奇跡に満ちた記述であ

るということが再確認できるわけです。るということが再確認できるわけです。
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　　　　　Ⅱ．　　　Ⅱ．科学的記述例の考察科学的記述例の考察

  それではコーランに記載されております科それではコーランに記載されております科

学的な記述の例を少し見てみたいと思いま学的な記述の例を少し見てみたいと思いま

す。す。まず最初の例といたしましては、まず最初の例といたしましては、「「天は戻天は戻

す力を持っているす力を持っている」」という記述であります。という記述であります。

コーランの中には天にコーランの中には天には戻すは戻す能力がある能力がある、、そそ

して地においては断層、して地においては断層、あるいは割れ目、あるいは割れ目、破破

断といったようなものがあるとい断といったようなものがあるといううことが記ことが記

載されています。載されています。初期の時代にコーランを解初期の時代にコーランを解

釈した人達というのは、釈した人達というのは、この天が返してくれこの天が返してくれ

る、る、あるいは地に裂け目があるということにあるいは地に裂け目があるということに

ついてついて、、まず天が返してくれるというのは、まず天が返してくれるというのは、

雨が降ってくることであろうと理解し雨が降ってくることであろうと理解しましました。た。

もちろん、もちろん、これは水のサイクル、これは水のサイクル、即ち、即ち、水水分分

地質学的なことを考えますと、地質学的なことを考えますと、天が雨天が雨をを返す返す

というのはまったく正しいわけであります。というのはまったく正しいわけであります。

　さて、　さて、この返してくれるということを表すこの返してくれるということを表す言言

葉葉におきましては、におきましては、使われている単語はラジ使われている単語はラジ

といというものですうものです。。即ち、即ち、雨といったような限雨といったような限

定的な言葉は使ってい定的な言葉は使っていませんません。。ですから、ですから、ここ

この説明文に関しまして驚くべきところがあこの説明文に関しまして驚くべきところがあ

るのでするのですが、が、単に天は雨を返してくれる、単に天は雨を返してくれる、水水

を返してくれるというだけならば、を返してくれるというだけならば、アラーはアラーは

コーランの中でコーランの中でなぜなぜ天は、天は、あるいは空が雨をあるいは空が雨を

返してくれると記述されなかったのでしょう返してくれると記述されなかったのでしょう

か。か。そして今になって、そして今になって、人類である我々はそ人類である我々はそ

の真意を知ることができの真意を知ることができたのですたのです。。即ち、即ち、ここ

の地球は自ら、の地球は自ら、そして生物を保護そして生物を保護するするためのための

様々な層から様々な層から、、地地球球の空は形成されているわの空は形成されているわ

けであります。けであります。そして、そして、空にあります様々な空にあります様々な

層によ層によってって、、我々にと我々にとってって有用な物質有用な物質ややエネエネ

ルギーとが返ってくる。ルギーとが返ってくる。そして地球にとそして地球にとってって、、

有害なものに関し有害なものに関しましましてはては、、外の宇宙にはじ外の宇宙にはじ

墲墲ｯｯであります。であります。ですから、ですから、天は単に雨を地表天は単に雨を地表

に戻してくれるばかりではない。に戻してくれるばかりではない。天は地表に天は地表に

対して、対して、内側に対して内側に対してもも戻戻しますがしますが、、外、外、宇宇

宙に対しても返すという機能を持っているわ宙に対しても返すという機能を持っているわ

けです。けです。

　例えば、　例えば、オゾン層が有害な紫外線を吸収しオゾン層が有害な紫外線を吸収し

てくれる。てくれる。そしてまた地表から発せられる熱そしてまた地表から発せられる熱

波、波、あるいは赤外線といったものを戻す。あるいは赤外線といったものを戻す。そそ

してまた、してまた、テレビテレビやや電気通信などで使われま電気通信などで使われま

す無線の電波はす無線の電波は、、地球を取り巻く電離層に地球を取り巻く電離層に

よよってって反射されるということが行われて反射されるということが行われておりおり

ますます。。そしてまた、そしてまた、バンアレン放射体により、バンアレン放射体により、

宇宙からやってくる様々な宇宙の粒子がはじ宇宙からやってくる様々な宇宙の粒子がはじ

き飛ばされているわけであります。き飛ばされているわけであります。これらはこれらは

すべてコーランに書かれてすべてコーランに書かれているいる天の持つ返す天の持つ返す

能力能力なのなのです。です。

　ですから、　ですから、アラーはその永遠なる知識と究アラーはその永遠なる知識と究

極の叡智を持極の叡智を持ってって、、ラジという奇跡的な単語ラジという奇跡的な単語

をあえて使ったをあえて使ったのでのです。す。雨という限定的な表雨という限定的な表

現にはしなかったわけであります。現にはしなかったわけであります。即ち、即ち、空空

および天というものはおよび天というものは、、私どもの星、私どもの星、地球に地球に

対して有用なものを地表に戻し、対して有用なものを地表に戻し、有害なもの有害なもの

を外の宇宙にはじき返す、を外の宇宙にはじき返す、そしてそして地表の生命地表の生命

を守るという作用を持っているわけです。を守るという作用を持っているわけです。

　　次は、次は、二つ目の二つ目の例例でです。す。このアラーこのアラーの記したの記した

地表の割れ目、地表の割れ目、フラクチャーという英語をフラクチャーという英語を

使っております使っておりますが、が、これに対しても研究がなさこれに対しても研究がなさ

れています。れています。さて、さて、コーランの初期の解読者達コーランの初期の解読者達

は地表の割れ目とは地表の割れ目と言え言えば、ば、植物が発芽する植物が発芽するとと

ききに地面を割って芽が出てくる。に地面を割って芽が出てくる。そういったそういった

程度のことしか理解できなかったわけで程度のことしか理解できなかったわけですすがが、、

昨今の人類というのは、昨今の人類というのは、単に種が発芽した時単に種が発芽した時

に地面を割って芽が出るということばかりでに地面を割って芽が出るということばかりで

なく、なく、他にも地面が割れるという現象が数多他にも地面が割れるという現象が数多

くあるということを理解しています。くあるということを理解しています。

　昨今の科学におきましては、　昨今の科学におきましては、地表の外側の地表の外側の

層というのは岩石層というのは岩石やや岩盤などがあるわけで岩盤などがあるわけですす

けれども、けれども、数多くの断層が南北に、数多くの断層が南北に、あるいはあるいは

東西にあらゆる方向に張り巡らされている。東西にあらゆる方向に張り巡らされている。

断層が走っているということを我々は知って断層が走っているということを我々は知って

います。います。こういった地面の、こういった地面の、あるいは断層とあるいは断層と

いった裂け目が存在しなくては、いった裂け目が存在しなくては、地殻の内部地殻の内部

にあにあるる高温層から外に対して伝播ということ高温層から外に対して伝播ということ

が行われません。が行われません。もしこのような割れ目、もしこのような割れ目、即即

ちち断層といったものが存在しなかったら断層といったものが存在しなかったら、、地地

表において生命が生き永らえるということは表において生命が生き永らえるということは

恐らく不可能に近かったでありましょう。恐らく不可能に近かったでありましょう。

　そしてまた、　そしてまた、コーランにおコーランにおいていては、は、海、海、海海

洋洋というのというのはは、、火の上に座っているといった火の上に座っているといった

比喩的な表現がされていますが、比喩的な表現がされていますが、最近の科学最近の科学

のの進進展によ展によってって、、海底に火山があり、海底に火山があり、地球に地球に

おいてはあらゆる方向に断層が走り巡っていおいてはあらゆる方向に断層が走り巡ってい

る。る。そして海底の火山と断層といったものがそして海底の火山と断層といったものが

あるが故に、あるが故に、海の下にある層からは海の下にある層からは1,0001,000℃℃
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近い温度のマグマが出ている。近い温度のマグマが出ている。そそれにれによって、よって、

熱が放散されているということがわかってい熱が放散されているということがわかってい

るわけであります。るわけであります。即ち、即ち、そのような熱を持そのような熱を持

つ層が海の下にあるということ、つ層が海の下にあるということ、このことにこのことに

関しても、関しても、我々人類は最近になってその知識我々人類は最近になってその知識

を確認することができたわけです。を確認することができたわけです。

　このような事実を　このような事実を預言者預言者であるモハメッドであるモハメッド

はどのようにして知り得ていたのであろうかはどのようにして知り得ていたのであろうか

と我々はいぶかしく思うことがあと我々はいぶかしく思うことがありまります。す。そそ

して彼は実際に海を考察するようなことはしして彼は実際に海を考察するようなことはし

ていなかったはずです。ていなかったはずです。そしてまた、そしてまた、読み書読み書

きといったようなこともしなかったはずできといったようなこともしなかったはずで

す。す。

　ですから、　ですから、預言者預言者モハメッドは創造主にモハメッドは創造主に

よって知らしめられたのでなければ、よって知らしめられたのでなければ、こうこう

いったことは恐らく知らなかったはずでありいったことは恐らく知らなかったはずであり

ます。ます。そして、そして、コーランはコーランはなぜなぜ、、このようなこのような

啓示というものを、啓示というものを、その当時においては知らその当時においては知ら

れなかった事実というものを啓示の中で提示れなかった事実というものを啓示の中で提示

しているのでしょうか。しているのでしょうか。そして、そして、これは何世これは何世

紀も経った後になって紀も経った後になって、、その意味することがその意味することが

理解されるわけであります理解されるわけであります。。これはアラーがこれはアラーが

永遠なる知識というものを持っている。永遠なる知識というものを持っている。そしそし

て、て、いずれ人間の科学者がその真実、いずれ人間の科学者がその真実、事実と事実と

いうものを科学で発見する時代がくるといういうものを科学で発見する時代がくるという

ことを神がご理解していた。ことを神がご理解していた。そして発見するそして発見する

ことができたことができたときときに、に、やはりモハメッドがやはりモハメッドが預預

言言の封印を持っている最後の預言者であの封印を持っている最後の預言者であり、り、

そして神のメッセンジャーであるということそして神のメッセンジャーであるということ

を、を、そのそのときときに即座に理解されるであろうに即座に理解されるであろう、、

と。と。こういった認識の上こういった認識の上ででここれらのれらのことがことが

コーランに書かれていたわけであります。コーランに書かれていたわけであります。

　他にも宇宙の発祥の起源　他にも宇宙の発祥の起源だだとか、とか、その拡張その拡張

に関してしたためた文があります。に関してしたためた文があります。少しだけ少しだけ

言わせていただきます。言わせていただきます。宇宙の形成に関しま宇宙の形成に関しま

してコーランは以下のように言っています。してコーランは以下のように言っています。

「「真実を否定しようとする者達というのは、真実を否定しようとする者達というのは、

天と地がかつては一つのものであり、天と地がかつては一つのものであり、それをそれを

私が分けたということを知らないのであろう私が分けたということを知らないのであろう

かか」」ということということですです。。これは今で言うところこれは今で言うところ

のビッグバンが書かれていたということであのビッグバンが書かれていたということであ

ります。ります。

　そしてコーランではこのようにも言ってい　そしてコーランではこのようにも言ってい

ます。ます。「「我々が宇宙を我々が宇宙を創った創ったのである。のである。そしてそして

その宇宙は絶えず拡張させているその宇宙は絶えず拡張させている」。」。ですですかか

ら、ら、このコーランに書かれている中身を理解このコーランに書かれている中身を理解

したムスリム達は、したムスリム達は、そのコーランで表現されそのコーランで表現され

ている教えと同じレベルの知識を持つことにている教えと同じレベルの知識を持つことに

なったわけでありまなったわけであります。す。それがとりもなおさそれがとりもなおさ

ずイスラム文明圏が人類の文明圏の中でもずイスラム文明圏が人類の文明圏の中でも

もっともっとも長きを誇る文明圏として存続したも長きを誇る文明圏として存続した理理

由由です。です。

　　　　　　

　　　　Ⅲ．　　　　Ⅲ．科学技術発展に貢献した科学技術発展に貢献した

　　　　　　ムスリムの科学者達　　　　　　ムスリムの科学者達

　　かの有名なブリーフフォードの著作の中かの有名なブリーフフォードの著作の中でで

このような表現がされています。このような表現がされています。「「忍耐強く忍耐強く

調査、調査、研究を続けていく。研究を続けていく。そして積極的に知そして積極的に知

識を蓄積し、識を蓄積し、そして詳細にわたって科学的なそして詳細にわたって科学的な

方法に持っていく。方法に持っていく。そしてまた、そしてまた、長期に渡っ長期に渡っ

て観測、て観測、そして実験を重ね、そして実験を重ね、そして探究してそして探究して

いくいく」」といったようなことが、といったようなことが、イスラム文明イスラム文明

の根幹をなしていたのだということでありまの根幹をなしていたのだということでありま

す。す。中世期における耐性ですとか、中世期における耐性ですとか、実験的な実験的な

進取の気性といったようなことは、進取の気性といったようなことは、1212世紀に世紀に

至るまでムスリム達の特徴で至るまでムスリム達の特徴でしたした。。そして、そして、

預言者預言者の没後の没後100100 年も経つか経たないかの内年も経つか経たないかの内

にムスリム達は、にムスリム達は、その当時知られていた科学その当時知られていた科学

というものをマスターすべく乗り出したわけというものをマスターすべく乗り出したわけ

であります。であります。

　そして、　そして、手法としてはもちろん系統だった手法としてはもちろん系統だった

手法を踏みながら、手法を踏みながら、しかし、しかし、迅速にムスリム迅速にムスリム

達はその当時知られていた知識の全体系すべ達はその当時知られていた知識の全体系すべ

てを、てを、彼らの宗教の言語であったアラビア語彼らの宗教の言語であったアラビア語

に変えていったわけであります。に変えていったわけであります。そして、そして、高高

度の研究所を設立して、度の研究所を設立して、350350年の長きに渡り年の長きに渡り

科学の分野にお科学の分野においていても頂点を極める時代を永も頂点を極める時代を永
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らえたわけであります。らえたわけであります。

　実はムスリムの科学者達は、　実はムスリムの科学者達は、科学技術の科学技術の

様々なジャンルにおきまして、様々なジャンルにおきまして、数多くの業績数多くの業績

を残しているのですが、を残しているのですが、時間の関係でその分時間の関係でその分

野ごとの業績をつぶさにご紹介することがで野ごとの業績をつぶさにご紹介することがで

きません。きません。端的に少しの例を申し上げます端的に少しの例を申し上げます

と、と、まず、まず、フアイズミという人がフアイズミという人が代代数に関し数に関し

て書物をて書物を著し著しました。ました。『『アルジュブラアルジュブラ』』と言いと言い

ますが、ますが、これはアラビアこれはアラビア語で代数語で代数の意味の意味ですです。。

これはまたアルゴリズムに関しての研究もここれはまたアルゴリズムに関しての研究もこ

ちらの分野が重なっております。ちらの分野が重なっております。それからイそれからイ

ブンブン・・アルハイザンという人が光学に関してアルハイザンという人が光学に関して

書物を書物を著し著しました。ました。これに関して西洋科学にこれに関して西洋科学に

おいての解明というのはずっと後になって進おいての解明というのはずっと後になって進

みました。みました。それ以外にもムスリムの科学者達それ以外にもムスリムの科学者達

が解き明かした分野としてはが解き明かした分野としては、、重力、重力、物体の物体の

運動の法則、運動の法則、水および地下水の構造、水および地下水の構造、それかそれか

らいわらいわゆゆる現代科学の根幹をなす、る現代科学の根幹をなす、その基礎その基礎

となるものでしとなるものでした。た。そして最近になそして最近になって、って、ここ

ういったことが確認されたわけであります。ういったことが確認されたわけであります。

　ジャンルとしては、　ジャンルとしては、これ以外にも数学、これ以外にも数学、物物

理、理、そして医学、そして医学、薬学、薬学、天文科学、天文科学、様々なジャ様々なジャ

ンルをあまンルをあまねねく網羅していく網羅していましたましたけれども、けれども、

ただ残念なことにイスラミック文明圏におけただ残念なことにイスラミック文明圏におけ

る科学技術に対して、る科学技術に対して、これだけの膨大な科学これだけの膨大な科学

的な貢献がなされたいたということはあまり的な貢献がなされたいたということはあまり

知られて知られておりませんおりません。。と申しますのも、と申しますのも、それそれ

らを書き記した文献がらを書き記した文献が、、世界各地の図書館に世界各地の図書館に

あちこち散逸してあちこち散逸して、、バラバラな形で貯蔵されバラバラな形で貯蔵され

ているという状態でありまているという状態でありますしすし、、そういったそういった

散逸した文献というものが公に出版されてい散逸した文献というものが公に出版されてい

るわけでもないるわけでもないからですからです。。あるいは詳細な研あるいは詳細な研

究調査もまだ十分に行われていないというこ究調査もまだ十分に行われていないというこ

ととでもでもありまして、ありまして、これからこういった書物これからこういった書物

を解き明かすといった膨大な努力が必要とさを解き明かすといった膨大な努力が必要とさ

れると思います。れると思います。

　　本日は本日はありがとうございました。ありがとうございました。

吉村吉村：：バシャ先生の最後のフレーズバシャ先生の最後のフレーズ、、「科学的「科学的

貢献がなされているにも関わらず、貢献がなされているにも関わらず、それがそれが

しっかりと正統に評価されていないというのしっかりと正統に評価されていないというの

はは、、世界中に世界中にその文献をその文献を散逸されている」散逸されている」とのとの

ことですが、ことですが、このフレーズがまさしく今回のこのフレーズがまさしく今回の

「「イスラムとイスラムとＩＴ」ＩＴ」というメインテーマにつなというメインテーマにつな

がってくるわけでありまがってくるわけであります。す。だから、だから、これらこれら

散逸されている文献を全部集めて散逸されている文献を全部集めてＩＴＩＴ化に化に

よって集積よって集積しし、、記録記録しし、、それをまた発信するそれをまた発信する

ということということは、は、まさしく先生のおっしゃる通まさしく先生のおっしゃる通

りです。りです。
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吉村吉村：：

　　たくさんのご質問をいただきましたが、たくさんのご質問をいただきましたが、時時

間もせまっておりますので、間もせまっておりますので、一つか二つ取り一つか二つ取り

上げたいと思います。上げたいと思います。私のところにたくさん私のところにたくさん

のメールがのメールが届い届いています。ています。その中には大変その中には大変面面

白い白い人で人で「身近「身近なな仏教でさえ釈迦の誕生から仏教でさえ釈迦の誕生から

25002500年経過した現在、年経過した現在、その経典の解釈によりその経典の解釈により

多くの宗派に分かれるくらいよくわからない多くの宗派に分かれるくらいよくわからない

のですから、のですから、イスラムを理解するのはその歴イスラムを理解するのはその歴

史、史、風土、風土、民族、民族、その他猛勉強をしなければその他猛勉強をしなければ

ならないと思ならないと思います。います。信教は自由であるとい信教は自由であるとい

うことでうことで、、締め締めたらどうですか」たらどうですか」というという質問質問がが

あります。あります。今回はそういった大団円はやめに今回はそういった大団円はやめに

しし、、議論を重ねていき議論を重ねていきたいと思います。たいと思います。

　まず　まず「いわゆるデジタルデバイドの問題に「いわゆるデジタルデバイドの問題に

ついてイスラム世界ではどのように考えられついてイスラム世界ではどのように考えられ

ているのか。ているのか。イスラムイスラムでのこの問題についてでのこの問題について

日本の私達に役割があるのか」日本の私達に役割があるのか」というという質問質問にに

ついてついて湯川先生に湯川先生にご回答していただきたいとご回答していただきたいと

思います。思います。

湯川湯川：：

　　実は多分、実は多分、ザグルール先生が一番ご存知ザグルール先生が一番ご存知で、で、

今日の午後の今日の午後のセッションセッションで出てくるでしょう。で出てくるでしょう。

もちろんこれもちろんこれははすごく大きな問題です。すごく大きな問題です。非常非常

に幼稚なところから言いますと、に幼稚なところから言いますと、例えば、例えば、日日

本から本からイスラムイスラム圏のいろ圏のいろいろいろなところに人がなところに人が

コンピュータを持っていくコンピュータを持っていくときときにどうすればにどうすれば

いいかという、いいかという、ものすごく初歩的なレベルものすごく初歩的なレベルでで

は、は、まずまず、、電気のコンセントが違うからコン電気のコンセントが違うからコン

セントをいろいろ用意しないとセントをいろいろ用意しないといけないしいけないし、、

場合によっては一つの国の中で場合によっては一つの国の中でもも違って違ってくるくる。。

ここのレベルからいろいろな問題がありまのレベルからいろいろな問題がありまして、して、

最後最後ににはしっかりしたプロバイダはしっかりしたプロバイダーーがいるのがいるの

か、か、プロバイダプロバイダーーがいてもインフラがどうがいてもインフラがどう

なっているのかなどの問題があります。なっているのかなどの問題があります。これこれ

は順番に積は順番に積みみ上げていかなければいけない問上げていかなければいけない問

題です題ですがが、、経済的経済的・・社会的側面の諸問題も含社会的側面の諸問題も含

めて、めて、ザグルール先生にザグルール先生にお話しお話ししていただきしていただき

と思います。と思います。

吉村吉村：：

　非常に端的と　非常に端的と言う言うか、か、後後に夢を託したとに夢を託したと言言

うか、うか、しかも時間を節約していただきまししかも時間を節約していただきました。た。

ありがとうございます。ありがとうございます。

　次に樋口先生に、　次に樋口先生に、「現在世界各地で発生し「現在世界各地で発生し

ているイスラム原理主義の国際テロ行為につているイスラム原理主義の国際テロ行為につ

いていて、、ムスリムとしての一端の責任があるとムスリムとしての一端の責任があると

ののお話ですが、お話ですが、具体的にどのような責任があ具体的にどのような責任があ

るとお考えですかるとお考えですか。。責任があるとすれば今後責任があるとすれば今後

どのように対処するとお考えですか」どのように対処するとお考えですか」

　　私は私は先ほど先ほど「「責任は無い責任は無いんだ」んだ」とと申し上げた申し上げた

かと思います。かと思います。この件に関してどうですかこの件に関してどうですか？？

樋口樋口：：

　私の責任ですか？　イスラームは対話とい　私の責任ですか？　イスラームは対話とい

ううもものを非常に重要視しているんです。のを非常に重要視しているんです。これこれ

はタリバーンのはタリバーンのときときも対話をしたいという人も対話をしたいという人

が結構いたが結構いたのですがのですが、、それを彼らは相手にしそれを彼らは相手にし

なかった。なかった。対話を持ちかけても彼らが断れ対話を持ちかけても彼らが断れば、ば、

彼らの問題になってしまうと思うんです。彼らの問題になってしまうと思うんです。ここ

れはれは、、もう人間が人間を裁くわけにはいかなもう人間が人間を裁くわけにはいかな

いい。。最終的には神が裁くわけで、最終的には神が裁くわけで、私私自身自身はそはそ

れに責任は無いと思いますね。れに責任は無いと思いますね。初めに責任が初めに責任が

あると申し上げたのは、あると申し上げたのは、「「今も日本人の中に今も日本人の中に

イイスラームについての偏見と誤解があるといスラームについての偏見と誤解があるとい

うことは、うことは、ムスリムとして責任を感ずるムスリムとして責任を感ずる」、」、そそ

の意味ですので、の意味ですので、ご理解いただきたいと思いご理解いただきたいと思い

ます。ます。

吉村吉村：：

　基本的に　基本的に樋口先生はご質問にあるようなこと樋口先生はご質問にあるようなこと

ををおっしゃっておっしゃっていないと思いないと思いますので、いますので、まずそまずそ

こをご理解下さい。こをご理解下さい。しかし、しかし、私はタリバ私はタリバーーンのンの

行動がイスラム原理主義だというのは行動がイスラム原理主義だというのは、、まっまっ

たく間違いだと思います。たく間違いだと思います。イスラムの原理とイスラムの原理と

ははイッサイッサラームですからラームですから、、そういうことはしそういうことはし

ないわけで、ないわけで、彼がただ単に世界を壊したい、彼がただ単に世界を壊したい、

自分の思っている世界でないものは壊すと自分の思っている世界でないものは壊すと

いった自己中心的な考えでやっているいった自己中心的な考えでやっているというという

ことを理解して下さい。ことを理解して下さい。ですから、ですから、閉塞性の閉塞性の

中におけるタリバ中におけるタリバーーンのみの決定によって何ンのみの決定によって何

でもできるという構図から出ているものなのでもできるという構図から出ているものなの
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です。です。これはイスラムに限らず、これはイスラムに限らず、すべての集すべての集

団、団、共同体の決定ですから、共同体の決定ですから、そのことをイスそのことをイス

ラムの責任にするのはおかしいんです。ラムの責任にするのはおかしいんです。タリタリ

ババーーンはイスラムの原理だみたいなことをンはイスラムの原理だみたいなことを

言っているけれど、言っているけれど、そうじゃないということそうじゃないということ

を我々は知らなければいけないと思うを我々は知らなければいけないと思うののです。です。

現代において正統なイスラム世界はそういう現代において正統なイスラム世界はそういう

ことを考えていないにも関わらず、ことを考えていないにも関わらず、「「自分達自分達

ははやるんだやるんだ」」ととテロ行為などに及ぶテロ行為などに及ぶのはのは、、まっまっ

たくイスラムではないと考えなければいけなたくイスラムではないと考えなければいけな

いのです。いのです。ましてや原理ではないと考えていましてや原理ではないと考えてい

るので、るので、責任なんか感じる必要はないし、責任なんか感じる必要はないし、まま

してや日本のムスリム協会の会長が責任をとしてや日本のムスリム協会の会長が責任をと

れるわけがないれるわけがないののです。です。もう少しもう少しそういそういったった

ことをきちんと理解してから質問しなければことをきちんと理解してから質問しなければ

いけないのではないのでしょうか。いけないのではないのでしょうか。

　時間がきましたけれども、　時間がきましたけれども、バシャバシャ先生にも先生にも

質問がいくつかきています。質問がいくつかきています。「「ムムスリムの功績スリムの功績

をたたえる本は出ているのですか」をたたえる本は出ているのですか」「古代と「古代と

の関係に関しても知りたい」の関係に関しても知りたい」、、これはあまりこれはあまりにに

も大きも大きすぎますね。すぎますね。それでは、それでは、先ほど先ほどバシャ先バシャ先

生が、生が、ムムスリムの中で何人か紹介したいとスリムの中で何人か紹介したいと言言

い残されていましたので、い残されていましたので、非常に功績のあった非常に功績のあった

方方を一人だけご紹介いただくということでおを一人だけご紹介いただくということでお

願いします。願いします。

ＡＡ.. ＦＦ.. バシャバシャ：：

　ご質問ありがとうございました。　ご質問ありがとうございました。先ほど私先ほど私

のお話の中で、のお話の中で、触れる触れることのできなかった功ことのできなかった功

績の大きかったイスラム社会における科学者績の大きかったイスラム社会における科学者

をを、、というご質問をいただいたと理解しておというご質問をいただいたと理解してお

話ししたいと思いま話ししたいと思います。す。イスラム文明においイスラム文明におい

ては、ては、功績を残した科学者が数多く存在しま功績を残した科学者が数多く存在しま

したが、したが、中でも重力、中でも重力、あるいは地球の持つ引あるいは地球の持つ引

力というコンセプトの起源になった科学者が力というコンセプトの起源になった科学者が

います。います。その考え方を元にして、その考え方を元にして、その後何世その後何世

紀にも渡り多くの学者によって科学的な知識紀にも渡り多くの学者によって科学的な知識

が蓄積されていったわけであります。が蓄積されていったわけであります。即ち地即ち地

球が引力を持つということをベースとして、球が引力を持つということをベースとして、

様々な物理的現象が解き明かされていったわ様々な物理的現象が解き明かされていったわ

けであります。けであります。

　そこで言及したいのは、　そこで言及したいのは、イエメンのアルハイエメンのアルハ

ムディーンという学者でありまムディーンという学者であります。す。彼は彼は「「地地

球はマグネット、球はマグネット、つまり磁石のようなものでつまり磁石のようなもので

あり、あり、すべての方向から鉄を引きつけるすべての方向から鉄を引きつける」」とと

申しました。申しました。

　実は今申し上げたことがわか　実は今申し上げたことがわかっったのは、たのは、ほほ

んのんの1010年ほど前のことであります。年ほど前のことであります。ある歴史ある歴史

家がアルハムディーンの書いた書物を発見家がアルハムディーンの書いた書物を発見しし、、

それを読んでそれを読んで初めて初めて今申し上げたような認識今申し上げたような認識

に至ったわけです。に至ったわけです。これはわずか一例で、これはわずか一例で、ここ

のようなことがあるからこそ、のようなことがあるからこそ、私達はこ私達はこうう

いったいった文献すべてを発見する必要があると考文献すべてを発見する必要があると考

えているわけであります。えているわけであります。これらの中には恐これらの中には恐

らく現代サイエンス、らく現代サイエンス、現代科学の基礎となっ現代科学の基礎となっ

たような非常に価値の高い情報が数多く含またような非常に価値の高い情報が数多く含ま

れているでしょう。れているでしょう。そして、そして、それらが発見さそれらが発見さ

れ解釈され、れ解釈され、それに基づいて今度は正しい形それに基づいて今度は正しい形

で科学と技術の歴史そのものを書き直す必要で科学と技術の歴史そのものを書き直す必要

があるように感じております。があるように感じております。

　このように申し上げておりますのも、　このように申し上げておりますのも、現在現在

言われて言われている、いる、いわゆる科学技術の歴史とは、いわゆる科学技術の歴史とは、

まさに西側の視点に基づいたものであると考まさに西側の視点に基づいたものであると考

えるからであります。えるからであります。

吉村吉村：：

　どうもありがとうございました。　どうもありがとうございました。時間も過時間も過

ぎておりますので、ぎておりますので、まとめなければいけませまとめなければいけませ

んが、んが、ざっと一言でまとめていきたいと思いざっと一言でまとめていきたいと思い

ます。ます。

　エジプトの格言で、　エジプトの格言で、「質問をするというこ「質問をするということと

は、は、答えることよりも重要なことである」答えることよりも重要なことである」とと

いう言葉があります。いう言葉があります。ここのところあまりにここのところあまりに

もきちんとしていない質問が多いものですかもきちんとしていない質問が多いものですか

ら、ら、午後の部でちゃんとした質問を是非とも午後の部でちゃんとした質問を是非とも

していただきたいと思います。していただきたいと思います。質問をする人質問をする人

は答える人よりも位が高いというぐらい非常は答える人よりも位が高いというぐらい非常

に重要です。に重要です。考えた上でお願いしたいと思い考えた上でお願いしたいと思い

ます。ます。

　今日のまとめに関しましては、　今日のまとめに関しましては、これからまこれからま

だ続いていきますけれども、だ続いていきますけれども、やはり何といっやはり何といっ

ても二つのポイントがあります。ても二つのポイントがあります。一つは一つは、、イイ

Ｑ＆ＡＱ＆Ａ

51-76.p65 2002/05/10, 22:51Page 75 Adobe PageMaker 6.5J/Win



第第11部　文化部　文化･･宗教セッション宗教セッション

7676

スラムには枠組があって倫理があるスラムには枠組があって倫理があるが、が、ＩＴＩＴ

にはそれが無にはそれが無いのでいので危険だと危険だというこということ。。だかだか

らとらと言って、言って、ＩＴをやめるわけにはいかないＩＴをやめるわけにはいかない

というというイスラムのイスラムの戸惑い戸惑い。。それからもう一つそれからもう一つ

はは、、そういったコミュニケーションそういったコミュニケーション。。湯川先湯川先

生がすごいサイトが出ているとおっしゃられ生がすごいサイトが出ているとおっしゃられ

ておりましたが、ておりましたが、コミュニケーションとしてコミュニケーションとして

のサイトをのサイトを持つ持つことの重要性と、ことの重要性と、もう一つ、もう一つ、

ＩＴに重要なのは記録するＩＴに重要なのは記録するというということが併立ことが併立

していることです。していることです。人類は記録を石に刻み、人類は記録を石に刻み、

紙に書き、紙に書き、そしてテープにそしてテープに録録り、り、いろいろ記いろいろ記

録をしてきました。録をしてきました。ＩＴはその記録を伝えるＩＴはその記録を伝える

ということです。ということです。伝える役割がすごく重要な伝える役割がすごく重要な

わけです。わけです。それが先ほど申し上げましたようそれが先ほど申し上げましたよう

にに、、このｅ－コーランは、このｅ－コーランは、3030時間にも渡る情時間にも渡る情

報報、、即ち即ちコーラン全章がこの中に入コーラン全章がこの中に入っていっているる

わけです。わけです。これからもっとすごくなるでしょこれからもっとすごくなるでしょ

う。う。そういったそういったときときに一番重要なのはコンテに一番重要なのはコンテ

ンツ、ンツ、一体何をそこに記録するか、一体何をそこに記録するか、何を伝え何を伝え

るに値するかを判断するということです。るに値するかを判断するということです。

　それでバシャ先生も最後に、　それでバシャ先生も最後に、「「たくさん価値たくさん価値

のある情報がある。のある情報がある。しかし、しかし、過去においては過去においては

これらが散これらが散らかっている。らかっている。それを１回集めて、それを１回集めて、

そしてそれを整理して後世につなげる。そしてそれを整理して後世につなげる。これこれ

には大変重要なＩＴの役割があるのではないには大変重要なＩＴの役割があるのではない

かか」」ということをおっしゃっていましたがということをおっしゃっていましたが、、

まったく同感です。まったく同感です。この他にもいろいろともこの他にもいろいろとも

う少しお話う少しお話しししたかったんですけれども、したかったんですけれども、時時

間がないので、間がないので、これで終わりにしたいと思いこれで終わりにしたいと思い

ます。ます。午後のセッションはもっともっと面白午後のセッションはもっともっと面白

くなると思いますので、くなると思いますので、是非ともお帰りにな是非ともお帰りにな

らないで、らないで、また戻ってきていただきたいと思また戻ってきていただきたいと思

います。います。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。

Ｑ＆ＡＱ＆Ａ

51-76.p65 2002/05/10, 22:51Page 76 Adobe PageMaker 6.5J/Win


