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第２部　社会第２部　社会・・経済セッション経済セッション

　第　第２２セッションセッションででは、は、三つのお話をそれぞ三つのお話をそれぞ

れのパネリストの方かられのパネリストの方からししていただきます。ていただきます。

先ほど先ほど吉村先生の方からもお話が出ましたよ吉村先生の方からもお話が出ましたよ

うに、うに、イスラムといっても非常に幅の広い世イスラムといっても非常に幅の広い世

界であ界であり、り、人口にして全世界の人口の４分の人口にして全世界の人口の４分の

１ないしは５分の１という割合を占めるのみ１ないしは５分の１という割合を占めるのみ

ならず、ならず、地域的に考えると、地域的に考えると、世界の３分の１世界の３分の１

を占めていを占めていまます。す。

　数字で申し上げますと、　数字で申し上げますと、東西、東西、東東端を端をインイン

ドネシア、ドネシア、西端を仮にモロッコとしますと、西端を仮にモロッコとしますと、

大体大体15,000km15,000km、、それから南と北、それから南と北、特に特に南の計南の計

り方が難しいり方が難しいののですけれども、ですけれども、アフリカ諸国アフリカ諸国

の一部をそれにカウントした場合には、の一部をそれにカウントした場合には、ロシロシ

アの南部まで含めましてアの南部まで含めまして南北南北約約11,,000km000km の非の非

常に広大な地域をカバーしてい常に広大な地域をカバーしていまます。す。

　重要なのは、　重要なのは、イスラム社会と言いましてイスラム社会と言いまして

も、も、このような地域から考えもおわかりのよこのような地域から考えもおわかりのよ

うに、うに、非常に多様な側面を持っているという非常に多様な側面を持っているという

点ではなかろうかと思います。点ではなかろうかと思います。一方では伝統一方では伝統

的なイスラム、的なイスラム、昔ながらの生活のところもあ昔ながらの生活のところもあ

れば、れば、世俗化したイスラムの社会も世俗化したイスラムの社会もそのその一方一方

ででははあるある。。私ども日本人私ども日本人にはにはなかなか想像しなかなか想像し

にくい世界なのかもにくい世界なのかもししれません。れません。

　私ども日本人はアラビア半島、　私ども日本人はアラビア半島、中近東だけ中近東だけ

に関心が集中しがちですが、に関心が集中しがちですが、イスラム社会、イスラム社会、

イスラム問題全般を考える場合には、イスラム問題全般を考える場合には、かなりかなり

スペクトラム、スペクトラム、視野を広くとらなければ理解視野を広くとらなければ理解

が難しいのではなかろうかという気がいたしが難しいのではなかろうかという気がいたし

ます。ます。

　そしてまた、　そしてまた、昨日のお話で何度も出てまい昨日のお話で何度も出てまい

りましたように、りましたように、日本人はどうしてもイスラ日本人はどうしてもイスラ

ム世界をム世界を「「異教、異教、異郷異郷」」と言いまと言いまして、して、異なる異なる

教えという意味の異教と、教えという意味の異教と、異なる郷という二異なる郷という二

つの意味でのつの意味での異郷異郷の問題として捉えがちでの問題として捉えがちで

すす。。そしてまた、そしてまた、欧米ではむしろイスラム教欧米ではむしろイスラム教

徒は徒は疎外疎外されるような立場されるような立場ににすら置かれていすら置かれてい

まます。す。

第２部第２部

社会社会・・経済セッション経済セッション

はじめにはじめに

早稲田大学教授早稲田大学教授

北村　歳治北村　歳治
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　しかし、　しかし、そういう欧米の社会でもイスラムそういう欧米の社会でもイスラム

の問題はいろいろな形での問題はいろいろな形で様々な様々な影響を影響を及ぼし及ぼし

てています。います。午前中にもお話が出ましたよう午前中にもお話が出ましたよう

に、に、アメリカでもイスラムの関係者の数が非アメリカでもイスラムの関係者の数が非

常に増えて、常に増えて、一説によりますと、一説によりますと、近い内にア近い内にア

メリカの中でのユダヤ人関係者の数よりもイメリカの中でのユダヤ人関係者の数よりもイ

スラム関係者の数の方が多くなるのではなかスラム関係者の数の方が多くなるのではなか

ろうかという説もろうかという説もありあります。ます。それから、それから、イギイギ

リスでは昔の植民地の関係等リスでは昔の植民地の関係等もあってもあって、、インイン

ド、ド、パキスタンを通じるイスラム関係者が国パキスタンを通じるイスラム関係者が国

民の一部を形成して民の一部を形成しておりおり、、イギリスの中でもイギリスの中でも

いろいろな問題が生じていいろいろな問題が生じていますます。。そしてまた、そしてまた、

フランスでは北アフリカや西アフリカからのフランスでは北アフリカや西アフリカからの

イスラム関係者の移民も目立ったイスラム関係者の移民も目立ったものとなっものとなっ

ていまていますし、すし、ドイツもトルコからの関係者ドイツもトルコからの関係者のの

入国労働を受け入れ入国労働を受け入れています。ています。先進国でもイ先進国でもイ

スラムとは切り離せないスラムとは切り離せない、、いろいろな問題をいろいろな問題を

抱えているわけです。抱えているわけです。

　　したがってしたがって先進諸国先進諸国でもでも単に単にマイナーなマイナーな問題問題

という形でという形でイスラムをイスラムを簡単に扱うことは決し簡単に扱うことは決し

てできないわけです。てできないわけです。ましてや全世界的に見ましてや全世界的に見

た場合には、た場合には、人口で４分の１ないしは５分の人口で４分の１ないしは５分の

１、１、そして地域では３分の１を占めているイそして地域では３分の１を占めているイ

スラムの社会、スラムの社会、関係者の問題をどう考えれば関係者の問題をどう考えれば

よよいのかは、いのかは、これからますます重要な意味合これからますます重要な意味合

いを持ってくるいを持ってくるののではないかと思います。ではないかと思います。

　　このような問題意識に基づき、このような問題意識に基づき、ＩＩＴという現Ｔという現

代的な切り口を設けまして、代的な切り口を設けまして、お三方からお話お三方からお話

をお伺いします。をお伺いします。まず、まず、最初はセリム最初はセリム・・ユジェユジェ

ルル・・ギュレチさんからお伺いしたいと思いまギュレチさんからお伺いしたいと思いま

す。す。ギュレチさんはトルコのマルマラ大学をギュレチさんはトルコのマルマラ大学を

卒業されました後、卒業されました後、東京大学法学部の政治学東京大学法学部の政治学

研究科研究科博士課程を経まして、博士課程を経まして、現在トルコ大使現在トルコ大使

館で報道関係の問題に対処しておられます。館で報道関係の問題に対処しておられます。

イスラムの文化思想が現代生活にどのようにイスラムの文化思想が現代生活にどのように

関わっているのかという観点からお話をして関わっているのかという観点からお話をして

いただきます。いただきます。

　次に　次に、、遠藤遠藤茂茂外務省中東外務省中東アフリカ局アフリカ局審議官審議官

から、から、日本がどのようにしてイスラムの理解日本がどのようにしてイスラムの理解

を深めているかという問題を深めているかという問題とと、、最近の外交の最近の外交の

立場のお話をお聞かせいただくことになるか立場のお話をお聞かせいただくことになるか

と思います。と思います。遠藤さんは早稲田大学卒業後、遠藤さんは早稲田大学卒業後、

外務省に勤められましてサウジ等を中心に幅外務省に勤められましてサウジ等を中心に幅

広く活躍されている方でございます。広く活躍されている方でございます。

　　それからそれから、、最後に小早川最後に小早川敏彦敏彦東京三菱銀行東京三菱銀行

顧問から、顧問から、金融経済の観点から専門的な見解金融経済の観点から専門的な見解

をお聞かせいただきたいと思っています。をお聞かせいただきたいと思っています。小小

早川さんは早川さんは東京三菱銀行が合併する前の東京東京三菱銀行が合併する前の東京

銀行の立場で中近東を中心に幅広くご活躍さ銀行の立場で中近東を中心に幅広くご活躍さ

れたバンカーでれたバンカーですがすが、、日本を代表するバン日本を代表するバン

カーとして、カーとして、アラビア社会のビジネスをどうアラビア社会のビジネスをどう

ご覧になっておられるかご覧になっておられるか、、非常に興味深いお非常に興味深いお

話をお伺いできるかと思っております。話をお伺いできるかと思っております。
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　はじめまして、　はじめまして、ご紹介いただきましたようご紹介いただきましたよう

に、に、トルコ大使館付属の代々木上原に新しくトルコ大使館付属の代々木上原に新しく

建てられました東京ジャーミー、建てられました東京ジャーミー、通称東京モ通称東京モ

スクとも言われていますが、スクとも言われていますが、そちらの方の副そちらの方の副

代表をさせていただいています。代表をさせていただいています。国はトルコ国はトルコ

でありまして、でありまして、トルコという国はご存知のよトルコという国はご存知のよ

うに歴史上、うに歴史上、古い時代からいわゆる情報ハイ古い時代からいわゆる情報ハイ

ウェウェイともいうべき地帯にありまして、イともいうべき地帯にありまして、昨日昨日

は吉村先生のお話にも出たように、は吉村先生のお話にも出たように、エジプトエジプト

の方から今のトルコ、の方から今のトルコ、アナトリア半島を通過アナトリア半島を通過

して、して、ギリシャからヨーロッパの方に渡ったギリシャからヨーロッパの方に渡った

り、り、西洋の価値観や情報はまたトルコを通過西洋の価値観や情報はまたトルコを通過

して東の方に伝わったりし続けています。して東の方に伝わったりし続けています。私私

は、は、そういう国から島国であるこの日本にまそういう国から島国であるこの日本にま

いりました。いりました。

　日本に来たのは　日本に来たのは19901990年のことでして、年のことでして、最初最初

は広島大学で日本語を勉強して、は広島大学で日本語を勉強して、その後、その後、日日

本でも田舎と言えるところ、本でも田舎と言えるところ、松江に移りまし松江に移りまし

て、て、２年半ほどそちらで大学に通いました２年半ほどそちらで大学に通いました

が、が、9393年からは東京に移りまして現在まで東年からは東京に移りまして現在まで東

京で暮らしております。京で暮らしております。

　　私が日本に来た私が日本に来たときときというのは、というのは、ソ連ソ連のの崩崩

壊、壊、湾岸危機、湾岸危機、湾岸戦争が起きまして、湾岸戦争が起きまして、最初最初

から、から、住むところで注目を浴びました。住むところで注目を浴びました。中東中東

やその他のイスラーム圏で起きていることのやその他のイスラーム圏で起きていることの

責任者が私であるかのように、責任者が私であるかのように、新聞記者が新聞記者が来来

てて「どう思いますか」「どう思いますか」とか、とか、イスラームのイスラームの事々事々

について、について、「こういう事件について、「こういう事件について、一人のイ一人のイ

スラーム教徒としてどう思いますか」スラーム教徒としてどう思いますか」といっといっ

たような質問にしばしば対面することになったような質問にしばしば対面することになっ

て、て、困った場合も結構多かったのです。困った場合も結構多かったのです。

　困ったというのは、　困ったというのは、言葉がまだ不十分で言葉がまだ不十分で

あったということもありまして、あったということもありまして、またまたメディメディ

アからアから一つ質問されますと、一つ質問されますと、その答えをすぐその答えをすぐ

出さなければならない。出さなければならない。せいぜい一日待ってせいぜい一日待って

くれと言って、くれと言って、関係のところに連絡をして、関係のところに連絡をして、

そちらの方から情報を仕入れたいと思っていそちらの方から情報を仕入れたいと思ってい

イスラ－ムから見たイスラ－ムから見た

新技術新技術

東京ジャーミ東京ジャーミーー･･文化センター副代表文化センター副代表

セリムセリム・・ユジェルユジェル・・ギュレチギュレチ
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イスラームから見た新技術イスラームから見た新技術

ても、ても、まだ現在のようにインターネットは普まだ現在のようにインターネットは普

及して及しておらずおらず、、ＥＥメールも日常的には使ってメールも日常的には使って

いない段階で、いない段階で、苦しい思いをしたことは何回苦しい思いをしたことは何回

もありました。もありました。

　特に、　特に、松江にいる松江にいるときときには問題を答えるこには問題を答えるこ

とだけではなくて、とだけではなくて、トルコ語を話す機会もなトルコ語を話す機会もな

く、く、話すことも忘れてしまっていた話すことも忘れてしまっていたほどです。ほどです。

東京に移ってからはインターネットやホーム東京に移ってからはインターネットやホーム

ページ、ページ、Ｅメールという言葉を頻繁に耳にすＥメールという言葉を頻繁に耳にす

るようになりました。るようになりました。最初に、最初に、東京大学でＥ東京大学でＥ

メールアカウントをいただくことになりましメールアカウントをいただくことになりまし

た。た。ただ、ただ、大学の研究室から使えるわけでは大学の研究室から使えるわけでは

なく、なく、本郷キャンパスの根津方面にある情報本郷キャンパスの根津方面にある情報

計算機センターというところがあって、計算機センターというところがあって、ＥＥ

メールが使いたいならば、メールが使いたいならば、そちらの方に行っそちらの方に行っ

て使ってくださいとのことでした。て使ってくださいとのことでした。あまり便あまり便

利とは利とは言え言えませんでした。ませんでした。

　何とか２、　何とか２、３ヶ月経って、３ヶ月経って、自分の法学政治自分の法学政治

学研究科の方でもＥメールを使学研究科の方でもＥメールを使えるえるようになようにな

りました。りました。最初に、最初に、インターネット上のネッインターネット上のネッ

トワークとして作ったのは、トワークとして作ったのは、私と同じように私と同じように

日本に日本に来て来ている留学生でＥメールを持っていいる留学生でＥメールを持ってい

る人達同士る人達同士ののＥメールのグループでした。Ｅメールのグループでした。トト

ルコに関する質問やイスラームに関する質問ルコに関する質問やイスラームに関する質問

などがありましたら、などがありましたら、急いでその情報を持っ急いでその情報を持っ

てていいそうな人にＥメールで連絡をそうな人にＥメールで連絡を取った取ったりしりし

て適切な情報を提供するよう努めました。て適切な情報を提供するよう努めました。

　私　私はは本日のお話の中で、本日のお話の中で、自分の日本体験自分の日本体験

と、と、それから自分が一人のイスラーム教徒それから自分が一人のイスラーム教徒とと

して日本の社会の中でインターネット、して日本の社会の中でインターネット、ＩＴＩＴ

というものとどのように接してきたのかを語というものとどのように接してきたのかを語

りたいと思ったわけですが、りたいと思ったわけですが、私のただ個人的私のただ個人的

な日常生活をな日常生活を取り上げて取り上げてもそれほど面白くなもそれほど面白くな

いのではないかと思いまして、いのではないかと思いまして、インターネッインターネッ

トはトは、、特に特にイスラーム世界ではイスラーム世界では、、どのようにどのように利利

用されているかと用されているかといいうことに視点を少しうことに視点を少し変え変え

ながらお話を進めたいと思います。ながらお話を進めたいと思います。内容をあ内容をあ

えて体系化すれば、えて体系化すれば、五つの分野に分けて考え五つの分野に分けて考え

ることにることになりなります。ます。その前にお断りしてその前にお断りしておおきき

たいことがございます。たいことがございます。それは、それは、私はこれ以私はこれ以

後使う後使う「ＩＴ」「ＩＴ」という言葉を、という言葉を、「「InformationInformation

TechnologyTechnology」」というという意味意味より、より、狭い意味での狭い意味での

「インターネット」「インターネット」という意味で使っていまという意味で使っていま

す。す。それも技術分野ではなくて、それも技術分野ではなくて、インターインター

ネット利用分野という意味でのものでありまネット利用分野という意味でのものでありま

す。す。

　　まず、まず、１番目１番目はは「「連絡の手段としてのＩＴ連絡の手段としてのＩＴ」。」。

２番目２番目はは情報を情報を提供する側と受け入れる側、提供する側と受け入れる側、

使用する側という意味で使用する側という意味で「「情報手段としての情報手段としての

ＩＴＩＴ」。」。３３番目番目はは「「経済、経済、ビジネス手段としてビジネス手段として

のＩＴのＩＴ」。」。４４番目番目はは「「技術手段としてのＩ技術手段としてのＩＴＴ」。」。

５５番目番目はは「「布教手段としてのＩＴ布教手段としてのＩＴ」。」。最後は、最後は、

まとめまとめとしてとして「「イスラームはＩＴに何を提供イスラームはＩＴに何を提供

できるのかできるのか」」ということということについてについて二つほど申二つほど申

し上げたいと思います。し上げたいと思います。

　　

　　　Ⅰ　　　Ⅰ .. 連絡手段としてのＩＴ連絡手段としてのＩＴ

　　まず、まず、連絡手段としてのＩＴについては、連絡手段としてのＩＴについては、

今、今、申し上げたように、申し上げたように、横の関係ですね。横の関係ですね。自自

分の知り合いとの関係、分の知り合いとの関係、親族との関係、親族との関係、トルトル

コにいる家族との関係においては、コにいる家族との関係においては、ＥＥメールメール

はよく利用しています。はよく利用しています。また、また、ＥグループなＥグループな

どを作りまして、どを作りまして、トルコの問題、トルコの問題、研究分野に研究分野に

関するもの、関するもの、日本の生活などについて情報を日本の生活などについて情報を

提供し合うというネットワークはいくつか自提供し合うというネットワークはいくつか自

分も参加しています。分も参加しています。また、また、日本に滞在して日本に滞在して

いる留学生もそういったネットワークを作っいる留学生もそういったネットワークを作っ

て日常的な情報を提供し合っています。て日常的な情報を提供し合っています。

　日本で日常的に、　日本で日常的に、イスラーム教徒イスラーム教徒ととして生して生

活活上上困っている問題として、困っている問題として、食べ物の問題が食べ物の問題が

あります。あります。日本に来たイスラーム教徒日本に来たイスラーム教徒ががまずまず

必ずす必ずする質問というのは、る質問というのは、「お祈りの時間は何「お祈りの時間は何

時でしょうか」時でしょうか」です。です。それから、それから、「食べ物は、「食べ物は、

何を食べればいいのですか」何を食べればいいのですか」「どういうもの「どういうもの

を食べなを食べない方がい方がよいのですか」よいのですか」とといいうようなうような

質問をします。質問をします。ＥメールＥメールややインターネットをインターネットを

利用する前には、利用する前には、その情報を得る手段としてその情報を得る手段として

日本に来てからイスラーム団体の関係の方に日本に来てからイスラーム団体の関係の方に

直接尋ねて、直接尋ねて、礼拝の時間を教えてもらった礼拝の時間を教えてもらった

り、り、食べ物関係、食べ物関係、あるいはレストラン情報なあるいはレストラン情報な

どを教えてもらったりしていたのです。どを教えてもらったりしていたのです。しかしか

し、し、このＩＴとともにその事情が変わりつつこのＩＴとともにその事情が変わりつつ

あります。あります。今は、今は、日本に来る前からＥメール日本に来る前からＥメール

を送ってきて、を送ってきて、「日本に行く「日本に行くのですがのですが、、何々市何々市

の礼拝時間を教えてください」の礼拝時間を教えてください」ととかか、、「日本に「日本に

行ったらどういうものを食べればいいのか、行ったらどういうものを食べればいいのか、

そのリストかあるいはホームページがあればそのリストかあるいはホームページがあれば

教えて下さい」教えて下さい」という連絡がきます。という連絡がきます。それをそれを
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まだ日本に来る前まだ日本に来る前にに準備準備できるようにできるように向こう向こう

の方に送って、の方に送って、日本で生活する上で必要な情日本で生活する上で必要な情

報を提供する。報を提供する。このようこのようにイスラーム教徒ににイスラーム教徒に

とって、とって、海外の異教の国における生活がＩＴ海外の異教の国における生活がＩＴ

のお陰で楽になってきています。のお陰で楽になってきています。

　　　Ⅱ　　　Ⅱ .. 情報手段としてのＩＴ情報手段としてのＩＴ

　これは先ほど分類した　これは先ほど分類したののですけれども、ですけれども、

まったく独立したものではなくて、まったく独立したものではなくて、お互いとお互いと

密接な関係を持っている分類でもあります。密接な関係を持っている分類でもあります。

　　私私がが日本に来た日本に来た9090 年代の前半というのは、年代の前半というのは、

特にトルコは非常に政治が特にトルコは非常に政治が動いた時期動いた時期でしでした。た。

もう終わりのないロマンもう終わりのないロマンのようなもののようなもので、で、今今

日読んだら明日も読みたくなる。日読んだら明日も読みたくなる。あの事件はあの事件は

どうなったか、どうなったか、あるいは政治はどあるいは政治はどういう方向ういう方向

に行っているかに行っているかなどなど、、そういうこともありまそういうこともありま

して、して、情報情報をを知りたい。知りたい。けれども、けれども、日本には日本には

なかなかトルコの情報は入ってこない。なかなかトルコの情報は入ってこない。せいせい

ぜい月曜日に大学の図書館ぜい月曜日に大学の図書館へ行きへ行き、、ジャパンジャパン

タイムズや朝日イブニングニュースタイムズや朝日イブニングニュースなどのなどの新新

聞聞を目にすることができる程度で、を目にすることができる程度で、トルコのトルコの

サッカーサッカーの結果を見ることがの結果を見ることが唯一の楽しみで唯一の楽しみで

した。した。

　インターネットのお陰で　インターネットのお陰で9090年代の半ばから年代の半ばから

後半にかけて、後半にかけて、トルコの各新聞が毎日、トルコの各新聞が毎日、それそれ

も全紙、も全紙、全ページがインターネットに載るよ全ページがインターネットに載るよ

うになりうになり、、私は私は朝起きたら朝起きたら各紙、各紙、トルコの人よトルコの人よ

りも早く読むりも早く読むというという機会を得ることができま機会を得ることができま

した。した。また、また、ラジオラジオややテレビもインターネッテレビもインターネッ

ト上で見たり聴いたりすることもでき、ト上で見たり聴いたりすることもでき、言っ言っ

てみれば周りをてみれば周りを見なければ見なければトルコにいるのかトルコにいるのか

日本にいるかわからないような状況が整日本にいるかわからないような状況が整ってって

きたのです。きたのです。

　　しかし、しかし、自分の国の情報を手早くつか自分の国の情報を手早くつかめるめる

ようにはなりましたが、ようにはなりましたが、これにはこれには「よかった」「よかった」

と言い切れない面もあります。と言い切れない面もあります。それは、それは、研究研究

者として者として、、特に日本に来た人にとって特に日本に来た人にとって、、ここここ

にに一つ一つ落とし落とし穴がありまして、穴がありまして、先ほど申し上先ほど申し上

げたように、げたように、トルコのニュースは終わりのなトルコのニュースは終わりのな

いロマンいロマンのようでのようで、、読めば読めば読むほど続きが気読むほど続きが気

にになるものだから、なるものだから、１１日の半分ぐらいの時間日の半分ぐらいの時間

ががトルコの新聞を読むだけで終ってしまトルコの新聞を読むだけで終ってしまい、い、

研究の方に必要な時間が研究の方に必要な時間が取れ取れない。ない。それでそれで私私

もも一時期、一時期、インターネットの接続も止めて、インターネットの接続も止めて、

アクセスしないようにしました。アクセスしないようにしました。が、が、やはりやはり

そういうわけにもいかず、そういうわけにもいかず、またインターネッまたインターネッ

トに接続して読トに接続して読めるめるようにしています。ようにしています。留学留学

生の一人として生活してい生の一人として生活していく中く中、、特に国の情特に国の情

報に囚われてしまって、報に囚われてしまって、自分がいる国の情報自分がいる国の情報

をキャッチする、をキャッチする、また自分の研究を進める時また自分の研究を進める時

間を持てなくなってしまう、間を持てなくなってしまう、時間を無駄に時間を無駄に

使ってしまうというような危険性をＩＴが同使ってしまうというような危険性をＩＴが同

時に持っていると申し上げたいと思います。時に持っていると申し上げたいと思います。

　　

ⅢⅢ .. 経済、経済、ビジネスの手段としてビジネスの手段としてののＩＴＩＴ

  経済、経済、ビジネスの手段としてのインタービジネスの手段としてのインター

ネットということを申し上げましたが、ネットということを申し上げましたが、特に特に

先ほども先ほども言い言いましたように、ましたように、食べ物関係にお食べ物関係にお

いてイスラーム教徒いてイスラーム教徒はは非常に困ってい非常に困っていますます。。

どの商品にどのような原材料が入っているかどの商品にどのような原材料が入っているか

ということを確認する必要ということを確認する必要ががある。ある。これは、これは、

敬虔なイスラーム教徒ですと、敬虔なイスラーム教徒ですと、日常生活の上日常生活の上

では欠かせないことでありまして、では欠かせないことでありまして、最初は最初は

２、２、３人の友達同士でハラール３人の友達同士でハラール･･ リストといリストとい

うう――――ハラールというのはイスラーム教徒がハラールというのはイスラーム教徒が

食べていいものを指しますが食べていいものを指しますが――――そのようなそのような

リストをブックレットとして作ったのです。リストをブックレットとして作ったのです。

これを後に、これを後に、インターネットに載せるようにインターネットに載せるように

もしました。もしました。けれども、けれども、日本の一般的なスー日本の一般的なスー

パーやデパートで売られているものでしたらパーやデパートで売られているものでしたら

別に問題はありませんが、別に問題はありませんが、日常的に販売され日常的に販売され

ていない日常商品というものもありまていない日常商品というものもあります。す。特特

にお肉関係や衣類関係にお肉関係や衣類関係です。です。男性の場合は男性の場合は衣衣

服に関しては服に関しては問題問題ありませんがありませんが、、女性の場合に女性の場合に

は問題になりました。は問題になりました。これについてはこれについてはいろいいろい

ろなイスラーム教徒の民族ごとのお店が作らろなイスラーム教徒の民族ごとのお店が作ら

れました。れました。これらの店は、これらの店は、池袋や渋谷、池袋や渋谷、新宿新宿

周辺にあ周辺にありり、、そこへそこへ行って必要なものを買っ行って必要なものを買っ
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てくるということてくるということがが909 0 年代後半から頻繁に年代後半から頻繁に

なっています。なっています。

　ただ、　ただ、東京東京で暮らすで暮らすようになりますと、ようになりますと、例例

えば渋谷から池袋に買い物に行くのえば渋谷から池袋に買い物に行くのがが面倒臭面倒臭

くなってくるんです。くなってくるんです。時間時間を節約して、を節約して、もっともっと

便利さを追求する。便利さを追求する。そういったことでそういったことで今は今はイイ

ンターネットにそれらの店が食品のリストをンターネットにそれらの店が食品のリストを

載せていまして、載せていまして、インターネットから注文をインターネットから注文を

していますしています。。

　これを世界的に考えますと、　これを世界的に考えますと、日本に無いよ日本に無いよ

うな商品もありまして、うな商品もありまして、それをまた外から注それをまた外から注

文文します。します。例えば例えばどのようなものどのようなものがあるかがあるかとと

言う言うと、と、食べ物食べ物やや衣類関係衣類関係も含まれまも含まれますけれすけれ

ども、ども、特に知識、特に知識、本本などなどを必要としていましを必要としていまし

て、て、そういったものも日本からよく向こうのそういったものも日本からよく向こうの

方に注文したり、方に注文したり、インターネットを通じて注インターネットを通じて注

文したり、文したり、早く届けてもらったりしました。早く届けてもらったりしました。

　また、　また、イスラーム資本は国際化してきていイスラーム資本は国際化してきてい

ます。ます。最近、最近、「イスラーム株式市場」「イスラーム株式市場」という言という言

葉を聞くようになりました。葉を聞くようになりました。イスラーム教徒イスラーム教徒

はイスラームの教えに反するようなものを生はイスラームの教えに反するようなものを生

産し、産し、あるいは反イスラーム的な姿勢を持つあるいは反イスラーム的な姿勢を持つ

企業に投資したく企業に投資したくはありませんはありません。。ただ、ただ、国際企国際企

業の業の中中であるいは海外の企業であるいは海外の企業の中で、の中で、どの企どの企

業がイスラーム的な生産を行い、業がイスラーム的な生産を行い、姿勢を持っ姿勢を持っ

ているかということを投資家がているかということを投資家が、、特に個人投特に個人投

資家が知る必要がありまして、資家が知る必要がありまして、最近これらの最近これらの

情報をまとめて提供しようと情報をまとめて提供しようといいう動きもありう動きもあり

ます。ます。これはいわばイスラーム教徒の世界経これはいわばイスラーム教徒の世界経

済への活発な参加の試みであるとも言えるの済への活発な参加の試みであるとも言えるの

ではないかと思います。ではないかと思います。

　また、　また、話をあまり深めてもまとめにくくな話をあまり深めてもまとめにくくな

りますので、りますので、イスラームイスラームにおいてにおいてもう一つもう一つ、、世世

界的なレベルでのＩＴ関連に何を期待できる界的なレベルでのＩＴ関連に何を期待できる

かということかということを一を一例として申し上げておきた例として申し上げておきた

いと思います。いと思います。イスラームには巡礼というもイスラームには巡礼というも

のがありまして、のがありまして、年に一度イスラーム教徒、年に一度イスラーム教徒、

全世界のイスラーム教徒全世界のイスラーム教徒でで一定以上の財産を一定以上の財産を

持っている人が巡礼に行く。持っている人が巡礼に行く。行くところはサ行くところはサ

ウジアラビアのメッカというところでありまウジアラビアのメッカというところでありま

して、して、そちらの方でそちらの方で１１週間から週間から１１ヶ月ほどのヶ月ほどの

時間を過ごしますが、時間を過ごしますが、たくさんの国の人がそたくさんの国の人がそ

ちらに行って巡礼をします。ちらに行って巡礼をします。巡礼というのは巡礼というのは

礼拝で礼拝です。す。しかししかし、、イスラームイスラームは同時には同時に世界市世界市

民会議としての役割、民会議としての役割、世界レベルでの情報交世界レベルでの情報交

換を行うこと換を行うことを期待しましたを期待しました。。また、また、巡礼で出巡礼で出

会った会った人達が経済関係を持つようになって、人達が経済関係を持つようになって、

コミュニティとしてのイスラーム世界を形成コミュニティとしてのイスラーム世界を形成

していく一つの手段として巡礼を考えたしていく一つの手段として巡礼を考えたのでので

すがすが、、まずまず、、言葉の壁がありまして、言葉の壁がありまして、その場その場

では会ってお話はしますが、では会ってお話はしますが、その後、その後、連絡を連絡を

なかなかなかなか取れ取れない。ない。要するに、要するに、経済的交流に経済的交流に

は欠かせない連絡の連続性というものはなは欠かせない連絡の連続性というものはな

かったのです。かったのです。これこそコミュニティを築きこれこそコミュニティを築き

上げるには弊害でありました。上げるには弊害でありました。

　ただ、　ただ、近年になりまして、近年になりまして、特に若い世代特に若い世代、、イイ

ンターネットをよく利用する世代の連絡は、ンターネットをよく利用する世代の連絡は、

その連続性を保つようになりまして、その連続性を保つようになりまして、私も私も２２

回ほど行ったことがありますが、回ほど行ったことがありますが、そちらでそちらで

会ったいろいろの国の方とＥメールのお陰で会ったいろいろの国の方とＥメールのお陰で

連絡をとり続けています。連絡をとり続けています。私より年上の私より年上のイスイス

ラームラームの人はそれほどインターネットを利用の人はそれほどインターネットを利用

していないかもしていないかもししれませんが、れませんが、ＩＴを利用すＩＴを利用す

るイスラーム教徒の増加とともに、るイスラーム教徒の増加とともに、巡礼が狙巡礼が狙

うイスラームうイスラーム･･コミュニティの実現、コミュニティの実現、それもそれも

経済的な意味経済的な意味ややビジネスビジネス･･ チャンスの意味もチャンスの意味も

含めてコミュニティの形成を歴史上例のない含めてコミュニティの形成を歴史上例のない

ほど可能に近づけたのではないかと考えていほど可能に近づけたのではないかと考えてい

ます。ます。

　もちろん言葉の壁は　もちろん言葉の壁は、、未だに乗り越えられ未だに乗り越えられ

たわけではありません。たわけではありません。しかし、しかし、最近は性能最近は性能

の高い自動翻訳ソフトが出回っていまの高い自動翻訳ソフトが出回っています。す。例例

えば英語でのホームページを一瞬の内に日本えば英語でのホームページを一瞬の内に日本

語にする、語にする、あるいは別の言語のものをもう一あるいは別の言語のものをもう一

つの言語に変えるつの言語に変えるなどなど、、そういったものも取そういったものも取

り入れていきますと、り入れていきますと、信念として同じ信念を信念として同じ信念を

持っていて、持っていて、価値観としても非常に似価値観としても非常に似たた価値価値

観を持っているイスラーム世界観を持っているイスラーム世界ははその言葉のその言葉の

壁も乗り越え壁も乗り越えられられると思います。ると思います。そうなれば、そうなれば、

ユートピアとして謳われていたイスラームのユートピアとして謳われていたイスラームの

連邦の実現まで行かなくても連邦の実現まで行かなくても、、イスラーム連イスラーム連

盟の実現にＩＴは大きな役割を果たすのでは盟の実現にＩＴは大きな役割を果たすのでは

ないかと思われます。ないかと思われます。

　それから、　それから、また経済、また経済、ビジネスの話になりビジネスの話になり

ますが、ますが、自分が今、自分が今、仕事をしている東京仕事をしている東京

ジャーミーは、ジャーミーは、イスラームの建築、イスラームの建築、実に実にオスオス

マンマン･･ トルコ的な建築ですが、トルコ的な建築ですが、設計者はトル設計者はトル

コ人で、コ人で、土台工事をしたのは日本の会社でし土台工事をしたのは日本の会社でし
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たた。。伝統に拘って作りたいと思伝統に拘って作りたいと思っていたのでっていたので

すがすが、、日本の建築会社でいくら打ち合わせを日本の建築会社でいくら打ち合わせを

しても実際に現場に入っていくと、しても実際に現場に入っていくと、予測して予測して

いない数多くの問題が起きましいない数多くの問題が起きました。た。しかししかし設設

計者はトルコにいて計者はトルコにいて、、工事工事はは日本で進められ日本で進められ

ているので、ているので、解決策としてＩＴを使用解決策としてＩＴを使用するこするこ

とにとにしました。しました。毎日の詳細な部分までの建設毎日の詳細な部分までの建設

過程をデジカメで映像に撮りまして、過程をデジカメで映像に撮りまして、それをそれを

トルコの方に順次送トルコの方に順次送りり、、設計士の設計士のＯＫＯＫをを取る取る

ようにしました。ようにしました。駄目だと言われている部分駄目だと言われている部分

はその場で、はその場で、設計士設計士が指示しているように作が指示しているように作

り直しました。り直しました。これは、これは、小さい一つの例では小さい一つの例では

ありますが、ありますが、時間的な節約時間的な節約がができました。できました。イイ

スラーム圏と異教徒の国である日本の間でそスラーム圏と異教徒の国である日本の間でそ

ういったういった協同協同作業をインターネットのお陰で作業をインターネットのお陰で

完成させ完成させることができたのですることができたのです。。

　また、　また、東京ジャーミーは、東京ジャーミーは、すべて一般市民すべて一般市民

の寄付金をもって建てています。の寄付金をもって建てています。目の前の礼目の前の礼

拝場だと地域の人が寄付を浴しますが、拝場だと地域の人が寄付を浴しますが、見知見知

らぬところで、らぬところで、それも異国で建てられる建物それも異国で建てられる建物

に寄付金を寄せるということに寄付金を寄せるということは、は、感情的には感情的には

あまり乗らないような話でもあります。あまり乗らないような話でもあります。そこそこ

で私達が考えたのは、で私達が考えたのは、建築の各過程建築の各過程、、グラングラン

ドブレーキングからその後のすべての過程ドブレーキングからその後のすべての過程なな

どのどの建設進行状況を建設進行状況を１１日ごとにインターネッ日ごとにインターネッ

トに載せることでした。トに載せることでした。今日はここまで進み今日はここまで進み

ましたよ、ましたよ、寄付金は寄付金はいくらいくらほど足りませんほど足りませんのの

でで寄せて寄せて下さい下さい、、後もう後もう１１日努力すればここ日努力すればここ

まできますよ、まできますよ、ということを、ということを、実際に視覚化実際に視覚化

してイスラーム教徒の方々に見せることにししてイスラーム教徒の方々に見せることにし

たのですたのです。。1313億円ほどかかっているんですけ億円ほどかかっているんですけ

れども、れども、それが短期間で集まったそれが短期間で集まったののは、は、ＩＴＩＴ

のお陰でもあるのではないかとのお陰でもあるのではないかと思い思います。ます。

　この経済、　この経済、ビジネス手段に関する例をたくビジネス手段に関する例をたく

さん申し上げることは可能ではありますが、さん申し上げることは可能ではありますが、

ただ、ただ、時間的な関係で省略します。時間的な関係で省略します。

ⅣⅣ .. 技術手段としてのＩＴ技術手段としてのＩＴ　　

    技術手段としてのＩＴということですが、技術手段としてのＩＴということですが、

昨日も先生方が触れていまして、昨日も先生方が触れていまして、今日も今日もおそおそ

らくらく触れられるかと触れられるかと思い思いますが、ますが、イスラームイスラーム

世界のＩＴは、世界のＩＴは、ハードとソフトの関係においハードとソフトの関係におい

て、て、特にそれを製造する特にそれを製造する「製造過程」「製造過程」においにおい

て、て、やや遅れているのではないか。やや遅れているのではないか。あるいはあるいは

ハードについては全然作っていないのではなハードについては全然作っていないのではな

いかと思われます。いかと思われます。ときどきときどきコンピュータのコンピュータの

後ろを見ていただきますと、後ろを見ていただきますと、マレーシア製、マレーシア製、

あるいはインドネシア製というあるいはインドネシア製というもものがあのがありまりま

すがすが、、やはりその国で組み立てられているやはりその国で組み立てられているだだ

けけでありまして、でありまして、最初からその国のブランド最初からその国のブランド

というものはありません。というものはありません。こういった技術手こういった技術手

段としてＩＴを利用して産業を発達させると段としてＩＴを利用して産業を発達させると

いうこということをを、、イスラーム世界はこれからもっイスラーム世界はこれからもっ

ともっと努力していかなともっと努力していかなけければならないのでればならないので

はないはないでしょうでしょうか。か。

　ただ、　ただ、吉村先生が昨日おっしゃいました吉村先生が昨日おっしゃいました

が、が、ハードを作るハードを作る、、製造するということとＩＴ製造するということとＩＴ

を使用するということはまったく次元のを使用するということはまったく次元のわわかか

れた話でありまして、れた話でありまして、使用という意味で使用という意味でははイイ

スラーム世界は他の地域と比べスラーム世界は他の地域と比べててそれほど遅それほど遅

れていないのではないかと思います。れていないのではないかと思います。トルコトルコ

におきましても各都市にコンピュータ専門学におきましても各都市にコンピュータ専門学

校、校、コンピュータ学校があるコンピュータ学校があるののは通常のことは通常のこと

で、で、そこにそこに通う学生も非常に多い通う学生も非常に多いののです。です。

　　

ⅤⅤ .. 布教の手段としてのＩＴ布教の手段としてのＩＴ

    ５５番目になりますが、番目になりますが、布教の手段としての布教の手段としての

ＩＴ、ＩＴ、これはイスラームが世界的にどれほどこれはイスラームが世界的にどれほど

大きく誤解されているかということは昨日、大きく誤解されているかということは昨日、

今日の先生方がお話今日の先生方がお話ししなさっている通りで、なさっている通りで、

そちらのそちらの部分部分にもう一度触れる必要はありまにもう一度触れる必要はありま

せんが、せんが、その責任はイスラームの研究者、その責任はイスラームの研究者、オオ

リタリストという方々にもあるだろうと思いリタリストという方々にもあるだろうと思い

ますます。。ただそれより大きい責任はイスラームただそれより大きい責任はイスラーム

教徒自身にあると思います。教徒自身にあると思います。イスラーム教徒イスラーム教徒

はイスラームのことについて、はイスラームのことについて、外向けに直接外向けに直接

的的、、かつかつ積極的な情報提供を今まで行ってこ積極的な情報提供を今まで行ってこ

なかったという責任であります。なかったという責任であります。その責任をその責任を

これからどのように克服できるのかというここれからどのように克服できるのかというこ

とで、とで、ＩＴが非常に重要になってくるのではＩＴが非常に重要になってくるのでは

ないかと思います。ないかと思います。要するに個々人がイス要するに個々人がイス

ラームの情報を直接的に送信し、ラームの情報を直接的に送信し、受信できる受信できる

時代を時代を迎えて迎えていいるということでるということです。す。

ａａ..固定型、固定型、地域定住型布教活動地域定住型布教活動

　今まで、　今まで、イスラームがどのように布教活動イスラームがどのように布教活動

をしていたかということについて、をしていたかということについて、私は私は三つ三つ

ほどのタイプを上げることが可能ではないかほどのタイプを上げることが可能ではないか

と思います。と思います。一つ一つは固定型、は固定型、地域定住型とも地域定住型とも
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言うべき布教活動であります。言うべき布教活動であります。これはよく神これはよく神

秘主義とか、秘主義とか、「タサッヴーフ」「タサッヴーフ」「スーフィズム」「スーフィズム」

とも言いますが、とも言いますが、そちらが使っている方法でそちらが使っている方法で

ありまして、ありまして、一つの地域に一人の布教師を置一つの地域に一人の布教師を置

いて定住させいて定住させ、、そこで布教活動を行わせる。そこで布教活動を行わせる。

このメリットは、このメリットは、実際にイスラームとはカー実際にイスラームとはカー

ルだけではなくて、ルだけではなくて、ハールでもある。ハールでもある。要する要する

に言葉だけではなくて、に言葉だけではなくて、実践の生活でもある実践の生活でもある

ということでして、ということでして、実際に人々に実際に人々に身近な身近なとことこ

ろからイスラームの良さを見せる。ろからイスラームの良さを見せる。それにそれに自自

然に引かれて、然に引かれて、自然に入ってくるというよう自然に入ってくるというよう

な良さを持っていましたな良さを持っていました。。ただ不十分なとこただ不十分なとこ

ろはろは、、地域地域ごとなごとなので限定されので限定されたた場所で場所でしかしか

布教活動は行われず布教活動は行われず、、そこの情報をそこの情報を他の地域に他の地域に

発信するという手段が限られていたというこ発信するという手段が限られていたというこ

とです。とです。

　この地域を　この地域を超え超えることというのは、ることというのは、やはりやはり

ＩＴと関連がありまして、ＩＴと関連がありまして、特に特に6060年代からは年代からは

そういった地域的な宣教師が利用したものとそういった地域的な宣教師が利用したものと

いういうととカセットテープでありました。カセットテープでありました。地域的地域的

に一つのモスクならモスクなりに布教活動をに一つのモスクならモスクなりに布教活動を

しますが、しますが、そこでの話が録音され、そこでの話が録音され、国全体に国全体に

配布される。配布される。場合によっては別の国に運ばれ場合によっては別の国に運ばれ

る。る。その一番印象的な例は、その一番印象的な例は、例外ではあ例外ではありまりま

すすが、が、ホメイニ師ホメイニ師ががパリでパリで行った行ったスピーチがスピーチが

イランの各都市にその日の内に届イランの各都市にその日の内に届いたいたことでことで

した。した。ままたたトルコの方でも同じように地域にトルコの方でも同じように地域に

定住した宣教師の話がトルコの津々浦々まで定住した宣教師の話がトルコの津々浦々まで

その週、その週、その月の内に出回その月の内に出回り、り、そちらの方にそちらの方に

届くようになるということでした。届くようになるということでした。ただ、ただ、地地

域的に限られていたということは非常に大き域的に限られていたということは非常に大き

な欠点ではありました。な欠点ではありました。

ｂｂ..移動型布教活動移動型布教活動

    ２２番目に申し上げる布教活動については、番目に申し上げる布教活動については、

移動型布教活動ということを移動型布教活動ということを挙挙げることが可げることが可

能かと思います。能かと思います。これは、これは、よく一つの国の中よく一つの国の中

でも行われますが、でも行われますが、国と国の間で移動しなが国と国の間で移動しなが

らイスラームのことを布教させていこうといらイスラームのことを布教させていこうとい

うう方法方法もも採られ採られます。ます。代表的なものとして代表的なものとしてはは

インドやパキスタンのタビリグ集団というグインドやパキスタンのタビリグ集団というグ

ループです。ループです。ただ、ただ、移動性があ移動性がありり、、実際にイ実際にイ

スラーム教徒はどういうものであるかをすぐスラーム教徒はどういうものであるかをすぐ

その行動パターンをその行動パターンを見せ見せて理解してもらて理解してもらえるえる

という良さがありますが、という良さがありますが、欠点は、欠点は、布教のた布教のた

めに行った異国の言葉もわからず、めに行った異国の言葉もわからず、習慣もわ習慣もわ

からずに、からずに、なおさらイスラームばかり考えてなおさらイスラームばかり考えて

それを布教させようとし、それを布教させようとし、自らその国の慣習自らその国の慣習

や掟をあまり勉強しない。や掟をあまり勉強しない。したがって誤解をしたがって誤解を

与えてしまう与えてしまうことがよくあるということです。ことがよくあるということです。

経済的な意味では移動することはコストを伴経済的な意味では移動することはコストを伴

うものでもありますので、うものでもありますので、コスト的にもあまコスト的にもあま

り好ましいものではないし、り好ましいものではないし、また行また行ったったとことこ

ろには迷惑をかける場合もあります。ろには迷惑をかける場合もあります。布教者布教者

は、は、移動的であっても、移動的であっても、ＩＴを利用すれば世ＩＴを利用すれば世

界各国に関して最も適切な情報を素早く得る界各国に関して最も適切な情報を素早く得る

ことができ、ことができ、自分の活動に自分の活動に生かす生かすこともできこともでき

ます。ます。

ｃｃ..ＩＴ型の布教活動ＩＴ型の布教活動

    ３３番目は一番最近のものでありますが、番目は一番最近のものでありますが、ＩＴＩＴ

型の布教活動であります。型の布教活動であります。これは固定型にはこれは固定型には

近いのですが、近いのですが、実際に移動しながらＩＴ型の実際に移動しながらＩＴ型の

布教を行うという、布教を行うという、要するに要するに三つ三つをを揃え揃えたよたよ

うなうな方法方法でもあります。でもあります。ここの布教の布教の代表的なの代表的な

存在として私は、存在として私は、トルコのチャナッカレといトルコのチャナッカレとい

う町に産まれ、う町に産まれ、残念なことに今年の２月４日残念なことに今年の２月４日

にに、、オーストラリアの方で交通事故で亡くなオーストラリアの方で交通事故で亡くな

られましたアンカラ大学の元教授られましたアンカラ大学の元教授、、マハムマハム

ドド･･エスアッドエスアッド･･ジョシャン師ジョシャン師のことのことを申し上を申し上

げたいと思います。げたいと思います。彼は、彼は、世界中を布教のた世界中を布教のた

めに飛びめに飛び廻って廻っていたお方で、いたお方で、早くからＩＴの早くからＩＴの

重要性を認識していました。重要性を認識していました。彼は彼は19961996 年ま年ま

で、で、イスタンブールのファーティ地区におけイスタンブールのファーティ地区におけ

るイスケンデルるイスケンデル･･ パシャという礼拝場でパシャという礼拝場で、、週週

に一度ハディースのスピーチに一度ハディースのスピーチををしていまししていまし

た。た。彼自身彼自身ははナクシベンディーヤという神秘ナクシベンディーヤという神秘

集団集団（（実際に集団と実際に集団といいう言葉は適切ではないう言葉は適切ではない

のですがのですが））のの第第404 0 代のシェイフ代のシェイフ(( 長老長老)) でしでし

た。た。9696 年からは固定型の布教活動を止めて、年からは固定型の布教活動を止めて、

拠点をオーストラリアに移しました。拠点をオーストラリアに移しました。そこかそこか

ら世界をら世界をさかさかんにんに廻る廻るようにもなりました。ようにもなりました。

ただ、ただ、彼はイスタンブールにいる彼はイスタンブールにいるときときにはイにはイ

スケンデルスケンデル･･ パパシャという礼拝場で毎週日曜シャという礼拝場で毎週日曜

日午後の礼拝の後に１時間ほどお話を日午後の礼拝の後に１時間ほどお話をされされてて

いまして、いまして、それがカセットテープやビデオにそれがカセットテープやビデオに

収録され、収録され、テレビでも放映されていましたテレビでも放映されていました

が、が、彼はそれを止めて、彼はそれを止めて、いる先々で自分がしいる先々で自分がし

たスピーチをすべてインターネット経由でトたスピーチをすべてインターネット経由でト

ルコに送ることにしました。ルコに送ることにしました。全世界的にもそ全世界的にもそ
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れがれが聴聴かれるようになりまして、かれるようになりまして、静かではあ静かではあ

りりまましたが、したが、彼の影響、彼の影響、印象は世界的に広が印象は世界的に広が

りつつあったのです。りつつあったのです。彼が亡くなった現在彼が亡くなった現在

も、も、ホームページがよく見られ、ホームページがよく見られ、ホームペーホームペー

ジ上の彼のお話がよく利用されるようになっジ上の彼のお話がよく利用されるようになっ

ています。ています。

　もちろん、　もちろん、これは彼だけではなくて、これは彼だけではなくて、他の他の

布教師布教師ににも祖国を離れざるを得ない事情が別も祖国を離れざるを得ない事情が別

にあります。にあります。これらの師これらの師がが、、固定型の布教活固定型の布教活

動からＩＴ型の布教活動に移った理由は、動からＩＴ型の布教活動に移った理由は、たた

だただＩＴを利用して世界をだただＩＴを利用して世界を廻ろう廻ろうという気という気

持ちだけではありません。持ちだけではありません。これは政治との関これは政治との関

わりもありまして、わりもありまして、特にトルコのように国が特にトルコのように国が

統制できない宗教活動には否定的統制できない宗教活動には否定的でで、、そうそう

いった宣教師はできるだけ排除しようといういった宣教師はできるだけ排除しようという

政策をとってい政策をとっているためるため、、彼らは活動の場が縮彼らは活動の場が縮

小されました。小されました。西欧化を勧めているイスラー西欧化を勧めているイスラー

ムのどこかの国でそういった弾圧を受けるよムのどこかの国でそういった弾圧を受けるよ

り、り、世界に出て祖国との関係を継続的に保世界に出て祖国との関係を継続的に保

ち、ち、世界との交流も持ち続けられることを彼世界との交流も持ち続けられることを彼

ららはは選んでいます。選んでいます。

　この固定型、　この固定型、移動型、移動型、ＩＴ型について最後ＩＴ型について最後

に申し上げたいのは、に申し上げたいのは、イスラームではイスラームでは「ハラ「ハラ

キャはバラキャ」キャはバラキャ」であるとよく言われていまであるとよく言われていま

した。した。要するに、要するに、移動するということ、移動するということ、人と人と

接するということは接するということは「バラキャ」「バラキャ」である。である。「バ「バ

ラキャ」ラキャ」とは恵みであり、とは恵みであり、そこからいいことそこからいいこと

が生まれてくるということです。が生まれてくるということです。最近、最近、友達友達

同士でこの言葉に別の文句を付け加えまし同士でこの言葉に別の文句を付け加えまし

て、て、「ＩＴはバラキャ」「ＩＴはバラキャ」と言っていると言っている。。要する要する

に、に、ＩＴＩＴはは移動してもできますし、移動してもできますし、固定して固定して

もできる。もできる。情報提供して、情報提供して、また情報を得るこまた情報を得るこ

ととももできる。できる。そこからいいことも生まれてくそこからいいことも生まれてく

るということるということで、で、私達イスラーム教徒の学生、私達イスラーム教徒の学生、

研究者の間では研究者の間では「ＩＴはバラキャ」「ＩＴはバラキャ」だとだとよくよく

使っています。使っています。

　　

ⅥⅥ .. イスラームはＩＴにイスラームはＩＴに

何を提供できるのか何を提供できるのか

　しかし、　しかし、ＩＴはＩＴは「バラキャ」「バラキャ」だけではだけではありまありま

せんせん。。もちろん、もちろん、ＩＴには危機も伴っていまＩＴには危機も伴っていま

して、して、昨日山内先生が触れていらっしゃいま昨日山内先生が触れていらっしゃいま

した。した。ＩＴというのはテロ組織、ＩＴというのはテロ組織、武装勢力に武装勢力に

利用されることもあり利用されることもあり得得ますし、ますし、今現在今現在もウもウ

イイルスやハッカーによる被害は後をルスやハッカーによる被害は後を絶ちませ絶ちませ

んん。。これからもこのような犯罪が増えていくこれからもこのような犯罪が増えていく

のは確実でしょう。のは確実でしょう。このような犯罪者の摘発このような犯罪者の摘発

もとても大変です。もとても大変です。また倫理に反するようなまた倫理に反するような

ものもものも、、ＩＴではよく出回っていることも問ＩＴではよく出回っていることも問

題です。題です。コンピュータ知識を得ている悪人一コンピュータ知識を得ている悪人一

人にコンピュータ人にコンピュータ１１台台、、それにインターネッそれにインターネッ

ト接続ト接続機械機械さえあれば、さえあれば、ありとあらゆる危険ありとあらゆる危険

を世界向けに発信できます。を世界向けに発信できます。法制度上の規定法制度上の規定

を持って、を持って、この種の犯罪を完全防止するのはこの種の犯罪を完全防止するのは

不可能に近い不可能に近いことことです。です。

　　今、今、世界中世界中ででＩＴをどのように管理していＩＴをどのように管理してい

けばいいのか、けばいいのか、ＩＴ行政をどのように整えてＩＴ行政をどのように整えて

いけばいいのか、いけばいいのか、そういうことが話し合われそういうことが話し合われ

ています。ています。そこにイスラームは何かを提供でそこにイスラームは何かを提供で

きるのではないかと考えているわけです。きるのではないかと考えているわけです。

　イスラーム教徒は、　イスラーム教徒は、お祈りをするお祈りをするときときに、に、

終わりのところで正座しますが、終わりのところで正座しますが、最後に右と最後に右と

左に挨拶をし、左に挨拶をし、礼拝を完成させます。礼拝を完成させます。このここのこ

とをとを「セラーム」「セラーム」と言いますが、と言いますが、これはイスこれはイス

ラームの現世と来世の考え方を表現するものラームの現世と来世の考え方を表現するもの

であります。であります。要するにイスラームでは、要するにイスラームでは、基本基本

的に的に１１人の人間に、人の人間に、２人２人の天使が付き添っての天使が付き添って

いると考えられています。いると考えられています。人間が大人になっ人間が大人になっ

てから起てから起ここしているすべての行動、しているすべての行動、すべてのすべての

考えが、考えが、この天使達によって記録されているこの天使達によって記録されている

と信仰されます。と信仰されます。

　ということは、　ということは、自分が自分がしてしているすべての行いるすべての行

動、動、考え、考え、それはそれは仮仮にに１１人でいるときにした人でいるときにした

ことであっても、ことであっても、死後の審判の日を迎えます死後の審判の日を迎えます

と、と、自分に質問として聞かれる自分に質問として聞かれるののだと。だと。神の神の

前で恥ずかしい立場に落ちないように、前で恥ずかしい立場に落ちないように、またまた

他の人達の前でも恥ずかしい立場に落ちない他の人達の前でも恥ずかしい立場に落ちない

ように、ように、セルフセルフ･･ コントロールしなければなコントロールしなければな

りません。りません。イスラームは人間を肉体と精神がイスラームは人間を肉体と精神が

あって成あって成りり立つものとしてとらえていまし立つものとしてとらえていまし

て、て、精神には良心と欲があると考えます。精神には良心と欲があると考えます。欲欲

の制限、の制限、他の人に被害を与えないように制限他の人に被害を与えないように制限

することはすることは、、神によって人間に与えられた義神によって人間に与えられた義

務であると考えます。務であると考えます。

　　一人一人の中にこのような自覚を置くこと一人一人の中にこのような自覚を置くこと

は、は、目に見えないＩＴ犯罪を防ぐための有効目に見えないＩＴ犯罪を防ぐための有効

策ではないでしょうか。策ではないでしょうか。ＩＴをコントロールＩＴをコントロール

するする上で上で、、一人一人の頭に警察を立てること一人一人の頭に警察を立てること
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イスラームから見た新技術イスラームから見た新技術

ははできないできないけれどもけれども、、そういったセルフそういったセルフ･･コンコン

トロール意識トロール意識をを持たせることで実現できると持たせることで実現できると

思い思います。ます。もちろん、もちろん、そうすればすべて犯罪そうすればすべて犯罪

が消えるとはが消えるとは言え言えません。ません。なぜなら、なぜなら、人間に人間に

は自分の欲を完全に消滅させる力はないからは自分の欲を完全に消滅させる力はないから

です。です。それでも、それでも、悪いことをしな悪いことをしなければければ神に神に

報われる報われるのだのだ、、あるいは倫理に反するあるいは倫理に反することことをを

しなしなければければ天国天国に行ける資格に行ける資格を得を得られるのだられるのだ、、

逆に悪いことをす逆に悪いことをすればれば最終的には神によって最終的には神によって

罰される罰されるののだというような考え養うことは、だというような考え養うことは、

ＩＴ社会における秩序を守るために最も役にＩＴ社会における秩序を守るために最も役に

立つのではないでしょうか。立つのではないでしょうか。イスラームの現イスラームの現

世と来世を一直線で結ぶような考え方は、世と来世を一直線で結ぶような考え方は、ＩＴＩＴ

行政を作る行政を作るときときに、に、参考にするべき内容を参考にするべき内容を

持持っているのではないかと思います。っているのではないかと思います。
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第２部　社会第２部　社会・・経済セッション経済セッション

イスラム世界とのイスラム世界との

文明対話文明対話

外務省中東アフリカ局審議官外務省中東アフリカ局審議官

遠藤遠藤  茂茂

　ご紹介に預かりました遠藤でございます。　ご紹介に預かりました遠藤でございます。

早稲田に私は、早稲田に私は、９年間お世話になりました。９年間お世話になりました。

したがいまして今回お招きいただきまして非したがいまして今回お招きいただきまして非

常にありがたく思っております。常にありがたく思っております。

　私の演題　私の演題はは「「イスラム世界との文明対話イスラム世界との文明対話」」とと

いう、いう、大変大きなタイトルですが、大変大きなタイトルですが、しばらくしばらく

お時間をいただきまして、お時間をいただきまして、外務省がイスラム外務省がイスラム

世界とどのような接触を試みようとしている世界とどのような接触を試みようとしている

か。か。それから、それから、むしろ日本の人達とイスラムむしろ日本の人達とイスラム

世界の人達がどうやったら接触を深めて理解世界の人達がどうやったら接触を深めて理解

を深めていけるか。を深めていけるか。そのために外務省がどうそのために外務省がどう

いうことをいうことを行って行っているかについて若干お話をいるかについて若干お話を

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。したがしたがいまいま

して、して、本来のテーマは本来のテーマは「「イスラムとＩＴイスラムとＩＴ」」とと

いうことでございますけれども、いうことでございますけれども、そういったそういった

話を紹介する中でＩＴとの関連についても触話を紹介する中でＩＴとの関連についても触

れさせていただきたいと思います。れさせていただきたいと思います。

ⅠⅠ .. 文明対話の必要性文明対話の必要性

　　ままず、ず、なぜなぜイスラム世界との文明対話かとイスラム世界との文明対話かと

いうことですが、いうことですが、北村先生から世界における北村先生から世界における

イスラムの人口が４分の１ないし５分の１とイスラムの人口が４分の１ないし５分の１と

いう話が紹介されました。いう話が紹介されました。地域的にもイスラ地域的にもイスラ

ム世界はインドネシアからアフリカまで、ム世界はインドネシアからアフリカまで、南南

北に渡って何千北に渡って何千kmkmという話だったと思うという話だったと思うのでので

すがすが、、やはりそういう世界について我々日本やはりそういう世界について我々日本

人として、人として、あまりにも理解が足らなかったのあまりにも理解が足らなかったの

ではないか。ではないか。もちろん歴史を紐解けばもちろん歴史を紐解けば100100 年年

以上に渡ってイスラム世界との接点はありま以上に渡ってイスラム世界との接点はありま

すが、すが、どちらかとどちらかと言う言うと、と、どうも我々のイスどうも我々のイス

ラムに対するイメージは西洋の学者等を通じラムに対するイメージは西洋の学者等を通じ

てて付け付けられたものが多かったのではないかとられたものが多かったのではないかと

いうような反省が一つあるわけです。いうような反省が一つあるわけです。これかこれか

らら2121世紀に入世紀に入りり、、グローバリゼーションが進グローバリゼーションが進

む中にあって、む中にあって、イスラム世界とどう付き合っイスラム世界とどう付き合っ

ていくかについては、ていくかについては、我々にとって大きな課我々にとって大きな課

題ではないかということがあります。題ではないかということがあります。
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　第　第２２番目に冷戦構造が崩壊して以降、番目に冷戦構造が崩壊して以降、ハンハン

チントン教授が文明の衝突という論文を発表チントン教授が文明の衝突という論文を発表

して、して、大きな反響を呼んだことは我々の記憶大きな反響を呼んだことは我々の記憶

に新しいことでありますけれども、に新しいことでありますけれども、要するに要するに

これからの国際紛争の種となるのはイデオロこれからの国際紛争の種となるのはイデオロ

ギーの違いというよりは、ギーの違いというよりは、価値観、価値観、考え方の考え方の

相違、相違、文明の違い、文明の違い、文化の違いというものが文化の違いというものが

国家間の要因になってくるのではないかとの国家間の要因になってくるのではないかとの

趣旨でした。趣旨でした。これに対して、これに対して、非キリスト教世非キリスト教世

界から国際紛争はあくまで、界から国際紛争はあくまで、問題を解決しな問題を解決しな

ければならないのではない、ければならないのではない、そのために文明そのために文明

間の対話が必要であるというアンチテーゼと間の対話が必要であるというアンチテーゼと

してのイニシアチブがございました。してのイニシアチブがございました。イランイラン

のハタミ大統領のハタミ大統領がそのためのがそのためのイニシイニシアアチブチブをを

とりましたとりました。。9898年の国連総会においては、年の国連総会においては、20012001

年を文明対話の年とする旨の決議が採択され年を文明対話の年とする旨の決議が採択され

ました。ました。

　ハタミ大統領は　ハタミ大統領は（後でも若干触れますが）、（後でも若干触れますが）、

昨年の昨年の1010 月末から月末から1111 月にかけて日本を公式月にかけて日本を公式

訪問されました。訪問されました。まさに文明対話の達人としまさに文明対話の達人とし

て日本でも国会の他、て日本でも国会の他、都内のある大学都内のある大学（実は（実は

早稲田大学でもというアイデアがあったので早稲田大学でもというアイデアがあったので

すが）すが）でで講演をしていただいて講演をしていただいて、、日本の学生日本の学生

と対話をされました。と対話をされました。

ⅡⅡ .. 外務省イスラム研究会活動報告外務省イスラム研究会活動報告

　文明対話に対する熱き思いは、　文明対話に対する熱き思いは、実は河野前実は河野前

外務大臣にありました。外務大臣にありました。河野前外務大臣、河野前外務大臣、今今

回のセミナーに際してもメッセージを寄せら回のセミナーに際してもメッセージを寄せら

れたと伺っております。れたと伺っております。河野大臣河野大臣（当時）（当時）は、は、

昨年３月、昨年３月、外務省の中にイスラム研究会を発外務省の中にイスラム研究会を発

足いたしました。足いたしました。これには今回のセミナーにこれには今回のセミナーに

も参加されておられます板垣先生や山内先も参加されておられます板垣先生や山内先

生、生、今日一緒にパネリストとして参加されて今日一緒にパネリストとして参加されて

おります小早川顧問にもご協力いただきましおります小早川顧問にもご協力いただきまし

た。た。７回ほどセッションを持って、７回ほどセッションを持って、昨年の昨年の1212

月にとりあえずの報告書を作成いたしまし月にとりあえずの報告書を作成いたしまし

た。た。河野大臣には河野大臣にはすべすべてのセッションにてのセッションにごご出出

席いただきました。席いただきました。今回、今回、皆様にお配りしま皆様にお配りしま

したした資料資料でございますけれども、でございますけれども、これがそのこれがその

報告書のサマリー報告書のサマリー（Ｐ（Ｐ9292～～9494参照）参照）でございでござい

ます。ます。以下以下サマリーに沿ってご説明します。サマリーに沿ってご説明します。

　まず、　まず、この研究会を始めるに際して、この研究会を始めるに際して、実は実は

二二つの側面から問題意識がございました。つの側面から問題意識がございました。　　

一一つは日本国内におけるイスラムへの理解のつは日本国内におけるイスラムへの理解の

進化の必要性、進化の必要性、２番２番目が対外関係におけるイ目が対外関係におけるイ

スラムへの配慮の必要性という問題です。スラムへの配慮の必要性という問題です。第第

１１点目につきましては、点目につきましては、日本のイスラムの理日本のイスラムの理

解は必ずしも正確かつ十分なものではなかっ解は必ずしも正確かつ十分なものではなかっ

た。た。そもそもイスラム教徒の方にお伺いするそもそもイスラム教徒の方にお伺いする

と、と、イスラムは元々平和的な信仰であって、イスラムは元々平和的な信仰であって、

穏健かつ寛容的な教えであるとの返事が穏健かつ寛容的な教えであるとの返事が返っ返っ

てきますてきます。。他方、他方、我々が日々ニュース等で入っ我々が日々ニュース等で入っ

てくるものはイスラム原理主義イコール過激てくるものはイスラム原理主義イコール過激

派、派、テロだとか、テロだとか、急進的な潮流云々というよ急進的な潮流云々というよ

うなことで、うなことで、こういったイメージが相当程度こういったイメージが相当程度

日本の国内においても定着している感が日本の国内においても定着している感がありあり

ます。ます。こういう理解で本当にいいのだろうかこういう理解で本当にいいのだろうか

というということことが我々の一つの問題意識だったわが我々の一つの問題意識だったわ

けです。けです。

　　２番２番目に対外関係におけるイスラムへの配目に対外関係におけるイスラムへの配

慮ということです慮ということです。。幸い歴史を振り返って、幸い歴史を振り返って、

日本は欧米と違って文明的な対決を迫られた日本は欧米と違って文明的な対決を迫られた

ことはありませんでしたが、ことはありませんでしたが、やはりイスラムやはりイスラム

という教え自体がイスラム社会においては生という教え自体がイスラム社会においては生

活共同体、活共同体、国家のありよう国家のありようなどなど広汎に規定広汎に規定しし

ているわけで、ているわけで、これからこれから2121世紀においてイス世紀においてイス

ラム諸国の国際社会における役割がますますラム諸国の国際社会における役割がますます

大きく大きくなっていくだろうということなっていくだろうということをを考慮し考慮し

ますと、ますと、やはりやはり我々としてもイスラムに対し、我々としてもイスラムに対し、

もっと深い理解が必要であるということであもっと深い理解が必要であるということであ

ります。ります。

　　またまた、、イスラム諸国と言いましてもイスラム諸国と言いましてもいろいいろい

ろろな国があって、な国があって、必ずしも一様に接するわけ必ずしも一様に接するわけ

にはいかないということがあります。にはいかないということがあります。アメリアメリ

カでさえカでさえ600600 万人以上、万人以上、もしかするとユダヤもしかするとユダヤ

人口を凌駕してしまうかも人口を凌駕してしまうかもししれないというこれないというこ

ともありますし、ともありますし、様々な広がりが出てきてい様々な広がりが出てきてい

るというのが現実の世界で、るというのが現実の世界で、こういった人達こういった人達

と接するには、と接するには、もっともっと深い理解が必要もっともっと深い理解が必要

であることが第であることが第２点２点の対外関係におけるイスの対外関係におけるイス

ラム配慮への必要性というラム配慮への必要性ということであります。ことであります。

　　サマリーのサマリーの「Ⅱ」「Ⅱ」以降どのような議論があっ以降どのような議論があっ

たかについては省略させていただきまして、たかについては省略させていただきまして、

最後の最後の「Ⅲ」「Ⅲ」のの勧告部分をいくつかご紹介さ勧告部分をいくつかご紹介さ

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。第１第１に外務省に外務省

におけるイスラム研究の拡充と政策への反におけるイスラム研究の拡充と政策への反映。映。

大臣主催の勉強会というのは一応去年の暮れ大臣主催の勉強会というのは一応去年の暮れ
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で終で終わわったわけですけれども、ったわけですけれども、それに終それに終わわらら

せるわけにはいかない。せるわけにはいかない。もっと地道に着実にもっと地道に着実に

研究を進めていこうと研究を進めていこうといういうことで、ことで、外務省の外務省の

方でフォローアップを方でフォローアップを行って行っていきます。いきます。そのその

過程で様々な省庁、過程で様々な省庁、その他の研究者の方にもその他の研究者の方にも

参加いただくことにしています。参加いただくことにしています。

　第　第２番２番目に、目に、研究者、研究者、若年層を中心とする若年層を中心とする

イスラム諸国との人的交流。イスラム諸国との人的交流。これももっとこれももっと進進

めてめていかなければいけない。いかなければいけない。特に若い人達に特に若い人達に

ついての交流をついての交流を行って行っていく必要があるといういく必要があるという

ことです。ことです。

　　３番３番目は日本国内の話ですが、目は日本国内の話ですが、もう少し学もう少し学

校教育の中においてイスラム世界、校教育の中においてイスラム世界、イスラムイスラム

文化、文化、イスラムの社会における生活とはどうイスラムの社会における生活とはどう

いうものかいうものかなどなどの問題をの問題を取り上げて取り上げていくこといくこと

はできないだろうかという問題意識からの勧はできないだろうかという問題意識からの勧

告でございます。告でございます。初等教育から高等教育まで初等教育から高等教育まで

イスラムに関する知識を段階的に得ることがイスラムに関する知識を段階的に得ることが

できる体制を整備する必要があります。できる体制を整備する必要があります。

　　４番目４番目、、ここはまさにＩＴですが、ここはまさにＩＴですが、イスライスラ

ムに関するホームページを作ることでありまムに関するホームページを作ることでありま

す。す。これによってイスラム社会における様々これによってイスラム社会における様々

な研究機関、な研究機関、研究者等のネットワークを構築研究者等のネットワークを構築

できます。できます。

　最後に文明間対話に向けてイスラムとの対　最後に文明間対話に向けてイスラムとの対

話促進。話促進。これはこれは第２、第２、４番目４番目とも関係してきまとも関係してきま

すすがが、、とりわけ今年が文明間対話国連年といとりわけ今年が文明間対話国連年とい

うことになっておりますので、うことになっておりますので、セミナー等、セミナー等、

海外においても開いていけないかということ海外においても開いていけないかということ

です。です。

　以上はとりたてて奇抜なものではありませ　以上はとりたてて奇抜なものではありませ

ん。ん。地道に普段からやっていることをそのま地道に普段からやっていることをそのま

まま行えば行えばいいのではないかということですが、いいのではないかということですが、

とりわけこういう時代背景、とりわけこういう時代背景、2121世紀の世紀の初め初めとと

いうことで、いうことで、こういう勧告こういう勧告と言いますかと言いますか、、結論結論

を出したわけで、を出したわけで、これを契機としてさらにこれを契機としてさらに

フォローアップに励んでいきたいとフォローアップに励んでいきたいと思ってお思ってお

ります。ります。

　そのフォローアップですが、　そのフォローアップですが、今年の今年の初め初めにに

は河野大臣自らイスラムが生まれた地域、は河野大臣自らイスラムが生まれた地域、アア

ラビア半島を訪問いたしました。ラビア半島を訪問いたしました。私も随行い私も随行い

たしましたが、たしましたが、１月８日から約１月８日から約１１週間、週間、カカ

タール、タール、アラブ首長国連邦、アラブ首長国連邦、クウェート、クウェート、ササ

ウジアラビアというウジアラビアという４ヶ４ヶ国を回っていただき国を回っていただき

ました。ました。まさにまさに2121世紀に入って最初の外遊の世紀に入って最初の外遊の

地としてイスラム発祥の地を選んだわけです地としてイスラム発祥の地を選んだわけです

けけれれども、ども、大臣の訪問には大臣の訪問には三三つの柱がありまつの柱がありま

した。した。その第その第１番１番目はイスラム世界との文明目はイスラム世界との文明

対話ということです。対話ということです。そのために、そのために、大臣には大臣には

板垣先生にご同行いただきました。板垣先生にご同行いただきました。そして大そして大

臣と各国要人との会談の際に、臣と各国要人との会談の際に、知的交流の日知的交流の日

本側代表者として紹介していただいたわけで本側代表者として紹介していただいたわけで

す。す。このような日本側のイニシアチブに対このような日本側のイニシアチブに対し、し、

各国で大変な支持を得ました。各国で大変な支持を得ました。

　参考までに申し上げますと、　参考までに申し上げますと、２番２番目、目、３番３番

目の柱は水資源の開発についての協力と幅広目の柱は水資源の開発についての協力と幅広

い政策対話です。い政策対話です。２番２番目の水資源開発協力に目の水資源開発協力に

ついては、ついては、環境も含めてもいい環境も含めてもいいのですがのですが、、日日本本

のノウハウ、のノウハウ、技術を使った協力を申し出まし技術を使った協力を申し出まし

た。た。日本にとっては湾岸産油国か石油が安定日本にとっては湾岸産油国か石油が安定

的に流れてくることが安全保障ですが、的に流れてくることが安全保障ですが、湾岸湾岸

諸国に住んでおられる方にとっては水の供給諸国に住んでおられる方にとっては水の供給

を確保するを確保することことが安全保障なわけです。が安全保障なわけです。日本日本

にはそれなりの技術がございますので、にはそれなりの技術がございますので、協力協力

の可能性を提案したとの可能性を提案したといういうことでございます。ことでございます。

　湾岸諸国訪問という形で大臣自らが報告書　湾岸諸国訪問という形で大臣自らが報告書

のフォローアップの先陣を切られたわけですのフォローアップの先陣を切られたわけです

がが、、第第２点２点目のフォローアップとしまして、目のフォローアップとしまして、知知

識人ネットワークの構築を挙げたいと思いま識人ネットワークの構築を挙げたいと思いま

す。す。これは、これは、大臣が湾岸訪問時に打ち上げら大臣が湾岸訪問時に打ち上げら

れたものですれたものですがが、、日本における知識人のリス日本における知識人のリス

トをトを作り作り、、そしてイスラム諸国にも同じようそしてイスラム諸国にも同じよう

なリストを作ってもらって、なリストを作ってもらって、合同のリストを合同のリストを

作る。作る。そしてできあそしてできあがった合同リストをベーがった合同リストをベー

スに知識人のネットワークを構築するというスに知識人のネットワークを構築するという

ことであります。ことであります。現在この作業を進めており現在この作業を進めており

まして、まして、この夏ぐらいを目処にとりあえずのこの夏ぐらいを目処にとりあえずの

ものをものを作ろう作ろうと準備しております。と準備しております。日本側は日本側は

板垣先生を板垣先生をはじめはじめ約約100100 名程度のリストが準名程度のリストが準

備備さされつつあります。れつつあります。関係国との間でリスト関係国との間でリスト

ができましたら外務省のホームページで公表ができましたら外務省のホームページで公表

する予定でございます。する予定でございます。

　ネットワークができればそれを基礎としま　ネットワークができればそれを基礎としま

して一層の情報交換等が期待できますし、して一層の情報交換等が期待できますし、いい

ずれは中東のどこかでセミナー、ずれは中東のどこかでセミナー、シンポジウシンポジウ

ム等を開催できればいいなと考えている次第ム等を開催できればいいなと考えている次第

です。です。これまでも板垣先生には４月から５月これまでも板垣先生には４月から５月

にかけてチュニジア、にかけてチュニジア、モロッコ、モロッコ、エジプトをエジプトを
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訪問していただいて、訪問していただいて、文明対話のセミナー等文明対話のセミナー等

に参加していただきました。に参加していただきました。

ⅢⅢ .. イスラム諸国との交流―現状と対策イスラム諸国との交流―現状と対策

　　３点３点目は青年交流です。目は青年交流です。今年に入ってから今年に入ってから

もイランやレバノン、もイランやレバノン、その他の国々から若いその他の国々から若い

人を招待して日本の青年と交流してもらった人を招待して日本の青年と交流してもらった

り、り、地方に行ってもらってホームステイ等を地方に行ってもらってホームステイ等を

して日本の生活を経験してもらっして日本の生活を経験してもらったりしてたりしておお

ります。ります。私見ですが女性という切り口で、私見ですが女性という切り口で、ここ

ういう国々との交流を深めることができたらういう国々との交流を深めることができたら

いいなと思っております。いいなと思っております。かつてジョルダンかつてジョルダン

との間で女性の知的交流を実現したことがごとの間で女性の知的交流を実現したことがご

ざいます。ざいます。

　次に学術交流ですが、　次に学術交流ですが、まさに機を合わせたまさに機を合わせた

かのように、かのように、早稲田の早稲田の奥奥島総長がこの春、島総長がこの春、中中

東諸国を訪問され、東諸国を訪問され、結果として、結果として、四四つの大学つの大学

と交流協定を結ばれた話を伺いました。と交流協定を結ばれた話を伺いました。アラアラ

ブ首長国連邦でブ首長国連邦で二つ二つの大学、の大学、それからバハそれからバハ

レーンとレーンとヨルダンヨルダンとの各々との各々一つ一つの大学と学術の大学と学術

交流協定を結ばれたということで非常にうれ交流協定を結ばれたということで非常にうれ

しいニュースでした。しいニュースでした。

　次に実はつい最近私も知ったのですが、　次に実はつい最近私も知ったのですが、先先

月の末に与党の間にイスラム議員連盟という月の末に与党の間にイスラム議員連盟という

もものが発足しました。のが発足しました。６月６月2727日に発足したと日に発足したと

伺っています。伺っています。約約3030名の議員の方々の集まり名の議員の方々の集まり

でございますけれども、でございますけれども、今後、今後、日本とイラス日本とイラス

ム諸国との相互理解促進のための活躍が期待ム諸国との相互理解促進のための活躍が期待

されます。されます。

　文明間対話の主役はあくまでも一般国民で　文明間対話の主役はあくまでも一般国民で

あります。あります。政府はむしろ触媒としての機能を政府はむしろ触媒としての機能を

果たすものだと考えますが、果たすものだと考えますが、今後とも様々な今後とも様々な

プログラムを考えて、プログラムを考えて、交流促進を交流促進を図り図りたいとたいと

考えています。考えています。

　最後にあと二つばかり申し上げたいと思っ　最後にあと二つばかり申し上げたいと思っ

ています。ています。まず、まず、中東諸国から日本に対し観中東諸国から日本に対し観

光分野における協力に対する熱い期待が寄せ光分野における協力に対する熱い期待が寄せ

られております。られております。私が在勤したサウジアラビ私が在勤したサウジアラビ

アでも、アでも、是非、是非、日本からもっと多くの観光客日本からもっと多くの観光客

に来て欲しいとに来て欲しいといういうことを何度も要請されまことを何度も要請されま

した。した。政府の中に観光関係の閣僚会議が設置政府の中に観光関係の閣僚会議が設置

されております。されております。これはサウジアラビアのこれはサウジアラビアの

ケースです。ケースです。また、また、６年前になりますが、６年前になりますが、中中

東和平プロセスが東和平プロセスが進進展していた頃、展していた頃、和平当事和平当事

者間の交渉を促進させるという観点から、者間の交渉を促進させるという観点から、多多

国間のメカニズムの枠組みの下で、国間のメカニズムの枠組みの下で、複数の和複数の和

平当事者を日本に呼んで中東観光セミナーを平当事者を日本に呼んで中東観光セミナーを

長崎で開いたことがあります。長崎で開いたことがあります。吉村先生にも吉村先生にも

ごご参加いただいたんですけ参加いただいたんですけれれどどもも、、そのそのときとき

は相対立するパレスチナとイスラエル、は相対立するパレスチナとイスラエル、そのその

他アラブ諸国の観光エージェントの方を招い他アラブ諸国の観光エージェントの方を招い

て、て、それぞれの国、それぞれの国、地域の紹介をして地域の紹介をしていただいただ

ききました。ました。このセミナーは大変な盛況でしたこのセミナーは大変な盛況でした

が、が、総じて総じてこの地域の人々は、この地域の人々は、日本に対する観日本に対する観

光分野における協力については非常に強い関光分野における協力については非常に強い関

心がございます。心がございます。

　もう　もう一一点は映画です。点は映画です。ハタミ大統領下のイハタミ大統領下のイ

ランで、ランで、改革が進められ、改革が進められ、表現の自由も享受表現の自由も享受

されつつあります。されつつあります。若い人の中に優秀なプロ若い人の中に優秀なプロ

デューサーが育ってきて、デューサーが育ってきて、いい映画がたくさいい映画がたくさ

ん作られています。ん作られています。中には、中には、国際的な映画祭国際的な映画祭

にも出品され高い評価を受けているものにも出品され高い評価を受けているものももああ

ります。ります。中東というと、中東というと、どうも石油どうも石油ををイメーイメー

ジされてしまう、ジされてしまう、あるいは恐いとか、あるいは恐いとか、テロテロなな

どのどのイメージが先行してしまいます。イメージが先行してしまいます。中東中東・・

イスラム世界はまだまだ我々日本人の知らなイスラム世界はまだまだ我々日本人の知らな

い顔をい顔を持って持っています。います。つまり、つまり、様々な分野で様々な分野で

交流を深められる可能性が秘められていると交流を深められる可能性が秘められていると

いうことでございます。いうことでございます。政府としましても、政府としましても、

このような国々と重層的な関係構築に向けさこのような国々と重層的な関係構築に向けさ

らに努力していきたいと思っております。らに努力していきたいと思っております。

　以上　以上ををもちまして、もちまして、私の話を終私の話を終わわらせていらせてい

ただきます。ただきます。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。
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（参照資料）（参照資料）

2121 世紀の日本とイスラムの関係強化に向けた政策目標世紀の日本とイスラムの関係強化に向けた政策目標

（試　論）（試　論）
　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  平成平成1212 年年1212 月月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　外務省イスラム研究会　　　　　　　　外務省イスラム研究会

　世界人口の約５分の１という多数の信徒を擁するイスラムについて、　世界人口の約５分の１という多数の信徒を擁するイスラムについて、我が国においては十分な我が国においては十分な

理解が持たれてこなかった。理解が持たれてこなかった。このような反省に基づき、このような反省に基づき、河野外務大臣の発案で河野外務大臣の発案で「イスラム研究「イスラム研究

会」会」を外務省に設置し、を外務省に設置し、これまで計７回の議論を行ってきたところ、これまで計７回の議論を行ってきたところ、そのとりあえずの成果は以そのとりあえずの成果は以

下のとおり。下のとおり。

ⅠⅠ..　問題意識　　問題意識　　　

１．１．  国内におけるイスラムへの理解深化の必要性　　　　国内におけるイスラムへの理解深化の必要性　　　　

　　　　日本国内において一般的なイスラムへの理解は、日本国内において一般的なイスラムへの理解は、必ずしも正確かつ十分なものではなかっ必ずしも正確かつ十分なものではなかった。た。

現代のイスラムについては、現代のイスラムについては、複雑な政治や経済のあり方を巡って多義的に解釈される傾向があ複雑な政治や経済のあり方を巡って多義的に解釈される傾向があ

り、り、平和的な信仰と穏健な社会活動に従事する人々が圧倒的多数である一方、平和的な信仰と穏健な社会活動に従事する人々が圧倒的多数である一方、一部には一部には「原理主「原理主

義」義」やテロリズムと結びつく急進的な潮流も見られる。やテロリズムと結びつく急進的な潮流も見られる。今後は、今後は、このような潮流の源泉を解析すこのような潮流の源泉を解析す

るとともに、るとともに、それだけでイスラムを把握する不正確さを排しながら、それだけでイスラムを把握する不正確さを排しながら、あらゆる面で日本とイスラあらゆる面で日本とイスラ

ム諸国との相互理解を促進する立場からイスラムを理解することが必要である。ム諸国との相互理解を促進する立場からイスラムを理解することが必要である。

２２.. 対外関係におけるイスラムへの配慮促進の必要性　　　対外関係におけるイスラムへの配慮促進の必要性　　　

　日本は多くの国々と対話を行ってきているが、　日本は多くの国々と対話を行ってきているが、そのような対話を行う際に、そのような対話を行う際に、イスラムに対するイスラムに対する

配慮が十分に行われてこなかったと見られる側面もある。配慮が十分に行われてこなかったと見られる側面もある。幸いなことに日本は欧米と違ってイス幸いなことに日本は欧米と違ってイス

ラム世界との文明論的対決を経験したことはなかった。ラム世界との文明論的対決を経験したことはなかった。イスラムは、イスラムは、国民一人一人の生活から共国民一人一人の生活から共

同体、同体、国家のあり方まで、国家のあり方まで、広範に規定する宗教であることから、広範に規定する宗教であることから、国家間の関係を取り進めるに当国家間の関係を取り進めるに当

たって考慮すべき重要な要素となりうるものである。たって考慮すべき重要な要素となりうるものである。イスラムは、イスラムは、中東地域のみならず広く中中東地域のみならず広く中

国、国、東南アジア、東南アジア、インド亜大陸、インド亜大陸、アフリカ等、アフリカ等、世界中に信徒を有しており、世界中に信徒を有しており、各国内におけるイス各国内におけるイス

ラムの意味や位置づけはそれぞれ異なっているとの特徴を持っている。ラムの意味や位置づけはそれぞれ異なっているとの特徴を持っている。

　日本にとって政治　日本にとって政治・・経済経済・・文化的につながりの強いインドネシア等の東南アジア諸国において文化的につながりの強いインドネシア等の東南アジア諸国において

は、は、イスラムという観点の重要性が高まっており、イスラムという観点の重要性が高まっており、これらの国との関係を考えるという観点からこれらの国との関係を考えるという観点から

もイスラム理解の必要性は高まっている。もイスラム理解の必要性は高まっている。

　このような観点から、　このような観点から、イスラム諸国との関係を進めていく際には、イスラム諸国との関係を進めていく際には、イスラムの正確な理解に基イスラムの正確な理解に基

づきつつ、づきつつ、各国におけるイスラムという要素を十分に踏まえる必要がある。各国におけるイスラムという要素を十分に踏まえる必要がある。

Ⅱ．Ⅱ．研究会での議論研究会での議論

１．１．世界史におけるイスラムの位置づけ　　　世界史におけるイスラムの位置づけ　　　

　現在、　現在、我が国や他の欧米先進国における世界史とは、我が国や他の欧米先進国における世界史とは、西洋、西洋、特に西欧の歴史を中心として構成特に西欧の歴史を中心として構成

されたものであり、されたものであり、その中で、その中で、中東やイスラムは、中東やイスラムは、西洋世界の周辺として扱われる傾向にある。西洋世界の周辺として扱われる傾向にある。

しかしながら、しかしながら、西欧の哲学や思想、西欧の哲学や思想、文化は、文化は、中東地域中東地域・・イスラムの大きな影響の下に形成されたイスラムの大きな影響の下に形成された

ものであることに留意する必要がある。ものであることに留意する必要がある。イスラムの歴史的影響力は、イスラムの歴史的影響力は、近代以降の世界史における近代以降の世界史における

力関係とシステムの変動によって大きく低下したが、力関係とシステムの変動によって大きく低下したが、今後、今後、この原因を探るとともに、この原因を探るとともに、それがイそれがイ
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スラム教徒に与えた影響やその活力を回復する可能性についても、スラム教徒に与えた影響やその活力を回復する可能性についても、多角的に議論する必要があ多角的に議論する必要があ

る。る。この作業を通して、この作業を通して、世界史におけるイスラムの位置を通時的かつ客観的に理解することが可世界史におけるイスラムの位置を通時的かつ客観的に理解することが可

能になる。能になる。

２２. . 現代国際社会におけるイスラム　　　現代国際社会におけるイスラム　　　

　イスラムについては、　イスラムについては、「イスラム脅威論」「イスラム脅威論」のような捉え方があり、のような捉え方があり、イスラムはイスラムは「好戦的な要素「好戦的な要素

を持つ宗教」を持つ宗教」であるという偏ったイメージさえあるが、であるという偏ったイメージさえあるが、これは西欧における旧い伝統的な考え方これは西欧における旧い伝統的な考え方

が尾を引いているものである。が尾を引いているものである。しかし、しかし、実際、実際、イスラムは他の宗教やイデオロギーと同様、イスラムは他の宗教やイデオロギーと同様、多数多数

派は平和を愛好する人々から成っている。派は平和を愛好する人々から成っている。こうした複雑な両義性や多面性を見分けながら、こうした複雑な両義性や多面性を見分けながら、イスイス

ラムの総合的な理解に努める必要がある。ラムの総合的な理解に努める必要がある。

３３. . イスラム諸国における法制度の枠組　　　　イスラム諸国における法制度の枠組　　　　

　イスラムにおいては、　イスラムにおいては、コーランに示された神の啓示等からなるコーランに示された神の啓示等からなる「イスラム法」「イスラム法」の解釈により共の解釈により共

同体や社会が運営されることが前提となっていることから、同体や社会が運営されることが前提となっていることから、成文法としての近代法を制定するこ成文法としての近代法を制定するこ

とは容易ではない。とは容易ではない。特に、特に、個人間の関係を規定する民法個人間の関係を規定する民法・・商法の分野で近代法の制定商法の分野で近代法の制定（法典化）（法典化）

はは「イスラム法」「イスラム法」と抵触し易い。と抵触し易い。民間レベルでのイスラムとの関係のあり方を考える上では、民間レベルでのイスラムとの関係のあり方を考える上では、ここ

うした事情により発生する民法うした事情により発生する民法・・商法上の透明性の不足や、商法上の透明性の不足や、「イスラム法」「イスラム法」との整合性が十分ととの整合性が十分と

られないまま導入された民法典られないまま導入された民法典・・商法典と実際の法の適用との乖離といった問題を予め踏まえて商法典と実際の法の適用との乖離といった問題を予め踏まえて

おくことが重要である。おくことが重要である。

４．４．  イスラムにおける国家　　　　イスラムにおける国家　　　　

　イスラムにおいては、　イスラムにおいては、「イスラム法」「イスラム法」を守るために共同体を守るために共同体（「ウンマ」）（「ウンマ」）を形成し、を形成し、「ウンマ」「ウンマ」のの

運営に必要な機構として国家が形成されるという流れで国家が理解される。運営に必要な機構として国家が形成されるという流れで国家が理解される。まず社会契約に基づまず社会契約に基づ

いて社会や共同体が形成され、いて社会や共同体が形成され、その運営のために法律が作られるという西欧型の近代国民国家とその運営のために法律が作られるという西欧型の近代国民国家と

は、は、法法・・共同体共同体・・国家の位置づけが異なる。国家の位置づけが異なる。イスラム諸国との関係を進めていく上では、イスラム諸国との関係を進めていく上では、同諸国同諸国

は、は、本来イスラム法の原則にその行動を縛られ得るという面で近代国民国家との理解の相違があ本来イスラム法の原則にその行動を縛られ得るという面で近代国民国家との理解の相違があ

ることを認識する必要がある。ることを認識する必要がある。

５．５．  イスラムにおける経済　　　　イスラムにおける経済　　　　

　　イスラムにおいては、イスラムにおいては、商業活動は元来奨励されるものであり、商業活動は元来奨励されるものであり、また、また、私的所有に基づく私的経私的所有に基づく私的経

済活動の自由は基本的なものとして認められている。済活動の自由は基本的なものとして認められている。このため、このため、個々人の商取引活動は実に巧み個々人の商取引活動は実に巧み

に営まれているが、に営まれているが、流通業における利ざや追求の傾向が強く、流通業における利ざや追求の傾向が強く、長期資本投下といった製造業に繋長期資本投下といった製造業に繋

がる活動が好まれない傾向がある。がる活動が好まれない傾向がある。また、また、イスラムにおいては利子が禁じられているため、イスラムにおいては利子が禁じられているため、無利無利

子金融をいかに運用していくかが模索され、子金融をいかに運用していくかが模索され、その中から生まれたイスラミックその中から生まれたイスラミック・・バンキングバンキング・・シシ

ステムを世界経済及び国際金融市場と如何に折り合いをつけながら活用させていくかが課題とステムを世界経済及び国際金融市場と如何に折り合いをつけながら活用させていくかが課題と

なっている。なっている。

６．６．  日本のイスラムとの関わり　　　日本のイスラムとの関わり　　　

　日本のイスラムとの接触は、　日本のイスラムとの接触は、戦前から、戦前から、様々な局面様々な局面・・段階において存在しており、段階において存在しており、また、また、多く多く

のプロジェクト研究や個人研究を通じてイスラムのプロジェクト研究や個人研究を通じてイスラム・・西アジアに関する研究が積み重ねられてき西アジアに関する研究が積み重ねられてき

た。た。しかしながら、しかしながら、日本における国民のイスラム理解は十分とは言えない状態にある。日本における国民のイスラム理解は十分とは言えない状態にある。今後は、今後は、

人的交流の活発化やイスラム研究の成果をより広範に発信すること等を通じて、人的交流の活発化やイスラム研究の成果をより広範に発信すること等を通じて、また、また、初等中等初等中等

教育において複眼的な国際理解を進める取り組みの中に位置付けることで国民各層におけるイス教育において複眼的な国際理解を進める取り組みの中に位置付けることで国民各層におけるイス

ラムに関するより正確な認識を育てる必要がある。ラムに関するより正確な認識を育てる必要がある。

77-105.p65 2002/05/10, 22:52Page 93 Adobe PageMaker 6.5J/Win



第２部　社会第２部　社会・・経済セッション経済セッション

9494

Ⅲ．Ⅲ．政策の試論政策の試論

１．１．  外務省におけるイスラム研究の拡充と政策への反映　　　　　　　　外務省におけるイスラム研究の拡充と政策への反映　　　　　　　　

　今回のイスラム研究会における成果を踏まえ、　今回のイスラム研究会における成果を踏まえ、今後、今後、中東などイスラム関連地域の専門家や関中東などイスラム関連地域の専門家や関

係者による研究会を外務省内、係者による研究会を外務省内、或いは関係組織にて継続する。或いは関係組織にて継続する。この研究会では、この研究会では、これまでの日本これまでの日本

における研究成果及び今回の研究会の成果を基に、における研究成果及び今回の研究会の成果を基に、外務省、外務省、文部省などの垣根を取り払い、文部省などの垣根を取り払い、日本日本

全体としてイスラム諸国との関係をいかに進めていくべきかにつき掘り下げた議論を行うととも全体としてイスラム諸国との関係をいかに進めていくべきかにつき掘り下げた議論を行うととも

に、に、具体策の実施に向けた議論を行うこととする。具体策の実施に向けた議論を行うこととする。また、また、政府部内、政府部内、国民各層でイスラム諸国と国民各層でイスラム諸国と

の関係のあり方に関する意見交換の場を設ける等、の関係のあり方に関する意見交換の場を設ける等、徐々に議論を広範なものとしていくように努徐々に議論を広範なものとしていくように努

める。める。

　更に、　更に、研究会の成果を政策に反映させる体制を外務省内に構築することも検討していく。研究会の成果を政策に反映させる体制を外務省内に構築することも検討していく。

２．２．  研究者研究者・・若年層を中心とするイスラム諸国との人的交流　　　　　　若年層を中心とするイスラム諸国との人的交流　　　　　　

　各種の交流事業や招聘事業の活用を通じて、　各種の交流事業や招聘事業の活用を通じて、イスラム諸国との人的交流の活性化を図る。イスラム諸国との人的交流の活性化を図る。特特

に、に、今後の国際社会において中心的な役割を果たすことが期待される若年層の人的交流が重要で今後の国際社会において中心的な役割を果たすことが期待される若年層の人的交流が重要で

あるとの認識から、あるとの認識から、イスラム諸国からの協力を得ることも念頭に置きつつ、イスラム諸国からの協力を得ることも念頭に置きつつ、交流の制度的な枠組交流の制度的な枠組

み造りに努める。み造りに努める。

３．３．  学校教育におけるイスラムの知識の取扱い　　　　学校教育におけるイスラムの知識の取扱い　　　　

　イスラムが世界的広がりをもち、　イスラムが世界的広がりをもち、日本国民としても若いうちから異文化理解について正確な知日本国民としても若いうちから異文化理解について正確な知

識をもつことが必要であることから、識をもつことが必要であることから、初等教育から高等教育までイスラムに関する知識を段階的初等教育から高等教育までイスラムに関する知識を段階的

に得ることができる体制を整備する。に得ることができる体制を整備する。また、また、情報通信手段の発達に伴う教育手法の進展を注視し情報通信手段の発達に伴う教育手法の進展を注視し

つつ、つつ、イスラムに関する教材作成等に対する支援を検討する。イスラムに関する教材作成等に対する支援を検討する。

４．４．  イスラムに関するホームページイスラムに関するホームページ（ＨＰ）（ＨＰ）の設立　　　　の設立　　　　

　高度情報化社会にあって、　高度情報化社会にあって、イスラムに関する国民各層への啓発を図るとともに、イスラムに関する国民各層への啓発を図るとともに、政府政府・・民間の民間の

情報の共有性を高めるため、情報の共有性を高めるため、文部省の助成により行われている文部省の助成により行われている「イスラーム地域研究」「イスラーム地域研究」プロジェプロジェ

クトとも連携し、クトとも連携し、インターネットインターネット・・ホームページ及びデータベースを作成、ホームページ及びデータベースを作成、公開する。公開する。今後引き今後引き

続き行われるイスラム研究会では、続き行われるイスラム研究会では、発達した情報通信手段発達した情報通信手段（本ホームページや電子メール等）（本ホームページや電子メール等）のの

活用を念頭に置きつつ、活用を念頭に置きつつ、海外の研究者海外の研究者・・研究機関とも定期的に意見交換の場を持つとともに、研究機関とも定期的に意見交換の場を持つとともに、そそ

の成果やの成果や「日本「日本・・イスラム関係」イスラム関係」の関連情報を英文あるいはアラビア語により情報発信する等のの関連情報を英文あるいはアラビア語により情報発信する等の

拡充に努める。拡充に努める。

５．５．  「文明間の対話」「文明間の対話」に向けたイスラムとの対話促進　　　　　　に向けたイスラムとの対話促進　　　　　　

　２００１年の　２００１年の「文明間の対話国連年」「文明間の対話国連年」を契機として、を契機として、様々な文明圏との対話の促進に努める上様々な文明圏との対話の促進に努める上

で、で、イスラムとの対話の重要性に留意する。イスラムとの対話の重要性に留意する。また、また、日本とイスラム諸国との間の研究者や文化日本とイスラム諸国との間の研究者や文化

人、人、知識人等の交流を通じ、知識人等の交流を通じ、イスラム諸国における日本への理解の深化とともに、イスラム諸国における日本への理解の深化とともに、日本における日本における

イスラムへの理解深化をも図り、イスラムへの理解深化をも図り、イスラム文明圏との対話の裾野を広げるよう努める。イスラム文明圏との対話の裾野を広げるよう努める。更に、更に、ここ

のような理解の深化を通じ、のような理解の深化を通じ、政治政治・・経済経済・・社会社会・・文化の各分野において、文化の各分野において、官民各層における関係官民各層における関係

の強化と円滑化を図る。の強化と円滑化を図る。

　例えば、　例えば、これまでニューヨーク、これまでニューヨーク、ロンドン、ロンドン、キャンベラ等において企画されてきている実績のキャンベラ等において企画されてきている実績の

あるある「外交フォーラム」「外交フォーラム」誌主催のシンポジウムを、誌主催のシンポジウムを、イスラム諸国において企画しイスラム諸国において企画し（例えば（例えば「外交「外交

フォーラムフォーラム・・インイン・・カイロ」）、カイロ」）、その結果を内外各方面に紹介する。その結果を内外各方面に紹介する。
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　東京三菱銀行の小早川でございます。　東京三菱銀行の小早川でございます。今、今、

お二人のお話を伺っていて、お二人のお話を伺っていて、ギュレチさんギュレチさんはは

日本語日本語ががペラペラですし、ペラペラですし、遠藤審議官はアラ遠藤審議官はアラ

ビアのまさにエキスパートですから、ビアのまさにエキスパートですから、この後この後

を受けて話をするのは誠にやりにくいのですを受けて話をするのは誠にやりにくいのです

が、が、どうにかやってみます。どうにかやってみます。

　ご承知の通り、　ご承知の通り、アラブとイスラムというのアラブとイスラムというの

は等しくございません。は等しくございません。イスラムは思想信条イスラムは思想信条

でありますし、でありますし、アラブはアラビア語を話す地アラブはアラビア語を話す地

域に住んでいる人達を意味しますから、域に住んでいる人達を意味しますから、まっまっ

たく同格の言葉ではありません。たく同格の言葉ではありません。それにも関それにも関

わらず、わらず、イスラムというと何となくアラビアイスラムというと何となくアラビア

の砂漠、の砂漠、夕景をバックに異国的余韻を持って夕景をバックに異国的余韻を持って

流れるモスクからのアッザーン流れるモスクからのアッザーン――――皆さんモ皆さんモ

スクに礼拝にいらっしゃい、スクに礼拝にいらっしゃい、アラーは神様でアラーは神様で

偉大です、偉大です、モハメッドは神のおモハメッドは神のお使い使い、、預言者預言者

ですという呼びかけの風景ですという呼びかけの風景――――をどうしてもをどうしても

思い浮かべてしまうわけであります。思い浮かべてしまうわけであります。

　もちろんイスラムと言えば、　もちろんイスラムと言えば、先ほどのお話先ほどのお話

にもありましたように、にもありましたように、インドネシア、インドネシア、ママ

レーシア、レーシア、中央アジア諸国など極めて広い範中央アジア諸国など極めて広い範

囲に広がっている宗教であります囲に広がっている宗教であります。。これらすこれらす

べての地域をご説明の対象地域に選ぶ能力べての地域をご説明の対象地域に選ぶ能力はは

私には私にはありませんので、ありませんので、主としてアラビア半主としてアラビア半

島を中心とする中東地域に舞台を絞りまして島を中心とする中東地域に舞台を絞りまして

少しお話をさせていただきます。少しお話をさせていただきます。

ⅠⅠ .. 中東地域のＩＴ普及問題中東地域のＩＴ普及問題

　まずこの地域におけるＩＴが求める諸条件　まずこの地域におけるＩＴが求める諸条件

であります。であります。最初にこのセミナーのテーマが最初にこのセミナーのテーマが

「イスラムと「イスラムとＩＴＩＴ」」であると言われましたであると言われましたときとき

に、に、今回の今回の““ＩＴＩＴ””とはインフォメーションとはインフォメーション・・

テクノロジーなのか、テクノロジーなのか、インターナショナルインターナショナル・・

テレコミュニケーションでイスラム過激派やテレコミュニケーションでイスラム過激派や

西サハラのポリサリオ救国戦線が流している西サハラのポリサリオ救国戦線が流している

ウェブサイトがありますけれども、ウェブサイトがありますけれども、これにつこれにつ

アラビアのＩＴアラビアのＩＴ

東京三菱銀行顧問東京三菱銀行顧問

小早川小早川  敏彦敏彦
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いて批判しろといて批判しろと言う言うのか、のか、はたまたインターはたまたインター

ナルナル・・テレパシーでトルコのスーフィーの祈テレパシーでトルコのスーフィーの祈

りを分析するのか、りを分析するのか、しばし考えてしまいまししばし考えてしまいまし

たた。。けれども、けれども、今日は情報技術ということで今日は情報技術ということで

中東地域の現状を見ることにいたしたいと思中東地域の現状を見ることにいたしたいと思

います。います。

ａａ..個人レベルでの問題個人レベルでの問題

　まずＩＴの個人レベルの普及に関しては、　まずＩＴの個人レベルの普及に関しては、

大ざっぱに言いまして、大ざっぱに言いまして、私は次の私は次の三三つの条件つの条件

が必要と思っております。が必要と思っております。まず第まず第１１にある程にある程

度知識を求める層を含む適度の人口、度知識を求める層を含む適度の人口、それかそれか

ら第ら第２２は一定レベルの安定的な個人所得、は一定レベルの安定的な個人所得、少少

なくともパソコンが買えるか買えないか、なくともパソコンが買えるか買えないか、そそ

こまでいかなくてもこまでいかなくても何何かそういうレベルかそういうレベルにあにあ

ることること。。第第３３は利用者に対する何らかのインは利用者に対する何らかのイン

センティブ、センティブ、情報が欲しい。情報が欲しい。または何かいいまたは何かいい

ことがある。ことがある。このこの三三つは欠くことのできないつは欠くことのできない

条件ではないかと思っておるわけでありま条件ではないかと思っておるわけでありま

す。す。これらの条件を中東地域にあてはめてみこれらの条件を中東地域にあてはめてみ

ますと、ますと、私は次のように考えます。私は次のように考えます。

　中東地域で最大の人口を抱える国は　中東地域で最大の人口を抱える国は66,,700700

万人のエジプトでありますし、万人のエジプトでありますし、またまた66,,500500 万万

人のイラン、人のイラン、66,,200200万人のトルコ、万人のトルコ、あとはずっあとはずっ

と少なくなりまして、と少なくなりまして、スーダンのスーダンの33,,400400万人、万人、

アルジェリアアルジェリア33,,100100 万人という順番です。万人という順番です。一一

方、方、金持ちの国はサウジですが金持ちの国はサウジですが11,,300300 万人弱万人弱

であります。であります。それからアラブ首長国連邦はそれからアラブ首長国連邦は

250250 万人、万人、クウェートはクウェートは220220万人といったと万人といったと

ころです。ころです。これらの人達のどの程度が世界でこれらの人達のどの程度が世界で

起こっていることに関心を持ってインター起こっていることに関心を持ってインター

ネットでアクセスしてくるか、ネットでアクセスしてくるか、ということをということを

ちょっと考えていただきたいと思うわけであちょっと考えていただきたいと思うわけであ

ります。ります。

　　次に次に１１人あたりの年間収入をドルで比較し人あたりの年間収入をドルで比較し

てみると、てみると、サウジはサウジは77,,000000 ドル、ドル、それからアそれからア

ラブ首長国連邦はラブ首長国連邦は1818,,000000ドル、ドル、クウェートがクウェートが

1717,,000000ドルと非常に高い収入域に入っていまドルと非常に高い収入域に入っていま

すが、すが、一番人口の多いエジプトは一番人口の多いエジプトは11,,100100ドル、ドル、

イランがイランが11,,780780ドル、ドル、トルコはトルコは33,,220220ドル、ドル、

スーダンがスーダンが930930 ドルという数字が出ておりまドルという数字が出ておりま

す。す。金持ちの産油国は人口が少なくて、金持ちの産油国は人口が少なくて、人口人口

の多い国が必ずしも金持ちが多いというわけの多い国が必ずしも金持ちが多いというわけ

ではない。ではない。また金持ちの国であっても富の配また金持ちの国であっても富の配

分がフェアに行われているかというと必ずし分がフェアに行われているかというと必ずし

もそうでもそうでははないという感じでご理解いただけないという感じでご理解いただけ

ればいいと思います。ればいいと思います。

　それから　それから３３番目は利用者に対するインセン番目は利用者に対するインセン

ティブを考えてみます。ティブを考えてみます。中東の国によっては中東の国によっては

ザカートといわれる貧民への寄付を強制するザカートといわれる貧民への寄付を強制する

ことはありますが、ことはありますが、所得税所得税やや消費税がまった消費税がまった

く無い国が実は結構あるわけです。く無い国が実は結構あるわけです。したがしたがっっ

てアメリカは、てアメリカは、Ｅコマースを支援しようと、Ｅコマースを支援しようと、

州税、州税、付加価値税を外しまして、付加価値税を外しまして、特典を設け特典を設け

てＩＴ取引を支援しましたが、てＩＴ取引を支援しましたが、これらの国でこれらの国で

は税金が無いわけですから、は税金が無いわけですから、そういうことはそういうことは

できない国もありますし、できない国もありますし、また金のない国にまた金のない国に

とっては税金の免除なんてとんでもない話だとっては税金の免除なんてとんでもない話だ

ということになりますから、ということになりますから、これもあまりイこれもあまりイ

ンセンティブにはならない。ンセンティブにはならない。したがってしたがって、、ほほ

んの一部の階級の人を除いては、んの一部の階級の人を除いては、パーソナルパーソナル

コンピュータを購入してインターネットを呼コンピュータを購入してインターネットを呼

び出して、び出して、例えばクレジットカードを使って例えばクレジットカードを使って

商品を買ってみるとか、商品を買ってみるとか、そういうことをやるそういうことをやる

ための環境にはまだなっていないと思っておための環境にはまだなっていないと思ってお

ります。ります。

　中東でそもそもインターネットが問題と　中東でそもそもインターネットが問題と

なったのは、なったのは、イスラムと相反することで申しイスラムと相反することで申し

訳ないのですが、訳ないのですが、19951995年３月中旬にまったく年３月中旬にまったく

皮肉なことにイスラエルの秘密警察、皮肉なことにイスラエルの秘密警察、シンベシンベ

トの長官が新任されたトの長官が新任されたときときにに「おめでとうカ「おめでとうカ

ルミルミ・・ギロン新長官、ギロン新長官、みんなでおめでとうのみんなでおめでとうの

お祝お祝いいを言おう」を言おう」という画面がフィンランドという画面がフィンランド

のアノニマスのアノニマス・・リレーリレー・・サービスというとこサービスというとこ

ろから発信されろから発信されました。ました。もちろん誰が発信しもちろん誰が発信し

たかわからないのですが、たかわからないのですが、イスラエルの秘密イスラエルの秘密

警察の長官名や住所など秘密にも拘らず、警察の長官名や住所など秘密にも拘らず、

すっかり周囲に知れ渡ってしまって大騒ぎにすっかり周囲に知れ渡ってしまって大騒ぎに

なりました。なりました。その後、その後、政治的な宣伝にアラビ政治的な宣伝にアラビ

アの外からインターネットが使われる傾向がアの外からインターネットが使われる傾向が

強まるようになりました。強まるようになりました。

　もちろん政治上は現在結構利用されている　もちろん政治上は現在結構利用されている

と言われています。と言われています。例えばシリアのバシャー例えばシリアのバシャー

ルル・・アサード大統領や、アサード大統領や、ヨルダンヨルダンののアブダラアブダラ

国王、国王、カタールカタールののシェイクハマード首長、シェイクハマード首長、モモ

ロッコのモハメドロッコのモハメド６６世国王、世国王、皆さん若くてフ皆さん若くてフ

ランスやイギリスで教育を受けて帰ってきたランスやイギリスで教育を受けて帰ってきた

ものですから、ものですから、インターネットへのアクセスインターネットへのアクセス

はもちろんのこと、はもちろんのこと、彼ら同士もＥメールを活彼ら同士もＥメールを活
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用して結構いろ用して結構いろいろいろな相談をな相談をししているとていると言う言う

話であります。話であります。

ｂｂ..社会レベルでのＩＴ普及問題社会レベルでのＩＴ普及問題

　今の　今のお話お話は個人でありますが、は個人でありますが、それではそれでは業業

務上のＩＴはどうなっているか。務上のＩＴはどうなっているか。企業とか銀企業とか銀

行とか金持ちの個人投資活動などには行とか金持ちの個人投資活動などには、、ＩＴＩＴ

が活発に使われていることは誠に当然でありが活発に使われていることは誠に当然であり

ます。ます。私が所属する中東調査会という外務省私が所属する中東調査会という外務省

の下部機構がございますが、の下部機構がございますが、ここに湾岸地域ここに湾岸地域

をカバーするためのをカバーするためのＧＣＣＧＣＣインターネットイインターネットイ

エローページというような体裁のものがござエローページというような体裁のものがござ

いまいます。す。ホームページのアドレス帳でありまホームページのアドレス帳でありま

すけれども、すけれども、これを見ると、これを見ると、バハレーン、バハレーン、クク

ウェート、ウェート、カタール、カタール、サウジアラビア、サウジアラビア、オマーオマー

ン、ン、イラクなどがずっとありまして、イラクなどがずっとありまして、それにそれに

クールドまで入っているわけです。クールドまで入っているわけです。

　アメリカに非常に大きなシティバンクとい　アメリカに非常に大きなシティバンクとい

う銀行があります。う銀行があります。ここのここの303 0 ％近くの株を％近くの株を

持っているサウジのプリンス持っているサウジのプリンス、、アルワリードアルワリード

という皇子様がいますが、という皇子様がいますが、彼が砂漠の真ん中彼が砂漠の真ん中

にテントを張り絨毯を敷にテントを張り絨毯を敷いていて、、デスクトップデスクトップ

を自分の回りに並べ、を自分の回りに並べ、衛星通信のために衛星通信のために

ディッシュアンテナを立て、ディッシュアンテナを立て、発電機を動かし発電機を動かし

て、て、砂漠から世界の投資市場を注意深く眺め砂漠から世界の投資市場を注意深く眺め

ていているる写真がアメリカの雑誌に載っておりま写真がアメリカの雑誌に載っておりま

して、して、私は仰天しました。私は仰天しました。実は東京株式市場実は東京株式市場

もついこの間、もついこの間、アラブの投資家からばっと売アラブの投資家からばっと売

り浴びせを食いましてり浴びせを食いまして、、相当な勢いで下が相当な勢いで下がっっ

たのです。たのです。

　これらの投資家達がインヴェストメント　これらの投資家達がインヴェストメント・・

アドヴァイザーなどを通じまして、アドヴァイザーなどを通じまして、常時イン常時イン

ターネットで世界の市場に結び付いているとターネットで世界の市場に結び付いていると

いうことは間違いございません。いうことは間違いございません。また、また、中東中東

にある銀行や企業がコンピュータライズしてにある銀行や企業がコンピュータライズして

いることは言うまでもないわけであります。いることは言うまでもないわけであります。

アラビア人の友人があるアラビア人の友人があるときとき話してくれたの話してくれたの

ですが、ですが、「お金が自然と湧き出てくる壁があ「お金が自然と湧き出てくる壁があ

るよ」るよ」と知り合いが言っているので、と知り合いが言っているので、それはそれは

キャッシュデスペンサーのことだよと説明しキャッシュデスペンサーのことだよと説明し

たとのこと。たとのこと。こういう時代もありましたが、こういう時代もありましたが、

今では過去のものとなっております。今では過去のものとなっております。

　ましてや産油国の石油生産会社、　ましてや産油国の石油生産会社、そして石そして石

油の販売方針を決定している政府の石油省な油の販売方針を決定している政府の石油省な

どどは一昔前とは大いに異なりまして、は一昔前とは大いに異なりまして、ＩＴをＩＴを

駆使して集めた世界の経済情勢、駆使して集めた世界の経済情勢、アラビア人アラビア人

達が伝統的に備える流通取引に対する本能的達が伝統的に備える流通取引に対する本能的

な勘を巧みにない混ぜにして原油取引を行っな勘を巧みにない混ぜにして原油取引を行っ

ております。ております。したがしたがって、って、ちょいちょい日本ちょいちょい日本

もやられてしまうわけですが、もやられてしまうわけですが、そういう状況そういう状況

になっております。になっております。

　コンピュータライズといえば、　コンピュータライズといえば、アラムコ等アラムコ等

産油国の石油積み出し設備はすべから産油国の石油積み出し設備はすべからくくコンコン

ピュータライズされておりまして、ピュータライズされておりまして、原油積み原油積み

込みに向かうタンカーがホルムス海峡を通る込みに向かうタンカーがホルムス海峡を通る

までにアラムコのコンピュータにどういう原までにアラムコのコンピュータにどういう原

油の種類をどの程度積み込みたいということ油の種類をどの程度積み込みたいということ

を全部レスジターしまして、を全部レスジターしまして、そしてその船がそしてその船が

アラビア湾を走っていく。アラビア湾を走っていく。そうして、そうして、指示さ指示さ

れた時間に接岸すれば自動的にコンピュータれた時間に接岸すれば自動的にコンピュータ

が働いてタンカーに油を積みが働いてタンカーに油を積み始始める。める。そそののよよ

うな仕組みになっております。うな仕組みになっております。

ｃｃ..ＩＴ利用にまつわる制約についてＩＴ利用にまつわる制約について

　次に中東におけるＩＴ利用上の制約を申し　次に中東におけるＩＴ利用上の制約を申し

上げなければならないと思います。上げなければならないと思います。私は山内私は山内

先生のようにイスラムの専門ではありません先生のようにイスラムの専門ではありません

から、から、そちらの面からの制約はあまり知りまそちらの面からの制約はあまり知りま

せん。せん。業務上でも個人的にも国際社会に溢れ業務上でも個人的にも国際社会に溢れ

る各種情報を端末を通して入手し、る各種情報を端末を通して入手し、活用する活用する

ことについては、ことについては、いかがわしいページについいかがわしいページについ

て制約するということは別にしまして、て制約するということは別にしまして、ここここ

までまで来て来ては回教上の制約があっても防ぐのはは回教上の制約があっても防ぐのは

難しいのではないかと考えています。難しいのではないかと考えています。インイン

ターネットの大前提、ターネットの大前提、これは非常に重要なここれは非常に重要なこ

とですが、とですが、自由の存在だと言われておりま自由の存在だと言われておりま

す。す。しかるに、しかるに、中東諸国では中東諸国では未未だに彼らの情だに彼らの情

報を無秩序に国内に入れることについてはか報を無秩序に国内に入れることについてはか

なりの抵抗がございまして、なりの抵抗がございまして、この点に中東にこの点に中東に

おけるインターネットの普及に限度が生ずるおけるインターネットの普及に限度が生ずる

と思っております。と思っております。

　中東の多くの国が情報機関を政府管轄とし　中東の多くの国が情報機関を政府管轄とし

ている点からもている点からも、、国内での通信には制約がか国内での通信には制約がか

けられます。けられます。しかし、しかし、海外から入ってくるイ海外から入ってくるイ

ンターネットを防ぐにはンターネットを防ぐには、、これは容易ではあこれは容易ではあ

りません。りません。国外に居住する政府反対派が国内国外に居住する政府反対派が国内

の人達と連絡をとり、の人達と連絡をとり、反対派の行動を説明、反対派の行動を説明、

ＰＲＰＲするにはまったく便利な機能でありましするにはまったく便利な機能でありまし

て、て、今後ともこの勢いは衰えないのではない今後ともこの勢いは衰えないのではない

かと思っております。かと思っております。
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　最近の例としましては、　最近の例としましては、今年の４月にモ今年の４月にモ

ロッコのイスラム主義政治組織、ロッコのイスラム主義政治組織、Al-Adl WalAl-Adl Wal

IhsaneIhsane（正義と慈善）（正義と慈善）という団体が持つウェという団体が持つウェ

ブサイトが変なことを言いブサイトが変なことを言い始めた始めたので、ので、モモ

ロッコ政府が介入しまして、ロッコ政府が介入しまして、モロッコ国内でモロッコ国内で

はアクセスできないように細工したことがあはアクセスできないように細工したことがあ

ります。ります。

　ただ、　ただ、先ほど申し上げました通り、先ほど申し上げました通り、個人で個人で

ＰＣＰＣを買い込んでブラウザをサーフィングしを買い込んでブラウザをサーフィングし

たり、たり、チャットチャットをを楽しんだり楽しんだりするする人達は留学人達は留学

帰りの人達には見られても、帰りの人達には見られても、一般的になって一般的になって

いるとはいるとは言え言えないと私は思います。ないと私は思います。

　また、　また、中東各地において携帯電話というの中東各地において携帯電話というの

は無茶苦茶に普及しております。は無茶苦茶に普及しております。飛行機が着飛行機が着

陸した途端に電話陸した途端に電話ををかける人がいるので、かける人がいるので、私私

はこれはいけないのではないかといつも思っはこれはいけないのではないかといつも思っ

ているているののですが、ですが、そのぐらいそのぐらいさかさかんです。んです。今今

からから19601960 年代とか年代とか7070 年代の話をしても年代の話をしても仕方仕方

ないないののですけれども、ですけれども、いくつか例示をしてイいくつか例示をしてイ

スラムの慣習上どんな障害があったかというスラムの慣習上どんな障害があったかという

過去のことをお話し過去のことをお話しししておきます。ておきます。

　まず、　まず、電話は悪魔の声であるとサウジで電話は悪魔の声であるとサウジで言言

い始めた人達がおりましたが、い始めた人達がおりましたが、ファイサル国ファイサル国

王が自ら宗教指導者に電話をかけて、王が自ら宗教指導者に電話をかけて、「私の「私の

声が悪魔の声に聞こえるか」声が悪魔の声に聞こえるか」と決めつけて電と決めつけて電

話の普及に貢献したというのは有名な話であ話の普及に貢献したというのは有名な話であ

ります。ります。それから、それから、電話網の改善は目覚電話網の改善は目覚まましし

く、く、ことに産油国におきましては、ことに産油国におきましては、外国の通外国の通

信会社の支援を受けて最先端の設備になって信会社の支援を受けて最先端の設備になって

いる国が非常に多くなっております。いる国が非常に多くなっております。

　テレビにつきましては、　テレビにつきましては、これまたサウジでこれまたサウジで

19601960年代後半にジェッダにあるテレビ局が襲年代後半にジェッダにあるテレビ局が襲

われる事件がありましたが、われる事件がありましたが、その襲撃は政府その襲撃は政府

軍との銃撃戦で結局押さえられてしまいまし軍との銃撃戦で結局押さえられてしまいまし

た。た。なぜなぜ襲われたかと襲われたかと言う言うと、と、家庭内におい家庭内におい

てはテレビに男のアナウンサーが現れて、てはテレビに男のアナウンサーが現れて、家家

庭内の女性を見るのはけしからんという考え庭内の女性を見るのはけしからんという考え

からです。からです。この事件はその後、この事件はその後、19741974年のプリ年のプリ

ンスムサイドによるファイサル国王暗殺へとンスムサイドによるファイサル国王暗殺へと

つながっていきます。つながっていきます。プリンスムサイドはプリンスムサイドは

ジェッダのテレビ局襲撃班の首領の弟で、ジェッダのテレビ局襲撃班の首領の弟で、国国

王を殺すことで復讐したと王を殺すことで復讐したとののことでした。ことでした。今今

からでは信じられない生活からでは信じられない生活規範規範が回教の影響が回教の影響

で残っていた時期でありまで残っていた時期でありましてして、、もちろん現もちろん現

在の考え方ははるかに近代化していると在の考え方ははるかに近代化しているとおお考考

えいただかねばなりません。えいただかねばなりません。

　物理的な制約としましては、　物理的な制約としましては、質のよい電力質のよい電力

供給に問題があることに注意しておく必要が供給に問題があることに注意しておく必要が

あります。あります。最近はあまり停電は起こらなくな最近はあまり停電は起こらなくな

りましたりましたが、が、一定電圧での電力供給は難しい一定電圧での電力供給は難しい

ところがございます。ところがございます。以前は停電で冷蔵庫と以前は停電で冷蔵庫と

冷凍庫だけ心配すればよかったのですが、冷凍庫だけ心配すればよかったのですが、ここ

の頃はそれに加えてメモリが消えたかなと思の頃はそれに加えてメモリが消えたかなと思

わなければいけなくなったので、わなければいけなくなったので、こういう心こういう心

配の必要は今でもあると思います。配の必要は今でもあると思います。

　また、　また、まったく別の角度から、まったく別の角度から、先ほどギュ先ほどギュ

レチさんがレチさんが「発信するという機能と受信する「発信するという機能と受信する

という機能はちょっと違いますよ」という機能はちょっと違いますよ」とおっとおっ

しゃっていましたが、しゃっていましたが、あれはまさにそうなんあれはまさにそうなん

です。です。発信機能の面でＩＴ発信主体の構築を発信機能の面でＩＴ発信主体の構築を

考える考えるときときは、は、ワッセナル協定というワッセナル協定というもものがのが

ありありまして、まして、従来のココムの協定に置き代従来のココムの協定に置き代

わったものであり、わったものであり、これでイラン、これでイラン、イラク、イラク、リリ

ビアに対する関連部品の輸出は制約され要許ビアに対する関連部品の輸出は制約され要許

可になっております。可になっております。

　　

ⅡⅡ .. アラビアの金融事情アラビアの金融事情

　　さて、さて、次に金融業とイスラムについてお話次に金融業とイスラムについてお話

をしなければならないと思います。をしなければならないと思います。ＩＴと少ＩＴと少

し離れますが、し離れますが、簡単にコメントしてご参考に簡単にコメントしてご参考に

供したいと思います。供したいと思います。アラビア人にとりましアラビア人にとりまし

て、て、流通業、流通業、即ち商品を右から左へ素早く回即ち商品を右から左へ素早く回

して利ざやを稼いでいく商取引はして利ざやを稼いでいく商取引は、、シルクシルク

ロードを歴史に持つ彼らにとっては本来業務ロードを歴史に持つ彼らにとっては本来業務

と言ってもいいわけでありまして、と言ってもいいわけでありまして、しばししばし

ば、ば、かけひきなどで高い能力を示しておりまかけひきなどで高い能力を示しておりま

す。す。一方、一方、長期資本投資、長期資本投資、それから長期提携それから長期提携

によって、によって、しばし赤字覚悟の投資をしなけれしばし赤字覚悟の投資をしなけれ

ばならない製造業などは、ばならない製造業などは、政府が関与した政府が関与した

り、り、石油関連であれば別ですが、石油関連であれば別ですが、一般的には一般的には

あまり好きではありません。あまり好きではありません。産業の誘致をし産業の誘致をし

ていると強調する割にはていると強調する割には、、作った製品をどこ作った製品をどこ

に売るかという売り先市場について考えないに売るかという売り先市場について考えない

癖もあります。癖もあります。これは私が参加していた銀行これは私が参加していた銀行

が経験したが経験したののですが、ですが、サウジにガラス工場をサウジにガラス工場を

一つ建て一つ建てたところ、たところ、それがそれが大成功大成功を納めましを納めまし

たた。。しかし気しかし気付付いていてみみたら、たら、第第２、２、第第３３のガラのガラ

ス工場が建って、ス工場が建って、ガラスが溢れてしまったのガラスが溢れてしまったの
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です。です。それで結局全部共倒れという格好になそれで結局全部共倒れという格好にな

りまして、りまして、我々はものすごくしぶい顔をして我々はものすごくしぶい顔をして

それを償却しなければいけなかったわけであそれを償却しなければいけなかったわけであ

ります。ります。そういう調子でどこに売ればいいかそういう調子でどこに売ればいいか

ということということををあまり考えないであまり考えないで行って行ってしまうしまう

ところが非常に問題だと思います。ところが非常に問題だと思います。

　しかしながら、　しかしながら、サウジなどは失業率が上サウジなどは失業率が上

がってきたという理由で、がってきたという理由で、サウジ人が以前とサウジ人が以前と

違ってブルーカラーの職業にも就くように違ってブルーカラーの職業にも就くように

なったと言なったと言われわれております。ております。しかし、しかし、私はあ私はあ

まり信じてはいません。まり信じてはいません。結局は家業の仲介取結局は家業の仲介取

引や小売業、引や小売業、金融業、金融業、役人などになってしま役人などになってしま

う若い人が多いと思います。う若い人が多いと思います。

　次に、　次に、アラビアにおける金融業ですが、アラビアにおける金融業ですが、

はっきり言って、はっきり言って、中央銀行を除いてはあまり中央銀行を除いてはあまり

大きい銀行はありません。大きい銀行はありません。中東の金融市場中東の金融市場

は、は、19601960年から年から7070年代にかけてオイルショッ年代にかけてオイルショッ

クの影響もあってベイルートが栄えました。クの影響もあってベイルートが栄えました。

しかしレバノン内戦のために外国銀行がほとしかしレバノン内戦のために外国銀行がほと

んど引き上げまして、んど引き上げまして、バハレーンに移り新しバハレーンに移り新し

い銀行を作りました。い銀行を作りました。しかし、しかし、これまた湾岸これまた湾岸

戦争で戦争で19831983 年の年の7575 行をピークに一時衰退い行をピークに一時衰退い

たしまして、たしまして、昨年調べてみましたら、昨年調べてみましたら、去年の去年の

３月で３月で4747 行、行、資金総量資金総量910910 億億ドルドル、、まあまあまあまあ

の規模になって戻ってきているとは思っておの規模になって戻ってきているとは思ってお

ります。ります。一方、一方、民間のちょっとした融資とか民間のちょっとした融資とか

外貨交換外貨交換などなどはマネはマネーーチェンジャーという小チェンジャーという小

さな店がたくさんありまして、さな店がたくさんありまして、ここも気軽にここも気軽に

利用されております。利用されております。

　ここでイスラミック　ここでイスラミック・・バンキングについて、バンキングについて、

即ちイスラムに合致して行う銀行業について即ちイスラムに合致して行う銀行業について

簡単に触れておきます。簡単に触れておきます。イスラム社会におきイスラム社会におき

ましては、ましては、金利を金利を取ると取るということは悪であるいうことは悪である

と信じられております。と信じられております。しかし、しかし、サウジの中サウジの中

央銀行がどんどん我々から金利央銀行がどんどん我々から金利を取ってを取っているいる

のもおかしいなと思ってはおります。のもおかしいなと思ってはおります。ただただ

し、し、先物の為替予約はどうも応じないという先物の為替予約はどうも応じないという

感じがあります。感じがあります。これは将来のことはやってこれは将来のことはやって

はいけないという神の規制からです。はいけないという神の規制からです。金利徴金利徴

収を禁じているのは、収を禁じているのは、コーランが高利貸しをコーランが高利貸しを

禁じて、禁じて、また高利貸しを行ったユダヤ人を非また高利貸しを行ったユダヤ人を非

難する一節が詩に含まれているということか難する一節が詩に含まれているということか

ら高利を課することを禁じたものが、ら高利を課することを禁じたものが、徐々に徐々に

金利一般に概念を広げて解釈するということ金利一般に概念を広げて解釈するということ

になってきたのだと思っております。になってきたのだと思っております。

　この神の主旨に沿うべく　この神の主旨に沿うべく、、預金貸し出しに預金貸し出しに

金利を払わずに取引できるイスラミック金利を払わずに取引できるイスラミック・・ババ

ンキングを標榜する銀行が誕生してまいりまンキングを標榜する銀行が誕生してまいりま

した。した。代表例はジェッダにありますイスラ代表例はジェッダにありますイスラ

ミックディベロップメントバンク、ミックディベロップメントバンク、ＩＤＢＩＤＢとと

いう銀行でありますし、いう銀行でありますし、またファイサルまたファイサル・・イイ

スラミックバンクとか、スラミックバンクとか、バハレーンバハレーン・・イスライスラ

ミックバンクとか、ミックバンクとか、そういう銀行がございまそういう銀行がございま

す。す。お金を預けても本当に金利は要らないんお金を預けても本当に金利は要らないん

ですという人も中にはいます。ですという人も中にはいます。これは非常にこれは非常に

銀行が儲かるわけです。銀行が儲かるわけです。しかし、しかし、実際には金実際には金

利相当のものを受け取利相当のものを受け取ります。ります。どうするどうするのかのか

わかりやすく言えば、わかりやすく言えば、受け取った資金によっ受け取った資金によっ

て銀行が何か商品を買い、て銀行が何か商品を買い、３３ヶ月かヶ月か６６ヶ月ヶ月

経った後にその商品を売ったら儲かった。経った後にその商品を売ったら儲かった。そそ

の儲かった部分についてお客様に配分する。の儲かった部分についてお客様に配分する。

利益配分をするという意味合いで利益配分をするという意味合いです。す。金利で金利で

はなくて、はなくて、儲けを配当するというものの考え儲けを配当するというものの考え

方で方で行ってい行っています。ます。

　それでは貸す方はどうかと　それでは貸す方はどうかと言う言うと、と、これはこれは

銀行が銀行がお客様を通してお客様を通してお金を何かのプロジェお金を何かのプロジェ

クトに投資する。クトに投資する。投資したそのプロジェクト投資したそのプロジェクト

が動いて、が動いて、収益が上がる、収益が上がる、例えばそのプロ例えばそのプロ

ジェクトを政府に売りつける。ジェクトを政府に売りつける。政府が買って政府が買って

くれて生じたその差益を配分するということくれて生じたその差益を配分するということ

で、で、銀行は金利銀行は金利ではではなくて利益配分に預かるなくて利益配分に預かる

という形をという形を取り取り、、金利は無いということで処金利は無いということで処

理しています。理しています。実は私どもも東京銀行の時に実は私どもも東京銀行の時に

試みましたが、試みましたが、どうも銀行が商品取引に介入どうも銀行が商品取引に介入

するのするのはおかしいはおかしいのではのではないかという感じにないかという感じに

なりまして、なりまして、私どもはキッパリそれは諦めま私どもはキッパリそれは諦めま

した。した。儲かるのですが止めたのです。儲かるのですが止めたのです。ただ、ただ、欧欧
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米ではイスラミック専門の子会社を設立して米ではイスラミック専門の子会社を設立して

この種の取引をこの種の取引を始めて始めているところが出ておりいるところが出ており

ます。ます。確か今年に入って米国の確か今年に入って米国のＯＣＣＯＣＣ（オフィ（オフィ

スス・・オブオブ・・コントロールコントロール・・オブオブ・・カレンシー）カレンシー）

という機関がありますが、という機関がありますが、ここがイスラミッここがイスラミッ

クク・・バンキングは差し支えないと通達を出しバンキングは差し支えないと通達を出し

たというのを読んだ気がいたします。たというのを読んだ気がいたします。

ⅢⅢ .. 変わりゆく中東世界変わりゆく中東世界

　これで私の話は終わりですが、　これで私の話は終わりですが、最後にまと最後にまと

めておきましょう。めておきましょう。これまでお話これまでお話しししてきたしてきた

ように、ように、中東諸国にお中東諸国においてはいては電話回線が急速電話回線が急速

に発達したことが助けとなりまして、に発達したことが助けとなりまして、政府諸政府諸

機関や企業がＩＴを駆使して行動をするよう機関や企業がＩＴを駆使して行動をするよう

になったになったことことは確かであります。は確かであります。しかし、しかし、個個

人のベースとなりますと、人のベースとなりますと、いろいろいろいろな諸条件な諸条件

がありまして、がありまして、広い範囲で急拡大といった事広い範囲で急拡大といった事

態にはなりにくいと私は思っております。態にはなりにくいと私は思っております。

　ただ、　ただ、我々が注意しておくべきことは、我々が注意しておくべきことは、海海

外で教育を受けた若手が急速に増えつつある外で教育を受けた若手が急速に増えつつある

というということです。ことです。海外留学の費用は政府がよ海外留学の費用は政府がよ

く出してくれますが、く出してくれますが、学業にパーソナルコン学業にパーソナルコン

ピュータが欠かせない生活を送ってきた留学ピュータが欠かせない生活を送ってきた留学

帰りは、帰りは、当然にインターネットで諸情報を当然にインターネットで諸情報を取取

りりまして、まして、周り周りにもその効用を理解させて従にもその効用を理解させて従

来の、来の、例えばややウェットな商取引手法な例えばややウェットな商取引手法などど

にも変化が出てくるかも知れません。にも変化が出てくるかも知れません。現にア現にア

ラブの若手国家指導者は先ほど申し上げましラブの若手国家指導者は先ほど申し上げまし

たように、たように、個別に連携をして緊密化しようと個別に連携をして緊密化しようと

しておりますし、しておりますし、彼らが連携して新しい一歩彼らが連携して新しい一歩

を踏み出すきっかけになるかもを踏み出すきっかけになるかもししれないわけれないわけ

であります。であります。反政府勢力のウェブサイト活用反政府勢力のウェブサイト活用

ももっと活発になるでありましょう。ももっと活発になるでありましょう。政治、政治、

経済ともにＩＴの進化で中東世界が急速に変経済ともにＩＴの進化で中東世界が急速に変

わっていくということに我々は注意を怠ってわっていくということに我々は注意を怠って

はならないのではないかと考えている次第ではならないのではないかと考えている次第で

あります。あります。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。

北村北村：：イスラムの世界はイスラムの世界は、、一概にこうだと断一概にこうだと断

定的に決め付けられない面がいろいろあ定的に決め付けられない面がいろいろありりまま

すす。。今の小早川顧問のお話で、今の小早川顧問のお話で、壁から自動的壁から自動的

にお金が出にお金が出たりたり、、あるいは壁に吸い込まれたあるいは壁に吸い込まれた

という異文化という異文化的な認識の面白いお話がありまし的な認識の面白いお話がありまし

た。た。現代の技術現代の技術の問題は一面面白の問題は一面面白おかしく、おかしく、地地

面で面では深刻な問題なのかもは深刻な問題なのかもししれませんが、れませんが、互互

いに正確に理解しないと誤解だけがますますいに正確に理解しないと誤解だけがますます

広がってしまう広がってしまうのではなかのではなかろうかと思います。ろうかと思います。

　個人的な話になって恐縮ですが、　個人的な話になって恐縮ですが、私はこの私はこの

数年、数年、同じイスラム諸国といいましても、同じイスラム諸国といいましても、昔昔

のソ連邦の南部の中央アジアの仕事にタッチのソ連邦の南部の中央アジアの仕事にタッチ

しておりましております。す。そこでいろそこでいろいろいろな人達とお話な人達とお話

ししししまますが、すが、ソ連邦の時代はイスラム色が薄ソ連邦の時代はイスラム色が薄

れれていたていたものが、ものが、19901990年代に入りましてから年代に入りましてから

急速に復活している急速に復活している、、そういう中で様々な動そういう中で様々な動

きがきが生じています生じています。。

　日本人はどちらかと　日本人はどちらかと言う言うと、と、忘れ去ってし忘れ去ってし

まうようなイスラムの地域ですが、まうようなイスラムの地域ですが、そこでいそこでい

ろいろな方達とお話しろいろな方達とお話しししていると、ていると、非常に朴非常に朴

訥な訥な印象を受けます。印象を受けます。地方に行けば行くほど地方に行けば行くほど

イスラムの伝統が根強く残ってイスラムの伝統が根強く残っており、おり、生活の生活の

中でイスラム、中でイスラム、平和というような言葉が本当平和というような言葉が本当

に根付いているような雰囲気をしばしば感じに根付いているような雰囲気をしばしば感じ

ました。ました。

　ただ、　ただ、バザールに行きますと雰囲気が違いバザールに行きますと雰囲気が違い

まして、まして、資本主義国、資本主義国、自由主義国で生活して自由主義国で生活して

いる我々にとってもビックリするくらい活気いる我々にとってもビックリするくらい活気

がありまがあります。す。モノの値段モノの値段ななどとどというものはいうものは

あって無きが如くで、あって無きが如くで、まず交渉しなければ値まず交渉しなければ値

段ははっきりしてこない。段ははっきりしてこない。日本人はお人好日本人はお人好しし

ですから、ですから、相手の言う相手の言う値段を聞いて頭の中で値段を聞いて頭の中で

計算して円計算して円建て建てにして安いとにして安いと思ってすぐ思ってすぐ買っ買っ

てしまうてしまうののですが、ですが、それが誤りの元でありまそれが誤りの元でありま

して、して、言われたらそれは半分ぐらいの値段か言われたらそれは半分ぐらいの値段か

らいろいろ交渉してみるらいろいろ交渉してみる必要があります必要があります。。日日

本人にとってみればこれはゲームみたいなも本人にとってみればこれはゲームみたいなも

のかものかもししれませんが、れませんが、イスラムの人達はそうイスラムの人達はそう

やって値段を交渉して決めるという緊張関係やって値段を交渉して決めるという緊張関係

がが日常茶飯事になっている日常茶飯事になっているような感じがしまような感じがしま

す。す。

　さて、　さて、次はお三方のお話を巡る質疑応答に入次はお三方のお話を巡る質疑応答に入

りたいと思います。りたいと思います。
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質疑応答質疑応答

Ｑ＆ＡＱ＆Ａ

北村北村：：

　まず、　まず、小早川顧問にご質問が出ております。小早川顧問にご質問が出ております。

「イスラム社会ではなかなか女性の姿が表に「イスラム社会ではなかなか女性の姿が表に

出てこない。出てこない。これは小早川顧問のようにビジこれは小早川顧問のようにビジ

ネスの観点からご覧になっていて、ネスの観点からご覧になっていて、同じ社会同じ社会

であっても女性の役割なり女性の貢献であっても女性の役割なり女性の貢献ををどどのの

ようような目でご覧になっていたのでしょうか」な目でご覧になっていたのでしょうか」

小早川小早川：：

　　極めて簡単にお答えします。極めて簡単にお答えします。私の理解する私の理解する

限りにおきましては、限りにおきましては、イスラム社会においてイスラム社会において

男と女というのは男と女というのはそれほどそれほど力の差はない力の差はないのでので

ははないか。ないか。もう少し簡単に言わせていただけもう少し簡単に言わせていただけ

れば、れば、離婚は男性ももちろんできますが、離婚は男性ももちろんできますが、女女

性からもできるわけであります。性からもできるわけであります。そして、そして、ここ

とに有名な話はとに有名な話は、、結婚する結婚するときときにに、、別れる別れるときとき

は男がいくら払うという条項が結婚の契約には男がいくら払うという条項が結婚の契約に

入っているくらいですから、入っているくらいですから、いずれにしていずれにして

も、も、女性の地位というのは決して低いわけで女性の地位というのは決して低いわけで

はありません。はありません。

　ただ、　ただ、サウジアラビアと他の国とはサウジアラビアと他の国とは少々少々違違

いがありまして、いがありまして、働ける働ける職種が限られていま職種が限られていま

すす。。サウジの場合はサウジの場合は、、女性女性の職業の職業は私のは私のときときはは

看護婦さん看護婦さんに限られていましたに限られていました。。他の地域、他の地域、例例

えばレバノンえばレバノンででははどんな仕事にもついていますどんな仕事にもついています

し、し、クウェートにクウェートにおいてはおいては女性の教師女性の教師でで非常非常

に優秀な人がたくさんおります。に優秀な人がたくさんおります。ですから、ですから、

国によってもちろん違い国によってもちろん違いがありがあります。ます。また被また被

り物もサウジは真っ黒なり物もサウジは真っ黒なもものを被っていますのを被っています

が、が、湾岸に行けばカラスのような嘴をつけて湾岸に行けばカラスのような嘴をつけて

いますし、いますし、リビアに行けば白い布で頭を覆っリビアに行けば白い布で頭を覆っ

て片手でおさえ、て片手でおさえ、片目で見ながら歩いてい片目で見ながら歩いてい

るる。。そういうふうに地域によそういうふうに地域によってって違います。違います。まま

た、た、サウジには女性客のみが入れる銀行もあサウジには女性客のみが入れる銀行もあ

ります。ります。

　そういう　そういう国々国々に比べると、に比べると、吉村先生の一番吉村先生の一番

得意なエジプト得意なエジプトではでは結構女性が張り切ってい結構女性が張り切ってい

ます。ます。大臣にもなっています。大臣にもなっています。女性の大臣と女性の大臣と

いうのはもちろんトルコいうのはもちろんトルコににもおりますもおります。。女性女性

の首相までおります。の首相までおります。国によってそれぞれ扱国によってそれぞれ扱

いが違う。いが違う。ただただ、、厳しいイラン厳しいイランでではやはり被はやはり被

り物をしなければいけないり物をしなければいけない。。リビアリビアややサウジサウジ

ななどどももそうですが、そうですが、表に出る表に出るときときはそういうはそういう

格好をして格好をしていいなければいけないなければいけない。。けけれれどどもも、、家家

に入り、に入り、被り物を被り物をぱっとぱっと脱げば、脱げば、すごく素晴らすごく素晴ら

しい服装をしている。しい服装をしている。教育の為に彼女達が海教育の為に彼女達が海

外に出れば完全に普通の人と同じような生活外に出れば完全に普通の人と同じような生活

をする。をする。

　ですから、　ですから、私はベイルートに一時いました私はベイルートに一時いました

が、が、サウジから帰るサウジから帰るときときにその飛行機の中でにその飛行機の中で

女性が黒いベールを女性が黒いベールを脱いで脱いで、、素晴らしいコス素晴らしいコス

チュームに取りチュームに取り代え代えるのを実際見ていました。るのを実際見ていました。

国によってその程度は違国によってその程度は違いますが、いますが、しかし、しかし、決決

して女性の権利が弱まっているとか、して女性の権利が弱まっているとか、男性が男性が

ダントツだということは無いダントツだということは無いののですというこですというこ

とをご理解いただけとをご理解いただけれればありがたいと思いまばありがたいと思いま

す。す。

北村北村：：

　　どうもありがとうございまどうもありがとうございましたした。。提出され提出され

たご質問はたご質問は二つに分かれます。二つに分かれます。一つは外交問一つは外交問

題に関連して、題に関連して、外交官のあり方に若干関連す外交官のあり方に若干関連す

るような、るような、かなり個別の話ですが、かなり個別の話ですが、チュニジチュニジ

アの具体的な話です。アの具体的な話です。ここに書ここに書かれていますかれています

のは、のは、質問者の方が質問者の方が1010年ほど前にチュニジア年ほど前にチュニジア

に行かれたに行かれたときときに、に、当時の外交関係の方がア当時の外交関係の方がア

ザーンが煩くて困る。ザーンが煩くて困る。大使館の近辺ではア大使館の近辺ではア

ザーンは止めるようにという言葉を洩らしてザーンは止めるようにという言葉を洩らして

しまったしまったののだそうでだそうです。す。その話を聞かれた質その話を聞かれた質

問者の方は今になって信じられないような恥問者の方は今になって信じられないような恥

ずかしいずかしい思いをされたと述べておられます。思いをされたと述べておられます。ここ

の経験に基づいて、の経験に基づいて、「「外交官の家族の方達がこ外交官の家族の方達がこ

ういうイスラムを含めまして異文化の問題にういうイスラムを含めまして異文化の問題に

どういう心構えで臨んでいるのか。どういう心構えで臨んでいるのか。そういうそういう

問題をどう考えたらよろしいでしょうか問題をどう考えたらよろしいでしょうか」」とと

いう問題が提起されていう問題が提起されていいます。ます。

　それからこれもまた意味深長な質問だと思　それからこれもまた意味深長な質問だと思

いますいますが、が、「「前大臣のイスラムに対する考え方前大臣のイスラムに対する考え方

はわかりました。はわかりました。今の大臣はどうなんでしょ今の大臣はどうなんでしょ

うかうか」」。。これは特にお答えにならなくても結構これは特にお答えにならなくても結構

です。です。答えられて答えられてかえかえって後で遠藤さんが辛って後で遠藤さんが辛

い立場に立つのも問題かもい立場に立つのも問題かもししれませんし、れませんし、ここ
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のの質問質問は聞き流していただいて結構です。は聞き流していただいて結構です。

　それからこれはＯＤＡの関係ですが、　それからこれはＯＤＡの関係ですが、「「イスイス

ラム関係で特にＩＴというところに焦点をラム関係で特にＩＴというところに焦点を

絞ったＯＤＡの考え方というものはある絞ったＯＤＡの考え方というものはあるのでので

しょうしょうか。か。そその問題の問題をどう考えたらよろしいをどう考えたらよろしい

んでしょうかんでしょうか」」という質問です。という質問です。

遠藤遠藤：：

　　1010 年前の話、年前の話、確かに事実であったら大変遺確かに事実であったら大変遺

憾な話だと思います。憾な話だと思います。外交官の家族に関係す外交官の家族に関係す

る質問がありました。る質問がありました。私自身も去年の７月ま私自身も去年の７月ま

でサウジアラビアに勤務いたしました。でサウジアラビアに勤務いたしました。家族家族

も連れていきました。も連れていきました。在勤地では、在勤地では、その国のその国の

生活様式、生活様式、慣習等を慣習等を尊重尊重すべきと思います。すべきと思います。

サウジアラビアでは家内は外出の際、サウジアラビアでは家内は外出の際、「アバ「アバイイ

ヤ」ヤ」と呼ばれる黒服を着ていました。と呼ばれる黒服を着ていました。また女また女

性は車の運転も許されていないということ性は車の運転も許されていないということで、で、

運転手も雇いました。運転手も雇いました。それから実はレストラそれから実はレストラ

ンも入り口が二つあるンも入り口が二つあるののです。です。ご存知の方もご存知の方も

いらっしゃるかもいらっしゃるかもししれませんが、れませんが、男性用と家男性用と家

族用です。族用です。男性だけでレストランに行く男性だけでレストランに行くときとき

は男性用入口に行かなければいけない。は男性用入口に行かなければいけない。女性女性

だけ、だけ、あるいは家族の場合は家族用の方に行あるいは家族の場合は家族用の方に行

くということで、くということで、なかなか厳しい。なかなか厳しい。我々から我々から

見れば制約の下での生活を強いられたわけで見れば制約の下での生活を強いられたわけで

す。す。

　街に行ってもお祈りの時間になると店が全　街に行ってもお祈りの時間になると店が全

部閉まってしまう。部閉まってしまう。お祈りの時間が終お祈りの時間が終わわるまるま

で待たなければいけない。で待たなければいけない。街の中には懲悪勧街の中には懲悪勧

善善省の役人が見回っていて、省の役人が見回っていて、服装を注意した服装を注意した

り、り、お祈りのためモスクに行くことを勧めまお祈りのためモスクに行くことを勧めま

す。す。イスラム教徒でない人にお祈りを勧めるイスラム教徒でない人にお祈りを勧める

ことはありません。ことはありません。いずれにせよそういう意いずれにせよそういう意

味では厳しい味では厳しいののですが、ですが、その国の風習を外務その国の風習を外務

省の人間だから破っていいということは無く省の人間だから破っていいということは無く

て、て、尊重していくということかと思います。尊重していくということかと思います。

　次にＩＴとＯＤＡということですけれど　次にＩＴとＯＤＡということですけれども、も、

積極的にＩＴを導入したいというイスラムの積極的にＩＴを導入したいというイスラムの

国はたくさんあります。国はたくさんあります。例えば湾岸であれば例えば湾岸であれば

アラブ首長国連邦にドバイ市というところがアラブ首長国連邦にドバイ市というところが

ありますけれども、ありますけれども、ドバイ全体をＩＴシティドバイ全体をＩＴシティ

にするその政策の下で今、にするその政策の下で今、導入を図っており導入を図っており

ます。ます。先ほど出たチュニジアもＩＴを導入し先ほど出たチュニジアもＩＴを導入し

た未来都市、た未来都市、テーマパークを作りたいというテーマパークを作りたいという

希望があり、希望があり、日本のＯＤＡを期待していま日本のＯＤＡを期待していま

す。す。チュニジアについては如何なる協力がでチュニジアについては如何なる協力がで

きるか調査するミッションも派遣しました。きるか調査するミッションも派遣しました。

ＩＴだから先端技術だから協力しませんといＩＴだから先端技術だから協力しませんとい

う姿勢はとっておりませんで、う姿勢はとっておりませんで、その国の実その国の実

状、状、要望と、要望と、それから我々のＯＤＡを供与すそれから我々のＯＤＡを供与す

る方針に従って検討して協力を進めるというる方針に従って検討して協力を進めるという

ことでございます。ことでございます。

北村北村：：

　　これはトルコで勤務された経験のおありのこれはトルコで勤務された経験のおありの

ある方ですが、ある方ですが、ギュレチさんにギュレチさんに二つの二つの質問が質問が

出て出ています。います。まず最初まず最初の質問のの質問の方は方は、、トルコでトルコで

勤務している勤務しているときときに労働許可証に労働許可証にに正直に無宗正直に無宗

教と書いた教と書いたらら、、実際には進歩していたと思っ実際には進歩していたと思っ

たイスタンブールたイスタンブールででも警察署に呼び出されも警察署に呼び出され

て、て、考えられないような考えられないようなひどいひどい面接を受けた面接を受けた

という経験がおありのようですという経験がおありのようです。。しかししかし、、これこれ

は前置きでして、は前置きでして、ご質問の主旨はトルコの進ご質問の主旨はトルコの進

歩的な側面に非常に印象付けられているとい歩的な側面に非常に印象付けられているとい

う内容のものです。う内容のものです。「先ほど布教の関係の面「先ほど布教の関係の面

のお話が後半多かったわけですが、のお話が後半多かったわけですが、率直な目率直な目

で日本とトルコを比べて、で日本とトルコを比べて、逆に日本が遅れて逆に日本が遅れて

いるのではないか、いるのではないか、非合理的なところがある非合理的なところがある

のではのではないか。ないか。そういうところを率直なお言そういうところを率直なお言

葉で聞かせてもらえたら非常にありがたい」葉で聞かせてもらえたら非常にありがたい」

というお話が一つ。というお話が一つ。

　それから、　それから、やはりギュレチさんに対して、やはりギュレチさんに対して、

「「ＩＴ技術、ＩＴ技術、いろいろいろいろなプラスなプラス面面、、最後にマイ最後にマイ

ナスの面も言われましたが、ナスの面も言われましたが、イスラムに住んイスラムに住ん

でいる一般の人達の目から見て、でいる一般の人達の目から見て、ＩＴ技術はＩＴ技術は

どういう側面で受け入れられ、どういう側面で受け入れられ、またどういうまたどういう

側面で反発を買っているのか、側面で反発を買っているのか、普段の生活の普段の生活の

観点からコメントをいただければ観点からコメントをいただければ」」という質という質

問が出ております。問が出ております。

S.Y.S.Y. ギュレチギュレチ：：

　　まず、まず、無宗教と書かれて、無宗教と書かれて、警察署に呼ばれ警察署に呼ばれ

て、て、酷い扱いを受けられたことについては、酷い扱いを受けられたことについては、

Ｑ＆ＡＱ＆Ａ
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一人のトルコ人として申し訳なかったと思い一人のトルコ人として申し訳なかったと思い

ます。ます。それは決してトルコ政府がそのようなそれは決してトルコ政府がそのような

態度で無宗教の人を扱うということでは態度で無宗教の人を扱うということではありあり

ませんません。。トルコでは、トルコでは、特に警察組織は勝手な特に警察組織は勝手な

人が多くて、人が多くて、そこの所長の勝手な行動であるそこの所長の勝手な行動である

とご理解いただきたいと思います。とご理解いただきたいと思います。決して、決して、

トルコ政府はその所長同様に考えていませトルコ政府はその所長同様に考えていません。ん。

またイスラームは、またイスラームは、非イスラームの方に対し非イスラームの方に対し

て、て、宗教を強制するということを禁じていま宗教を強制するということを禁じていま

す。す。表現の自由ということも保障しています表現の自由ということも保障しています

ので、ので、その所長の態度は、その所長の態度は、イスラーム的なやイスラーム的なや

り方でもり方でもありませんありません。。

　日本の遅れている点というは何かというこ　日本の遅れている点というは何かというこ

とは、とは、2222、、2323 才の才のときときに日本にきて、に日本にきて、1111年間年間

日本に暮らし、日本に暮らし、日本の当たり前は私にとって日本の当たり前は私にとって

も当たり前になっても当たり前になってしまってしまっていて、いて、逆にトル逆にトル

コに帰ったら向こうのやり方に驚いている人コに帰ったら向こうのやり方に驚いている人

にとって、にとって、何でも普通に見えているので、何でも普通に見えているので、私私

に聞かれても答えようがありません。に聞かれても答えようがありません。

　　ただ先ほどただ先ほどのの携帯の普及率がどうのこうの携帯の普及率がどうのこうの

という話で申し上げますと、という話で申し上げますと、数字としては、数字としては、

日本の方がトルコより上だと思いますし、日本の方がトルコより上だと思いますし、イイ

スラーム圏のどの国よりも上だと思スラーム圏のどの国よりも上だと思いまいます。す。

けれども、けれども、特にＰＨＳとか携帯とかいったや特にＰＨＳとか携帯とかいったや

やこしいこと、やこしいこと、それから地域によってはつなそれから地域によってはつな

がらないとか、がらないとか、建物の陰ではつながらないと建物の陰ではつながらないと

か、か、あるいは海外電話の場合、あるいは海外電話の場合、事前に電話局事前に電話局

に連登録していなければつながらないとか、に連登録していなければつながらないとか、

そういうことはＩＴ先進国、そういうことはＩＴ先進国、技術先進国と言技術先進国と言

われている日本には似合わないのではないかわれている日本には似合わないのではないか

と思っています。と思っています。

　　日本からトルコに一時帰国した際にイタリ日本からトルコに一時帰国した際にイタリ

アに遊びに行ったアに遊びに行ったことことがありました。がありました。父親の父親の

携帯を携帯を借りて借りて持って持っていいっていました。っていました。ちょうちょう

どローマからベネチアに向かった電車の中でどローマからベネチアに向かった電車の中で

携帯が鳴りました。携帯が鳴りました。父から父からの電話です。の電話です。父は父は

トルコの田舎にいて、トルコの田舎にいて、私は私は今今イタリアにいまイタリアにいま

すとすと言いました言いました。。トルコ国内の自分の田舎でトルコ国内の自分の田舎で

使っている電話がイタリアでも通じるという使っている電話がイタリアでも通じるという

ことに、ことに、日本暮らしの私も驚きました。日本暮らしの私も驚きました。日本日本

ではそういったことはイリジウムでもなけれではそういったことはイリジウムでもなけれ

ば経験することはできません。ば経験することはできません。東京をちょっ東京をちょっ

とだけ離れても持っている携帯はつながらなとだけ離れても持っている携帯はつながらな

くなっていますので驚きます。くなっていますので驚きます。これがこれが１１点で点で

す。す。

　　２２番目の質問は、番目の質問は、先ほどのお話にもありま先ほどのお話にもありま

したように、したように、ＩＴというのは使用者としてのＩＴというのは使用者としての

側面から情報を発信する。側面から情報を発信する。また受信するといまた受信するとい

う面から受け入れられていると思うんですけう面から受け入れられていると思うんですけ

れども、れども、ただ、ただ、先ほど申し上げた理由でＩＴ先ほど申し上げた理由でＩＴ

というものを日本で体験していますので、というものを日本で体験していますので、イイ

スラーム世界ではどのように受け入れられてスラーム世界ではどのように受け入れられて

いるかということについてはよくわかりませいるかということについてはよくわかりませ

ん。ん。トルコには、トルコには、カフェが多いんです。カフェが多いんです。人々人々

が集まっていろいろゲームをやって油を売っが集まっていろいろゲームをやって油を売っ

て時間を過て時間を過ごすのですがごすのですが、、その場所がインその場所がイン

ターネットターネット･･ カフェに変わっていることに驚カフェに変わっていることに驚

きました。きました。トルコにはこれほど普及しているトルコにはこれほど普及している

のかのか、、とと。。日本でインターネット日本でインターネット･･カフェを探カフェを探

してもしても、、表参道表参道やや渋谷渋谷あたあたりに行かないとなりに行かないとな

かなか目に触れないかなか目に触れないからからです。です。

　また、　また、先ほど申し上げたように経済的な活先ほど申し上げたように経済的な活

動についても、動についても、例えばトルコの店を確保する例えばトルコの店を確保する

のは高いし、のは高いし、税金もかなり税金もかなりかかかかるということるということ

から、から、インターネット上でものを売ろうといインターネット上でものを売ろうとい

うことが最近うことが最近さかさかんになっています。んになっています。

　　あと、あと、やはり情報が統制される国では、やはり情報が統制される国では、独独

立ニュース立ニュース･･ サイトというのサイトというのがが流行っていま流行っていま

す。す。いかなる組織にも従わない人達、いかなる組織にも従わない人達、新聞記新聞記

者などが中心になって、者などが中心になって、そういった情報を国そういった情報を国

や一定の組織の圧力なしに発信するサイトがや一定の組織の圧力なしに発信するサイトが

最近トルコの方でも増えています。最近トルコの方でも増えています。

北村北村：：

　　ザグルールさんザグルールさん、、何かご何かご意見がおありで意見がおありで

しょうか。しょうか。

ザグルールザグルール：：

　　誤解されるものがあるかも誤解されるものがあるかもししれませんれませんがが、、

先ほどの小早川先生の話だったんですけ先ほどの小早川先生の話だったんですけれれ

ど、ど、イスラムの習慣とイスラムの習慣というのはそれぞれまっいうのはそれぞれまったた

くく違うわけです。違うわけです。マレーシアのイスラム、マレーシアのイスラム、イイ

Ｑ＆ＡＱ＆Ａ

77-105.p65 2002/05/10, 22:52Page 103 Adobe PageMaker 6.5J/Win



104104

第２部　社会第２部　社会・・経済セッション経済セッション

ンドネシアのイスラム、ンドネシアのイスラム、トルコのイスラム、トルコのイスラム、

サウジアラビアのイスラム、サウジアラビアのイスラム、みんなそれぞれみんなそれぞれ

習慣が違ってくるわけです。習慣が違ってくるわけです。いろいろな例がいろいろな例が

あって、あって、それはその地域の習慣と見ますけそれはその地域の習慣と見ますけれれ

ど、ど、イスラムから離れイスラムから離れた時点でた時点でもう遅れもう遅れてしてし

まったまったわけです。わけです。イスラムイスラムをを守っていれば本守っていれば本

当はイスラムの国がもっともっと発達してい当はイスラムの国がもっともっと発達してい

るはずだったんです。るはずだったんです。イスラムから離れたもイスラムから離れたも

のについては遅れております。のについては遅れております。そういうふうそういうふう

に私は理解に私は理解していますしています。。

吉村吉村：：

　　先ほどの外務省の件ですけど、先ほどの外務省の件ですけど、遠藤さんに遠藤さんに

ああああいう質問をするのは大変お気の毒でお答いう質問をするのは大変お気の毒でお答

ええづづらいと思いますので、らいと思いますので、私なりの感想を述私なりの感想を述

べます。べます。先ほどの話一点を持って、先ほどの話一点を持って、外務省の外務省の

お役人をお役人をすべてすべてそういうふうに思うような発そういうふうに思うような発

言は言は私私は慎んだ方がいいと思います。は慎んだ方がいいと思います。ただ、ただ、

そういう体験はあったんだと思うんです。そういう体験はあったんだと思うんです。

　　私はエジプトに私はエジプトに1313年間住んでいて、年間住んでいて、それかそれか

ら帰ってきてら帰ってきて2121 年ですから、年ですから、全部全部でで3434、、55年年

エジプトと関わってエジプトと関わっています。います。その間５年間ぐその間５年間ぐ

らい日本大使館らい日本大使館に勤めてに勤めていたんです。いたんです。実際に実際に

そのその19601960 年代の終わりから年代の終わりから8080 年代のはじめ年代のはじめ

頃、頃、外交官という人はとても偉かったし、外交官という人はとても偉かったし、地地

位も高かったけ位も高かったけれれど、ど、精神もすごく精神もすごく偉く偉くて、て、一一

般人というものをすごくさげすんで般人というものをすごくさげすんで見て見ていまいま

した。した。特に現地人をものすごく低く特に現地人をものすごく低く見てい見ているる

ところがありました。ところがありました。それは当時の外交官のそれは当時の外交官の

本音でしょう。本音でしょう。しかし決して外交活動ではそしかし決して外交活動ではそ

ういう態度を出していません。ういう態度を出していません。それが外交官それが外交官

の特性なんでしょう。の特性なんでしょう。その方は恐らくその方は恐らく1010年前年前

のことでその当時の一時的なこととしてそうのことでその当時の一時的なこととしてそう

いういう目にあったのだ目にあったのだとすれば気の毒です。とすれば気の毒です。とと

いうか、いうか、その外交官はご質問の方に共感といその外交官はご質問の方に共感とい

うか、うか、親しみを持ってつい愚痴をこぼしたの親しみを持ってつい愚痴をこぼしたの

ではないでしょうか。ではないでしょうか。ですから、ですから、そういうこそういうこ

とがとがすべすべての外交官の考えての外交官の考えやや発想だと考えな発想だと考えな

い方がいいと思います。い方がいいと思います。

　最近は特に外交官の方は非常に気を付けて　最近は特に外交官の方は非常に気を付けて

おられおられまして、まして、部外者に本音は言いません。部外者に本音は言いません。でで

すから、すから、日本人に対してもきちんとした、日本人に対してもきちんとした、今、今、

まさしく遠藤さんがおっしゃったような模範まさしく遠藤さんがおっしゃったような模範

的な回答的な回答をなさいますをなさいます。。そしてそしてあれあれはは本当に本当に

遠藤さんが思ってい遠藤さんが思っていらっしゃらっしゃるることことと私は思と私は思

います。います。しかし全般に、しかし全般に、外交官の方がそういう外交官の方がそういう

生活を生活をするようになってきするようになってきたのはたのは、、とてもいとてもい

いことだと思うんです。いことだと思うんです。日本日本にいるにいる外交官も外交官も

日本人に対して本音を言われると日本人に対して本音を言われると、、「えー」「えー」とと

なるじゃないですか。なるじゃないですか。そういう面ではとてもそういう面ではとても

トレーニングされてきてトレーニングされてきています。います。しかし中にしかし中に

はもしかしたらまだはもしかしたらまだ外交官がすごく偉くて、外交官がすごく偉くて、

一般人は下だと思っている人もいるかもしれ一般人は下だと思っている人もいるかもしれ

ません。ません。そういう面では新しい田中真紀子外そういう面では新しい田中真紀子外

務大臣がビシバシとやってい務大臣がビシバシとやっていらっしゃらっしゃることること

に対して私は喝采を送っています。に対して私は喝采を送っています。ですからですから

外交官を評価するときには決して一つや二つ外交官を評価するときには決して一つや二つ

の例での例ですべてすべてを見ないということにしてを見ないということにして下下ささ

い。い。

北村北村：：

　　前の河野外務大臣、前の河野外務大臣、今の田中外務大臣、今の田中外務大臣、両両

方とも満足させる修正意見をいただきまして方とも満足させる修正意見をいただきまして

ありがとうございました。ありがとうございました。ちょうど３時になちょうど３時にな

りましたので第りましたので第２２セッションを終わらせていセッションを終わらせてい

ただきます。ただきます。
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