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お早うございます。第２回国際シンポジウム

「イスラムとＩＴ」２日目の始まりということ

で、本日は日曜日という非常に大切なお休みの

日であるにも関わらずお集まりいただきまし

て、誠にありがとうございます。２日目は昨日

のマイケル・ハドソン先生、それから佐藤次高

先生の基調講演を受けまして、より具体的な話

に入っていく予定です。３つの部会に分かれて

おりますが、最初の第１部会では「情報技術がイ

スラム社会にどう影響を与えたか」というテーマ

について議論していきたいと思っております。私、

第１部のコーディネーター役を務めさせていた

だきます保坂と申します。

まず最初に私の方から露払いとして、現在の

既存の世界とＩＴの状況を、ポップカルチャー

の事例から紹介いたします。それから３人の先生

方にそれぞれのご専門分野でプレゼンテーション

を行っていただく予定です。お手元のプログラム

ではアイケルマン先生、店田先生、それから長

谷川先生の順番になっておりますが、扱う時代、

テーマなどを考慮しまして、この順番を逆にい

たします。長谷川先生から店田先生、そしてア

イケルマン先生の順番でお話をしていただきま

す。プレゼンテーションが終わりましてからさ

らにディスカッションを行って議論を深めてい

きたいと思います。

というわけで初めに私の話からということにし

たいと思います。私の話はタイトルは「シャァ

バーン－ポケモン－マクドナルド」になっており

ます。恐らくこの内のシャァバーンという名前に

つきましては聞かれたことのない方が大半だと思

いますが、彼については追々お話をしていきます。

特に昨年、２００１年はイスラム世界にとっ

て非常に重要な年になったと思いますが、ご

承知の通り９月１１日にはアメリカで同時多発

テロが起きました。この事件では日本人を含む

約３０００人の方々がお亡くなりになっていま
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す。犠牲者の方々、そしてその家族の方々には

シンポジウム参加者を代表し、この場をお借り

して改めて哀悼の意を表したいと思います。

さて、日本とイスラムの関係でいいますと、

同時多発テロですっかり忘れられてしまいまし

たけれども、２００１年にはいくつか非常に興味

深い事件が起きております。まず１月にはイン

ドネシア・味の素事件が起きております。また

３月には今日のテーマでありますけど、日本の

ポケモンがサウジアラビアなどで禁止されると

いう事件が起きました。また、５月には富山で

コーラン破棄事件というのが起きておりまし

て、こう見てくると、２００１年の日本とイスラ

ムの関係は残念ながらはじめからこじれていた

と言わざるを得ません。この内、世界的にも話

題になったのがポケモン事件であるということ

ができると思います。『ポケットモンスター』、

略して「ポケモン」は９０年代後半から文字通

り世界中を席巻していました。中東イスラム世

界でもこれは例外ではありません。子供たちは

ポケモンカードを集め、ポケモンのテレビを見

て、さらにはポケモンのゲームをするにも夢中

になって、大人たちが何とかそれを止めさせよ

うとします。言って見れば、いたちごっこのよ

うなものが続いていたわけです。

２００１年２月にはアラビア語の新聞がチュニ

ジアでポケモンが大人気だという報道をしており

ます。またちょうど同じ頃、ドバイでは大規模な

ショッピング・フェスティバルがありまして、そ

の目玉の１つがポケモンライブという名前の着ぐ

るみのショーでした（図１）。向かって右側にあ

るのはベイルートでやっていたポケモンショーで

す。こういったものがレバノン中を巡回して回る

という状況があったわけです。既にこの時点では

テレビ、映画、あるいはお菓子のおまけ、カード、

ゲームなどによって、アラブの子供たちにポケ

モンの名前がくまなく知られるようになっていた

ということができると思います。

このことは、日本とイスラム世界、とりわけ

アラブとの関係からみると極めて重要な出来事

だと言えます。もちろん中東における日本のプ

レゼンスというのは非常に大きいものがありま

して、７０年代以降、日本の家電製品や自動車

が中東に進出いたしました。ただし、こういう

経済的な進出に対して文化的な進出はかなり遅

れていたと言わざるを得ないと思います。政府

レベルでの文化交流、あるいは研究者の間での

学術交流といったものは、どうしても知識人層

に限定されてしまいます。その一方で８０年代

以降、日本のポップカルチャーが中東に進出し

始めます。『ドラゴンボール』などの無国籍マン

ガであるとか、『アルプスの少女ハイジ』といっ

た名作シリーズ、こういったものが非常に格調

高いアラビア語に訳されましてテレビで人気を

得ております。また『キャプテン翼』というマ

ンガなどは『キャプテン・マージド』と名前を

変えまして、テレビのみならず紙の本としても

大変広く読まれるようになっております。

スライドに挙げた例（図２）はアラビア語の

ウェブページの中で売られているビデオです。
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日本製のマンガのビデオがこういう形でたくさ

ん売られております。ここにあるのが『キャプ

テン翼』です。『ちびまる子ちゃん』などその

他諸々たくさんあります。これは一部の例だけ

でありまして、中には私自身詳しくはないので

すが、見たことも聞いたこともないようなマン

ガもアラブ世界で売られております。こういっ

たマンガやアニメーションだけではなくて、例

えば、ＮＨＫのドラマ『おしん』がエジプトや

イランなどで非常に人気があったという話は日

本でも報道されておりました。実は私、４月ま

でカイロに住んでいたのですが、その頃はＮＨＫ

の連続ドラマの『すずらん』をカイロで放送して

おりました。また、８０年代後半に中東に住ん

でいた時には、『風雲！ たけし城』というテレ

ビ番組がありましたが、それが中東で放送され

ていまして、非常に大きい人気を得ておりまし

た。９０年代以降になりますと、今度はビデオ

ゲーム、いわゆるテレビゲームの進出があります。

日本語もできないのに、日本製のゲームでアラブ

人の子供たちが器用に遊んでいる姿を見ると、本

当に驚きを感じたものでした。

この流れから言いますと、ポケモンはその

集大成と言うことができるかもしれません。

ポケモンが従来の日本製ポップカルチャーと

異なる点があるとすれば、それがテレビとい

う１つの媒体に限定されずに、カードである

とかビデオであるとか、あるいはゲームであ

るとか、そういった無数の商品に変化するこ

とによって巨大な経済になったということが

挙げられると思います。一連のアニメ番組で

重要なのは、それがいずれも子供を対象にし

ているということでしょう。その結果、どう

なったかといいますと、日本と中東の子供た

ちが歴史上初めて共通の文化的背景を持つよ

うになりました。日本とイスラム世界の子供

たち、恐らく我々よりも次の世代は近い将来、

同じ文化を共有できたことによる様々な利点

を実感できることになると思います。

私の専門分野であるアラブ世界について言え

ば、アラビア語のコンピュータゲーム、あるい

はゲーム雑誌、子供向けの雑誌の中では『スー

パーマリオブラザーズ』であるとか、ポケモン

というのが既に日常化しておりまして、子供たち

や若者たちの社会の中で一定の地位を占めている

と言っても過言ではないと思います。これは何

年か前にドバイあるいはリヤドで出ていたアラ

ビア語によるゲーム雑誌です（図３）。もちろ

ん日本製のゲームが中心になっているわけです

が、いろいろなゲームのキャラクターの似顔絵

を描いている絵を見ると、アラブ人も日本人の

子供も大して変わらないなという感じがいたし
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ます。最近は、それに加えてアニメおたくと言

っていいでしょうか、そういった方々のアラビ

ア語のウェブページ（図４）というのも見られ

ます。かなりディープな方々がディープな議論

をされております。

ところが、そのポケモンが２００１年３月にサ

ウジアラビアで反イスラムであるということ

で禁止されてしまいました。ポケモンが禁止

されたのは何もサウジアラビアだけではあり

ませんで、余りの過熱ぶりに世界中でポケモン

が禁止されていたわけです。ただ、イスラムの

ケースで非常に重要なのは、禁止の理由が子

供たちがポケモンに夢中になって勉強がおろ

そかになるとか、あるいはポケモンカードを

めぐって喧嘩や犯罪が多発するという点では

ないことです。イスラムにおいては宗教的・

政治的な理由により宗教権威によってポケモン

が禁止されたということが大きな特徴と言うこ

とができると思います。

第１に、サウジアラビアの最高宗教権威であ

るアブドゥルアジーズ・アールッシェイフによれ

ば、ポケモンカードにはギャンブル性がある、

ギャンブルなのだそうです。サウジアラビアでは

ポケモンカードが１枚２０００リアルから３０００

リアル、つまり日本円で言いますと、１万円近

くで取引されていました。賭博を禁止する、イ

スラムとしてはこれは容認できないわけです。

第２点は、次々と変化して強くなっていくポ

ケモンのキャラクターがダーウィンの進化論を

連想させるという点です。イスラムはキリスト

教の一部と同様に進化論を禁止しております。

したがって生物が形を変えて進化していくとい

うことには極めて強い拒否反応を示します。こ

れもまたイスラムの基本的なシステムさえわかっ

ていれば理解しやすいことだと思います。

問題なのは第３点、アールッシェイフがポケモ

ンの宗教性を指摘している点ではないかと思いま

す。ポケモンカードにはキャラクターの強さなど

を示す六芒星がついておりまして、これはダビデ

の星であってポケモンはシオニズムを支援してい

ると主張するわけです。さらには、ポケモンカー

ドにはキリスト教を表す十字架であるとか、フ

リーメーソンを表す三角形であるとか、あるいは

神道を表すマークといったものがついており、こ

れらはいずれもイスラム以外の宗教を布教する役

割を果たしていると主張しているわけです。

この３つの禁止理由の内、とりわけ重要なの

はシオニズムの問題だと思います。「ポケモン＝

イスラエルの手先」という説に関しましてはいろ

いろ俗説が流れておりまして、例えばポケモンは

日本語で「私はユダヤ人である」という意味であ

る、あるいはメインキャラクターであります「ピ

カチュウ」は日本語で「ユダヤ人になれ」という

意味であるというようなものまであります。

かくしてサウジアラビアではポケモンがハ

ラーム、つまりタブーということになったわ

けです。当時の報道では子供たちがポケモン

を火あぶりにしている様子が紹介されており

ます（図５）。ポケモンのグッズを集めて燃や

しているわけです。ちなみに、こちらがポケ
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モン禁止を伝えたジャジーラ放送のウェブサイ

トです（図６）。ただし、ここで指摘しておか

なければならないのは、ポケモンがハラームであ

る、禁止であるとされる時に、最も強調される

のが「ポケモン＝シオニスト陰謀説」である点

です。言うまでもありませんが、ポケモンはも

ちろん日本製でありまして、イスラエル製では

ありませんし、シオニズムを支援しているわけ

でも多分ないと思います。

余談ではありますが、任天堂はかつてイスラ

エルの有名な超能力者でありますユリゲラーか

ら名誉毀損で訴えられるという事件もありまし

た。しかし、イスラム世界、とりわけアラブ世

界においてはシオニスト陰謀説というのが様々

なメディアにおいて極めて無責任に強調されて

しまいます。ポケモンが「私はユダヤ人である」

という意味であるとか、あるいはピカチュウが

「ユダヤ人になれ」という意味だとかという俗

説以外にも、例えばポケモンには発癌性がある、

あるいは性的不能になる、とい

う訳のわからない説まで流れて

おります。ちなみに、ポケモン

が「ユダヤ人になれ」という意

味だというのは日本語ではなく

シリア語であるという説もあり

まして、この説が流れたために、

例えばヨルダンのシリア正教会

ではシリア正教会とポケモンは

無関係であるという新聞広告を

出さなければならなくなったと

いう話まであったそうです。

さて、このポケモン＝シオニ

スト説にはいくつか重要な問題

が隠されていると思います。実

はポケモン禁止のきっかけになっ

たサウジアラビアの宗教令でも、

またその後に現れたカタルの宗

教令でも「私はユダヤ人」とか、

「ユダヤ人になれ」とかいったで

たらめな説は一切取り上げられ

なかったり、あるいは議論を避

けていたわけです。ところがう

わさレベルになると、あるいは

またそのうわさを取り上げた新

聞や雑誌の記事になると、これら最も根拠のな

い説が最も強調されることになるわけです。ポ

ケモン問題を調べるにあたって、インターネッ

トでアラビア語のウェブページをいくつか見て

みました。グーグルという検索エンジンで、ア

ラビア語でポケモンについて書かれたウェブペー

ジを探してみると約５００件ありました。実は

アラビア語のページを読む前に多分こうなので

はないかという予想をしていたわけです。つま

り、アラビア語のページは恐らく「ポケモン＝

シオニスト陰謀説」で充満しているのではない

かという予想です。ところが実際アラビア語の

ページを読んでみますと、シオニスト陰謀説を

支持するページはほとんどなかったわけです。

むしろ、極めて冷静な論調の方が目立っており

ました。もちろんサウジアラビアやカタルの宗

教令もインターネットで入手できますし、反対

にポケモンは合法的であるという宗教令もオン

ラインで見ることができます。
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図６　ジャジーラのウェブサイト



ということは、「ポケモン＝シオニスト陰謀説」

というのは、むしろ新聞や雑誌などの旧来のメデ

ィアやアラブ伝統のうわさ話といった方法によっ

て拡大していったのではないかということではな

いかと思います。インターネット上の情報はどち

らかと言えば、陰謀説を否定する役割を果たして

いると言えるかもしれません。けれども、イン

ターネットが一般社会にまで普及していない地域

ではこうした陰謀説を検証することができずに、

結果として歪曲された情報を支持するソースにの

み依拠してしまいます。こうした点がシオニスト

陰謀説をアラブ、イスラム世界に定着させた大き

な要因の１つではないかと思われます。したがっ

て、これらの地域でインターネットを含む情報基

盤を拡張し、複数の多様なソースへのアクセスが

保証されるようになれば、こうした事態はある程

度避けることができるのではないでしょうか。も

ちろん正しい情報を識別できるだけの民度、つま

り民主化であるとか表現の自由であるとか、ある

いは教育であるとか、そういったものが必要なこ

とは言うまでもないと思います。

しかし、その一方でこうした流れはイスラム世

界が異質な文化に無防備にさらされるという事態

を招くことにもつながります。その意味でポケ

モンを日本からの文化帝国主義の尖兵ととること

も可能です。実際、アラブ世界にもそうした危険

性を指摘する知識人たちが存在しております。た

だ、文化的な攻撃というのは日本からだけではあ

りません。西側諸国、特にアメリカからのグロー

バリズムという攻撃からイスラムの独自性を守る

ためにはどうしたらいいのかというテーマが出て

くるわけです。従来であれば外部からの情報を遮

断すればよかったわけですが、インターネット、

衛星放送で情報が洪水のように押し寄せる現在で

は、この方法は非現実的であると言わざるを得ま

せん。むしろ、イスラム世界の方から積極的に攻

勢をかけて、他の文化にも訴える普遍性を持つ魅

力的なコンテンツを、様々なメディアを駆使して

提供していくことが、現在切実に求められている

のではないかと思います。

問題は果たして、現在のイスラム世界がそれ

だけの能力、意志、戦略、戦術、そして技術を

持っているかどうかという点になってきます。

ポケモンを例に挙げたついでに、アラブ、イス

ラム世界のポップカルチャーを少し眺めてみる

ことにしましょう。

ここ数年のスパンで言いますと、アラブのポッ

プカルチャーで国際的な話題になったものとし

て、例えばアルジェリアのライという音楽が挙

げられると思います。日本でもファンはたくさ

んいますが、本国のアルジェリアでは政治的・

宗教的な理由からライの音楽家たちが必ずしも

自由に行動、活動できるわけではありません。

日本にはフランスのライブームを経て伝えられ

てきたのですが、ここに日本や欧米で受け入れ

られたアラブの音楽が逆に地元では拒否される

という逆転現象が見られるわけです。

もう１つ例を挙げます。シャァバーン・アブ

ドゥッラヒームというエジプト人の歌手です。

彼は元々アイロンかけを仕事にしていた人だっ

たのですが、２０００年に彼の歌が大ヒットして

一躍有名人になりました。何を歌ったのかとい

いますと、『バクラフイスラエル』（私はイスラ

エルが嫌い）という歌です。ちょうど２０００年

と言いますと、折からパレスチナではアクサー

インティファーダという大規模な反イスラエル

の民衆蜂起が起こっておりまして、イスラエル

に対する敵意がアラブ世界中で増大していた時

期だったわけです。シャァバーンの歌

はそのためアラブ世界全域で大きな共

感を獲得したということが言えると思

います。ちなみに彼のテープを３つ挙

げておきましたが（図７）、一番左が

『アメリカ、アメリカ』という、アメリ

カの外交政策を批判した歌です。真ん

中に『バクラフイスラエル』（私はイス

ラエルが嫌い）という歌が入っています。

一番右は『アルアルフワルミリオン』
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というテープですが、この中には「私はテロリ

ズムが嫌い」という歌が入っております。シャァ

バーンはこれをきっかけにエジプトだけではな

くて、全アラブ世界の人気者となりまして、つ

いにはエジプトのマクドナルド・ハンバーガ

ーのコマーシャルに登場するまでになったわけ

です。

ところがここで問題が起きるわけです。マク

ドナルドは、エジプト・マクドナルドのローカ

ルのオリジナルメニューであります「マック・

フェラーフェル」（図８）という新製品を発売

しまして、そのイメージキャラクターとして人

気のあったシャァバーンを起用しました。マッ

ク・フェラーフェルというのはエジプトの庶民

料理の定番でありますソラマメのコロッケ「ター

メイヤ」を、ハンバーガーのバンズで挟んだも

ので、要はターメイヤ・サンドイッチです。つ

いこの間まで洗濯物にアイロンをかけていた字

も読めないような田舎出のエジプトのおじさん

がグローバリズムの権化のような世界的大企業

のコマーシャルに登場するというのは、言って

みればエジプシャン・ドリーム、エジプト版の

立身出世物語だと言うことができるでしょう。

ただ、ここで横槍が入ります。アメリカのユ

ダヤ人団体からイスラエルが嫌いだという歌を

歌っている人間をコマーシャルに起用するとは

けしからんという文句が出たわけです。結局、

エジプト・マクドナルドはシャァバーンの出演

するコマーシャルを中止してしまいました。こ

のような問題がありましたけれども、多分今で

もマック・フェラーフェルというのはエジプト

に行けば食べることができると思います。しか

し、そもそもの問題は極めてエジプトローカル

の、ソラマメのサンドイッチから始まっている

のです。それがアメリカの世界的企業であると

か、ユダヤ人団体であるとか、さらにはイスラ

エルという国を巻き込んだ騒動になっていった

わけです。現在のグローバル化の時代、そして

イスラム世界におけるイスラエル問題のセンシ

ティブさを象徴している事件ではないかと思い

ます。その意味ではポケモン問題とも通じるも

のがあるのではないでしょうか。

アラブ世界においては常にイスラエルという

要素を抜きにしては考えられません。そして、

イスラエルを非難している限りはローカルな世

界からは非難されないという現実があるわけで

す。ということは、イスラエルをだしに使えば、

ポケモンなど実際にはイスラエルと無関係なも

のでさえ排除することができるのです。ちょう

ど私がカイロに住んでいる時に、セインズベ

リーというイギリス資本のスーパーマーケット

がエジプトから撤退するという事件がありまし

た。実は２０００年にセインズベリーがユダヤ資

本であるといううわさが流れまして民衆の襲撃

を受けたのですが、それがセインズベリー撤退

の大きなきっかけになったとも言われておりま

す。これもポケモン事件と極めて類似したケー

スと言うことができるかもしれません。

アラブ・イスラム世界にとってイスラエル問

題が極めて重要であるということはよく理解で

きますが、その一方で、グローバリズムに対抗

するのに反イスラエルという錦の御旗だけでは

不十分であるということも忘れてはならないと

思います。もちろんイスラエル紛争はアラブ・

イスラム世界だけの問題ではありません。アメ

リカでもしばしば大きな意味を持っておりま

す。実は昨日、基調講演をいただきましたマイ

ケル・ハドソン先生とは少しこの問題でお話を

したことがあるのですが、アメリカでは最近、

『キャンパスウォッチ』という中東研究者を監

視するサイトが立ち上げられております。もち

ろんここで言う監視とは反イスラエル、反ユダ

ヤ的な言動をする研究者を監視するということ
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を意味します。

シャァバーンの問題はもう１つ非常に重要な

点を含んでおります。それは海賊版の問題です。

シャァバーン自身がインタビューで述べている

ことですが、「曲がヒットしてだいぶ儲かった

のではないでしょうか」という質問に対して、

「実は海賊版ばかりが売れてあまり儲からな

かった」と答えています。海賊版、つまり違

法コピーの問題は音楽だけではなくて、コン

ピューター・ソフトウエアの分野においても極

めて深刻でして、中東は世界最悪の海賊地帯で

あると言われております。恐らくこれはこの地

域のコンピューター産業を停滞させる大きな要

因の１つになっていると思われます。

さらに、アラブ・イスラム世界で開発された

コンピューター・ソフトウエアの大半が教育な

どの一部の分野を除けばイスラム問題であると

か、あるいはパレスチナ問題に関わるものばか

りであるということもこの地域の大きな特徴と

言えると思います。つい数ヶ月前もアラブで初

めての３Ｄゲームがシリアで開発されたという

報道がありました。今まで述べた流れから恐ら

くどんなゲームか想像つくと思いますが、プレ

ーヤーがパレスチナ人の若者になってイスラエ

ルの兵隊を殺しまくるというゲームなわけで

す。しかし、これだけではイスラム世界以外の

人たちをひきつけることは非常に難し

いと言わざるを得ないと思います。こ

れはハルフという現在エジプトにある

会社のソフトウエアですが、ムスリム

であるとか、あるいはイスラム研究者

にとってはこういったソフトウエアと

いうのは非常に素晴らしい価値を持っ

ていますが、それ以外の人たちにとっ

ては残念ながら大きな意味を持つとは

思えないわけです。もちろんイスラム

を強調しなければならないのは当たり

前ですが、その時にムスリムだけに訴

えかけ、彼らにだけ理解できる方法や

コードでイスラムに関する情報を提示

していては異文化からますます隔絶し

てしまう恐れがあるということです。

インターネット上には数多くのコー

ランがありますが、アラビア語だけで

はなく、様々な翻訳もその中に含まれておりま

す。しかし、残念ながらその中に我々異教徒の

関心を引くような斬新なインターネットの技術

を使ったものは極めて限られています。逆にイ

ギリスの大英図書館はそのウェブページの中で

『ターン・ザ・ページ・オンライン』という非

常に面白いコーナーを設けております（図９）。

ここではマムルーク朝時代のスルターン、バイ

バルスのコーランがマクロメディアのショック

ウェイブを使って、ちょうどページをめくるよ

うにオンラインで読んだり聴いたりできるとい

う展示の仕方をしております。昨日の佐藤先生

の基調講演にもあった通り、イスラム世界では

普遍的な価値を持つ技術が開発されて、かつ、

維持されてきたという歴史があるわけです。現
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代においてもそれができないはずがないと思い

ます。最近ようやくオープンしましたエジプト

のアレキサンドリア図書館（図１０）は特にデ

ジタルの分野に力を入れると言われております

し、また、マレーシアやドバイではインターネッ

トなどＩＴの分野で野心的な試みが進められて

おります。近い将来、ポケモンやデジモンで育っ

たアラブやムスリムの若者たちが普遍的な創造

性を発揮してくれることを期待して私のプレ

ゼンテーションを終わりにしたいと思います。

その前にどうしても触れないわけにはいかない

点がありまして、それはサイバースペースにおけ

る過激なイスラムの問題であります。昨日の基調

講演でハドソン先生が指摘しておりましたが、

インターネットではこうしたイスラムの過激な

組織が積極的に活動しております。その一方で

それに反対する勢力も盛んに活動しているわけで

す。これは『ジハードネット』というホームペー

ジでして、親カーイダと言われているところです

（図１１）。ここからもオサーマの声明などをた

くさんとることができます。それから『グアン

タナモ』は、現在アメリカ軍によって捕まえら

れておりますサウジ人などイスラム教徒たちの

情報を提供するホームページです。これはジハー

ドネットの中にあった情報の１つですが、イサー

ム・ダラーズという方が１９８０年代に書いた一

番最初のオサーマ・ビン・ラーデンに関する伝

記です（図１２）。こういったものがオンライン

上で極めて自由に入手できるという状況になっ
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図１０　新アレキサンドリア図書館

左／図１１　ジハードネット

上／図１２　ジハードネットに掲載され
たオーサマ・ビン・ラーデン
に関する伝記



ているわけです。ところがその一方でそれに反

対する勢力も出てきています。これは『アンネ

ダー・ドットコム』という、これも親カーイダ

のホームページだったのですが、いつの間にか

恐らくアメリカ人と思われるハッカーにハッキン

グされております。

というわけで、そろそろ私の話は終わりにし

まして、次の長谷川先生にバトンタッチをした

いと思います。長谷川先生はお手元の紙にあり

ますように考古学の専門家で、特に初期イスラ

ム時代の権威であります。昨日の佐藤先生のお

話にもありました通り、情報伝達を考えるとき

古い時代にまで遡ることも十分意味のあるもの

だと思います。それでは長谷川先生、よろしく

お願いいたします。

５５

シャァバーン－ポケモン－マクドナルド



長谷川です。イスラム世界には普遍的な価値

を持つ技術ができ上がっていく時代があったと

いう、ただ今の保坂先生の問題提起との関連か

ら、私の話では少し古い時代に遡ることをお許

し下さい。

昨日、佐藤次高先生が「イスラム史のなか

の技術革新」という表題で、亜麻や綿の栽培、

養蚕の技術、用水技術、あるいは砂糖をはじ

めとする新種の作物や果樹などの農業分野に

おける革新の話や、また工業の分野では、織

物や紙生産における技術革新のお話をされま

したが、本日私は考古学の領域から、佐藤先

生のお話の中のごく狭い部分ではございます

が、土や砂の中に残りやすいものを取り上げ

て、この問題をイスラム以前の文化と関連づ

けて光をあててみることができたらと思って

おります。

エジプトでは古代末期の村落というのは、例

えばテーベ（ルクソール）を例にしますとこの

ような像をイメージすることができます（図

１）。これはカルナク神殿とルクソール神殿で

すが、王朝時代の文化が滅びた後、これらの神

殿には教会などのキリスト教施設が作られ、そ

れらの一部は軍の駐屯地としても利用されてお

りました。一方、かつて王朝時代の墳墓がたく

さん作られた砂漠の丘陵の縁には修行のための

僧坊や修道院ができていました。そして、古代

の神殿を取り巻いた場所には日乾レンガとか焼

きレンガを用いた重層構造の建物が作られ、こ

のような空間の中で日々の生活が送られていた

わけです（図２）。

さて、ヘレニズム時代からローマ・ビザンツ

時代という１０００年近い歴史の流れを通じて、

図３のポンペイの壁画に見られるようなテーブ
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早稲田大学エジプト学研究所客員助教授

イスラム社会成立期における
情報と文化創造の力

長谷川 奏
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図２　人々のすみかと日常の日々
／コプト文化期の邸宅
（マディーナト・ハブー）

図３　
生活文化への地中海文化の浸透

図１　古代末期におけるエジプト村落のイメージ
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図４　モノの生産・流通・消費をめぐる情報と
ネットワーク

図５　７世紀中葉：イスラム勢力の拠点の成立

図６　ビザンツ時代の文化にねざす生活の継続
（コプト博物館所蔵）

図７　エジプト南方境域地帯の生産工房

ルの文化が定着しています。即ちそこで食卓を

飾る器はあるものは焼きものであり、金属であ

り、ガラスであるというような、地中海的な様

式に立脚した生活文化が根を下ろしていきまし

た。こうした生活の根本を支える工芸品は非常

にローカルな単位で作られておりましたから、

こうした“モノ”の生産・流通・消費を巡る情

報やネットワークは、古代末期の長い時間をく

ぐり抜けて作られた形に支えられていたと思い

ます（図４）。

そうした中で７世紀の中葉にバビロンという

ビザンツ軍の軍事拠点に隣接して、イスラム勢

力の軍事行政拠点としてアル＝フスタートが作

られてきました（図５）。コプト博物館に所蔵

されている遺物の例で見てみますと、イスラム

勢力の侵攻という大きな流れがエジプトを襲っ

たにもかかわらず、日常生活では例えば食事を

盛るための器、食卓用の水壺、それから穀物を

貯蔵する大甕、水やワインを貯蔵する大型壺な

ど、こういった生活雑器が中心をなす暮らしぶ

りは根強く残っていったわけです（図６）。ち

なみに中央の魚の文様を持つ大甕はアル＝フス

タート近郊で作られたもの、右側の大型壺（ア

ンフォラ）はデルタ地域からもたらされたもの

ではないかと思います。それから左下の黄（緑）

色っぽい土を使ったものはファイユームの方か

ら流れてきたものです。そして、この左上にあ

る赤い皿でありますけれども、これは今日の話

の主役です。この食卓器は７００年の歴史を通

してお馴染みになっていた非常に精巧な素焼き

の椀や皿です。これはカイロよりも１０００キロ

南の工房で作られておりました。

これがエジプト最南端の生産工房があったと

ころです（図７）。アスワンと言いますが、こ

の地よりさらに南に行きますと、ヌビアと呼ば

れた険しい河谷地帯が広がっております。ロー

マ時代の記述家たちは、この辺に住んでいたニ

グロイド系の人たちを大変な蛮族のように記し
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ており、首が無くて目が体についているという

ような表現をしております。しかしこの地は一

方で鉱物資源には金やエメラルドを豊富に持

っているところでありまして、製鉄業や窯業

などには腕を振るった人たちでした。このヌ

ビアの人たちはエジプトがキリスト教の国で

あった時には、かつてのエジプトの多神教を

祀っていた人たちでしたが、やがて６世紀の後

半から７世紀はじめにかけての時に、単性派の

キリスト教が浸透していきます（図８）。やが

てイスラム化が進むエジプトとキリスト教国ヌ

ビアの間には、平和的な条約が取り交わされ、ヌ

ビアからは奴隷・金・黒檀・象牙などがもたら

され、一方エジプトからは穀物・ワイン・織物

などが運ばれる世界ができ上がっていくことに

なります。

そのような歴史の中で非常に興味深い点は、

エジプトの南方地帯の生産工房ではエジプトの

伝統的な文化とはかけ離れた、ヌビアの地を特

徴づける独特の器の形、デザインを取り入れた

ものを作り出す一瞬があることが考古学の分野

から見つかっていることです。比較的真っ直ぐ

に立ち上がる胴を持つカップや壺、あるいは

色鮮やかな装飾、複雑な幾何学文様などにそ

ういった特徴が現れています（図９）。そして

この時期がどうやらちょうど、昨日佐藤先生が

お話しされた様々な技術革新が現れる直前あた

りなのではないかと考えられるのです。

そしていよいよエジプトの最南端の生産工房

で用いられていた、サーモン・ピンク色に焼き

上がる陶土にガラス釉をつけた焼きものの生産

が始まり、佐藤先生がお話しされた９世紀から

１０世紀頃におけるイスラム三彩陶の成立へと

つながっていくことになります（図１０）。三彩

陶は中国やペルシャの地を経由した伝播ルート

を考える説もありますが、私自身は最初期の三

彩陶に用いられている陶土でありますとか、整

形技術などの諸特徴から、少なくともエジプト

図８　ヌビア・キリスト教文化の繁栄

図９　９世紀頃：ヌビア文化を受容した
エジプトの生産工房（コプト博物館所蔵）

図１０　
９～１０世紀：
施釉陶器の登場
（ベナキ博物館所蔵）



においては独自に開発されたことを立証できる

と考えております（図１１）。

こうした技術革新の成立と共に、先ほど述べ

た、ビザンツ文化に立脚した生活文化は突然姿

を消していき、中国や西アジアから渡った陶器

や陶磁器、あるいは新しいタイプのガラスなど

とミックスされ、さらにアラベスク模様のデザ

インが盛んに用いられる時代がやってまいりま

す。そして私ども考古学を学んでいる者には大

変興味深いことには、こうした技術革新を呼ん

だ時代の直前に、エジプトの行政拠点や地方都

市では、古代末期の形を変える大きなうねりが

あったということが歴史学から示唆されている

のです（図１２）。これは初期のアラブの戦士た

ちに禁止されていた土地の分配の規制が崩れ、

土地を私有化するなど、それまでの公的な権威

の維持を阻害し、私的な権威を拡大する現象が

国の様々な分野で起こってくる現象です。こう

いった歴史学の方からのサジェスチョンという

のは、私どもにとっては大変な興味を呼びます。

この変化によって、特にローカルなネットワー

クに支えられていた生活文化の基盤は大きく揺

らぎ、モノや情報を運ぶ新しいネットワークが

できていったと考えられ（図１３）、そのネット

ワークの実態こそが中世イスラム文化の基幹を

なすものであったと考えられます（図１４）。

しかし考古学の領域からはそこから先を探る

ことはできませんので、ここでは考古学の分野

から考えられる「歴史の中の技術革新」への視

点ということで、次の３点を提示したいと思い

ます。まず第１番目として、古代末期を通して

の長い歴史伝統の中での開発の試みが、中世イ
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図１２　
生活文化のねもとに
何が起こったか
－行政拠点と地方都市－

図１１　
イスラム三彩陶の成立へ
（ベナキ美術館所蔵）



スラム文化成立期の新しい開発を受け入れる素

地となっていた可能性があるのではないかとい

う点です。これは私の話の中で言うと、赤い素

焼きの土器などをずっと用いていた長い伝統が

そういった受け入れの素地になったのではない

かということをお話ししました。

第２番目として、異域文化の情報を包摂する試

みがあったであろう点です。私の話の中では、南

方地帯におけるキリスト教ヌビア文化の受容とい

う問題になると思いますが、そういったものを取

り込んでいく現象、これは昨日の佐藤先生のお話

との関連で言いますと、前身のギリシア・ローマ

文化をアラビア語などに翻訳していって積極的に

取り込んでいったという、ある意味での自己開発

が行われたのではないかという点です。

そして第３番目として、中世イスラム時代の

新しい開発がいよいよ登場していく際の社会基

盤です。この場合は私の話の中では施釉陶器と

いうものでありますけれども、それだけだと１

つの技術の開発だけに終わってしまうのですが、

様々な開発が初期イスラム時代の社会変容と複

合して、前身の時代とはまったく異なるイスラ

ムネットワークに立脚した新たな文化が作られ

ていった可能性があるのではないか。そして、

それこそが中世のイスラム文化を作っていく大

きな基盤となったのではないかという点です。

どうもご清聴ありがとうございました。

保坂：素焼きの壺という非常に限定されたテー

マの中から、イスラム世界が新しい技術を受け

入れる素地があって、なおかつ異文化への寛容

性といったものを併せて新しいイスラムにおけ

る創造性といったものにつながっていくという

お話であったと思います。情報伝達という極め

て現代的なテーマではありますが、ご自身の専

門分野である古い時代からの視点で興味深い切

り口ではなかったかと思います。

続きまして、早稲田大学の店田先生にお願い

いたします。イスラム社会の情報メディアとい

うテーマでお話をいただきますが、店田先生は

現代エジプト論がご専門でありまして、現代の

エジプトを舞台にどういう形で情報が流れてい

くのか、またその情報が変化していくのか、あ

るいは受け入れられていくのかということにつ

いて具体的なお話をしていただけるのではない

かと思います。それでは店田先生よろしくお願

いいたします。
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ただ今ご紹介いただきました店田と申しま

す。本日は「イスラーム社会の情報メディア」

と題しまして、主に近現代のエジプトを事例と

してお話をしていきたいと思います。その中で

も特に情報メディア、同郷者団体ということに

ついてお話させていただきます。

まず本題に入ります前に、ちょっと早稲田大

学とイスラームとの関係についてお話をさせて

下さい。２０世紀の初めに、日本の国づくりを

学ぶために、あるいは日本に様々な期待を持っ

てやってきたイスラーム社会の人たちがいまし

た。１９０９年には帝政ロシアのタタールから、

ロシアからの独立のために日本の国づくりを学

ぼうということでやってきたイブラヒムという

人がいました。彼が当時の早稲田にやってきま

して、総長や大隈重信と会談したということが

伝えられております。

また、エジプト人のファドリー大尉。この人

は当時、イギリスの植民地下にあったエジプト

をイギリスから独立させたいということで日本

の国づくりを学ぼうとやってきた人ですが、こ

の人が当時の早稲田の講堂で２０００人の学生を

目の前にしてイスラームに関する講演をしたこ

とが伝えられております。さらに、１９３０年代、

戦中期の日本はイスラーム研究の第１次のブー

ムだと言われていますが、当時ありましたいろ

いろな機関、例えば大日本回教教会などの活動

に早稲田の教員などが活躍したということもあ

ります。また、現在の中央図書館、この建物内

に「イスラム文庫」という日本のイスラーム研

究に関わる非常に貴重な資料があります。この

ような早稲田が、今まさにイスラーム研究の新

たな拠点への道を、歩み始めようとしていると

言ってよいのではないかと思います。

興味深いことですが、先ほどお伝えしました

１９０９年、あるいは１９１０年にイブラヒム、

あるいはファドリー氏がこの大学にやってきて
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講演をしたことが当時の交友会雑誌である『早

稲田學報』にも紹介されており、その内容につ

いて掲載されております（図１）。

さて、皆さんご存知のように世界には６０億

人という人口がいるわけですが、その５分の１

の１２億人がイスラーム教徒であり、さらに世

界の２００ヶ国以上に生活していると言われて

おります。当然、その地域の風土や文化によっ

て、実に多様なイスラーム社会が現実には存在

しています。

イスラーム誕生の地の西アジアだけを取り上

げてみても、ここに挙げましたアラブ民族であ

るとか、あるいはペルシャ民族、トルコ民族と

いった大きな３つの民族がおり、決して一様では

ありません。また民族の気質ということに関して

もいろんなことが言われますが、例えば陽気で人

なつこいアラブ民族、中でもエジプト人につい

ては「血が軽い」という言われ方もされていま

す。次に繊細で美的感覚の鋭いペルシャ民族、

これは現在ではイランの国の人たちです。それ

から真面目で少し堅物のトルコ民族、現代のト

ルコの国の人たちというようにここでも非常に多

様です。血が軽いと言われるエジプト人について

は、吉村先生を思い浮かべていただければ血の軽

さの意味がわかるのではないかと思います。

さて、エジプトというと何となく遅れた国だ

というイメージが皆さんにはあるかもしれませ

んが、少し時代を遡ってみますと（図２）、例

えば１８５５年にカイロとアレキサンドリア間に

は既に２００キロという長距離の鉄道が開通し

ております。このほぼ同じ頃、１８５３年に日本

には黒船がやってきて右往左往しているような

時代です。それから１８６９年、スエズ運河がエ

ジプトで開通しました。同時に、オペラハウス

も開館して歌劇の『アイーダ』が上演されたと

イスラーム社会の情報メディア
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図１　『早稲田學報』

図２　エジプトと日本の近代化比較－１９世紀の社会史－

エジプト

・1798年、ナポレオンのエジプト遠征。
・1822年、国立印刷所創立。
・1827年、近代的医学校の開校。
・1848年、近代的人口調査。
・1855年、カイロ－アレクサンドリア間

鉄道開通（約200キロ）。
・1865年、カイロのガス会社、水道会社設立。
・1867年、エジプト郵便事業開始。
・同時期、カイロの欧風新市街の建設すすむ。
・1869年、スエズ運河開通。
・同年、オペラハウス開館。
・1870年、カイロ都心のエズベキーヤ公園開園。
・1875年、アフラーム新聞創刊。
・1880年代、高級ホテルの建設が多数。
・1882年、オラービー事件。
・1891年、カイロ動物園開園。
・1896年、カイロの市電開通。
・同年、エジプトで初の映画上映。

日　本
・1853年、ペリー黒船、来航。
・1868年、明治維新。
・1871年、郵便業務開始。
・1872年、壬申戸籍調査。東京日日新聞創刊。

新橋・横浜鉄道開業式。新橋にガス灯点灯。
・1874年、京橋・銀座の洋風化完成。
・1875年、東京と青森間の電信開通。
・1876年、三井銀行設立認可。上野公園開園。
・1877年、京都・大阪間鉄道開通。東京大学。
・1882年、上野の動物園開園。

東京専門学校（早稲田大学の前身）開校。
・1883年、鹿鳴館完成。
・1884年、鉄道、上野・高崎間開通式。秩父事件。
・1886年、東京電灯会社開業。

日本橋小網町にコーヒー店洗愁亭できる。
・1887年、横浜、鉄管の上水道配水開始。
・1889年、新橋・神戸間全通。
・1893年、日比谷公園。
・1896年、日本郵船、欧州定期航路。

ライオン歯磨、発売。
・1897年、大阪、自動写真（シネマトグラフ）、興行。
・1899年、神田で初のニュース映画。森永製菓の誕生。



言われていますが（図３）、同じ頃、日本はご

存知のように明治維新という時代であったわけ

です。言わばエジプトは日本に先駆けて近代化

を遂げつつあった先進的な国です。

近代化の開始は大きな変化をエジプトにもた

らしました。もちろん歴史的な様々な変動があ

りますが、ここでは２００年の間を人口増加とい

う形で一覧してみます（図４）。左側に全人口の

グラフがありますが、１８００年におよそ３００

万人であったエジプトの人口は、２０００年には

７０００万人近く、２０数倍以上にも増えました。

この同じ期間に日本はわずか約４倍ぐらいとい

うことですので、その増加の大きさがわかるか

と思います。さらに、近代化の１つの指標であ

る都市化、都市の人口増加ということですが、

これについては３０万人ぐらいであった都市の

人口が２０００年には３０００万人、１００倍とい

うような増加をみせています。日本は同じ期

間に３０倍ぐらいですから、その大きさというも

のが窺い知れるかと思います。現在、首都カイロ

は１０００万人以上の人口を抱える大都会になって

いますが、この成長の背景には農村からの人口の
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図４　近代化の波・エジプト－都市の人口増加－
１８００年、１９０７年、１９６０年、２０００年

図３　カイロのオペラハウス
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図５　カイロの地下鉄

図６　カイロ北部のバスターミナル 図７　急速に普及した携帯・公衆電話



流入が大きな役割を果たしたと言われています。

さて、情報メディアということですが、ここで

は人やモノ、あるいは金、情報というものを他者

に伝える媒体という形で捉えています。このよう

な情報メディアの役割は近代化や都市化にとって

欠かすことのできないものです。例えばそれは交

通網であるとか、あるいは通信網であるとか、あ

るいは様々な公共的な情報メディア、最近のもの

ではインターネットといったものがあります。

それから情報交流の結節点としての情報が行

き交う場所としての様々な機関や組織、あるいは

副題に上げました同郷者団体、あるいはカフェと

コーヒー店なども情報交流の１つの結節点である

と言えるかと思います。中東に行きますと水タバ

コを男たちが吸っている光景があります。皆さん

もテレビなどでご覧になったことがあるのではな

いかと思います。このような多様な様々な情報メ

ディアが都市と農村を結んで、その中で近代化や

都市化が進んでいったと言えます。

図５は現代のカイロですが、交通網が整備され

地下鉄も２路線敷かれていて、非常に多くの人が

利用しています。あるいは北部のターミナルの周

辺は、毎日のように人、あるいは車が非常に頻繁

に行き交い、様々な情報というものが行き交って

いるということが指摘できます（図６）。それか

らエジプトでは携帯電話の急速な普及はつい最近

のことと言ってもいいかと思いますが、通信網も

かなり早い勢いで整備されつつあります。１０年

前までは恐らく公衆電話というとキオスクと言わ

れるような売店に備え付けの電話であったり、あ

るいは電話局に行って電話をかけたりというよう

なことがかなり一般的であったと思いますが、今

では様々な形の街角の公衆電話、携帯電話も普及

しつつあります（図７）。

近代化や都市化に大きな役割を果たしたと述べ

ました同郷者団体、これはいったいどんな団体な

のかということですが、通常郷友会、あるいは同

郷会と私たちの社会では言っていますが、ある範

域の出身者をもって構成される集団、とりわけこ

こでは大都市カイロにおける同村出身者の集団と

いうものを指しています。カイロに現存している

同郷者団体を見ていきますと、１８００年代末に

誕生したものが現在もまだ活動を続けています。

１９２９年までに２２、４９年には１０８、６８年

には２６０、９０年には１７２というように、９０

年現在では５６３という団体がありました。恐

らく現在６００近い団体が活動していると言っ

てよいかと思います。

この同郷者団体は何を行っているのかというこ

とですが、ほとんどすべての団体は相互扶助を

行っています。例えば貧しい人たちに現金の支

援を行うとか、あるいはラマダーン月（断食月）

に支援を行う、あるいは病気や事故、緊急時に支

援を行うといったことであるとか、あるいは奨学

金を出すとか、そういう現金やモノによる助け合

いを行っております。それから死者の弔いの儀式、

あるいは遺体の葬送や埋葬を行ったり、あるいは

香典の受け付けをしたりといった活動を９０％の

団体が行っています。また墓地を作り、維持、管

理をする活動を８０％の団体が行っています。そ

の他に上京者の世話、カイロにやってきた人たち

に宿舎を提供したり、あるいは職業の紹介を行っ

たり、クリニックを持っていて医療活動を行った

り、あるいは伝統文化の継承であるとか、里帰り

旅行であるとか、あるいはスポーツといった親睦

的な活動、あるいは故郷への援助といったものな

ども行っています。農村部からやってきた同郷者

の人たち、あるいは都市と農村を結びつける、人

やモノ、あるいは金や情報といったものをやりと

りするメディアとしての役割を果たしているわけ

です。日常の生活からひとの一生までのすべてを

司る団体としても機能しているわけです。

図８は画面のおよそ下半分が墓地の地域です

が、カイロの面積は東京都の約１０分の１ぐらい

で、そこに１０００万人以上の人が住む非常に高

密度な大都会になっています。図は都心部から

車で約１０分の距離にある広大な墓地の広がり

イスラーム社会の情報メディア
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です。カイロ中心部に限ってみますと、墓地地域

だけで市域面積の１０数分の１ぐらいを占めてい

るようなかなり広い地域です。そういったところ

に同郷者団体の共同墓地も建設されています。

このような情報メディアとしての同郷者団体

というのは、これまで述べてきたようないろい

ろな活動を通して人々の都市での生活を支え、

そして流入者の定着を支えるという形で近代化

や都市化を推し進めてきたと言うことができま

す（図９）。夜になると人々は同郷者団体の施

設に集まってきてゲームに興じたり、あるいは

情報の交換をしたりといったことをやっており

ます。

さて、図１０は現代の社会状況を表したグラ

フです。エジプト、イラン、トルコ、それから

イスラーム教徒が多い東南アジアのマレーシ

ア、それから比較対象として日本の、５つの国

を示しています。一番左がエジプトで、一番右

が日本の順です。最近の人口指標によって近代

化の現状というのを見てみますと、エジプトの

場合、平均寿命は７０歳に近づいており、世界

平均を上回っています。それなりの生活水準を

達成しているわけです。他方で、教育もかなり

普及しているように見えますが、右側のグラフ

の非識字率はエジプトではかなり高く、出生率

もまだ高い段階にあることが示されています。

一方、電子的な情報技術ということでやはり５

つの国を比べてみます（図１１）。左からサーバー、

パソコン、それから携帯電話、固定電話、それか

らテレビの１万人当たり、あるいは１０００人当

たりの台数を示したものです。国全体として見

ますと、サーバー、パソコン、携帯電話のとこ

ろではエジプトを示す緑のグラフはほとんど識
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図９　近代化・都市化を側面支援し流入　
者を支える同郷者団体の集まり

図１２　携帯とパソコンを操りドルを稼ぐ富裕層
Galal Amin, Whatever Happened 
to the Egyptians?, The American 
University in Cairo Press, Cairo, 
2000, 表紙より

図１１　情報機器の１万人／１千人当り台数
（１９９９年）

図１０　イスラーム社会の近代化（２０００年）
エジプトの非識字率は高い

（×０.１）（初等教育、％） （女、％）（歳）

（万人） （千人） （千人） （千人） （千人）

平均寿命 就学率 非識字率 出生率

サーバー パソコン 携帯電話 固定電話 テレビ



別することができないぐらいの量であります。

電子的な情報化の浸透度はかなり遅れていると

いうことがこのグラフからはわかります。しか

し今、携帯電話やパソコンというのは爆発的に

増えつつあります。人口のピラミッドの上にあ

ぐらをかいて携帯とパソコンを操りながらドル

を稼いでいるという富裕層がここに描かれてい

ますが（図１２）、情報化の恩恵というのは偏っ

ているということが言われます。携帯とパソコン

を操りドルを稼いでますます豊かになっていく人

たちがいる一方で、庶民というのは人口増加であ

るとか、あるいは環境悪化、交通事情の悪化とい

うものに苦しむという姿が描かれています。

貧しい人たちの状況を見てみますと、エジプ

トの貧困世帯数は上昇傾向にあるということが

示されています（図１３）。一時的には減少の傾

向があったのですが、９０年代の終わりにかけ

て増えているような数字が報告されています。

いわば、高度な情報技術が普及する一方で、貧

富の差が拡大してしまうというようなマイナス

の効果というものがひょっとするとエジプトに

見られているのかもしれません。

情報メディアの発展と社会の影響について、

これまでの話をまとめて見ていきますと、近代

における情報メディアの発展と利用というの

は、ある意味で近代化を達成し、豊かな、ある

いは希望ある生活を求めての試みであったわけで

す。その中で生活水準の向上が達成され、あるい

は都市に定着し生活が安定するという生活の質向

上が達成されてきた面というのは確かにありま

す。しかし、最近のエジプトにおける急速かつ高

度な情報技術の普及というのは、情報格差、いわ

ゆるデジタルデバイドと呼ばれる情報格差となっ

て、普通の人々の生活に深刻な影響をもたらし、

貧富の差を拡大しかねないというようなことがあ

るわけです。エジプトにおける情報技術の普及、

あるいは情報メディアの普及というのは、先ほど

のグラフにもあったようにこれから本格的に始ま

る段階にあると言ってよいと思います。これから

の政策の舵取りというのは非常に重要です。ＩＴ

の普及が発展の鍵になっていくのか、あるいは

ＩＴの普及が格差の拡大を招いてしまうのか、そ

ういった問題があるということを念頭に置いてお

く必要があります。

しかし、エジプトの未来が暗いというわけで

は決してありません。世界最古の大学の１つを

持つという歴史と共に近代化以降、高等教育の

高い水準を誇って、世界各地から多くの留学生

を受け入れてきた実績もあります。ですから、

出生率がまだ高く、読み書きのできない人の割

合がなかなか減少しないという状況が緩和さ

れ、教育の普及、人的能力の拡大といった人に

対する投資というのが継続的になされていけば

未来は明るいと思われます。イスラーム社会の

人口が今後２０年ぐらいの間に世界人口の２割

から３割になるというような、『文明の衝突』

の著者、ハンチントンの説がありましたが、エ

ジプトの人口も５０年ぐらい経つと２倍近く、

１億２０００万人から３０００万人になるという

ことも言われています。人口問題に対する非常

に効果的な取り組みというのはこれからも絶対

に欠かすことができないことだと思います。こ

れらの前提であるとか、さきに示した条件とい

うものが実現されていってこそ、情報技術や情

報メディアのこれからのエジプトにおける発展

が、人々にとって意義のあるものになるという

ことは言えるかと思います。

そのような過程で先ほど紹介した同郷団体の

ような、エジプトの人々の生活を支えてきたよ

うな団体が、情報化あるいは情報技術の発展の

中で、もっと違った、あるいは異なった新たな

形で情報メディアとしてのコミュニティーのよ

うなものを、新たな集団というものを発展させ

る可能性もあるかもしれません。それは公共圏

と呼ばれるような、情報や意見を自由に交換で

きるような、さらにそれを通じて共通の意志や

意見を作り上げていくような公共的な、あるい

イスラーム社会の情報メディア
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は共同的な開放的で自由な場というものがこれ

からエジプトにも現れてくるかもしれません。

ただ、まだ情報技術や情報メディアの発展自体、

これからますます進めていかなければいけない

状況にあるというのが現状だと思います。しか

し、いずれにしてもＩＴの発展がエジプトの将

来を大きく左右することになるのではないかと

私個人としては思っております。

以上で私の報告は終わりたいと思います。あ

りがとうございました。

保坂：同郷者団体という非常に伝統的なメディ

アによる情報の伝達という問題を扱いまして、

それが現在でも非常にきちんとした形で機能し

ているというお話、さらには新しいメディアが

依然としてエジプトにおいては低い水準に留まっ

ていて、同時に新しいメディアが一部の特権階級

によって独占されているということによって、

一方で貧富の差が拡大しているというお話があ

ったと思います。

実は私、先ほどプレゼンテーションの時にも

言いましたが、４月までカイロに住んでおりま

して、その時よくエジプト人の知人から「何で

お前は携帯電話を使わないんだ」と馬鹿にされ

ておりました。ようやく日本に帰ってから携帯

電話を使うようになってきたのですが、むしろ

そういう意味では、エジプトの人たちもここ１、

２年の間に急速に変化をしていっているのでは

ないかという感じがいたします。また、付け加

えて言いますと、実は今年の１月からエジプト

ではインターネットのダイヤルアップを無料にす

るという政策をとり始めております。今では日本

からラップトップを持っていってモデムを電話線

につなげば、特にエジプトでプロバイダーと契

約するとかそういった面倒な作業は必要なしに

電話代だけで自由にインターネットが使えるとい

う状況になっております。その意味ではエジプト

もインターネット、あるいは新しいメディアに対

して非常に多くの人たちが関心を持ち、さらには

深く関わっていきつつあるという状況になって

いるのだと思います。

続きまして、最後の発表者でありますけれど

も、ダートマス大学のデイル・アイケルマン先

生にお願いいたします。ご存知の方も多いと思

いますが、アイケルマン先生は中東をテーマに

した文化人類学の大家であります。日本語にも

訳されたご著書もありますし、また来年ぐらい

には先生の論文を日本語で読むことができると

も伝え聞いております。特に今日のお話は、中

東における宗教権威と新メディアということ

で、インターネットなどの新しいメディアがど

のように既存のメディアに影響を与えている

か、またさらにはその新しいメディアの中で特

に宗教、イスラムがどういう役割を果たしてい

るかについて具体的なお話をしていただけるの

ではないかと思います。長谷川先生、店田先生

は既存のメディア、あるいは歴史的な流れにつ

いてお話をしていただきましたので、今度は新

しいメディアと既存のメディアの融合あるいは

対立といったものを焦点にしてお話をしていた

だけるのではないかと思います。それではアイ

ケルマン先生、よろしくお願いいたします。
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ご紹介ありがとうございました。２００１年の

同時多発テロの影響は、イスラム教徒が多数を

占める国においても、新しいメディアの果たす

役割について、非常に大きな影響を与えたと思

います。ところでこのメディアにはプロデュー

サー・消費者・メディア関係者という形で様々

な関係者がおります。今日は宗教とその実践に、

新しいメディアがどのような役割を果たしてい

るのかということについて焦点を当てながらお

話しいたします。

新しいコミュニケーション・テクノロジーが

受け入れられるようになったことによって、こ

れまで国家当局や宗教リーダーがコントロール

してきた公共圏に、多くの考え方が出るように

なりました。そしてまた小規模で出ている多様

なメディアやファックス、インターネットを通

じて、教育を受けたイスラム教徒の間により新

しい情報が入ってくるようになりました。さら

に世代間の変化もここで顕著に見られるように

なりました。

１８世紀から１９世紀にかけて、新聞が登場

したことによって、より新しいコミュニティー

の概念が出てきたように、今日インターネット

という新しいメディアが出てきたことによっ

て、その地域や国の国境・境目が非常に曖昧に

なり、新しい考え方が出てきました。また、新

しいメディアができたことにより、男女間の差、

当局の考え方、社会正義、公民権、責任、そし

てもちろん少数民族の権利であるとかアイデン

ティティーに関しても、より大きな新しい意味

合いが出てきたと思います。

かつて新しいメディアはほとんど擬似独占と

いってよい性格がありました。つまり国のため

に戦うとか、国が言うことのために自分たちは

戦うといったようなやり方が、メディアを使っ

て行われてきました。しかし、今日は新しいメ

ディアが出てきたことによって、公共圏の変化
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がみられるようになってきました。つまり、こ

れまでは上から進められた近代化であったもの

が、これからは下から始まるような近代化とい

うことになったわけです。これはハドソン氏の

お話の中にもありましたが、５０年代や６０年

代にはトップから行われた近代化が、今度は下

から始まる近代化になったわけです。これから

先もまたこのような新しいメディアが、公共の

コミュニケーションの中にどんどんと広がって

いくことによって、少数派の声がますます聞か

れるようになっていくわけです。

このように社会的なインフラがさらに拡充して

くるということは、新しいメディアの外郭がます

ます広がってくることでもあります。これまでは

なかなか聞かれなかった人々の声が新しいメディ

アによって聞かれるのです。また聞く・読む・見

ることに関して、新しい習慣が出始めました。さ

らにマスメディアの中において、メッセージや新

しい声が出てくるようになりました。イスラムに

ついての様々な説・コンセプト・意見が公共の

チャンネルだけではなくて、より小規模なメディ

アにおいても出てくることになったわけです。

インターネットや他の新しい形のコミュニケー

ションによって、話し手と聞き手との距離がます

ます短くなってきたのです。

この新しいメディアというのは、ユーザー、

プロデューサーとの間をどうつなぐのでしょう

か。これに関しては社会インフラという意味で

３つの階層があると言っていいでしょう。最初

の階層というのはイスラム世界の声です。つま

りイスラム側から発声される説教や教義であり、

宗教上の理念・実践、正しい役割が出てきます。

伝統的な制度の中で代表者的な役割を果たして

きた人たちはこういったもので話をするわけで

すが、これはその地域におけるイスラム理解を

広げていくにあたって挑戦を受けることになり

ます。それだけではなく、少数派という形で出

てくるいろいろな信念に対峙するとか、実践と

いった場面においても挑戦を受けております。

また高等教育を受けた人々の数が増えてくるに

したがって、社会的な教義も絶えず挑戦を受けて

おります。公共の宗教表現もどんどん変わってき

ており、例えば衛星放送によるコミュニケーショ

ンも新しいメディアに変わってきています。

さらに他のイラスム教徒との対話が出てくる

ということによって、社会資本の在り方も変わっ

てきました。より知的なスタイルが出てきたわ

けです。メッセージとか考え方についていろい

ろなコミュニケーションの技術が使われるよう

になりました。適切なイスラム教徒とは何なの

かということに関して、インターネット・テー

プ・様々なイスラム的な雑誌媒体・テレビ番組

などがますます出てくることによって、コメン

トも許されるようになりましたし、教義が広範

囲に広がるようになりました。

またイスラム教徒の多い社会から、もう１つ

新しい考え方が他の地域にも広がってまいりま

した。いろいろなやり方があるということを、

イスラム教徒の多い社会から、またイスラム教

徒の少ない社会へと広げることができるように

なったわけです。それと対抗する新しい考え方

も表現されるようになりました。新しいメディ

アはこの分野において非常に大きな役割を果た

しています。例えば、その地域の宗教的なやり

方とか、組織力のバランスを崩す批判的な意見

や、ライバル関係のあるグループの意見などが

出てきました。例えば、イスラムの１つにカー

ダンダーレビというグループがありますが、そ

のグループが出したアンケート用紙に答えを出

しますと、自分がどういった考え方を持ってい

るかがわかるといったものもあります。

それからより大きな公共圏、例えばイスラム

教徒が少数派の国々では新しいメディアの役割

も違います。例えば移民や改宗という形でイス

ラム教徒になった人たちは、自分たちの祖国と

の間のつながりを新しいメディアを使って求め

ています。そうなってきますと、自分たちの考

え方と、元々の祖国の宗教団体との関係や解釈

も変わってくることになります。

このような関係というのは、逆につながりを

強化するという場合もあります。つまり、イス

ラム教徒が西側諸国に移民として行った場合

の、そこの人たちのつながりということになる

わけです。もちろん新しい技術が出てきたこと

によって、よりオープンなコミュニケーション

ができるようになりました。女性も新しい社会

の中での役割とか、家族のあり方や家族法に関

して、直接的に非常にオープンに話をすること
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ができるようになったわけです。どちらにして

も、新しいメディアの登場によって公共圏の境

界線が非常に曖昧になってきました。階級に

よるこれまでのイスラムの技術・宗教・政治

が、官僚主義や国への義務といった冷たい関

わりから、より温かい関わり、例えば家族とコ

ミュニティーとの関係へと広がったわけです。も

ちろんそれと同時に、イスラムに対して反対や憎

しみを持つグループに対してもたくさんのチャン

ネルを与えるようになりました。しかしその中に

はたくさんの抜け穴がありますので、必ずしも自

分たちだけでそのチャンネルを使うことはできな

いということになっています。

公共圏の中に自分たちの力を拡大していく上

では、考え方やアイデンティティーや論説の提

示が試みられます。２００１年の９月１１日に対

してのほとんどのイスラム圏における反応は、

攻撃を非イスラム的なものとして批判するもの

でした。また、それは非イスラム的なものによ

って行われた攻撃であり、悲劇なのだという発

表があったわけです。しかしイスラム圏の中の

多数の国、例えばエジプトとかバングラディシュ

では、２００１年の１１月になって米国の帝国主

義的なやり方に批判が出始めてきました。これ

こそ力ずくの帝国主義だといった批判が出てき

たわけです。アメリカやヨーロッパのメディアに

おいては、反イスラム的な、反アラブ的な出来

事が起こっているといったニュースが流されま

した。

このような新しいメディアの役割はますます

現在広がりつつあります。これは水平的に、非

ムスリム的な、非イスラム的な国々へも広がり

つつあります。イスラムのコミュニティーとい

う考え方がだんだんと変わりつつあるわけで

す。考え方やアイデンティティーといったもの

のマーケット・プレースは、現実に非常に緊密

に関わっているものでなければなりません。

例えばバングラディシュなどでは、中・上流

階級の高等教育を受けたイスラム教徒の若者た

ちが、これまでは急進派と考えられてきた人た

ちの作品をどんどんと読むようになってきま

す。これまでの従来型の考え方では、例えば男

女間の差を取り上げた急進家であるような、例

えばエジプトのシャイフ・ユースフ・カラダー

ウィーといったような人たちのものを、インター

ネットを使って読んだり、翻訳によって読んだり

しているわけです。保坂先生がおっしゃっていた

ように、ムフティその他の宗教的なグループがユ

ダヤ、または反イスラム教的といった形でポケモ

ンの批判をし、しかしこのようなゲームをどん

どん使っている人たちもいるわけです。またイ

ンターネットを使ってそのゲームの技術に関し

ての批判を出しているというところがあります。

それからイスラム他派においては、その地域

における様々なやり方がわかります。インター

ネット・カフェの形で新しいメディアがどんど

ん若者の間に浸透しています。新しいメディア

が国内的なものになっていくというのは、新し

い公共の場や新しい大衆を作っていくというこ

とです。この中で公共圏に対する新しいメディ

アの使い方はどうなっているのでしょうか。も

ちろん民主主義が、ハドソン氏が昨日話されて

いたように２０年ぐらいもかかって、その習慣

という形で広がってきたように、これから先、

過半数というやり方から多様性を許す社会権と

いう形に変わっていくためにはもちろん時間が

かかります。例えば、この先ラスカル・ジハード

のような急進派のグループというのが、インド

ネシアのこれまで穏やかなイスラム教グループ

が多数を占めてきた地域において力を伸ばして

いく、公共圏にも自分たちの意見を出していく

ことが考えられます。インドネシアのラスカ

ル・ジハードは自分たちの新しいテクノロジー

を使うことによって、より多くに自分たちの声

を聞かせるようにしております。しかし、これ

はあくまでもラスカル・ジハードという形での

声ということになるわけです。

新しいメディアにおいてはコミュニケーショ
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ンの方法が変わってきます。そして、現在、新

しい公共圏が出てきたわけです。これはジャマー

ヒール、つまり大衆、マスという中において出

てきているわけです。これまでの政治的なリー

ダーとか、政府当局に対しての大衆ではなく、

公共圏という考え方が出てきたわけです。デス

ク・トップ・パブリッシングやファックス、小

規模のメディアなどにおいて、インターネットの

活動家といった人たちが、ユーザーに対して自

分たちの考え方をどんどん広めることができる

新しいチャンネルを提供しています。これまで

は検閲されてきたものが小規模のメディアにおい

て出てくるようになったわけです。

もちろんその配布の規模は狭まっています

が、例えばポケモンを気に入らない人たちも自

分たちの意見を出しているといったこともある

わけです。そこで社会的な距離がますますなく

なってきています。南アジア、中東、ヨーロッ

パのソースで出てきたテキストがアメリカの社

会にも出てきています。また非イスラムのアメ

リカのマスメディアにおいてイスラムの教義が

出てきたり、バングラディシュやインドネシア

のアラブの宗教家の考え方の翻訳が他の国々に

出てくることもあります。

実際には情報がオープンになり、素人の解釈

者がどんどん出てきています。また、主流では

ない人たちの声も出てきています。これまでの

宗教的なリーダーによって行われてきた検閲を

受けない、よりオープンな意見が出てきている

わけです。それによってコミュニケーションの

流れや情報がますます加速化していくことでし

ょう。さらにまた、イスラムが多数を占めるよ

うな社会において、再構築や拡大が新しいメデ

ィアによってもたらされています。これはその

地域だけではなく、国際的にも起こっているわ

けです。新しいメディアの役割は、現在まだ予

測できるものではありません。しかしながら、

社会的な距離が現在なくなってきています。そ

れからまた、ローカルとグローバルという言葉

の２つの意味合いが現在変わりつつあるという

ことで、この新しいメディアが果たす役割はこ

れからますます大きくなるであろうと予測され

ます。

保坂：どうもありがとうございました。従来の

上からの近代化が、情報基盤が拡大することに

よって下からの近代化が現れてくる、さらには

それによってイスラム共同体そのものが変容し

ていく。例えば、階級あるいは階層が変化して

いく中で、宗教によるインターネット等の新し

いメディアの利用が拡張していき、さらにはジャ

マーヒールという言葉を公共圏という意味で使っ

ておられましたが、こういった公共圏の役割が

大きくなっていくというご指摘だったと思いま

す。またメディアが多様化することによって、

政治的、宗教的、あるいは文化的な価値観も多

様化していくというお話ではなかったかと思い

ます。

第１部　情報技術がイスラム社会にどう影響を与えたか

７２



保坂：非常に示唆的なお話だったかと思います

が、ここで少しディスカッションに入っていき

たいと思います。これまで我々４人の話はそれ

ぞれ違ったテーマを扱ってきましたが、何点か

に絞ってお話をまとめていきたいと思います。

１つはインターネットを含む新しい技術が既存

のメディアを破壊するものなのか、あるいは変容

させるものなのか、あるいは今後も共存していく

ものであるのか、というようなことが考えられる

と思います。まず伝統的なメディアを扱われたと

いうことで、店田先生に少し話を振らせていただ

きたいと思います。先生はエジプトの同郷団体と

いう話をテーマとして取り上げられましたが、例

えばこれがインターネット時代、あるいは携帯電

話といった新しい技術が使われることによって、

将来的にどういう形に変化していくのか、あるい

はこのままずっと続いていくものなのか等につい

て少しご意見を伺えればと思います。

店田：同郷者団体の今後または、将来的な姿に

ついてですが、私もちょうど９８年から１年間

エジプトに滞在していまして、その頃は先ほど

触れましたような携帯電話の普及というのは、

使っている人もかなりいることはいましたが、

それほどではない時代でした。その当時、同郷

者団体の事務所に聞き取り調査のために行った

りしましたが、若い人たちの間では携帯やイン

ターネットによるＥメールのやりとりが徐々に

進み始めていたことを見ることができました。

そういう意味では、今、同郷者団体は世代交代

の時代にちょうど入っていて、いわゆる２世代

目、あるいは場合によっては３世代目になりつ

つあるところで、将来的にはそういった新しい

情報技術が団体の活動というものを変えていく

というのは十分考えられます。

ただ、その団体の活動の基本線というか、先ほ

ど紹介したように、１つは大きな活動として墓地

を作るとか、あるいは墓地を維持、管理するとい

うこと、これは発足当初からほとんどの団体が

やっていますが、この辺りは彼らに聞いても非常

に重要な活動であるし、これこそが私たちの団体

の生きる道と言ったりすることもありました。そ

ういう意味では団体そのものの基本線はこれから

も続いていくのではないかと思いますが、その活

動のプロセスにおいてはインターネットや携帯と

いった新しい情報技術がどんどん利用されていく

ということがあると思います。エジプト人は非常

に新しいもの好きなので、そういうところもいち

早く取り入れていくのではないかと考えます。

保坂：ありがとうございます。もう１つ、この

問題を考える上でどうしても避けられないもの

があると思います。それはもちろん昨年９月１１

日のアメリカにおける同時多発テロ、さらには

アメリカ軍を中心とするアフガニスタンに対す

る空爆です。こうしたものについて、もちろん、

インターネットを含む新しいメディア上で様々

な意見が戦わされてきたわけです。

アメリカの攻撃に賛成する者、反対する者、

様々な意見が出てきたと思いますが、ただ、私

自身もそれをかなり綿密にフォローはしてきま

したが、残念ながら中東、特にアラブ・イスラ

ムのメディアにおいて必ずしも理性的な議論が

できていないのではないかという点を実は非常

に危惧していたわけです。大きな問題は例えば、

９月１１日事件はすべてイスラエルのせいであ

る、モサドがやった事件である、あるいはアメ

リカのＣＩＡがやったものである、さらに言え

ば、日本の赤軍派がやったものであるなど、そ

ういった意見が実はアラブ世界では非常に大き

い役割を果たしていたという事実があったと思

います。その点についてアイケルマン先生にお

伺いします。こういったアラブ世界の現状を、

どうしても物事を陰謀であるとか、あるいはそ

れに類するようなものに原因を持っていってし

まうということですが、これは恐らくアラブ世

界のメディアに関する様々な規制であるとか、

あるいは国家体制といったものにも関わってく

るのだと思います。それが新しいメディアによっ

て変化していくのか、あるいはよりよい方向に
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行くのかどうかという点についてご意見を伺え

ればと思います。

アイケルマン：最初のポイントですが、中東に

現れた陰謀説に関して言えば、こういった陰謀

説はよく現れます。これは教育が不足している

ということが言えると思います。例えば、イス

ラム教徒であるイランの著名な方ですが、現在

アメリカに住んでいて、彼がカトリック系の大

学の学長と会ったわけです。その時に学長に対

して次のように言いました。ホメイニ師がＣＩＡ

によって殺害されるのではないか。例えば日本

とアメリカにおいては非常によい外交関係が成

立しているとはいえ、そのようなことは日米間

では発言されないわけです。しかしアラブ文化

圏においては著名な方々がこういうことを言う

わけです。陰謀説というのは、特にモロッコに

おいてそのような発言が行われまして、ユダヤ

人は９月１１日には１人も殺害されていないと

言っていたわけです。

次のポイントですが、インターネットなどの利

用により長期的には変化が現れるのではないかと

思います。例えばアラブの新聞においては、ロン

ドンと同時に新聞が広告用として出されることも

行われていますし、同時に世界各国でいろいろ

な情報が流されるようになっています。アラブ

の記者たちが論説を書くわけですが、事実を書く

際にもきちんと事実に対する確認を取るというこ

とをしなければなりません。またアラブの新聞に

対しては客観的な意見を述べるようにとの指導が

常に出されています。彼らは他の新聞をオンライ

ンでチェックして、そして自分たちの記事の真実

性というものを確かめているわけです。こういっ

た姿勢は長い期間にわたりましてアラブ報道機関

によって実現されなければいけないし、９月１１

日の事件に関しても客観的な報道がなされてい

かなければならないということです。

保坂：フロアの方で何かご質問等がありました

らお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。

Ｑ：まず保坂先生のプレゼンテーションの方

で、例えばポケモンがユダヤのものであるとか、

そういう報道が出るということは日本にとって

非常にマイナスイメージが強くなるということ

ですが、そのような時に、任天堂ですとか、ま

たは政府関係の方がイスラム世界に対して何ら

かのカウンター・アクションをとったのか、ま

たはカウンター・アクションをとるべきだとい

う判断があったのかどうかという点を質問させ

ていただきます。

次にアイケルマン先生への質問です。大変素

晴らしいプレゼンでした。ありがとうございま

した。私もおっしゃられる通りだと思います。

私はヨルダンの女性のコミュニティーと一緒に

仕事をしております。しかしヨルダンではあま

りお金がなくて、社会で、あるいは個人として

いろんな変化を起こしていくことができませ

ん。しかし彼女たち自身はしっかりとした教育

を受けており、従来のイスラム女性の枠の中に

は収まりきれないんです。そういうことで自分

たちの能力を満たすだけの場所がみつからない

のです。宗教の世界にしても原理主義運動は彼

女らを捕まえようとして、そして自分たちの都

合のいいように彼女たちの能力を使おうとして

おります。私は中東に５年ほど住んでいたこと

があります。私の印象では原理主義者は必ずし

も貧しいわけではありませんし、必ずしも学が

ないわけではありません。この人たちは中流階

級であって教育があります。ということで男の

社会ではあなたのおっしゃった通りですし、そ

ういった傾向があると思います。ところが女性

の社会で見てみますと、アラブあるいはイスラ

ム社会においては原理主義運動というのは個人

的な場所と考えられています。このような男女

社会のギャップについてどう思われますか。そ

れからイスラムの女性はアクセスだけではなく

て、個人として社会の中で１つの役割を果たし

ていくことができると思いますか。
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Ｑ＆Ａ



保坂：ポケモンモデルに関しましては、任天堂は

反論の声明を出しております。それから日本政府、

つまり大使館はいろいろな形で質問等にはすべて

答えております。よく言われていましたが、宗教

令が出てから、本当に日本語でポケモンというの

は「私はユダヤ人である」という意味なのかどう

かという質問が殺到したわけです。日本語で「私

はユダヤ人である」と言って下さいと電話で言わ

れて、恐らくアラブ諸国の多くの日本人の外交官

が「私はユダヤ人です」と何度も電話で答えてい

たはずです。その意味ではそこそこの努力はして

きたと思います。ただ、先ほど私が触れました通

り、そういった話をインターネットなりホーム

ページに定着させるということが非常に難しいわ

けです。反論はしていますが、結局個別の反論に

過ぎなくて、結局うわさ話の方が先走りしていく

という状況ではなかったかと思います。

アイケルマン：大変面白い質問が出てきました

ね。即ち、ステレオタイプな見方をしてはいけな

いということ、またステレオタイプな考え方、原

理主義者について紋切型の考え方をしてはいけな

いということであります。教育がないという考え

方はいけないということです。質問に関係して申

し上げますと、多くの人たちはやはりもう少し慎

重に考えてみる必要があります。性の差を見てみ

ますと、どのような形で情報が流れるかというこ

とによっても違ってきますが、多くの場合、女性

の雑誌においても男性の声に同調する傾向にあり

ます。そして男性の名前を借りて記事を書くとい

うようなことがあります。男性の名前を使うこと

によって、より受け入れられるということがあり

ます。つまり、声、発信というのは必ずしも平等

ではないということです。即ち、いろいろな声を

借りることによって、自分の声を個人的な意見と

いうふうに響かせることができます。

最近モロッコに行き、議会選挙を見る機会があ

りました。たくさんの女性が選挙に参加をしてい

て非常にうまくいっておりました。私は原理主義

者という言い方は好きではありませんが、その女

性の多くがいわゆる原理主義者でありました。頭

にベールをかぶっておりました。しかしものの言

い方、振る舞いというのは原理主義者とはずいぶ

ん違っておりました。そして女性の組織化された

声、あるいは女性の団体の声が表に出てきており

ます。そしてその声が社会に影響を及ぼしており

ます。特に都市部において女性の教育の率という

のは男性の教育の率と同じでありまして、ものす

ごく早く女性の声が社会に出てくるだろうと思い

ます。新しい何かがアラブ世界にも出てくると考

えております。

保坂：最後の質問にしたいと思いますが、どな

たかありますでしょうか。

Ｑ：大変興味深いお話をありがとうございまし

た。まず保坂先生にですが、ポケモンの話が出

た時に、ある意味、日本の文化がイスラム世界

でという形で捉えられましたが、多くの子供に

とってポケモンは日本のものではまったくなかっ

たという可能性の方が高いと思うんです。それ

は例えば、多くの日本人にとってレゲエがジャ

マイカのものではなく、ライを好きな日本人に

とって、あれはフランスのポップソングであって

アルジェリアのポップソングではない。そうい

うルーツを失った形でいったんグローバルなも

のとして在るポケモンというのが、むしろ問題

性を帯びていたのではないかと思うのですが、

その点はいかがでしょうか。

それと関連して長谷川先生に、例えばヌビ

ア・キリスト教文化がイスラムに流入した時

に、ヌビア性あるいは異域性というのがそれを

導入する時に意味をなしていたのでしょうか。

それとも何か珍しくて、それがヌビアの起源で

あろうが、地中海の起源であろうが取り入れら

れたのでしょうか。

最後にアイケルマン先生に、ニューメディア

の発達がパブリック・スフィアの情勢を促す可

能性に満ちているというのは同意できますが、

ただ、例えば店田先生が指摘されたように、新
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しいテクノロジーはコストを要するので、それ

は明らかに上層の社会的なアッパークラスに有

利になって、むしろギャップが広がる可能性で

すとか、ニューメディアをオーソリタリアンな

政府が利用する可能性であるとか、あるいは日

本語風に言うと、おたく的な世界において地域

が離れていてもパブリック・スフィアであっ

て、非常に小さなコミュニケーションのコミュ

ニティーが作られるだけに終わっていくという

ネガティブな可能性もかなりあるのではないか

と思うのですが、その点どうお考えでしょうか。

保坂：私の方は簡単にお話しします。実はポケ

モン以前のものにつきましては、例えば『キャ

プテン翼』、『キャプテン・マージド』については、

主人公は畳の部屋に座って箸でご飯を食べている

にも関わらず、多くのアラブ人は「あれはアラブ

人だ」と思っていたわけです。ところが、ポケ

モンの場合には若干方向性が違っていまして、む

しろテレビより先に人形であったり、カードで

あったり、しかもそれと日本というものが結び付

いて中東に入ってきたのではないかと思います。

私は、それを含めて話を聞いてみましたが、一般

的に大人はほとんど何も知りませんが、子供の情

報量というのは実は我々が考えるよりももっと非

常に多く、とりわけポケモンに関してはかなり具

体的な話を理解していたと思います。その意味で

は日本製であるという認識は非常に高かったので

はないかと考えております。

長谷川：私へのご質問ですが、そのあたりが一

番重要なところだと思います。確かに初期イスラ

ム時代のある一時期に、初期イスラム文化のエジ

プトとキリスト教化したヌビアと非常に密接な関

係があったわけです。そして様々な人やモノが活

発に行き交った時代があったということは言える

と思いますが、ではそれが初期イスラムのエジプ

トにとって具体的にどのような意味があって、ど

のようなインパクトがあったのかということ、そ

の実態に関しては非常に難しい問題でありますの

で宿題にさせていただきたいと思っております。

アイケルマン：ありがとうございます。いくつか

のテーマが入っていると思います。新しいメディ

アがもっとはるかにオープンになるためにはいろ

んな課題があるかと思います。即ち、貧しい人た

ちもいますし、特権を持っていない人や、直接新

しいメディアにアクセスできない人たちがいま

す。ここに１つの調査があります。これはエジプ

トで行われたもので、インターネットとの接続に

関わるものですが、それぞれニュースに関してい

ろんな考え方を持っている人たちがいます。価格

は大幅に狭まってきており、インターネットが使

われる場所も非常に増えてきている状況はヨルダ

ンでもモロッコでも同じです。インターネットの

ホットメールからの接続のためのコストも下がっ

てきており、たばこ１箱よりも安くなってきてい

ます。本当に中毒になっていない限りは、あるい

はポケモンの中毒になっていない限り、インター

ネットを諦めることはないだろうと思います。そ

ういうことで価格が非常に下がってきたわけです。

だからといって、必ずしも大勢の人たちがアク

セスするとも言い切れません。テレビについても

同じです。全員が衛星テレビを持っているわけで

はありませんが、全員が借りにいくことができま

す。以前、アルジャジーラのプログラムを追跡し

ようとしたことがありました。ダマスクスの貧し

いところやカサブランカの貧しいところに行き、

ビデオショップを覗いて、「アルジャジーラのプ

ログラムが欲しい、しかも１年前のものが欲しい」

と言ったところ、明日だったら大丈夫だというこ

とでビデオカセットを用意してきてくれたり、あ

るいは今売りましょうかというようなことで、か

なりひどかったですが、コピーが手に入ったりが

ありました。つまり、多くの人たちがそういった

番組を手に入れたり、借りることができるという

ことです。技術がないということは必ずしもアク

セスができないということではありません。過去

５年間こういった急速な変化が起きております。
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保坂：それではこれで２日目第１部、「情報技

術がイスラム社会にどう影響を与えたか」とい

うテーマのセッションは終了したいと思いま

す。ありがとうございました。
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