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第２部　
情報技術革新がイスラム経済に
どのようなインパクトを与えたか
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それでは午前に引き続きまして、午後の第

２部会に入らせていただきます。イスラム社

会と言いましても、実際は西のモロッコ、そ

れから東のインドネシアまで約１万５０００キ

ロメートル、また、アフリカ諸国からロシア

南部まで南北で８０００キロメートルだそうで

す。そういった意味で非常に広大な地域をカバー

します。そしてまた、先進諸国にいるイスラム教

徒というマイノリティーまで考えますと、非常に

多様なイスラム社会、イスラム経済、あるいはイ

スラム文化というものが存在します。

そのイスラム世界の中の１つの典型的な地域で

ございますアラブ諸国につきまして、ＵＮＤＰ、

国連開発計画が２００２年の６月に有名な報告

書を発表いたしました。これは『アラブ・ヒュー

マン・ディベロップメント・レポート』（図１）

というものでして、この中の第５章、第６章

が経済問題を幅広く扱っています。もしご関

心のある方は、ＵＮＤＰのウェブサイトから入

りますと、詳細な内容を直接見ることができ

ると思います。

http://www.undp.or.jp

http://hdr.undp.org/reports/detail_reports.

cfm?view=600

その中の１つに、経済的な観点からアラブ諸

国が他の地域に比べてどのような状況に置かれ

ているのかを、１人当たりのＧＤＰという、

代表的な経済指標で比較しているもの（図２、

３）があります。現在の世界は、大体人口６０

億人、経済活動の総生産・総所得は約３０兆ド

ルです。ですから５０００ドルから６０００ドル

が１人当たりの平均所得になります。それを世

界の平均としますと、日本を含め先進諸国は

ＵＮＤＰの表からはみ出してしまいます。大部

分の世界の人たちはこの平均よりも下のところ

に位置しているわけです。その中でアラブ諸国

は２２ヶ国、２億８０００万人と言われています

が、１人当たりＧＤＰが大体２０００ドルです。
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実際はサウジ、クウェート等の非常に高い所得、

それ以外のあまり高くない所得の国というこ

とでまちまちですが、平均的にみると２０００

ドルです。それに比べるとラテンアメリカは比

較的恵まれたところですし、東アジア、太平洋

地域は急速な成長を遂げています。もっともア

ジア全体では、水準としてはまだ１０００ドル

オーバー、平均ですから国によってずいぶん違

うことを頭の中に入れておかなければいけない

わけですが、大体このような分布になっています。

１人当たりＧＤＰの動きで１つ特徴的なの

は、アラブ諸国の伸びが極めて低迷的、場合

によっては減っているのかも知れない、こう

いう指摘が行われる点です。そういう状況を

踏まえると、アラブの経済社会は英語で言い

ますと、フラストレイテッド・エコノミー、

あるいはフラストレイテッド・ソサエティー、

日本語では多分、挫折感のある社会、経済と
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図１　国連開発計画ＵＮＤＰの
『アラブ・ヒューマン・ディ
ベロップメント・レポート
２００２』

図３
『Real GDP per capita,
the Arab world and
selected regions, １９７５－
１９９８』（ＵＮＤＰ『アラ
ブ・ヒューマン・ディベロッ
プメント・レポート ２００２』
p８８より）

図２　『Shares in Aggregate GDP』



いう表現になるのかもしれませんが、このレ

ポートではアラブの経済社会をそのように記

述しています。

そういう経済社会環境の中で、第１部のセッ

ションの中で既に議論があったと思いますが、

いわゆるデジタルデバイドの問題があります。

デジタルデバイドと言いましても、非常に単

純な段階から既に離れておりまして、現段階

ではいろいろな角度からデジタルデバイドを

考えなければなりません。図４にお示しして

いるのは、デジタルデバイドを考える時に、

横軸に知識の習得という軸を取るものです。

どれだけ情報にアクセスできるのか、あるい

はいろいろな情報をどうやってオーガナイズ

して使うことができるのか、その中からどう

やっていい知識を引っ張り出し、あるいはそ

れを使うことができるのか、最後にはそれを

どういった形で、自分としては新しい付加価

値を加えたものとして情報、知識を発信する

ことができるのか、こういう意味での知識の習

得の軸というものがあります。

次に縦軸ですが、情報産業の種類を大まか

に３つに分け、単なるディストリビューション

（情報を分配する）というところから、プロセ

ス（加工する）ということ、そしていかに歴

史的、文化的なコンテンツをキチンとデジタ

ル化していくかという情報産業、コンテンツ

産業、こういう種類で分けています。

従来のデジタルデバイドは、情報にアクセス

しやすいかどうか、その情報がうまく配られる

インフラストラクチャーができているかどうか

といった、比較的単純なところで考えていたの

ですが、現在はやや高度な、高い次元でデジタ

ルデバイドを考えなければならない段階に入っ

ています。残念ながらアラブ諸国を中心とする

イスラム経済社会におきましては、デジタルデ

バイドというものは、図の で示される段階だ

ろうと思います。

もう１つレポートの中で指摘されている将

来の展望は、これも地域的にいくつか分けら

れています。図５は伝統的な電話、あるいは

パソコンがどれだけ普及しているだろうかと

いうものを地域的にみたものですが、この観

点からしますと、伝統的な電話、それからパ

ソコンの普及は意外にアラブ諸国では水準が

高い、開発途上の地域の中で比較的高いとい

う状況が示されていますが、しかし、一歩進

んでパソコンによるウェブサイトの利用数、ある

いはインターネットの利用者数になりますと、国

際的な水準から見ても、あるいは開発途上の地
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図４　デジタルデバイド（ＵＮＤＰ『アラブ・ヒューマン・ディベロップメント・レポート ２００２』p７４より）



域の中で比べても極めて低い水準に留まってい

ます。しかし伝統的な電話、あるいはパソコン

というものがこれだけ発達しているわけですか

ら、ポテンシャリティーは非常に高いと思われ

ます。その教育や人材育成というものをどう考

えていくべきかという問題提起もこのレポート

で行われています。

時間の関係で、これ以上この議論に立ち入

ることをストップしますが、これから３人の

パネリストの方からご意見をお伺いしたいと

思います。３人のパネリストの基本的な考え

方につきましては黄色のパンフレットの中に

書いてあります。最初にお話しいただきます

孫崎防衛大教授はつい最近までイランの日本大

使でおられました。そういった意味ではイラン

の最近の情勢を含めまして、同じイスラム圏の

中のペルシャ地域を代表するお話が期待できる

と思います。それから２番目にお話しいただく

ヤブズ助教授は、コスモポリタンの方と言って

もよいと思いますが、元々はトルコ出身ですの

で、トルコ的なイスラムの経済社会についてお

話が聞けると思います。それから３番目にお話

いただきます畑中さんは、エネルギー問題等、

特にアラブ地域を中心に非常に詳しい方でござ

います。そういった意味でアラブの特色をお伺

いできるのではなかろうかと思っております。

３人それぞれのパネリストからお話をいた

だき、その後若干のパネリスト間での意見交

換の後、時間の許す限りこの会場におられる

方のご質問、コメントを承りたいと思ってお

ります。それでは最初に孫崎先生によろしく

お願いします。
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図５　デジタルデバイド／地域較差
（ＵＮＤＰ『アラブ・ヒューマン・ディベロップメント・レポート２００２』p７５より）
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孫崎です。よろしくお願いします。今日いた

だいているテーマは「情報技術がイスラム経済

にどのような影響を与えたか」ということです

が、私の話はもう少し枠組みを広めさせていた

だければと思っております。

冷戦の後、国際政治の最大の課題は異なる価値

観を持つ社会国家同士の関係をどうするかという

ことでした。その中でも、イスラム社会と西側社

会がどのような関係を構築するかということが今

日の国際政治の最大の課題であろうと思います。

今、米国がイラクを攻撃するのではないかという

ことが緊急の課題として議論されております。そ

れから米国は悪の枢軸として、イラン、イラク、

北朝鮮を非難し、こうした悪と呼ばれるグループ

に対し先制攻撃も検討するという、国際政治のあ

り方の新しい潮流ができるかもしれないという状

況にきているのだろうと思います。

したがって、今日、イスラム社会がどのよう

なものであるかという理解と、これといかなる

関係を構築するかということは、国際社会の中

の最大の課題であろうと思います。このイスラ

ム社会の西側に対する対応には大きく言って２

つあると言えようかと思います。１つは西側と

イスラム社会との協調を目指すという流れ、も

う１つはイスラム教を最高の政治社会経済の指

導原理とする流れ。この２つがイスラム社会の

中に流れていると思います。そして多くの場合

に、１つの国にも２つの流れが混在し、お互い

に競合しています。

私はイランにおりました時に、ハタミ大統領

を中心とするいわゆる改革派と西側諸国が力を

合わせ、イスラム社会の中に西側との協調を促

進するグループを強化することが西側社会の利

益であろうという見解を、若干のアメリカの中

防衛大学校教授

情報－イスラム社会変化の武器
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東担当者に申し上げました。しかし米国側は、

ハタミ大統領は必ずしもイランを全権掌握して

いるわけではないということで、この協力関係

を模索するという道はアメリカはとらなかった

わけです。私は、イスラム社会の中でイスラム

教を最高の指導原理とするという考え方と、西

側の協調を求めるという考え方が対立し、競合

しているからこそイスラム社会の中で協調を主

張するグループを見い出し、これとの協力をす

る必要性があると考えてきております。

この中で、イスラム社会の経済のあり方は経

済が社会政治と切り離されて存在しているので

はなくて、社会、経済の各々が一体として存在

しているということだろうと思います。したがっ

て、我々がイスラム社会の経済を議論する場合に

は、イスラム社会政治を議論することもまた不

可欠になってくるわけです。イスラムの社会の

中には西側と協調するという流れと、イスラム

教を最高の指導原理とするという流れの戦いが

まさに今、起こっているところであって、決着

がついているわけではありません。それだけに

この時期、西側社会がいかなる対応をイスラム

社会にとるかということが、極めて重要な時期

に来ていると思います。

私が３月末まで大使として勤務しましたイラン

という国を見ながら、この戦いのあり方を見て

みたいと思います。歴史的にふり返ってみます

と１９７０年後半までシャーは経済を中心として

西側の体制の導入を急ぎました。これに反発す

る形で１９７０年代後半からイスラム革命が成立

し、この中で西側との協力を廃止、西側の資本

を没収し、協力を断り、経済運営においてもイ

スラム教を最高の指導原理とするという体制が

できました。しかしながら、この流れすら新た

な変革が求められ始めています。今、イランに

おいてはハタミ大統領を中心とする改革派が西

側との協調を求めております。この動きは国民

の意志を国家の最高政策決定要因にしたいとい

う政治的動きではありますが、その背景には経

済的要因も密接に関連しております。

国民の意志を国家の最高政策決定要因とす

るということが、経済を含む個別の政策にい

かなる影響を与えるか見てみたいと思います。

イランの人口は、若年層を中心とした７０００万

人です。この層が一番求めているものは就職で

す。イランにおいては公式でも１５％以上の失業

を抱え、実態は２０％以上の若年層が職を持っ

ておりません。したがって、これらの人々の一

番求めるものは職であります。この職の確保が

７０００万人という人口を考えた場合に、石油関

連のみでは達成できません。非石油分野の経済

発展が不可欠になります。

では、この非石油分野の発展を行うための要

因は何であるかを考えてみたいと思います。非

石油分野の発展においては、西側の技術と資本

とマネジメント、これらが必要となります。か

つ、自国で生産したものを近隣諸国等に輸出す

るという要請も出てまいります。ここから非石

油分野の経済基盤を築くということは、必然的

に西側諸国との協調と、周辺諸国との関係安定

化というものを求める外交政策につながりま

す。しかしながら、前半述べましたように、イ

スラム至上を最高の原理とする流れと、西側と

協調するという流れは、互いに覇を求め戦って

いる関係ですから、経済関係を発展させる条件

を作ることもまた、極めて政治的な動きになり

ます。例えば、外国からの投資を促進する投資

環境を作ろうとしても、これが政治的な懸案と

なり、保守改革派の闘争につながっていきます。

これを前提にＩＴの重要性を考えてみたいと

思います。イスラム至上主義をとるか、西側協

調路線をとるかの政治闘争の中で、西側協調路

線をとるグループにとって、最も重要な武器は

情報です。世界の流れが何にあり、イランの国

内がどうなっているかという情報を国民に出す

ことによって、国民の選択を迫るということで

すから、情報量、情報伝達の早さ、正確さとい

うものが西側協調を求める政治闘争の中で極め

て重要な手段になっています。

イスラム主導主義グループは、改革派グループ

にとって情報が重要な役割をもっているというこ

とを知っているがゆえに、これに対して強い抵抗

の動きを示します。時に新聞を閉鎖し、本の発行

を禁じ、海外のテレビの受信を禁じ、インター

ネットカフェを閉鎖するような動きにあります。

逆に西側との協調を図るグループは、ＩＴを含

め情報手段を獲得するために、また戦うという

面があります。我々は経済分野においてのＩＴ
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という議論をしますと、それは中心的には経済

の効率を求めるためのＩＴという議論になりま

すけれども、少なくともイランにおいて、そし

てまた多くのアラブ社会において、ＩＴ、情報

の役割は単に経済効率を目指すのではなくて、

経済をいかなる形で運営をするかという路線闘

争の重要な役割を果たします。

かつて日本の政治の中心は学生でありました。

発展途上国の多くの国においては未だに学生が

政治改革の中心になっております。その意味で、

イランにおいては政治改革の原動力の１つが学

生になり、この学生がＩＴを含めた情報を重視

しているという流れがあります。もう１つは資

本、技術導入、あるいは輸出を行う際のＩＴの

利用です。こうした実務面でのＩＴは徐々に拡

大していると思います。私は例えば、日本に対

してペルシャ湾のエビを輸出しているビジネス

マンを知っていますが、彼は日本に一度も来た

ことはなく、すべてインターネットで処理をし

ているということで、この分野の国際的な連携

というものは当然ながら起こっています。

こうした点で１つ見逃せないのは、先ほど申

し上げました改革の中心に大学がありますが、

これらの大学は多くの場合、歴史的なつながり

から、米国、英国、フランス、ドイツ等と密接

に関連し、これらの諸国をモデルとした大学運

営と大学生のあり方を作っているということで

す。その点でＩＴの発展の可能性というものは

相当高いものがあると思っております。

２０００年でしたでしょうか、イランのハタミ

大統領が訪日し東京工業大学で演説をされまし

た。私は早稲田の大隈講堂がいいのではないか

と思ったのですが、残念ながら私個人は当時早

稲田大学とのコネがなくて、結果的に東京工業

大学で行いました。しかし残念ながら新しい分

野での協力は、国立大学の場合には制度的に非

常に難しいところが多々あります。例えばその

後、東京工業大学とテヘランの理科系大学との

協力をやろうかということになって、例えば、

イラン側が博士課程に人を派遣したいというこ

とを提案しましても、日本の国立大学では博士

課程に外国人を受け入れるに各種制約があり、

難しいから受け入れられないとなってしまうの

です。博士号を取得しなくてもいい、２、３年

勉強するだけでいいから博士課程に入れてもら

えないかということをイラン側が言ったのです

が、博士号を取得する予定のないものを博士課

程に受け入れることは予定されていないという

ことで、うまくいきません。柔軟性のある私学

がこういう分野でご協力いただければ非常にあ

りがたいと思っております。

いずれにしましても、イスラム諸国にとって

情報というものは重要な役割を持っており、こ

れは単に経済の効率を高めるというだけではな

く、社会、政治、経済の枠組みの改革と密接に

関連しています。そしてこうした情報分野で日

本が協力するということは、イスラム社会が西

欧協調路線を支援することにつながるだろうと

思います。

１０月１０日に発売されました『中央公論』

において、イラク情勢についての論文を書きま

した。ここで私は、西側諸国がなすべきことは、

イスラム社会を異質と見做しこれを力で変革す

るのではなくて、イスラム社会の中にあって西

側と協調する勢力を育てることが必要であると

主張いたしましたが、ＩＴ協力はまさにそうし

た次元の重要性を持っていると思います。どう

もありがとうございました。

北村：どうもありがとうございました。それで

は、次にハカン・ヤブズさんからお話をお伺い

したいと思います。ヤブズ助教授は非常に多才

な方でございまして、トルコで勉強を終えられ

た後、イスラエルあるいはアメリカで活発なア

カデミックな活動を展開しておられます。それ

ではヤブス先生、よろしくお願いします。
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８７

今回はお招きいただきどうもありがとうござ

います。今日は、ＩＴがトルコでどういう影響

を及ぼしているかというお話を申し上げます。

主な問題点は、いつ、どのような状況の下で、

ＩＴにより近代的でリベラルな考え方がイスラ

ムの中に生まれてくるのかということです。そ

の中でトルコの例を引きながら、どういう状況

の下でＩＴがどういう結果を生み出すかという

ことを申し上げたいと思います。ただそういっ

た状況に触れる前に、今日、社会政治的な状況

は国ごとに違うということを明確にしておきた

いと思います。

ＩＴはグローバル化の中で大きな役割を果た

しておりますが、このグローバル化ということ

を見る時に、３つの大きな要素があります。１

つは新しい技術であり、最近ではＩＴがその大

半を占めております。２つ目はネオ・リベラ

ル・ポリシーと呼ばれるものです。特に民営化

がその範疇に入ります。それからグローバル化

のソフトの側面には、民主化、人権という問題

があります。

要するに、グローバル化には３つの柱があり

ます。１番目はニューテクノロジー、２番目は

ニューエコノミー、経済社会政策と言われるネ

オ・リベラル、３番目は全世界的に民主化がど

う取り組まれているか、また人権問題がどう取

り組まれているかという側面です。

実際にこのグローバル化がイスラム世界にどう

いう影響を及ぼしているかということを考えるに

あたり、まずイスラム世界を７つの異なるゾーン

に分けたいと思います。７つのゾーンとは、

１）アラブ・ゾーン、２）ペルシャ・ゾーン、

３）中央アジアを含むトルコ・ゾーン、４）イ

ンド・パキスタン・バングラディッシュ・ゾーン、

ユタ大学助教授
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５）マレー・インドネシア・ゾーン、６）アフ

リカ・ゾーン、７）ヨーロッパやアメリカなど

におけるイスラムのコミュニティーであるエス

ペラント・ゾーンです。

これらはお互いに摩擦を起こすこともあります

が、この７つのゾーンの中で２つの競争する、矛

盾するビジョンが出ています。１つはゲットー・

イスラム、たとえばタリバン化が進んでいると

ころにおけるもの、２つ目は近代的イスラムで

す。グローバル化の影響ということを考えた時

にいろいろな解釈が行われていますが、例えば

マレーシア、インドネシア、トルコなど、国際

化のプロセスの中に入ってきている国々におい

ても、宗教は依然重要性を持ち続けています。

即ち、グローバル化においても宗教の重要性は

減っておりません。そして、ラテン・アメリカ、

米国においては、宗教は重要性を帯びてきてお

ります。

先程申し上げた、グローバル化によって３

つの基本的な問題は、アイデンティティーの

問題、それから社会正義の問題、それから他

の文化の問題に深くかかわっています。した

がって、宗教というのはカトリックであろう

と、ユダヤ教であろうと、仏教であろうと、

イスラム教であろうと、こういった３つの基本

的な問題に対応していかなければなりません。

むしろグローバル化においては、社会主義と

か国家主義といったものよりも、そういうと

ころに対応していかなければいけないわけで

す。イスラムというのは宗教であり、そして

豊かな伝統であり、それから社会正義、ある

いはアイデンティティー、あるいは流儀に関

してもいろいろな側面を持っているものです。

グローバル化がますます進む中で、イスラム

はその重要性を高めていくだろうと私は考え

ております。ただし、ここで注意しなければ

ならないのは、一律的なイスラム世界、ある

いはイスラム経済、あるいはイスラム社会は

ないということです。現に存在する宗教とし

てのイスラムから出発して、これがナショナ

リズム、そしてエスニスティー等を経て、各

地域のイスラム紛争、イスラム社会等という

ものになっていったものです。

ＩＴの影響は、その地域のイスラム、政治、

経済の状況、法制度、それぞれの要素によって

異なっています。したがってその影響がプラス

であろうと、マイナスであろうと、それを左右

するのは１つにはその地域のイスラム教の特性

であり、２つには経済的な構造がどうなってい

るか、つまり強力な中流階級、ブルジョワジー

がいるかどうかという経済社会構造、３つには

法的、政治的なシステムがどのようになってい

るか、これらが非常に重要な意味合いを持って

きます。ハドソン先生が昨日おっしゃいました

ように、新しいスペースがアラブ世界にも開か

れている、しかしこれは法的なシステムによっ

て守られていないものだけに、法の支配という

ものが極めて重要な意味を持ってくるというこ

とです。先ほど申し上げました７つのイスラ

ム・ゾーンにおいても、この３つの要素がＩＴ

の影響を左右すると思います。

次に７つのイスラム・ゾーンのうち、アラブ、

ペルシャ、トルコの３つのゾーンについて見て

いきたいと思います。始めにアラブ・ゾーンと

呼ばれるものがあります。ここで特に私が強調

しておきたいのは、アラブ・ゾーンというのは

確かに重要なイスラム世界の一部ではあります

が、しかし同時にイスラム人口の３０％を占め

ている地域にすぎないということです。アラ

ブ・ゾーンというのは植民地主義が歴史的な

背景を特徴づけています。また民族解放運動、

さらにはアラブとイスラエルの衝突、それか

ら石油、これらによって今日のアラブ諸国が

成立してきました。石油に基づく経済の生成

は確かに国の力を強力にしましたが、新しい

強力なブルジョワジー、あるいは中流階級が

出てくるのを妨げてしまいました。即ち国家

と対応できるようなブルジョワジーが育って

こなかったわけです。またアラブ・ゾーンの

背景にある植民地主義の中で、民族解放運動

を終えた後、イスラエルとアラブ衝突の結果、

反米主義、反英主義、反仏主義といったもの

も出てきました。アラブ世界の政治システム

は、それにもかかわらず欧米という外部の力

のとりこになっている面があります。他方こ

の地域の民主主義化は欧米からプッシュされ

ておりません。特に米国はアラブ諸国の民主

化にはあまり言及しておりません。
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その意味では、ＩＴの影響というのは限られ

ております。Ｅメールを見たりすることはでき

ます。しかし、ウェブサイトの利用という動

きはあまりありません。ウェブサイトを作る

時にはモハバラード即ち情報局にアドレスを

出さなければなりません。届出を行った時で

も場合によっては、自分の家系の名声が失わ

れることもあります。このように政治、経済

の状況、さらには弱い法の支配というものが

ＩＴの影響力を弱めています。しかし、ＩＴ

が急進改革派によって、使われていることは、

否定できない事実です。

次に２つ目のペルシャ・ゾーンですが、ここ

はイスラム・シーア派が支配しております。ペル

シャ・ゾーンでも反米主義は昔より強くなってい

ます。そして歴史的には、米国がイランに介入し

たという過去もあります。ここでも植民地主義、

石油、こういった要素がペルシャ・ゾーンを形

成してきましたが、このゾーンは現在も外部の

プレッシャーのとりこになっている面がありま

す。１９７９年にイランの革命が起きました。そ

してこの革命が情報の流入を妨げてきました。

インターネット・カフェを閉鎖する動きは今で

もありますし、そして同時に情報システムを独

占しようとする動きもあります。

最後に、３つ目のトルコ・ゾーンについて述

べていきたいと思います。トルコ・ゾーンの中

には、独特のトルコ・イスラムという要素があ

ります。これは極めて重要なものです。トル

コ・イスラムの特徴、経済的な構造、法制度、

こういったものがＩＴの利用の背景を形成して

きたということです。

まずトルコ・ゾーンには植民地の経験があり

ませんでした。現在、反英、反仏、反独感情と

いうのはトルコにはありません。第１次世界大

戦の後に占領されたこともありましたが、わず

か２年の占領でした。そして民族解放戦争も人

民戦線によって戦われたのではなくて、組織さ

れた軍部によって指導されました。このことも

非常に重要です。さらに神様のお陰といいます

か、トルコからは石油が出ませんでした。した

がって税金に基く経済が育ち、その中で強力な

ブルジョワジーが出てきました。中産階級は国

家の支配に従属するということはなく、中産階

級の間でいろいろな競争が行われました。また

いろいろ批判はあるにしても、法的な制度も守

られております。戦後トルコは米国と同盟関係

を結び、敵は常にロシアでした。１９世紀には

オスマン・トルコとロシア帝国が争った経緯

もあります。冷戦時代はロシアを常に敵とみ

なしてきました。そういった関係で欧米とは

一度として敵対関係になったことはないので

す。トルコのイスラムは、レバノンやエジプ

ト、イランといったような反欧米主義とは違

うわけです。

次に、トルコのＩＴを形成してきた個々の要

素を見ていくことにしましょう。１つ目はイス

ラムの特性についてです。トルコのイスラム

の特徴の１つに、スーフィズム、特にナクシュ

バンディのスーフィーのミスティカル教団とい

うのがありますが、これがトルコを支配したと

いうことがあります。支配といっても精神的な

支柱となってきたという意味で、何かをコント

ロールしようとするようなものではありません。

ジハードについては皆さんよく聞かれると思い

ますが、ジハードには２つの考え方があります。

１つは大きなジハード、もう１つは小さなジハー

ドです。スーフィーにとりましては自分自身と戦

うこと、即ち、自分の中の敵を殺すということ

が重要だと言われております。このようなスー

フィーのイスラムはトルコのイスラムの考え方

を支配してきました。

ＩＴからまず最初に利益を得たのは、スー

フィーです。スーフィズム関係者によって新聞、

雑誌、ウェブサイト、こういったものが盛んに

作られました。トルコはイスラム諸国の中では

最もメディアが進んだ国でもあります。１２３

のテレビ局があり、その内、国営テレビ局は４

つだけです。ラジオ局も１０００局ありますが、

同じく国営ラジオ局は７つだけです。イスラエ

ルに続きまして、トルコはＥメール、ウェブサ

イトの数が多い国です。トルコのスーフィーグ

ループはほとんどすべてが自分たちのウェブサ

イトを持ち、自分たちの雑誌を持ち、場合によっ

ては新聞も発行しております。

近隣諸国と比べてみますと、トルコはＥメー

ルの利用が多く、ウェブサイトも非常に多くなっ

ています。ギリシャやユーゴスラビアよりも、
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あるいはグルジア、イラン、イラク、シリアよ

りも多いのです。例えば、１１月３日にトルコ

で選挙がありますが、トルコには２大政党、

即ち、元イスタンブール市長が先頭に立って

いる近代党と、共和民主社会民主党です。民

主党が掲げているのは、政府を改革して、そ

して選挙の公約ではいわゆる電子政府を立ち

上げるということです。ガバメント・オンラ

インというのは即ち、政府の省庁に行かなく

てもよい、官僚主義に対応しなくてもよい、

登録でも何でもネットで対応できるというこ

とです。こういう役所の手続きがコンピュー

ターを通じてやれるということ、Ｅメールを

通じてやれるということです。そしてまたト

ルコをＩＴに統合してＩＴからプラスを得よ

うという考えでもあります。

ＩＴを形成してきた要素の２つ目は経済構造

です。トルコには独立した中流階級が存在し

たので、この人たちが先頭に立って独立した

ラジオ局を、テレビ局を作ってきたわけです。

したがって、ＩＴのトルコに対する影響につ

いては、既にもう結果は出てきております。

大きな影響としましては、相互交流というこ

とです。アイデンティティー、人権に関して

世界と意見のやりとりができるということです。

例えばクルド人にとって、地元のアイデンティ

ティーを使い、自分たちのアイデンティティーを

パブリック・スフィアの中に出していくことがで

きます。単に国としてのトルコのＩＴだけでは

なく、社会や地域のアイデンティティーがパ

ブリック・スフィアの中に入ってくるのです。

その背後にあるのは新しいコミュニケーション

のネットワーク、ラジオ、ＩＴと関連するウェ

ブサイト、テレビ局などの複数のメディアの共

存です。

ＩＴの形成要素の３つ目は法的な保護という

ことです。新しいチャンスを守っているのは、

法の支配です。トルコはＥＵに参加しようとし

ています。人権問題があれば人権裁判所に持っ

ていくことができます。そこでは法の支配があ

ります。もちろんドイツとかフランスほどには

優れていないかもしれませんが、中東地域では

最も優れた裁判所を持っております。したがっ

て、外部のプレッシャー、圧力があっても法制

度が守ってくれます。ＩＴの活動も法の枠で守

られます。

このように、トルコにおけるＩＴの最初の影

響は、アイデンティティーが細分化をされ、そ

して新しい種類のアイデンティティーが出てき

たことです。２つ目の影響は宗教的な対話の細

分化です。イスラムには複数の主義があります

し、いろいろなスーフィーのグループがありま

す。その人たちが自分たちのラジオ局、テレビ

局、ウェブサイトを持ち、そしてこの人たちす

べてが自分たちのイスラム観というのをそれぞ

れ打ち出しているのです。つまり１つの当局、

権威があって、その人が自分たちこそ本物であ

るということはなく、お互いにいろいろな行為

が対立し、競争する中で、議論しているのです。

３番目の影響でありますが、これはパブリッ

ク・スフィアの拡張ということです。ＩＴの

力を借りることによって、従来型のコミュニ

ケーションよりもＩＴの方が安いものですか

ら、今まで疎外されてきた人たち、あるいは

貧困の人たち、トルコ社会の周辺にいた人た

ちも様々な議論に参加することができるよう

になりました。

申し上げましたような結果は、新しいリベラ

ルな政策によって出てきたものです。８３年か

ら９３年までオザル政権で制定された新しい経

済制度、それから民営化により、経済が自由化

され、そしてそれによって新しいイスラムが出

てきました。また新しいブルジョワジーが出て

くることによりまして、トルコは強力な中流階

級を持つことになりました。このブルジョワジ

ーが自分たちの生産を守っていくため法の支配

を確かなものにすると同時に、法の支配という
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ものを支援したわけであります。

新しいリベラルな政策によって、イスラムの

信頼、自信というものが戻ってきました。即ち、

民主的な資本主義制度というものに対する自信

を深めることができたわけです。アラブの多く

の地域においてイスラム運動は反ヨーロッパ

的、反米的ですが、トルコの与党はＥＵへの加

盟を支持してきました。この先頭に立っており

ます人たち、ＥＵへの参加を支持する人たちは

まさにイスラム・グループであり、イスラム政

党であったわけですが、このイスラムの人たち

が自信を持ち、うまくやっていけるんだ、そし

てＥＵの法制度の下で繁栄することができる、

市場経済の下で繁栄できるんだという確信を持

つに至っています。

結論ですが、グローバル化の影響の下にあった

のは、２つの異なる、対立したビジョンです。イ

スラムに関わる２つのビジョン、即ち１つはタリ

バンです。タリバンの場合には部族システム、イ

スラムのバハァビ概念というのが支配的でありま

した。それから法の支配はなく、ブルジョワジー

もない。そこにＩＴを与えますと、場合によって

マイナスの結果が生じる恐れもあります。テロリ

ストたちは、ＩＴを使ってインドネシア、マレー

シア、トルコ等から仲間を募ってくるわけです。

したがって、この場合には、ＩＴがマイナスの

ツールになりました。これを私は、ゲットー・イ

スラムと呼んでおりますが、その場合にはＩＴは

マイナスのツールになります。

ところが２つ目のビジョン、近代的イスラム

は、トルコ、マレーシア、インドネシアにおい

てもっとも支配的なビジョンですが、ＩＴによっ

てイスラムのいろいろな考え方、そして他人の

考え方に対して寛容である制度を生み出してき

ています。

最後になりますけれども、私の友人たちから

怒りを買うかもしれませんが、イスラムの過去

はいわゆるアラブ・ゾーンにあり、イスラムの

将来はアジア、そしてマレーシア、トルコ、中

央アジア、ボスニア、ヘルツェゴビナにあると

思います。何故かと申しますと、これは社会、

政治的な状況のゆえです。

どうもご清聴ありがとうございました。

北村：どうもありがとうございました。それで

は３人目のパネリスト、畑中さんをご紹介いた

します。畑中さんは現在、（財）国際開発セン

ター エネルギー・環境室長でして、中東問題、

特にエネルギー問題等を含めまして、経済問題

一般に非常に詳しい方です。かつては駐在員と

してカイロに駐在したご経験もございます。そ

れでは畑中さんよろしくお願いします。

９１

グローバリズムとイスラムの領域



９２

第２部　情報技術革新がイスラム経済にどのようなインパクトを与えたか

ただ今、ご紹介いただきました畑中でござい

ます。私の今日の話ですが、第２部の冒頭でコ

ーディネーターを務めておられる北村先生か

ら、ＵＮＤＰの報告書を基に、アラブ諸国にお

ける１人当たり実質ＧＤＰの伸び率を例に挙げ

られ、アラブ諸国の経済が特に９０年代、フラ

ストレイテッド・エコノミーだった、挫折感のあ

る経済であった、というお話がございました。私

はこの挫折感ある経済について、挫折感にさいな

まれながら過去２０数年間調査研究をしてきたも

のです。私の今日のお話は、イスラムとＩＴにつ

いて、主に経済に焦点を絞りまして、若干、挫折

感だけではなくて、多少の希望を持ちながらご説

明をさせていただきたいと思います。

まず初めに結論を申し上げたいと思います。

皆様もご存知のように、近年中東のイスラム諸

国では、国民あるいは企業といった民間部門の

ＩＴへの関心が大変高まっておりますし、また

ＩＴを利用する、あるいは取り入れていく動き

も大変拡大しつつあります。他方、政府レベル

を見ますと、個々のそれぞれの省庁別にＥガバ

メント、電子政府化といったことに関心を示し

ていることでもわかりますように、調査研究の

段階も含めて、ＩＴ産業、あるいはＩＴ革命を

何とか導入しようと動いていることも事実でご

ざいます。

さらに、昨日のお話でもございましたけれど

も、例えばドバイではインターネットシティー

という構想が打ち出されておりまして、これは

現在既に実現化の方向に動いております。また

ヨルダンですとかエジプトにおきましても、ア

メリカのシリコンバレーに対抗するかのよう

に、例えばスマートビレッジですとか、あるい

は当初はナイロビレッジでしたが、シリコンバ

レーの向こうを張ってナイルバレーとか、そう

いう構想が打ち出されております。このように

中東のイスラム諸国でも、ＩＴを積極的に取り

（財）国際開発センター エネルギー・環境室長
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込もうという動きが出てきているのは事実であ

ります。ただ、残念ながら国全体としてＩＴ革

命に取り組むという、統一的あるいは計画的な

動きというのが若干欠けるきらいがあります。

これは中東の諸国に、残念ながら、ある程度共

通なことなのですが、ＩＴ産業に限らずとも、

やはりそれぞれの省庁の縄張り争いによる足並

みの乱れがあるからです。

また、今日、孫崎先生からイランでの事例と

いうことで、保守派と改革派の闘争の中でＩＴ

も最前線の話題となっているという詳しいお話

がございましたが、情報産業や通信産業、通信

部門を完全に自由化する、あるいは民間に委ね

るといったことに必ずしも諸手を上げて賛成し

ない勢力というのが、実はまだ中東にはござい

ます。そうしたこともありまして、流れとして

は、あるいは気運としてはＩＴの部門を取り入

れていこうというのが中東諸国のイスラム政府

の意向ではございますが、まだ、現状では完全

なものに至っていない、その前段階にあるとい

うことが言えるのではないかと思います。

今回のシンポジウムでは「イスラムとＩＴ」

ということになっておりますが、イスラムの経

済であれ、日本の経済であれ、あるいはアメリ

カの経済であれ、ヨーロッパの経済であれ、本

来ＩＴというのはそれ自体が目標、目的ではあ

りません。経済の発展を達成するための要は１

つの手段にすぎないわけです。その意味では手

段でありますＩＴを、各イスラム諸国が補完的、

あるいは代替的なその他の政策と取り混ぜなが

らどのように取り入れていくかによって、イス

ラム経済の中で果たすＩＴの役割というものが

自ずと決まってくるのではないかと思います。

結局、中東のイスラム諸国がＩＴ革命のもた

らす経済的なメリットをフルに享受しようとい

うのであれば、それは一重に各国政府が政治的

意思を持ってこれを断固として追求していくこ

と、これが基本的には求められるのではないか

というのが私の結論でございます。

昨日のジョージタウン大学のマイケル・ハド

ソン教授のお話にも、ＩＴ革命の進展がアラブ

のイスラム諸国の政治社会の変革を促してお

り、それも不確実性を高める方向に働く可能性

があるというご指摘がございました。ＩＴ革命

が計画的、あるいは継続的に取り上げられるこ

とになった場合には、経済面の影響については

恐らくプラス面とマイナス面との両方があろう

かと思います。これについては後ほど説明いた

しますが、その点に触れます前に、中東諸国に

おけるＩＴの普及の状況から見てみたいと思い

ます。

まず中東でのＩＴの導入ですが、中東でＩＴ

が導入されましたのは１９９０年代の半ば以降の

ことですので、ＩＴ産業というのは依然未熟な

段階にございます。しかし、インターネットの

利用者数というのは近年急増しております。特

にサウジアラビア、クウェイト、アラブ首長国

連邦、バハレーン、オマーン、カタールの王

政・首長制の６ヶ国で構成されておりますガル

フ・クーパレーション・カウンスル（Gulf

Cooperation Council）、湾岸協力会議機構諸国、

ＧＣＣと言われている地域では、１９９８年のイ

ンターネットの利用者数というのは全人口の大

体４０人に１人の７０万人ぐらいだったのです

が、これが推計では２００２年、今年の年末には

全人口１１人に１人の大体２５０万人ぐらいが利

用するような状況になるのではないかと言われ

ております。

ＧＣＣからアラブ全体に目を広げて見ます

と、アラブ世界での利用者数というのは昨年

（２００１年）の３月末の推計になりますが、大

体３５０万人ぐらいと言われております。した

がいまして、アラブ社会全体では７０人に１人

ということで、ＧＣＣに比べるとやや利用率が

低いということになろうかと思います。

ちなみに、アラブ世界の国別のインターネッ

トの利用者数ですが、これは現在大体アラブ首

長国連邦が６６万人ぐらいで一番です。２番目

がサウジアラビアで５７万人、３番目がエジプ

トで５６万人と言われております。また、人口

に占めるインターネットの利用率のベスト３

は、一番高いのがアラブ首長国連邦で２４％、

したがって人口の４人に１人です。次がバハレー

ンで１７％、６人に１人です。そして３番目が

小さな国ですけどカタールが１０％ですから、

人口の１０人に１人になります。このように、

アラブの中でもインターネットの利用率、ある

いは利用者数を見ますと、湾岸の王政・首長制

９３
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の国が非常に高くなっているのが特徴的なこと

であろうかと思います。また、アラブあるいは

ＧＣＣ全体の近年のインターネットの利用者数

の増加率を見ますと、大体西欧では３０％ぐらい

ですが、アラブ世界は５０％、ＧＣＣでは１００％

の対前年比の伸び率ですので、世界に比べて近

年急速に伸びているということがおわかりいた

だけると思います。

このようにインターネットの利用者数という点

に限りますと、近年大変高い伸び率を示している

中東のイスラム諸国ですが、これが実際のビジネ

スですとか、あるいは政府の仕事で取り込まれて

いる比率ということになりますと、まだ低いと言

えます。例えばＥコマースというのがありますが、

このオンライン取引額というのは９９年度で１億

ドルということで大変少額です。ちなみに、中

東諸国の全体の経済規模、ＧＤＰ、国内総生

産というのは、数字の取り方にもよりますが、

大体９０００億ドルぐらいですので、それと比べ

てＥコマースのオンライン取引額１億ドルという

のは大変小さな金額だということがおわかりいた

だけるのではないかと思います。

ただ、そうは言いましても、例えばマイクロソ

フト社では、中東のＩＴ市場の潜在的な成長性が

非常に高いということで大変に注目しておりまし

て、恐らく今後、先ほどインターネットの利用者

数がアラブ全体で５０％伸びた

と申し上げましたが、ＩＴ産業

全体でも年率２５％ぐらいで伸

びていくのではないかというよ

うな予測をしております。この

ために、マイクロソフト社では

ご存知のように、アラビア語版

のＷｉｎｄｏｗｓを積極的に売

り出しておりまして、マーケッ

トの獲得に力を入れているとこ

ろでございます。

また先ほど、アラブ世界の本

年（２００２年）末のインター

ネット利用者数は、大体人口

２億５０００万人のうち２５０万

人の予測と申し上げましたが、

ＡＪＥＥＢ．ｃｏｍ（アジーブ・

ドットコム）という専門会社の

推計では、少し高いかとは思いますが、利用者

数は１２００万人ぐらいになるのではないかとい

う見込みを出しているようです。また中東のＥ

コマースのオンライン取引額も先ほど１億ドル

と申し上げましたが、これも来年の２００３年末

でございますけれども、３０億ドルぐらいまでは

高まっていくのではないかと推計しております。

現在中東の経済というのは、先ほど北村先生

のお話にもございましたように低迷しているも

のですから、経済構造改革を推進することによっ

て、これまで政府や公的部門が中心となってき

た経済から、民間部門が中心になる経済への転

換を図らねばいけないということで、様々な改

革努力を進めております。そういう中で、経済

に関する国際会議も開かれており、最近ではＩＴ

に関する、あるいはインターネットに関する会

議というのも数多く開かれてきております。中

東イスラム諸国におけるインターネット、ある

いはＩＴ産業の現状が大体おわかりいただけた

ところで、これから中東のイスラム諸国でＩＴ

産業が発展していくためには何が求められるの

かということをお話ししたいと思います。私の

作った簡単な図をもとにご説明させていただき

たいと思います。

まず図２は３つの層からなっておりまして、

一番下に大変弱々しいフラジャイル（脆弱）な
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図１　イスラム経済とＩＴ

・近年伸び率の著しいインターネット利用者数、e-コマース取引額
←湾岸のインターネット利用者数
（1998年末70万人→2002年末250万人？）

←中東のe-コマース・オンライン取引額
（1999年1億ドル→2003年30億ドル？）

・インターネット経済の発展に求められるもの
←インフラの整備（電話、携帯電話、データ）
←保護法・促進法の整備
←オンライン取引決済の仕組みの構築
←国内外からの投資増
←ハード・ソフト面の人材の開発

・ITイスラム経済へのインパクト
←期待される経済の発展と関連産業の振興
←労働集約型（ハード面）と資本集約型（ソフト面）のもたらす

プラス、マイナス
←促進される中東域内や世界経済との融合化
←情報公開で懸念される経済と政治・社会の衝突



歪んだ５つの柱がございます。一番左がハード

面でのインフラ、電話等の通信設備です。それ

から２つ目が法律、あるいは規則、知的所有権

といったものも入ります。それから３番目が、

制度ですとか仕組み、４番目が投資の資金です。

５番目が人材でございます。要は、中東のイス

ラム諸国でＩＴが伸びていくためには、こうし

た５つの柱、いわゆる基盤がしっかりしなけれ

ばならないわけですが、この図にございますよ

うに、非常に弱々しいのが現状です。

次に上を見ますと、政府による情報の管理が、

ＩＴの進展を上から押さえつけ、妨げておりま

す。情報を管理している政府の当局とすれば、

ＩＴ革命が進行することによって、それだけ情

報の伝達が容易になりますし、あらゆる情報が

簡単に手に入ることになってしまうものですか

ら、必ずしも喜んでばかりいられず、情報管理

が難しくなるというので、怒っている、あるい

は当惑している、あるいは神経質になっている

というのが現状です。

上から政府による情報の管理で押さえられてい

るという中で、真ん中で、イスラム諸国のＩＴは

何とか拡大していこうと躍起になって、一生懸

命汗をかいているというのが現状です。したが

いまして、これから中東でイスラム諸国がＩＴ

革命をフルに取り入れてＩＴ産業を育成してい

くためには、この５つの柱の基盤整備を行うこ

とが求められますし、２つ目に上から締め付け

ております、各国政府による情報の管理の部分

で、情報の開示ですとか、あるいは透明性の確

保ですとかといったことが必要になってくると

思います。

最後になりますけれども、第３の点は、ＩＴ

のイスラム経済へのインパクトということで

す。これは一般的に、ＩＴはイスラム諸国の経

済にポジティブなプラスの影響も持ちますし、

マイナスの影響も持ちます。プラスの影響とい

うことでは、コストの削減がなされるとか、合

理化できるとか、あるいはうまくいけばＩＴそ

のものと、ＩＴの関連産業の育成が行われて、

これを通じて経済の発展が確保できる側面があ

ると思います。

他方、ネガティブな側面ですが、まずＩＴを知

的な部分のソフトと、それからＩＴのコンピュー

ター等の製造のハードの面に分けてみますと、

そもそもＩＴのソフト面というのは資本集約的

な産業であります。ところが孫崎先生もお触れ

になりましたけれども、中東では現在、押しな

べて全人口の５０％ぐらいが２０歳以下です。

その全人口の５０％の２０歳以下の若者が、今

一生懸命職を探している状況で、雇用の増加と

いうのが非常に求められているところでありま

す。ソフト面でのＩＴの進行というのは省力化

につながりますので、各国が今、一生懸命行お

うとしている雇用の増加には必ずしもプラスに

働かない側面があるのではないか、したがって、

ＩＴの進行を行うに際しては、ＩＴ産業だけで

はなく、やはり労働集約的なその他の産業を振

興することも求められてくるのではないかと思

います。

それからハード面、これはパソコンを製造す

るとか、その部品を作るとか、そういう方面で

ございますが、こちらの方は労働集約的部分が

強いですから、その意味では雇用の吸収という

ことで中東諸国のイスラムの経済にとってはプ

９５

イスラムとＩＴ－融合と衝突

図２　イスラム諸国におけるＩＴの現状



ラスになるという側面があろうかと思います。

ただ、その面でも人材の開発というのが非常

に求められてきます。まだまだ残念ながら中東

諸国では自国で、これはソフトとハードの両面

において、ＩＴ産業を十分に自国で賄っていく

に足るほどの人材を持っていないので、この面

の整備が急務となっています。特に理工科系の

教育面を充実するということが必要ではないか

と思います。この点では今日、このシンポジウ

ムを開催されております早稲田大学の国際情報

通信研究センターにも、恐らく今後、中東のイ

スラム諸国のＩＴ産業、特に大学教育での振興

にあたっては大変協力の余地があるのではない

かと思います。湾岸を回っていますと、同じ西

側の先進国といっても東洋に位置する日本とい

うことで、日本の技術に対する期待というもの

には高いものがありますので、この辺りに、ま

だまだこれから我々のやるべき仕事があるので

はないかと考えております。

最後になりましたが、中東のイスラム諸国の

最大の課題というのは、経済構造の改革でござ

います。背景は、先ほどお話ししましたように、

人口が増え、若い人が増え、そして職がない。

それに加えて、政府は財政難です。あるいは人

口が都市に増えているとか、核家族化が進み、

昔のような１０人とか１５人が１家族で住むよ

うな伝統的な家族体系から夫婦と子供というよ

うなことで核家族化が進み世帯数が増えており

ます。これが何を意味するかというと、電力や

水、あるいは少し広げて大学や病院といった社

会的なインフラ、そうした基礎的なインフラが

足りなくなることを意味します。しかし、政府

にお金がないものですから、それを民間がやら

なければならないということで、構造改革しか

ないということになっているのです。

キーワードは改革と開放でございます。それ

で民活化とか、あるいは国によっては民営化が

進められるようになってきているわけですけれ

ども、中東のイスラム諸国におけるＩＴの取り

組みにおきましても、要は、各国政府も、例え

ばＥガバメント化をすることによってスリム化

が可能です。それによって行政のサービスの改

善も可能であります。各国の政府が、ＩＴ産業

の育成に向けた基盤整備を行い、情報の管理の

統制を緩やかにし、あるいはＩＴ産業を側面か

ら支援するような関連産業、さらにはその他の

雇用を吸収するような製造業、ＩＴ産業の人材

を育成するような教育政策等々を併せてとれ

ば、イスラム諸国の経済にとり、ＩＴ産業は総

じてプラスの方向に機能を果たし得るというこ

とになるのではないかと思います。

以上で私の報告を終わらせていただきます。

どうもありがとうございました。
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質疑応答

北村：どうもありがとうございました。皆さん

のお話にも伺えるように、経済と言いましても、

実際は一方では政治問題と密接に関連し、他方

では社会開発、社会教育の問題と密接に関連し

ています。そういう意味で、ここでの経済とい

うのは広い意味に捉えていただきまして、今後

のご議論をお願いしたいと思います。まず最初

に私の方から、それぞれの地域あるいはイスラ

ムコミュニティー、イスラム・ゾーンという観

点から見て、いろんなインパクトの出方が違う

であろうという前提のもとに、２つほどご質問

させていただきたいと思います。

１つは、ＩＴというものは昨日のマイケル・

ハドソン先生のお話にもありましたように、一方

では政治の観点からすれば扱うのにやっかいなも

の、他方では、経済効率性という観点からすると

非常に重要なもの、という２つの側面を持ってい

ると思います。今日の皆さんのお話ですと、トル

コでは、政治的な観点からもＩＴというのはそれ

ほど問題になってはおらず、ＩＴの成果が活用さ

れる方向にあるというお話でした。しかし率直に

申しまして、トルコはかなり解放されているけれ

ども、まだまだインフォーマルな形での社会問題

あるいは政治問題というものにおいて、ＩＴの成

果というのはそのように見事に発揮されることが

あるのだろうかと、疑問を持つ人たちが多いと思

います。その点をどのように考えられているのか

ヤブズ先生にお伺いしたいと思います。そして、

孫崎先生、畑中先生には、それぞれの地域から見

てそれほどトルコが際立ったものなのかどうかと

いう地域比較の観点から、コメントをいただけた

らと思います。

もう１つは、今後の将来に向かっての問題に

関連するわけですが、人材育成、特に若い人た

ちをどう活用していくかというお話が皆さんか

ら出たわけですが、現在、イスラム社会から頭

脳流出という形で、欧米諸国にかなり優秀な若

い人たちが流出しているのが実状ではなかろう

かと思います。あるいは先ほどフロアからのご

質問が出ましたように、実際には非常に高い能

力、教育成果を持っていながら結果的に抑圧さ

れた状況に置かれている。このような目に見え

にくい問題、現在のそういう若い人たちの置か

れた状況というものをもう一度、それぞれの地

域の特徴がはっきりわかるような形でお話いた

だければと思います。

ヤブズ：トルコの話ですけれども、大きな政治

的、社会的な問題はまだあります。政治的、社

会的な問題は、憲法の改革、あるいは法制度の

改革に関することです。法律について言えば、

トルコはＥＵからこれを押し付けられ、そして

トルコのブルジョワジー、中流階級がそれを支

持したという側面があります。オスマン帝国が

最初に自己改革を試みたのは明治維新の頃だっ

たのですが、対立が起きました。宗教的な学者

と、新しい種類の官僚との対立でした。そして

新しい官僚たちは近代的なトルコを作ろうと

思ったわけです。そして国家が主導する経済、国

家が管理する教育、それからコミュニケーション

のネットワークを作ろうとしたわけです。国家

の目標としては「世俗」の国家を作ろうという

ことだったのです。１９７０年代以降、新しい対

立が始まりました。今度は軍部官僚と新しいブル

ジョワジーとの対立です。現在トルコはある意味

で非常に難しい岐路に立っていると思います。官

僚主義とブルジョワジーの対立はほぼ終わりかけ

ており、そしてブルジョワジー側が勝とうとして

います。それでも軍部、官僚主義というものが力

を持っており、全面的な改革を阻止しようとして

います。そして自分たちの権限の放棄に抵抗して

います。しかし内部、海外からの圧力が強まって

いますから、官僚主義の終焉は近く、彼らの未来

は開けてこないと考えております。

この１１月に選挙がありますが、今回の選挙

は社会的、政治的な問題が争点になると思いま

す。トルコ社会は、ＩＴからの恩恵を非常に被っ

てきました。それでも、教育の観点、あるいは

情報へのアクセス、あるいはウェブサイトでの

情報の観点から見ますと、社会と国家の間にい
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ろいろな情報格差があります。社会の方が複数

主義でして、国家よりも進んでいます。それだ

けに、軍部あるいは官僚の方は権力を離そうと

しないという事情かもしれません。これはトル

コ内の問題だと思います。しかし、今回の選挙

でよりプラスな環境、好ましい環境ができてく

ると願っています。

畑中：政治社会的な問題については今、ヤブズ

先生からご説明がございましたので、私の方は

主にＩＴに関わる経済についてお話をしたいと

思います。経済の規模ですとか、あるいは産業

の多角化の進展度合いですとか、さらには工業

力の進行度合いから考えれば、中東諸国の中で

は、恐らく、トルコがＩＴ産業を育成していく

のに一番進んだ国と言えると思います。ただ、

トルコの問題は、ご存知のように足元の経済状

態が非常によくありません。１０年おきに大変

な経済危機に見舞われております。したがいま

して、ＩＴ産業の育成というところに力を入れ

ることも将来を見据えて必要な政策の１つであ

ろうかと思いますが、むしろ、足元の金融政策

等をもう一度しっかりして、経済危機の克服と

いうのをまず第一に行う、そのような状況にあ

るのではないかという気がいたします。

それから政治社会問題ですが、相対的に言え

ば、中東の中でもトルコというのはイスラム色

が一番薄い国でございます。色で塗ればイスラ

ムは緑ですが、サウジアラビアとかリビアとか

が非常に濃い緑だとすると、トルコは薄緑で橙

色まではいきませんけれども、薄緑と橙色の間

ぐらいのところにきている、そういう国だとい

うような感じです。

孫崎：冒頭に申し上げましたように、イランと

いうところは今、路線闘争の一番厳しいところ

で、情報と結びついた形での政治、経済、社会

改革ということで、ＩＴを含めた情報を増やそ

うという流れと、イスラム的なものを中心にやっ

ていきたい、したがってＩＴ等の情報に対して

は否定的な流れとがあります。後者のグループ

に関しては、必ずしも国民の雇用につながる経

済政策の方策がないということで、国民の８割

程度が改革派の方に流れているということであ

ろうと思います。

ご指摘の頭脳流出という問題は、極めて深刻な

問題であります。特に理科系の大学の優秀な生徒

の卒業生がヨーロッパ、アメリカ等に出ていって

います。従ってこうした学生を受け入れられるよ

うな経済基盤をイラン国内に作るべきだというの

が改革派の主張であろうと思います。この中で日

本の役割というのは多分特殊な面があります。イ

ランの学生が米国、ヨーロッパに留学すると、そ

の土地に居着くケースが多いのですが、日本に留

学した場合にはイランに戻ってイランの経済発展

に努めるという例が非常に多いので、イラン政府

としては日本への留学を積極的に行いたいという

気持ちを持っているように思います。

北村：人材についてのお話をもう少し伺えますか。

畑中：中東諸国で頭脳流出があるということ

は、ヤブズ先生がアンカラ大学ではなくてアメ

リカの大学で教鞭をとっておられるということ

が如実に示していると思いますが、残念ながら

頭脳流出は、資金の流出と共に、中東諸国の経

済が抱えている大変大きな問題であろうと思い

ます。

ご質問の若い人たちの置かれた状況というこ

とですが、中東諸国では過去３０年間に高等教育

が非常に進んでおりまして、かなりの比率の人

が高等教育を受けるようになってきています。

しかし、国によってはカリキュラムの内容に非

常に問題がありまして、実学の教育になってい

ないということもあって、大学を卒業した人た

ちがそのまま社会に出て、労働力として十分に

活用されないような状況が１つにはあります。

また、先ほど北村先生のおっしゃられたよう

に、挫折感のある経済であったということもあ

るものですから、雇用口がなく、日本で昔言わ
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れた「大学は出たけれど」現象のようなものが

起こっております。フラストレイテッド経済の

中での「フラストレイテッド若者」、これが社

会における１つの大きな時限爆弾になっており

ます。経済問題だけで留まればいいのですけれ

ども、既にこれが社会問題化しつつありますし、

恐らくこのまま放置をしておけば、１０年後、

あるいは１０年経たないかもしれませんが、政

治問題化につながるという非常に危険な時限爆

弾的な問題になっているのだろうと思います。

ヤブズ：畑中さんと同じ意見です。私はトルコ

ではなく米国で仕事をしておりますが、しかし

状況は変わってきていると思います。基本的な

問題への解決策をトルコで探さなければいけな

いと思います。民営化や改革も非常に重要かつ

必要なものです。例えば、９３年以降、トルコ

では解放型の教育を始めました。そして民間主

体の教育が非常に進んできています。やはり高

等教育がなければ国の中に頭脳を保つことはで

きません。教育にとって経済にとってＩＴにとっ

て、民営化というもの、あるいは改革というの

は重要なのです。経済、教育の中で、国が大き

な力を振るっている限り、問題は解決していか

ないと思います。民主化によって、人材流出と

いった問題は解決できると思っております。

北村：それではフロアの方から、自由にコメン

トなり質問なりを展開していただきたいと思い

ます。

Ｑ：ＩＴを情報の拡散のために使う、イスラム

世界での情報の拡散のために使うということで

すが、将来的にどういう方向へ向かっていくの

か。特にイスラム世界においてどういう方向性

があるのでしょうか。またイスラム世界で経済

的な発展が今後行われる上で、ＩＴはどういう

役割を果たすのでしょうか。財政的な部分で今

後、企業的な活動がどのような発展を見るのか

というお話を伺いたいと思います。

孫崎：ご質問と少し違うかも知れませんが、今イ

スラム社会に起こっている現象は、イスラム社会

独自の情報がイスラムに発信されているという問

題が重要な役割を果たしています。１０年か２０

年ぐらい前、ＣＮＮが世界の動向を決めるとい

うことが言われました。ＣＮＮの映像を見なが

ら世界の指導者がどう反応するかを考えるとい

う側面があり、よくも悪くもＣＮＮというもの

に代表される映像、情報が社会政治のリーダー

的な役割を果たしていたのだろうと思います。

しかし今は、ＩＴというよりまだテレビとい

う段階ですが、起こっている現象をイスラム社

会がイスラム社会の視点で映像をつくり、それ

をイスラム社会の中に発信します。それが新た

にイスラム社会の世論を形成することになって

います。従ってイスラム社会のメディアは単に

西側の価値観を伝達する手段として機能してい

るのではなくて、イスラムの中の価値観を形成

する手段として動いています。今のところはそ

の典型がテレビでありますが、これからその役

割をＩＴが果たしていくのだろうと思います。

つまりそういう意味ではイスラム社会の情報機

能は非常に大きな変革期にあると思います。

ヤブズ：ＩＴ分野での革新については技術革新

やノウハウの問題などがあります。まず、国の

中にいいブレーンがいなくてはいけないと思い

ます。国家が経済、教育において主導的な役割

を果たしてきましたが、今後この技術の革新と

いうことにおいては、やはり民主的な力が発揮

されなければと思います。

トルコの現状はかつてとは異なっております

し、変わりつつあります。特に大学におきまして

は様々な技術研究が行われています。マレーシア

においても同じです。特に教育のシステムに関し

ては民間化が積極的に行われつつあります。

また、世界の中でも国家が経済を握っていると

ころでは、頭脳流出というものが起こってしまう

と思います。頭脳が流出してしまうと、今度は逆

に自国内で革新も行われなくなるわけです。
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畑中：人材の流出も資本の投資も、要するに、人

にしろお金にしろ、基本的に、水が高いところか

ら低いところに流れるように、最も良い条件のあ

るところに行くわけですから、現在、残念ながら、

それらの資源がイスラム諸国から外に出ていると

いうことだと思います。イスラム諸国の中にも革

新的な技術であるとか考え方を持った人はたくさ

んいるわけですから、そういう人たちを再び中に

引き戻せるような、要は環境の整備が必要ですの

で、イスラム諸各国の政策が一番重要になると思

います。

それからもう１つ、これからＩＴ技術革命の

中でイスラム諸国全体として果たす役割を考え

た場合、イスラム５０何ヶ国かあると思いますが、

イスラム標準とか、イスラム共通プログラムと

いったものを是非作られて、イスラム世界全体と

しての新たな技術革新のようなものを、イスラム

世界の総智を上げて取り組むといった考え方が

あってもいいのではないかという気がします。

Ｑ：ヤブズ先生にお伺いします。昨年度、早稲

田大学と国際的なテレコミュニケーション連合

によって共催された会議があり１４ヶ国が参加

しました。パキスタン、イラン、そしてインドネ

シア、マレーシアを含むイスラム世界の国々も参

加しました。そのフォーラムにおきまして各国の

間のいろいろなギャップがみつかり、同時にまた

このギャップはなぜ埋まらないのかという話も議

論になりました。これはイスラム世界に対しても

同じことが言えると思いますが、そういった先進

国と途上国との間の差異について論じられたわけ

です。発展途上国の中には多くのイスラム諸国が

あるわけですが、そこにおきましてはテレコムの

流通量というのは非常に少ないのが現状です。パ

キスタン、イラン、バングラディッシュでは、ど

のようにしてテレコム関係の企業を進化していく

のかというための正確な政策がありません。トル

コでも同じです。マレーシアではテレコミュニ

ケーションのサービスが１９９４年から始まりま

した。テレコム分野での民営化はインターネット

の普及と共に促進されておりますが、トルコにお

きましてはどのようにしてＩＣＴの民営化を行っ

たのでしょうか。そして、他の４つの地域に対し

てどのように行われているのかということもお話

していただきたいと思います。

ヤブズ：トルコの電気通信およびＩＴの民営化

というのは９０年代からです。これは経済の改

革の一貫として進められました。ＥＵと同じ法

律の枠組みをトルコにおいても導入していま

す。これは電気通信に関しての話です。電気通

信というのは現在、まだ民営化されておりません。

ほとんどが国によって運営されております。イ

スラム諸国においては、ＩＴのよい結果を得る

ためには、まず識字率を高くすること、電気通

信システムとウェブサイトをきちんと保護する

ための法律を整えること、ブルジョワジーから

資金調達を得ること、そして人材の確保といっ

たことが必要になります。

パキスタン、バングラディッシュの２つの地

域においては、識字率はあまりよくありません。

したがって、ＩＴの専門技術が少ないという問

題があります。それからまた、パキスタンやバ

ングラディッシュのブルジョワジーというのは

あまり力がありません。パキスタンの場合はブ

ルジョワジーではないかもしれませんが、土地

の所有者、大地主が軍とつながっており、民営

化の流れに対して反対をしていますので、ＩＴ

の普及にはどうしても限界があります。インド

もそうです。ただインドの方がどちらかという

と、パキスタンとかバングラディッシュに比べ

てよい状況にあります。というのは、識字率が

インドの方が高く、法律がある程度整備されて

いるという点があるからです。今、申し上げた

ようなことがＩＴがプラスに働くために必要な

柱ということです。

５番目のイスラム・ゾーン、これはマレーシ

ア、インドネシアの部分ですが、マレーシアは

非常に重要なケースです。というのも、マハ

ティール首相が市場経済を推進し、民営化を推
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進するという経済政策を発表しているからで

す。マレーシアはこの分野において非常に成功

しています。識字率が高いというだけでなくて、

法律もしっかりしています。そういった意味で

は、市場経済がうまくいっているということに

なるわけです。日本の投資があったということ

も１つの理由になっているでしょう。日本は、

インドネシア、マレーシア、特にＩＴの部分に

投資したところが多いと思います。

６番目のゾーン、アフリカに移りましょう。

アフリカの場合にはますます端に追いやられて

いるという現状があります。エイズに代表され

る健康・衛生の問題が最重要となっている等、

アフリカと他の地域を見ますとかなり差があり

ます。最も大きなイスラム教徒の集まっている

国がナイジェリアですが、ここにおいても非常

に厳しい状況があります。識字率が低い、ブル

ジョワジーがない、法律も弱いということは、

ＩＴ化にとってマイナスです。

７番目の大エスペラント・ゾーンですが、アメ

リカ、ヨーロッパは一番うまくいっているものの、

イスラム教徒のコミュニティーとアメリカとの関

係、ヨーロッパとの関係が最近かなり敵対的に

なっているということから、別の意味での問題が

あります。しかし、ＩＴということでは、一番繁

栄していると言えるでしょう。識字率は非常に高

く、そして法律もきちんと整備されています。で

すからこのゾーンにおいてはより重要な役割を

ＩＴが果たすことができるでしょう。

このように各ゾーンにおいて社会的、政治的、

そして経済的なファクターがあります。そのファ

クターによってＩＴの影響が違ってきていると

いうことになります。

Ｑ：第１に、イスラムからイスラムに対する情

報発信が成長してきているということは事実だ

と思うのですが、同時にその世界に生活してお

りました者として、そういう情報発信の危うさ

というものも非常に感じております。つまり、

内部での情報発信、情報受信だけで満足してし

まっていて、それが世界の中でどういう方向を

向いているのかに対する反省と自覚というもの

がなくなってしまうのではないかということで

す。それはすべての文化において起こり得るこ

とですから、イスラムだけに限った問題ではあ

りませんが、これまでが成長だとすれば、これ

から成熟していくために、イスラム対イスラム

だけではなくて、イスラムという自分自身のア

イデンティティーを持ちつつ、世界に対して発

信していくことが重要なのではないかと思いま

す。そして彼らは非常に二元論的な考え方が強

いと思うのですが、世界にはキリスト教徒とユ

ダヤ教徒とイスラム教徒だけが存在しているわ

けではなくて、日本のようにそういうものとは

まったく関係ない国も存在しているわけですか

ら、そういう第３者の国からのフィードバック

も受け入れるだけの包容力と、それに耐えられ

るだけの現実認識を持てるようになれば、イス

ラムの情報の発展というのも生産的な方向に向

かうのではないかと思われます。

そしてもう１つ、これは畑中先生のおっしゃっ

ていたことと関連があるんですけれども、例えば

その情報技術という形で、例えば早稲田大学な

り日本なりが中近東に援助をするという形はあ

ると思いますが、それだけで終わってしまった

のでは次の発展というのがないのではと思いま

す。私がヨルダンに滞在しておりました時に、

日本について非常にたくさん聞かれました。そ

れは非常に種々雑多なことで、食べるもの、着

るものといった生活全般について、社会につい

て、非常に多くのことを聞かれて、その度に非

常に努力をしながら伝えてきたつもりです。そ

して私が日本に帰ってきまして、今度は例えば

交流がしたいとか、援助がしたいという日本の

グループ、市民団体のような方たちから、今度

は逆にアラブとかイスラムについて多く聞かれ

るわけです。

つまり、これまでの日本とイスラムの関係とい

うのは専門家に囲い込まれてきたわけです。つま

りイスラムを深く理解した、しかし極めて少数の
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人たちに情報が囲い込まれてしまっていて、一般

に対して開かれていなかったと思います。ですか

ら、これからの日本、イスラムの関係というのを

考えていく上で、専門家の方たちにもお願いした

いのですけれども、援助をするというのも援助す

るだけではなくて、情報の相互交流を保証できる

ような形で援助をしていって欲しいと思います。

孫崎：イスラム社会が自分たちに向かって発信を

始めたというのは新しい現象です。その次、ご指

摘のように、この社会が西側とかそういうところ

に発信する段階にくるわけです。そこで非常に問

題になるのは、西側の方がそういうイスラムの社

会を客観的に見ながら政策を作ろうとするのか、

あるいは自分たちの考える政策でそれがイスラム

社会とある程度切り離された形で政策をとるかど

うかということと、情報発信の問題は非常に関連

しているわけです。例えば現在のアメリカの対イ

ラク政策がどのように決定されていくかをみてみ

たいと思います。米国の対イラク政策は、イラク

情勢の冷静な分析で決まっていくというよりは、

アメリカがどういう政策を自分の国の国内要因で

やりたいかということで決定されていると言えま

す。そのような決定過程をとりますと、イスラム

の情報の発信というのはさして需要がないという

ことになります。

ただ将来、もしも西側としてこのような社会

との付き合い方というものが、ハタミ大統領が

言っているように文明間の対話的な形で国際政

治を築かなければならないということになれ

ば、当然のことながらイスラムの情報は西側が

求めていくということで双方通行の情報になる

と思います。残念ながら若干の誇張を交じえて

言うと、今の西側の政策は、イスラム社会が、

自己の社会をどう考えているか、その状況はど

ういう客観性を持っているかという視点で決定

されるというよりは、西側社会の考える利益で

政策を決めているといえます。このことはイス

ラム社会からの情報のニーズを少なくしている

という状況ではないかと思っています。

畑中：中東の人に日本をよく理解してもらう必要

があるという観点についてですが、一番必要なの

は日本をよく理解してくれているアラブの人、イ

ランの人、トルコの人から、日本についてよく説

明してもらう、語ってもらうということだと思い

ます。向こうのことをよく知っている日本人がい

かに説明しても、それは日本人の見方によって日

本を向こうに説明するだけのことでありますの

で、要は中東の人々に日本をよく理解してもらう、

そういうことをまず制度として促進することが必

要なのではないかと思います。

それから２つ目に、日本とイスラムの関係の中

で専門家だけに知識や情報が囲み込まれてしまっ

ているということですが、これは別に我々が自分

たちだけで囲み込んでやっているわけではありま

せんで、我々の努力不足はあるということは多い

に反省したいと思いますが、基本的には我が国の

１人１人の皆さんの国民の意識の問題の中での中

東やイスラム社会の受け止め方があるのではない

かと思います。そういう意味で言いますと、やは

り初等教育からの日本の世界史や歴史、地理とい

うところでの中東とかイスラム世界の位置付けを

もう少し考える必要があるのかなと思います。ま

た会場にマスコミの方、あるいはマスコミのＯ

Ｂの方もおられますが、やはり日本のマスコミが

中東とかイスラム社会のことを取り上げられる時

に、どうしてもやはりテロとか戦争とか紛争とい

った危険なことが取り上げられがちなものですか

ら、少し社会的な側面とか、文化的な側面とか、

人と人の交流に役立つような、そういう紙面づく

り、あるいは雑誌づくり、そういうものがあれば

と、個人的には考えております。

Ｑ：孫崎先生からイラン人の留学生のお話が出

たと思うんですが、イラン人が日本に留学する

上で何が障害になっていて、現在、どのように

それを克服しようという活動がなされているの

かということ、また、イラン人の留学生はアメ

リカなどではその場に留まるのに、なぜ日本に

留学した場合にだけ帰国していくのかというこ

第２部　情報技術革新がイスラム経済にどのようなインパクトを与えたか
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とについてお伺いしたいと思います。それから

アラブでインターネットシティーに行ったこと

があるのですが、とにかく大丈夫だということ

ばかり言われてしまいました。アラブのＩＴの

強みと弱みをもう一度整理したいと思うのです

が、その辺りをご説明いただければと思います。

ヤブズ：数日前にこんな話を聞きました。現在

２５０人ぐらいのトルコの学生が日本の大学で

勉強しているということです。これはとても素

晴らしい数だと思っております。これだけの人

たちが、そしてほとんどの方が技術分野で勉強

しているということでした。ヨーロッパ、アメ

リカに留学し、そういったところに残りやすい

のは、米国やヨーロッパというのは歴史的に外

部を広範に受け入れてきた背景があったのだと

思います。それは伝統であり、習慣でもありま

す。日本の場合は必ずしもそうではないですね。

これも１つの要素ではないかと思います。

孫崎：やはり一番大きいのは、国際的な比較から

言って、日本のほとんどの大学が外国人に対して

非常に閉鎖的であるということだと思います。そ

れは大学というものだけではなく日本社会におい

て、知的層の高いレベルに外国人を導入するとい

う考え方がほとんどないということとも関連して

いると思います。イラン人が米国とかヨーロッパ

には残るというのは、米国、ヨーロッパにはアラ

ブ、イランも含むイスラム圏の知的な高い層を受

け入れるという社会体制が存在しているからで

す。日本の場合にはそれが極めて限定的であると

いうこととも関連していると思います。

畑中：ドバイのインターネットシティーと、そ

の他の国のアラブのＩＴに対しての取り組み方

というのは、恐らく違うと思います。ドバイの

ＩＴ産業というのは簡単に言いますと、場所貸

し業です。ここの場所を非常に安く貸しますの

でどうぞいらして下さい。ここで好きなことを

何年間か、何十年間かやって結構ですよという

ことです。したがって、要はそこに来ていただ

いて、来ていただいたことによって多少なりと

も雇用の効果なり、技術の伝播効果があるとい

うことです。つまりドバイのインターネットシ

ティーに限定して言うならば、その国の本来の

産業の自立的な発展につながるような形には少

なくともなっていないものですから、将来的に

はただの場所貸し業だけではなくて、本来のそ

の国の産業の育成にもう少し資するような形に

しなければならないと思います。そういう政策

が今考えられているかもしれませんけど、少な

くとも表に出てきていないのが弱点だろうと思

います。

それから、一般的なアラブ世界におけるＩＴ産

業の強みと弱みということですが、先ほどの図で

言いますと５つの柱のところ、基盤整備が弱点で

す。ハード面のインフラ、これは湾岸地域は相対

的に進んでいますが、東地中海ですとか、あるい

は北アフリカのアラブ、イスラム諸国に行きます

とやや劣っています。それからＩＴ産業に関わる

話だけではないのですが、知的所有権の問題等の

法律面、進出した企業を保護できるような特許も

含めて、そういうものが弱点であると思います。

それから最大の弱みは、中東のイスラムの国

というのは、１つの国がＩＴと言うと我が国も

我が国もと言って、どこの国もＩＴになってし

まいます。そうなりますと、すべての国家が同

じことをやってしまうことになりますので、や

はりそれぞれの国のおかれた地理的な条件と

か、資源の不存状況とか、マーケットの可能性

とかというものをもう少ししっかりと検討、吟

味して、ＩＴ戦略を打ち出すことが必要です。

その点が少し欠けており、最大の弱点ではない

かと思います。

北村：議論は尽きないと思いますが、残念なが

ら時間が少しオーバーしてしまいましたので、

第２部はこれで締めさせていただきたいと思い

ます。
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