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それでは今回最後のセッションである第３部を

始めさせていただきます。当初コーディネーター

は、ユネスコの文化局エグゼクティブ・オフィス

企画担当官で早稲田大学国際情報通信研究センタ

ーの客員教授でもある松本慎二先生と私、というこ

とでしたが、今回パネリストとして参加していただ

くことになっておりました、ユネスコの大学と文化

遺産プログラムを主催されておりますソーニャ・ラ

ムジー先生が、どうしてもユネスコの仕事でカナ

ダの方にいらっしゃるということで、こちらにお

いでいただけないことが一昨日判明いたしました。

急遽、松本さんにパネリストとして参加していた

だくという形で、司会役を私が務めさせていただ

きます。お詫びと共にお知らせ申し上げます。

先ほど畑中先生から私学に期待をしているとい

うようなお話をいただきました。昨年第１回目の

このシンポジウム、それから３月１２、１３日に、

カイロ大学で吉村先生、松本先生、北村先生、学

生とで「イスラムとＩＴ」ローカル・ミーティン

グのシンポジウムを開きました。その間、何度も

話題に出ております９月１１日のほぼあの時間に

成田を立ちバレンシアにまいりまして、大学と文

化遺産プログラムというユネスコフォーラムに参

加いたしました。これを主催されていたのがおい

でいただくはずでしたソーニャ・ラムジーさんで

す。早稲田大学は２０００年３月に松浦事務局長

と奥島総長が、ユネスコと包括協定を結びました。

それまでも吉村先生、あるいは中川先生等々、私

どもも含めましてユネスコと深い関係にございま

したが、単一の大学と国際機関であるユネスコと

の包括協定というのは初めてとのことです。

私自身も実はイスラムについては決して深い知

識を持っているわけではございませんが、ユネス

コのニューテクノロジー・フォー・カルチャーと

いうプロジェクト、また世界遺産にもなっており

ますウズベキスタンのレギシタン広場で２年前に

行われたユネスコ主催の音楽祭のお手伝いと審査、

それからモロッコで開かれました、世界遺産会議
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で世界遺産を場所あるいは時を越えてあるがまま

伝えるという主旨の事前の撮影、録音と、会議に

デモをするなど、イスラム諸国と関わってきてお

ります。ほかにも日付変更線近くの、２１世紀を

真っ先に迎えるインドネシア、バリ島近くの島が

あるのですが、そこでセイクレッドリズム、聖な

るリズムという音楽祭をユネスコが主催されまし

て、その技術的なお手伝いをさせていただくとい

う形で、学生ともども参加させていただきました。

早稲田大学では昨年包括協定に基づき１年生

を中心に学部を超えた学生が受講する演習科目

に「ユネスコの技術活動、文化活動への参加」

というテーマカレッジを作りました。吉村先生、

中川先生、今日もお見えの近藤先生、それから若

い及川先生、私ども８人で主に１年生を対象に

始めております。今日も何人か学生諸君来てくれ

ているようですが、是非、後ほどのディスカッ

ションでは若い学生の方にも積極的に参加しても

らいたいと思います。そのカレッジの最初にネッ

トワークを通じて、松浦事務局長から講義をして

いただきました。そこで若い学生さんがちょっと

ハラハラするような質問を松浦さんにしました。

バーミヤンの遺跡の破壊をユネスコは止められな

かったではないか、ユネスコに何ができるんだと

言ったわけです。今日はユネスコからもお見えに

なっているので、いろいろな意味合いでユネスコ

がどのようなことをしてきたか、またすべきか、

そしてできること、できないことについてお話を

伺っていきたいと思います。

特にイスラムとＩＴ、文化ということですが、

先ほど来、いろいろなお話がございます。例えば

ＶＴＲ、古くはカメラ、それからラジカセ、コン

パクトディスク、こういうものはむしろ西欧やア

メリカよりも、コミュニケーション手段としてあ

まり知られておりませんがイスラム諸国に広く普

及しています。ＶＴＲの技術そのものはいろいろ

な国、いろいろな方の努力がありましたが、製品

としてコンシューマーレベルで成功した日本から

出発した技術としてのＶＨＳ ＶＴＲの一番出荷

されている先はイスラム圏でございます。

それから若干私事ですが、オーディオ用のコ

ンパクトディスクの規格というのは、例えば、

１秒間に４４１００回の標本化、４４．１キロヘル

ツという周波数は早稲田大学の音響研究室で提

唱して使っていた周波数がそのまま世界のデファ

クトスタンダードになっております。このＣＤが

今や音を入れる道具としてというよりは、皆様

ご承知のように、非常に手軽な記録媒体であり、

再生装置がコンピュータ用のペリフェラルとし

ても周辺機器としても、オーディオ機器として

も、さらにイスラム圏や中国ではビデオＣＤとし

て、ビデオデジタルレコーディドメディアとして

も非常に広く普及しております。

ＣＤといえば１０年ほど前に今日見えている

松本さんからＣＤの生みの親である、当時ソニー

技術研究所長をされていた中島平太郎さんに、

科学技術情報をＣＤ－ＲＯＭに入れて、イスラ

ム圏を含む途上国へ潤沢にユネスコが流すとい

うようなプロジェクトの提案がありました。そ

の折、いっそユネスコが衛星を打ち上げて世界

中どこからでも投稿、閲覧が可能な電子科学雑

誌でも刊行してはどうかとの話になりました。

一方通行の情報を流すだけだとますます格差が

広がってしまう、反対に先ほどからのお話にも

ありますように、いろいろな途上国でも優秀な、

あるいは興味のある方がたくさんいらっしゃる

ので、ダイレクトにコミュニケーションを図る

システムを実現しようという趣旨でしたが、イン

ターネットでほぼ実現していますね。

いずれにしてもコミュニケーションの重要性、

ＩＴの重要性は非常にあると思います。ただ、

デジタルデバイドという問題がありますが、先

ほどの畑中さんのお話にもありましたけれど、

ビジネスや政府としてはあまり普及はしていな

いけれども、実際には生活者レベルでインター

ネット等が盛んに使われているという現実、こ

れは大変重要な点ではないかと思いました。こ

れは本物になり得る技術です。ハードウエアの

値段というのは恐らく非常に下がりますので将

来的にはほとんど問題ではなくなり、むしろコン

テンツと管理等が大きな問題になってくるので

はないかと思います。

それでは最初にご紹介するまでもなく、この

シンポジウムの実質推進をしていただいている

吉村作治先生から、提言要旨としては「文化と

宗教の相克をどう乗り越えるべきか」というこ

とでお話をいただきたいと思います。
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どうもこんにちは。吉村です。相当体重はあ

るんですけれども、先ほど店田先生から血が軽

いと言われました。日本人的な感覚としては、

血が軽いというと頭が軽いと思いますね。腰が

軽いとか、そういうふうに考えられるでしょう

けど、アラビア語では「ダンモカフィーフ」と

いう大変な褒め言葉なのです。それをきちんと

皆さんに伝えておかないと誤解して帰られるの

ではないかと思いまして。ちなみにそれの対語

は「ダンモチィール（血が重いという意味）」、

あいつは嫌なやつだという意味です。店田先生

は私をほめて下さったということをまず知って

いただきたいと思います。

３連休ということもあるのでしょうか。主催

者としては相当頑張ったのですが、なかなか人

がいっぱいになりませんね。新聞にも広告を打

ったし、私は１０ヶ所以上の講演会でチラシを

配りました。名古屋で配った時に「電車賃を出

してくれるのか」と言われたこともあります。

かなり空席が目立っておりますが、頑張りまし

た。その頑張りにひっかかった人がここにいら

っしゃるということで、ありがとうございます。

深く深く感謝いたします。驚いたのは、私など

難しくて嫌になって、何度この席を立とうと思

ったかわからないのですが、皆さん真面目に聴

いていらっしゃることです。日本の知的レベル

も捨てたものではありません。

ただ先ほど、イスラムは専門家だけが囲い込

んでいるとおっしゃった方がいらっしゃいます

けれども、それは大変な大間違いでございまし

て、今日のこのシンポジウム、これは囲い込ん

でいると言えますか。むしろ逆で皆さんが来な

いんです。ポスターやチラシまで作っても、こ

の中に早稲田大学の学生が何人いると思います

か。囲い込んでいるわけではありません。大変

な誤解でありまして、この他にもいろいろなと

ころでこのような会を催しています。決して囲
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い込んではおりませんので、その点に関しては

私は強く抗議したいと思います。例えお客様で

あろうと間違えた場合にははっきりと申し上げ

たいと思います。

今日は今注目のアフガニスタン、バーミヤン

のことをお話ししたいと思っていたのですが、

それはこちらに控えておられます松本先生や高

木先生にお任せするとして、私はエジプトを中

心にお話ししていきたいと思います。

エジプトに限らず、アラブ圏の人というのは

それなりに似たようなところと似ていないとこ

ろがあるので、アラブとは、と一括して言うの

はなかなか難しいものです。エジプトもそうで

す。先ほど店田先生がエジプトの特徴を述べら

れましたが、同じエジプトでも上エジプトと下

エジプトで若干違います。先ほどの特徴は下エ

ジプト、デルタ地帯、地中海周辺の人で、ここ

のエジプトの方はむしろレバノンとか、地中海

沿岸、北アフリカなども含めて、地中海沿岸の

方のような開放的な、しかしその実、何を考え

ているのかわからない気もします。もう少し上

エジプトに行くと、確実に腹では違うことを考

えているということがわかります。同じエジプ

トでも若干の違いがあるわけです。日本も東北

と九州とでは違う、それと同じことです。私が

これから言います「エジプト人」あるいは「エ

ジプト」は総括的、一般論化したものですので、

１つ１つのケースでは違う場合もありますので

始めにお断りしておきます。

まずエジプト人が文化遺産をどのように考え

ているか、人口６５００万人中１００人ぐらいと

いう少ない数字ではありますが、聞いてみまし

た。大きく２つに分かれます。１つは自分のと

ころのものは全部財産であり何でも遺産だとい

う意見です。先ほどの孫崎先生のお話で言うな

らば、イランで言う解放派というか、西欧と協

調する流れ的な考え方です。もう１つは古代と

中世の間をぱっと切る考え方です。中世以降、

即ち、イスラムというのとイスラム前との２つ

に分け、イスラム以降は中世も含めて現代的で

あり、自分たちの非常に重要な財産だと言いま

す。一方中世以前はまさしく文化遺産、親が残

した遺産のように考えています。これを現奥島

総長の言葉を借りれば、「ピラミッドは財形貯

蓄である」ということになります。私は「定期

預金じゃないですか」と言ったのですが、「い

や、財形だ。定期預金だったら今はほとんどつ

かない」と返されました。その証拠に、今のエ

ジプト人は生まれてきたらもうそこにピラミッ

ドがあって、自分たちは１銭も掛けていないけ

れども、年間４０万人ぐらいの観光客がやって

来て入場料やバス代やホテル代を払っていきま

す。これが利息であり、だから財形貯蓄なのだ

とおっしゃるんです。

まとめますと、１つは全部を財産と考えるグ

ループで、これは宗教など関係なく文化遺産は

自分たちの誇りであるという考え方です。もう

１つのグループは、中世以降の宗教的に現在の

自分たちと同じ宗教的なものは財産であり、そ

の前のものは遺産であるからどんどん使うとい

う考え方です。この２つの他に国というのがあ

ります。国は不純でございまして、古代の遺跡

をどんどんみんなに見せて稼ごうと、それで生

活を豊かにすればいいではないかと考えます。

つまり観光資源という考えです。

エジプトの方に聞いてその答えを私なりに分

けたのですが、何か意見はあるのかと聞きます

と、あるんです。まず１つは、外国人、エジプ

トに入ってくる他国人がエジプトに対し非常に

悪い誤解をしており、「あの立派なピラミッドを

作ったエジプト人なのに、どうして今のエジプ

ト人はこんななの？」と聞かれると言うのです。

これは大変失礼だと思うんですけれども、昔

はもっとひどい話がありました。私の知り合い

のある企業の方が子供を連れて行って向こうに

住んでいたのですが、一緒に歩いていたら、昔

のことですからパジャマに裸足で歩いている子

が結構いたわけです。それを見て「どうしてあ

の子はパジャマを着ているのでしょうか」と言

うので、「子供の制服がパジャマなんです」と言

ったら、「ああそうですか」と言って喜んで帰っ

て行った人がいました。そのようなことがある

わけがないので、本当に下らない話ではあるの

ですが、そういう姿を見てすぐに劣等だと判断

し、ピラミッドを作った人がこんな体たらくな

わけはないから、きっと民族が変わっているんだ

ろうという誤解をするわけです。そしてエジプト

人は未だにこれに苛まれているのです。
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実は民族が変わったわけでもまったくありませ

ん。歴史的にもそのようなことは少なくとも記さ

れていません。もちろん文化は変わります。例え

ば宗教を中心とした考え方で言えば、ビザンチン

の時に神殿閉鎖令というのが出まして、古代エジ

プトの多神教からキリスト教にあっという間に変

わりました。その後７世紀になりますと、アラビ

ア半島に住んでいた一般的にアラブ人と言われて

いる人々がエジプトに入ってきて、そこを支配し

ていたビザンチンの人々を追い出し、エジプトに

イラスム文化を中心としたアラブ人の政権を打ち

立てて、それが今日まで続いているわけです。そ

の間にトルコのもう少し北部のアルメニアからオ

スマントルコ帝国の一員として将軍が入ってきま

して、モハメッド・アリという人がエジプトを支

配したり、フランスのナポレオンが入ってきたり、

それからイギリスが支配したりということはあり

ましたけれども、基本的にエジプト人、中核の

９９％の人たちというのは脈々と昔から生きて

きた人たちです。宗教がイスラム教になった、

だからそこで民族が変わったというのは早計に

過ぎません。

ここで気を付けなければいけないのは、日本人

は人種論、民族論ができないということです。例

えばユダヤ人というのはユダヤ人という人種がい

るような錯覚に陥っています。ユダヤ人というの

は明確にユダヤ教徒という意味でありますから、

日本人とユダヤ人というのは対等ではないわけで

す。イザヤベンダさんという人が『日本人とユダ

ヤ人』という本を書いてヒットしましたが、よく

読めばあの方はちゃんとそういうことを書いてお

られます。ただ、表紙や新聞の書評だけ見ると、

対等の意味を持つように見える言葉が並んでいま

すから、日本人とユダヤ人とは同じ概念だと思っ

てしまいます。これは大きな間違いなのですが、

日本の学校教育が悪いのですからそう思ってしま

うのは仕方がないことです。

ですから、このことを我々はもう一度真摯に

受け止めなければなりません。例えば、西欧化

されている、近代化されているというのを進ん

でいることだと思う故に、エジプト人を見ると

「あの体たらく」と短絡してしまうわけです。

どうしてそういうことになったのかと言います

と、西欧は産業革命でぱっとうまく変わり身を

したからなのです。もともとキリスト教の本質

というのは平等ということでした。それは精神

的に平等であるということで、それがキリスト

教の生き方です。ところが、近世に入る少し前、

ルネッサンスや宗教革命があって、精神だけで

はなく物質的にも平等化しようということが考

え始められました。物質的に平等にするために

は、モノを大量に作らなければならない、欲し

い人には全員にあげなければいけない、そのた

めに産業革命は必要だったわけです。産業革命

があったから大量生産して大量消費して大量破

棄しているのだという考え方を頭に持っている

限り、環境問題は絶対に解決できません。

そのため確かにモノ的には豊かになった。隣

がピアノを持っていれば我家も持ちたい、自動

車を持っていれば我家も持ちたいということに

なりました。そしてそれらを実行してきたので

す。けれども、それによっていろいろな問題が

出てきたわけです。エジプトは確かに１９５０年

代、６０年代、７０年代と近代化しようとして、

アスワン・ハイダムを作りました。しかし、近

代化には成功したとは言えません。その証拠に

公害が非常に少なく、ナイル川もそれほどひど

く汚れませんでした。つまり近代化を強引に推

し進めなかったということです。

当時の政権担当者であったサダト大統領は暗

殺されましたが、彼の評価は現在ではマルでし

て、よくぞ国を悪化させなかったと言われてお

ります。評価というのは時代によって変わるわ

けです。私自身、昭和１８年生まれですから、

戦後の闇市というのにも行きました。その時に

何を着ていたか。私など小学校の入学式に着て

いくものがなくて行かずにいたら、先生が病気

をしているのではないかと心配してわざわざ終

わってから家に来て下さったわけです。もっと

も通り道だったということもあるんですが、し

かし今でもその先生にずっと感謝しています。

そういうことを我々は忘れてしまっているわけ

です。それで「あのピラミッドを作った人とこ

の体たらく」という発言が出てくるわけです。

ですから、この辺のところはきちんと考えてい

くべき問題だろうと思います。

もう１つ、エジプトが抱えている非常に重要

な問題は観光立国であるということです。奥島
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総長が財形貯蓄だとおっしゃったように、ピラ

ミッドに限らず、エジプトにあるものは皆、観

光モノになっています。国としてはともかくこ

れをプロモーションしてたくさん人を呼んで、

たくさんの人に見てもらって、それでお金を落

としてもらおうと考えます。何と言っても観光

収入は１０億ドルを越えておりますので大変重

要なものであるわけです。

しかしこのことは、例えば遺跡を直す際に波

紋を広げます。今２１世紀の考古学というのは、

遺跡の修復・保存に主眼を置いていまして、

我々もユネスコと協力しながらその一端を担っ

ているのですが、エジプト政府が遺跡を修復し

ますと、ファナティックな国粋主義的な人たち、

いわゆる自分の殻に閉じこもろうとしている人

たちは、政府は観光客に遺跡を見せて儲けてい

る、純粋に遺跡の保存ということを考えている

のではなく、儲けるために直しているのだとい

うように、政府は痛くない腹を探られてしまい

ます。それでついつい修復の手が鈍るわけです。

そうすると遺跡は破壊の方向に傾きます。遺跡

破壊は観光客によっても進みますが、破壊する

力は自然の方が遥かに大きいものがあります。

自然が自然を壊す、地震がそうですね。それか

ら自然が人工物を壊す、人間が自然を壊す、人

間が人工物を壊す、壊れ方には４つあるのです。

ただともかく政府としては、観光のためでは

ありませんとも、観光のためですとも言うこと

ができません。結局、苦渋の先延ばしを行いま

して、この修復は観光のためではありませんよ、

学問的な目的なのですよと、観光客が来ないと

ころは大々的に直して、観光客がたくさん来る

ところは黙って直すという玉虫色で解決してい

るのです。我々は今度ユネスコと組んで修復に

協力します。これは確実に、観光客を呼ぶため

に行っていることはわかります。大変に良心が

痛むのですが、それならば止めればいいかとい

うとそうではない、遺跡がもっと壊れてしまい

ます。非常に難しいところにきているのです。

それではどうしようかというわけで、ここで

ＩＴが出てくるわけです。即ち、第２のグルー

プの人たちを教化、説得する、わかってもらう、

そして、遺産と財産とに分けて考えるようなこ

とではなくて、一緒になって文化財というもの

を守るということを理解してもらうためにＩＴ

を使うわけです。先ほど内的な問題の中に解放

するかしないというイランの悩みがあると孫崎

先生がおっしゃいましたが、エジプトでもそう

いう悩みを抱えているのです。

先ほど内部だけで行うのはおかしいというご意

見がありましたけれども、内部だけで検討するこ

と、これは全然おかしくはありません。外部に出

す前に内部が十分固まっていないということがあ

るからです。日本などテレビがあり、インターネ

ットが自由にできても、政府はまったくこのデフ

レ対策をしていない、内的なコミュニケーション

をとっていないからです。日本ですらそうですか

ら、まずエジプトの場合は、インターネットも何

も持っていない大半の農民たちに「ピラミッドは

人類の遺産だ」と言いましても、「何かくれる

の？」という返事が来てしまいます。まず教育す

るもとが必要であり、その手段としてインターネ

ットは非常に有効なわけです。

エジプトはコミュニケーションの道具、手段に

おいて、本当に飛躍的な進歩を遂げています。私

が初めて行った時には電話などほとんどないばか

りか、第一あっても通じませんでした。大使館で

アルバイトをした時に、アポイントを取れと言わ

れて電話をかけたけれども通じませんで、行使の

ところに行って「すいません、通じないんですけ

ど」と言ったら「当たり前だ、電話が通じるなん

て思っているのか。自分で行ってとってこい」と

言われて、自動車に乗ってアポイントをとりに行

ったことがあります。そういう時代に比べれば、

今はもう夜中だってどこだって携帯で通じます。

この飛躍的なコミュニケーションの素晴らしさと

いうものを利用して、文化遺産というものを守る
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べきだという考えに至ったわけです。

エジプトの文化遺産がなぜ今になって注目さ

れるようになってきたのかと言いますと、まず

第１の要因として軍事的脅威の後退（図１）と

いうことがあります。即ちイスラエルとサダト大

統領が和平条約を結んだために、１年の国家予算の

うちの軍事予算が、一説によりますと８０％だった

ものが３０％に減ったということです。その代

わり軍人が大量に失業し、彼らの就業が非常に

難しかったという側面もありますが、軍事的な

脅威が後退したので、各国に遺跡調査を任すこ

とができるようになったわけです。我々は今、

４ヶ所で調査をしていますが、その内の２つは

軍事基地が後退したお陰で発掘調査ができるよ

うになった場所です。欧米の調査団は２００年近

くやっていますから、大体いいところを押さえ

ていまして、我々は後発でまだ３６年ですから、

後から行ってみんなのところに入ろうとすると

結構ギクシャクしてしまいます。エジプト政府

は先ほど申し上げましたように、一気に観光を

推進しようとしました。私たちの調査地の１つ

であるダハシュールというところは屈折ピラミッ

ドで有名です。ここにも軍事基地があったので

すが、軍事基地を撤退して観光客がどんどん入

れるようにしよう、目玉にしようということで、

私たちのような後発の調査隊も新たにここで調

査ができるようになりました（図２）。

２つ目に科学技術が非常に発達したので遺跡が

見つけやすくなったということがあります。その

結果、文化遺産が以前より注目されやすくなった

と言うことです（図３）。例えばアレキサンドリ

アの港の中、それからそのすぐ傍の沖のロゼッタ

というところ、こういった海に沈んでいる遺跡や

遺物を見つけることができるようになりました。

科学技術を用いた私たちの発掘調査について

も少し触れますと、例えば電磁波レーダーとか

人工衛星の画像解析という方法を使って、遺跡

が見つけられるようにもなりました（図４）。

またユネスコと共同で、科学技術を応用して遺

跡を修復しようというので、ルクソールの王家

の谷の西谷（図５）にあるアメンヘテプ３世の

墓にイタリア人の修復家をお招きして、壁画の

修復も行っております（図６）。これは日本で

はやはり絵画の修復などは数が少ないというこ
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図１　軍事的脅威の後退
（軍事エリアの移転とゆるやかな管理体制）

図２　観光の積極的推進
（ギザ、ダハシュールにおける遺跡整備）

図３　科学技術の導入による遺跡探査
（左／アレキサンドリア沖の海底調査　
右／サッカラの電気抵抗探査）

図４　科学技術の導入による遺跡探査－日本隊の例－
（左／衛星画像の解析　右／電磁波レーダー　
探査）

図５　王家の谷・西谷



とがありまして、我々に、特に学生に技術移転

をしてもらう試みでもあります。将来的に早稲

田大学の中に修復センターというものを作ろう

と思っているのですが、クリーニングすること

によって、電気をひいても今まで見えなかったも

のが見え、読めなかったものが読めるようにな

り、誤解していたものが正しく解読できるよう

になるわけです（図７）。技術移転がここまで

くれば、これは人類のためになります。このプ

ロジェクトは、こうなれば後に観光客がいらっし

ゃるようになっても、人数制限など方法を考えて、

両方に利益が分配できるのではないかと模索して

いる中で得た、体験的に得た結論なのです。

また上空から写真も撮っていますから、それ

を元にＣＧで古代の空間というものを復元する

ことができるようになりました（図８）。モノと

空間との空気のようなものをもう一度復元する

ことによって、当時の人の考え方にどれだけ近

づけるかということは非常に重要です。そういう

意味でもクリーニングして、元に戻すという試み

は大変大事なことなのです。オープンエアのとこ

ろでも例えば、ピラミッドはもう当然あると思わ

ないで、もしピラミッドがないとしたら、あそこ

に来た王様はどういうふうに考えただろうという

ことを考えないと考古学になりません。

他にもアブ・シールというところでの復元

（図９）や、来年早々に調査をしようと考えて

いるクフ王の第２の船（図１０）などがありま

す。クフ王の第２の船は１９８７年に見つけたの

ですが、なんとかこれを取り上げて、そして復

元しようと思っております。復元というのは非

常に重要なことなのです。何故かと言いますと、

復元をするうちにいろいろな問題が出てくるの

ですが、その１つ１つを解決することで古代人の

考えに近づけるからです。また先ほどお話しした、

人工衛星で見つけたダハシュール北遺跡（図１１）

でも、発見された石棺をきれいにしています。

エジプトの文化遺産が注目されるようになっ

た理由の３つ目に、反体制側の宣伝活動に対し

て、それを押さえ込むために政府が積極的な広

報を行っているということが挙げられます（図

１２）。政府系のアラム・アクバルという新聞を

十分に利用しています。また地上波のテレビは

３局とも全部政府系のテレビですので、それも
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図６ アメンヘテプ３世墓修復プロジェクト
エジプト考古最高会議＋早稲田大学エジ
プト学研究所＋ユネスコ （２００１～）
調査風景

図７　明瞭になった古代の絵画技術

図８　高密度な技術と宗教思想を作り上げた
古代の空間



利用しています。ただ一般の人は民間のアラブ

サテライト、ＣＮＮ、アルジャジーラなどの方

を見てしまうので、なかなかうまくいかないよ

うですけれども、積極的に広報を行っています。

また発掘というものを大きく取り上げることに

よって、嫌なことは小さく扱えるという都合の

良さというのもあります。

例えばオールドカイロにはコプト時代やイス

ラム時代の文化遺産がたくさんありますので、

こういうものに関しては、エジプトは積極的か

つ優先的に修復を行いますし、イスラム教とキ

リスト教とユダヤ教というのはほとんど同じよ

うな発想ですから、そこのところでお互いが補

完し合えるということで、どんなにお金を使っ

ても反対は起きないわけです。

今、イスラム地区の修復作業は着々と進んで

います。行ってみると本当に素晴らしいものば

かりで、あの喧騒としたカイロの町から考えら
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左上／図９　 アブ・シール南遺跡の復元作業
右上／図１０　クフ王第２の船復元プロジェクト
左／図１１　ダハシュール北遺跡の保護作業

図１２ 新聞や雑誌などを
通じての、積極的
な広報活動



れないようなイスラムというものが見えてきま

す。そしてそういうものが見えてくれば、イス

ラムというものをもう一度原点から考える必要

も理解されてくるのです。

そして先ほど述べたように、我々も遺跡の修

復保存活動を行いながら、古代エジプトと中世

以降のエジプトとは違うのだという考え方を何

とかして改めてもらう、そこまでいかなくても

それがつながっている、即ち、民族としてのア

イデンティティーは同じなのだということを、

エジプトの方々にご説明しようというのが、

我々の目的です。

文化遺産を残すということは大変な意義があ

るということで、私の話を終わります。どうも

ありがとうございました。

山崎：大変貴重なお話をありがとうございまし

た。それでは引き続き、松本慎二先生のお話を

頂戴したいと思います。
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図１３　民族のアイデンティティー（１）
古代エジプト：
ルクソール西岸の修復事業
（左／ハトシェプスト女王葬祭殿
右／ネフェルトイリ王妃の墓）

図１４　民族のアイデンティティー（２）
コプト：
オールド・カイロの修復事業
（ユダヤ～コプト建造物の総合　
保全計画）

図１５　民族のアイデンティティー（３）
イスラム：
イスラム地区の修復事業
（ファーティマ朝カイロの回復
計画）



１１６

第３部　文化遺産とイスラム

ご紹介いただきました松本です。まず最初に

「イスラムとＩＴ」というパンフレットを皆さん

お持ちだと思いますが、ここに「国連文化遺産年」

と書いてあります。これは午前中のセッションで、

イランのハタミ大統領が文明間の対話を提唱した

というお話がございましたが、昨年は国連文明間

の対話年でした。国連総会で決議され、ユネスコ

の現事務局長をはじめ、ハタミ大統領などとも１

年間精力的にいろいろな事業に取り組みました。

そして今年は国連文化遺産年ということで、これ

もやはりユネスコがリード・エージェンシーとい

う形でいろいろな催しを行っております。今回の

吉村先生たちのこの催しもその一貫という形にし

ていただいているわけでございます。

最初に私の同僚でありますソーニャ・ラムジー

ですが、彼女は国連文化遺産年の実質的な責任者

でございまして、カナダから直接こちらに来るは

ずだったのですが、途中ニューヨークの国連本部

に行かなくてはいけないということで、急遽来ら

れなくなってしまいましたことをまずお詫び申し

上げます。ソーニャ・ラムジーの代わりというこ

とでもないのですが、午前中の、あるいは午後の

最初のセッションの議論などいろいろなことから

考えまして、ユネスコとＩＴ、ユネスコの情報

関係の問題についてお話をしてみたいと思って

います。

ひと月ほど前でございますが、ニューヨーク

の国連総会でブッシュ大統領が演説をいたしま

した。内容は非常に過激なイラク攻撃だったの

ですが、その冒頭にブッシュ大統領はユネスコ

に復帰するという宣言をいたしました。これは

その後の内容の方が緊急の課題であったために

ヨーロッパのマスコミなどはほとんど報道しな

かったのですが、ユネスコの立場から申します

と、アメリカの復帰ということは非常に重要な

ことで、現松浦事務局長が３年前に選挙に出た

時の最大の公約もアメリカの復帰を促すという

ことでございましたし、そういう意味ではユネ

ユネスコ文化局エグゼクティブ・オフィス企画担当官

ユネスコとＩＴ

松本 慎二



スコにとっては大変大きなニュースでした。

そのことについて、まず、何故アメリカはユ

ネスコから脱退したかということを考えてみま

すと、これは１９８４年に宣言したのでもう１６

年前のことです。当時はＩＴということはまだ

全然言われなかったのですが、先進国と発展途

上国との間に大きなインフォメーションデバイ

ド、つまり、情報の格差がありました。ユネス

コには現在１８０ヶ国あまりの参加加盟国があ

りますが、その内の４分の３近くが発展途上国

です。ＧＮＰの額でいっても本当に少ない貧し

い国が多いのですが、そういう国で必死になっ

て国づくりに励んでいるインテリ階層の方々が、

自分の国のことを世界に知ってもらいたい、自

分たちがこれだけ国づくりをしているのを知っ

てもらいたいという強い希望を持ち、ヨーロッ

パ、アメリカ、日本、その他先進国からのマス

コミ、ジャーナリストの方々を受け入れ、そし

ていろいろ見せて、そして報道してもらおうと

考えたわけです。しかし後で見てみると、結局

その報道というのは自分たちが本当に伝えても

らいたいことでは必ずしもありませんでした。

例えばある国はエイズが多いとか、ある国は就

学率が何％であるとかそういう統計だけを元に

して、先進国の方々、ジャーナリストの人たち

が、既に一定の、バイアスがかかった見方を最

初から持っていて、それに合う映像だけを切り

取り、それに合う現象だけが報道されていきま

した。つまり発展途上国の人たちが本当に報道

してもらいたいことを報道してくれないのでは

ないかという不満が、ユネスコに非常に寄せら

れました。つまりは発展途上国の側が情報発信

できない、自分たちの思うことを、自分たちが

考えていることを先進国のジャーナリストも正

確に報道してくれない、それならば発展途上国

が自分たちで報道すればいいではないかという

ことになりますが、彼らにはインフラストラク

チャーがなく、そういうことができない状態に

あったわけです。

この一連の話は、前の前、セネガル出身のム

ボー事務局長当時のことですが、そのためユネス

コとしてはジーン・マックブライドという、アイ

ルランド人のノーベル平和賞を受けた有名な方

を冠するジーン・マックブライド委員会という

のを作りまして、そこで情報の問題についてい

ろいろ検討してもらったわけです。日本からも

元の文部大臣の故永井道雄さんがメンバーとし

て出ていて、そこがレポートをまとめ上げまし

た。それがニューインフォメーション・オーダー、

新国際情報秩序というような形での本になって

いるわけですが、実はアメリカが１９８０年代の

半ばにユネスコを脱退した一番大きな理由は、

このレポートの存在だったのです。

アメリカは止める時にいくつか理由を上げま

した。その１つが、ユネスコ自身がムボー体制

の下で運営が非常に非能率であるということ、

２つ目は彼自身がセネガルという発展途上国の

出身だったので、ユネスコ全体のプログラムが

発展途上国寄りと言いますか、まだ冷戦が存在

した頃で東西の対立があったことから東寄りで

あるということ、そして３つ目がこの新国際情

報秩序の存在でした。これは要するに報道の自

由を制限するものであるというのです。アメリ

カのマスコミというのはいわゆるユダヤ資本に

支配されておりまして、これは事実としてそう

なのですが、それらの事情からアメリカのレー

ガン政権は当時非常に強固に反対をし、そして

ユネスコから脱退したわけです。

私自身も情報のことに携わっていたので思い

出すのですが、ちょうど同じ頃サウジアラビア

で、当時の首都、紅海沿岸のジェダから、さら

に数百キロメートル北に行った砂漠の真ん中の

リヤドというところに王宮が移り、首都機能も

全部移るということがありました。しかしリヤ

ドというのが少し不便なところだったので、外

務省だけはジェダにずっと残っていたのです。

その時に、パスポートコントロールに関する外

務省とのプロジェクトを担当させられたことが

ございます。

それは何故かと言いますと、多くの方はご存

知だと思いますが、サウジアラビアという国は

聖地メッカへの巡礼の時になると人口が何倍に

もなってしまうわけです。そしてかつ、本当の

サウジ住民という人はそれほど多くなくて、多

くはパレスチナ人でありますとか、エチオピア

人とかそういう人たちが多いのです。そういう

ところでいくら国際機関とは言え、パスポート

コントロールをユネスコに相談せざるを得ないと
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いうぐらい、サウジという一番大きなお金持ちの

国でさえ、インフラストラクチャーやヒューマン

リソース、いろいろな面で不便だったわけです。

ですから、１４年前ですと確実に情報格差とい

うのが今以上にあって、そして発展途上国の方々

が先進国の情報を全部受け入れざるを得ないよう

な状態だったということがあったと思います。

ところが昨年９月１１日の事件に関する報道

で、その後いろいろな情報が伝えられましたが、

中にはあの日ユダヤ人の犠牲者が非常に少なかっ

たのはモサド（イスラエルの秘密警察）がテロ

を知っていてあらかじめユダヤ系の人々に警告

していたせいだといった類のいろいろな情報が

あったわけです。これは明らかに反イスラエル

のアラブ側からの情報であって、少なくとも１

４年前は、そういう情報を発展途上国の側は発

信することすらできませんでした。しかし今は

少なくとも、ＩＴ、ＩＣＴによってどこからで

も情報を発信することが可能になっているわけ

です。それだけでもずいぶん違うと思うのです

が、アメリカ自身が今回、ユネスコに復帰した

という理由も、要するにＩＴの進歩した社会で

政府が情報をコントロールすることの無意味さ

がわかりつつあるということだと思います。必

ずしもイスラムの社会だけに関わらず、ありと

あらゆる情報が世界中を飛び交っており、その

中には知らなくてもいいこともあれば、知った

方がいいこともいっぱいあるわけです。その中

から何を選び出すかというのはこれからの問題

ですが、今の状態というのはそういう意味では、

アメリカがユネスコを止めた時点に比べると平

等化が進んでいるというのが私の１つの考え方

です。

そして、アメリカが今回戻ってきたのは、ユ

ネスコから脱退している理由がなくなってしまっ

たということでもあると思います。それで今回

はイラクに対する攻撃の前に政治的にタイミン

グを図って、ブッシュ大統領はアメリカはユネ

スコに戻りますよという言い方をしたわけで

す。いずれにいたしましても、私の申し上げた

いことは次のことです。今年の４月にカイロの

大学でやはりイスラムとＩＴというテーマの会

議があった時に、カイロ大学の先生たちが、先

ほど申し上げたような、事件はＣＩＡが起こし

たとかそういうことを言うわけです。政治学の

先生がそういうことを言うというのは大変な驚

きですが、考えてみればそれは１５年前のアメ

リカがユネスコを脱退したころの情報格差の問

題を考えると、結構進歩した証しではないかと

も言えます。これは日本に関しても言えると思

います。例えば、終戦後まだ日本が独立を果た

していない時、アメリカの占領下にあった頃の

日本に関するアメリカの三流紙の記事など見て

みますと、フジヤマ、ゲイシャなどというステ

レオタイプ化された報道がずっと後まで続いた

だけでなく、もっともっとひどい幼稚な間違い

とか、彼らのバイアスのかかった情報がアメリ

カでは通用していたことがあるわけです。

ですから、１５年前の新国際情報秩序にはそ

れなりの意味があったと私は思っております。

ユネスコ自身がみんなで考えたことで、結局情

報には何らかの秩序がなければならないという

こと、その秩序そのものが必要だったというこ

とですが、結果はそのためにジャーナリストに

身分証明書、アイデンティティーカードを出す

などというある意味では矮小化された、きわめ

て政治的な問題になり、最後はアメリカの脱退

ということになってしまったわけですが、今は

もうそういうことを言っていても仕方のないこ

とであります。

本当は情報はいくらでもあった方がいいし、

イスラムの問題に戻りますと、例えばユネスコ

はイスラエル、パレスチナの問題についてもい

ろいろなことをやっているわけです。そこで一

番感じますことは、情報の多い少ないというこ

とと、情報が既にインプットされているという

問題です。これはユネスコが今、細々と行って
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いることですが、イスラエルとパレスチナの両

方の小学校の教科書を改訂する作業をしており

ます。それを行っている教育局の専門担当者に

見せてもらったのですが、パレスチナ人の小学

校１年生の教科書には、とにかくイスラエル人

を憎めということが本当に堂々と書いてあるわ

けです。イスラエルの教科書も同じです。そう

いう形で長い歴史の蓄積があるのですけれど

も、そこのところをどういうふうにするかとい

うことです。先ほど司会の山崎先生のお話に例と

してあった、ユネスコはバーミヤンに関して何に

もできなかったが、ユネスコは何の役に立つのか

というような意見が出てくることになるのです

が、基本的に私はそれはユネスコ、つまりユナイ

テッドネイションズ・エデュケーショナル・サイ

エンティフィック・アンド・カルチュラル・オー

ガニゼーションの内のエデュケーション、この

ベーシック・エデュケーションの問題が一番重

要なことではないかということを感じています。

そのイスラムとＩＴとは直接関係ありません

が、ＩＴに関しては私はそのように思っており

ますし、またベーシック・エデュケーション、

小学校１年生から教科書の中で憎み合うことを

学ぶようなところでは、本当にユネスコは無力

でして、現にユネスコの事務所に今、ユネスコ

の職員が入れない、そういう状態では教科書を

改訂するどころの騒ぎではないわけです。その

ことに関してはユネスコは確かに力を持ってい

るわけではないので何もできませんが、ともか

くベーシック・エデュケーション、あるいはコ

ミュケーションの問題、こういうことを積極的

に考えていくということが一番重要だと私は思

っております。

それから文化遺産ということで１つだけ指摘

したいのは、イスラムも多様であるということ

です。例えばバーミヤンの大仏というのは、あ

れを守っていた人たちというのは別に仏教徒で

はなくて、あそこに住んでいるイスラム教徒で

した。彼らのところにタリバンの指令がなかな

か届かなかったのです。結局最後はタリバン政

府そのものにやられたわけで、あれを守ろうと

していたのは別に仏教徒ではなかったわけです。

だからそういう意味では、必ずしもタリバンだ

けがモスリムではないということが言えます。

異文化に対する理解、異文化間の対話、それぞ

れの人間がそれぞれのカルチュラル・アイデン

ティティーを持って生きているということをお

互いが認め合うという、ごくベーシックなこと

が理解されないと何も達成できないのです。先

ほどヤブス先生がイスラムを７つの地域に分け

てご説明されましたが、そういう意味ではまさ

にイスラムの世界というのはそれぞれ別々であ

り、その中でも別々であり、それが別々なのは

歴史的背景、地理的背景、そういうことが基本

的にまずあるからで、これから情報がますます

増えていく中において、その中からいかに有益

な情報を取り出していくかというのがこれから

のインテレクチャルなものの務めではないかと

思っております。以上で私の発表を終わらせて

いただきます。

山崎：ありがとうございました。では最後に高

木先生お願いいたします。
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今回の発表にあたっては考えがまとまらなく

て、寝てしまったんです。３０分ぐらいして夢

うつつの中でぱーっと思い立ったことを書いた

んです。そうしたらすんなりと文字にまとまり

ました。その後もう１回考えてみましたが、今

日はレポートにしたがって発表し、時間を有効

に使いたいと思います。

まずバーミヤンの大仏についてです。大仏の

遺跡の破壊をきっかけとして、世界遺産をどの

ように保存するか、人類に引き継いでいく遺産

の意味をどのように訴えることができるかとい

う新たな問いかけがなされたことは皆さんご存

知のことだと思います。

私は２０数年間、読売新聞の海外特派員とし

て主に中東を中心に仕事をしてまいりました

が、この体験を元にしてこの問題に取り組んで

みようと思い立ったわけです。新聞記者という

のは、まず足で稼ぐもので、広く浅く、とにか

く目につくもの、それから専門家のできないこ

とを根掘り葉掘り探し回ります。人と会って現

場を見て、とにかく問題を提起することに徹す

ることだと信じております。何よりも現場を見

るということに徹して、吉村先生はじめ、キャ

リアの皆さんと少しでも違った視点から物事を

捉えられるのではないかという期待を持ってい

るわけです。

今日はそういうわけで、特に現場に立ってみ

ようということで、９月に入ったエルサレムの

報告をしたいと思います。早稲田大学の客員教

授として足場を与えられたのをきっかけにし

て、昨年１年間は主にバーミヤンの大仏破壊と

いうことを取材してまいりました。これは現地

に入れなかったということで十分な結果を得ら

れなかったのですが、主に専門家の意見を聞く

ことに専念いたしました。そして今年はまず３

月にアンコール・ワットの遺跡を見てまいりま

した。そして先月エルサレムというように現場

早稲田大学理工学総合研究センター客員教授

ユネスコと文化財保全

高木 規矩郎



を踏んでまいったわけです。

テロや紛争の地における世界遺産や、それに準

ずる文化遺産の現状を知り、問題点を絞り、何を

なすべきかという処方箋を考えるということが私

なりのテーマだと思って動いてまいりました。新

世紀に入って、国際秩序が揺れ動き、特に昨年の

９．１１をきっかけにして、イスラム圏と非イス

ラム圏の境界で問題が先鋭化しております。その

意味で今回のシンポジウム、文化遺産とイスラム

という問題の捉え方はまさに２１世紀的な新たし

い視点だと思っております。その問題を課せら

れたことは感謝しておりますし、ここで吉村先

生にも心から御礼を申し上げます。

まずアンコール遺跡について簡単に触れたいと

思います。カンボジア行きは直接イスラムとの関

わりを持つものではありません。しかしテロや紛

争と、文化遺産との関係について、基本的な視点

を考えるという点で非常に意義があったと思いま

す。ポルポト時代のアンコール遺跡にはバーミヤ

ンのような意図的な破壊は見られませんでした。

同じ仏教徒という親しみがあるからでしょうか。

しかしポルポトの独断的な社会建設の青写真の中

には、文化遺産を積極的に保存するというような

意識が欠落していたようです。ただそうした痕跡

は一切見られませんでした。雨が多くて植物が繁

殖しやすい自然環境の下で、直接日光にさらされ

た文化遺産は、いずれ風化せざるを得ないという

のがアンコール遺跡群で感じたことです。特にバ

イヨンの石仏の顔面など磨耗の跡が顕著に見られ

ました。アンコール遺跡群の現状を象徴するのは、

盗難の跡がやたらに多いということでした。カン

ボジア、イコール盗難というような結論も出るの

ではないかという印象でした。アンコール・トム

（図１）でも遺跡が無残に切り裂かれているとい

う現場をいくつも見た結果、この地域における文

化遺産の歴史は、盗掘の歴史であるというような

印象を持ちました。つい先日も表面的には静かに

なったアフガニスタンのバーミヤンで盗掘が行わ

れているという新聞記事が出ました。日本から派

遣された調査団がそのような報告を出しておりま

す。紛争とか、テロとか、戦争状態が一応おさま

って秩序の再構築の段階に入った時に、その間隙

をぬって盗掘が行われるのではないかというのが

カンボジアの現場を見て感じたことです。

かつて同僚の読売新聞プノンペン特派員が言っ

ておりましたが、高温多湿、特に熱い日光とい

う自然環境の中で、タグローグ寺院（森の寺院）

というのがあるらしいです。カンボジアではそこ

まで行くことができなかったのですが、大きな木

や蔦が遺跡と一体となっているところだそうで

す。どこまでが遺跡破壊で、どこまでを自然と一

体化した遺跡として区別するのか、１０００年の

時の流れを大事にするのか、これはユネスコの

課題であると思います。これは私の意見という

か、現場を歩いて集めた意見です。今日はとこ

ろどころでユネスコ批判というのか、ユネスコ

への希望というのか、それを率直に述べてみた

いと思います。

いよいよエルサレムに入ります。９月、エル

サレムはインテファーダ（パレスチナ蜂起）で

揺れておりました。パレスチナとイスラエルの

対立は、２００１年の９．１１のテロ以降、テロと

の対決をブッシュが打ち出して、それに乗って

テロ対策のためという口実で紛争を激化させて

いるというような印象です。ここにはイスラム

圏と非イスラム圏の境界の問題、これは先ほど

申しましたように、そのボーダーラインの問題

がいろいろと出ております。

９月初めには自爆テロはなく、それに対応す

るイスラエル側の軍事行動も途絶えている時期

で、比較的穏やかでした。しかしエルサレムの

街に入ってびっくりしたのですが、ユダヤ人地

域の繁華街に行きますと、街の中を車椅子で動

いている若い女性や若い男性がやたらに多いの

です。これは紛争地ではよく見かける状況です

が、エルサレムのど真ん中で、２０歳前後の若

者が車椅子で動きまわっているというのはいっ

たいどういうことなのか。これは自爆テロと直
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結するものではないかと思いますが、長い

紛争の結果の１つであるというような印象

を受けました。西エルサレムのユダヤ人地

域にあるホテルに泊まったのですが、３泊

４日して、その間、私とカメラマンとして

同行した妻以外はまったく泊り客がいない

ということで、そこにも紛争の陰があるの

かなというような印象でした。

今回調査対象になりましたのは「神殿の

丘」と言います（図２）。石で囲まれた聖域

で、ちなみにその西側にユダヤの聖地「嘆

きの壁」があります。そこも世界遺産に指

定された一角ですが、周辺を石で囲まれた

「神殿の丘」そのものを調査対象にしようと

思ったわけです。

遺跡の現状に入ります。ここはまったく人

通りの途絶えた状況です。今回の調査対象は

ユダヤ教徒にとっては「神殿の丘」という名

前がついておりますが、ここは同時に「ウマー

ル・モスク」とか「アルアクサ・モスク」とい

うイスラム教徒側の聖域「ハラム・アッシャリ

フ」にもなっております。その意味で世界的に

見ても非常に珍しいところだと思います。宗教

によって名称を異にするということが１つ、そ

れから遺跡が重なり合っている、イスラム側か

ら言うのと、ユダヤ側から言う２つの遺跡が

「神殿の丘」と「ハラム」という形でまったく

重なり合っているということが１つ、それから

これが最も大事ですが、信仰の対象としてお互

いにそこを聖地とみなしているという極めて複

雑な場所であるということです。

写真でエルサレムの現状を見てみましょう。

同じ旧市街地の内部でもキリスト教とかユダヤ

教側の地域はまったく閑古鳥が鳴いているので

すが（図３～５）、イスラム教徒の住んでいる地

域は賑やかです（図６）。

次はイスラエルの警察が、イスラム側が住ん
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図２ 「神殿の丘」をめぐる状況
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でいる地域を警備しているところです。イスラ

エルの警察は「神殿の丘」を守ることになって

おります（図７、８）。

ところでこの「神殿の丘」で問題が起きまし

た。南壁の一部が外に向かって突出してきたの

です。突出部（図９：左側の足場の部分）の内

側にはソロモンの厩舎というのがあります。こ

れはソロモン時代に作られた馬置き場です。そ

の厩舎跡にイスラム教徒が３、４年前にマルワ

ニ・モスクという地下モスクを発掘したという

意見と、何もないところに作り始めたんだとい

う意見がありますが、いずれにしても、ソロモ

ンの厩舎の跡地に地下モスクを作り始めたとい

うことになりまして、この地下モスクの存在を

巡ってイスラム教徒とユダヤ教徒が衝突したの

です。これは前のバラク首相の時ですが、現状

変更は行わないというお互いの取り決めがあっ

たにもかかわらず、マルワニ・モスクを掘り始

めたのではないか、現状変更をしたのではない

か、としてイスラエル側がイスラム側を追求す

るというような状況でした。ところが、イスラ

ム側はここにやってくる信徒のために非常口を

作るんだと言うわけです。なかなか接点が見ら

れなかったのですが、その時はバラク首相が

「今回は非常口ということで止むを得ない措置

であると考えましょう」という提案を出して、

一段落していたところです。この騒ぎがあった

場所で壁が突出してきたのです。

それでどうなったのかというのが今の問題で

す。これはたまたま一緒に現場に入った読売新聞

の特派員が私の後輩なので、いろいろな人に会っ

たり現場を見たりする上で後にいろいろ手伝って

もらったのですが、４日前に読売新聞で、南壁問

題という形ではじめて新聞報道しております。そ

の南壁問題はまさに現在進行形の問題です。

何故突出し始めているのでしょうか。これに関

して、パレスチナ人考古学者ユーセフ・ナチエと

シャカ・ドウフマンというイスラエル考古庁長官

に現地で会いました。２人の意見を聞いてみてわ

かったことは、パレスチナ側とイスラエル側の主

張がまったく噛み合わないということです。要す

図８
「神殿の丘」を警
備するイスラエル
警察 図９　「神殿の丘」南壁突出部

図７　「神殿の丘」

図６　旧市街イスラム地区



るに、長官は、突出の原因調査を一緒になって行

おうじゃないかという要求をイスラム教徒側に伝

えるのですが、イスラム側はこの丘は我々の主権

範囲にあるからユダヤ人が入ってきては困るとい

う形で突っぱねている状況です。この長官自身が

過去２年間、聖地に１歩も足を踏み入れたことが

ないと言うのです。考古庁長官としては何たるこ

とかと私は一瞬思ったのですが、そういう言葉に

も現れるように、非常に政治的にピリピリしてい

るところだということがわかりました。

お互いの聖域に関わる問題なので、お互いに妥

協することができない、譲歩するわけにはいかな

いというのが本音なんだと思います。イスラム地

域は、２年前の９月、これは皆さんご存知の事件

だと思うのですが、イスラエルのアリエル・シャ

ロン首相、当時の野党（リクード）党首がハラム

の丘に警官に伴われて足を踏み入れたという事件

がありました。これは現状維持のために、お互い

の遺跡、主権は侵さないという取り決めがあった

にも関わらず、シャロンが足を踏み入れたという

ことで、現在の混乱のきっかけになったというい

わくつきの場所です。この事件がきっかけで長官

は、２年間足を踏み入れることもできないという

ことでした。

では、２人がどのようなことを言っているの

か、それぞれ話を聞いて現場に連れていっても

らった結果ですが、その中で今回のテーマに最

も即したことを申し上げます。長官は「問題の

南壁の内側はソロモンの厩舎があったところだ

が、その跡に巨大な地下モスクが作られた。そ

のため何千ものイスラム教徒の信者が訪れるよ

うになった。こうした環境の急変による重圧が

地盤にかかってくる。重量の圧力ないしは地下

水道（この丘には地下にいくつもの地下水道が

通っている）、何千もの新しい信者たちが費や

す上下水道の水の影響が南壁に及んでいるので

はないか」というような推論を出しております。

それに対してパレスチナのユーセフ・ナチエは

真っ向から反論しております。「最も重要なこ

とはイスラエルが事実を歪曲していることで、

それを訂正するために万全の努力をしていかね

ばならない。イスラエル側は何年にもわたって、

いろんな発掘を行ったり調査をして事実関係を

ユダヤ教徒側に有利な形で塗り替えている。そ

れを修正していくのが我々の仕事である。発掘

結果は完全には公表されておらず、バイヤスが

かかったままである。イスラエルが発表するも

のは偏見に満ちたものである。我々はこうした

バイヤスがかかった一方的な結論だと感じてい

る。調査報告書もパレスチナの遺産と歴史を無

視する形で作成されてきた。だがパレスチナ人

は即ち歴史的に見て、イスラエル考古庁に正当

な権限があるとは見ていないから、そんなとこ

ろに許可事項や登録をすることはできない」と

いうわけです。双方の認識はまったく衝突して

おりました。目下のところ双方の主張はすれ違

いが目立ち、歩み寄る気配は見られません。自

爆テロ、イスラエル軍の軍事介入で相互の緊張

が深まれば深まるほど、政治的な対立の様相を

深めております。

この写真はパレスチナ人考古学者ユーセフ・ナ

チエと一緒に南壁の外側から南壁の状況を見て

いるところです（図１０）。そしてこれがイスラ

エル考古庁長官のシャカ・ドウフマンが一所懸

命に図を書いて説明してくれているところです

（図１１）。彼の説明を聞いた限りでは十分説得力

のあるものです。しかし、パレスチナ側の回答

と照らし合わせると首を傾げざるを得ないよう
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図１０　ユーセフ・ナチエ（左） 図１１　シャカ・ドウフマン



な状況でした。

パレスチナ人考古学者、ユーセフ・ナチエは現

在、オマール・モスクに隣接する石壁を利用した

居住地域における聖域の保全修復プロジェクトの

監督をしております。私をその現場に連れていき

青写真を見せて、これからここに住宅地を作った

りいろいろやっていくんだと説明しておりまし

た（図１２）。それは言うなれば、イスラエル側

と暗黙の了解のある「現状維持」に徹して現状を

変化させないという取り決めを公然と破る行為を

公表しているようなものだとみております。

４日間の短い滞在だけに結論を出すことはでき

ませんが、南壁の現状を見て強く感じたのは、救

世主であるべきユネスコへの期待と失望です。イ

スラエル政府はユネスコの介在を頭から拒否して

おります。パレスチナも拒否しているというのが、

ユネスコが今抱えている状況です。彼らはユネス

コについてどのように言っているのでしょうか。

長官は「我々は政府決定に基いて行動すべきだと

思っている。基本的にはワクフ（イスラムの聖地

管理組織）との間で問題解決の場を設けて話し合

うことしかない。協力ということではなくて話し

合いをしようということである」と言っておりま

す。「協力ならば解決の道も見い出せるだろうが、

今のところ協力という言葉は我々の間では一切出

てこない。とにかく話し合いを持とう」というこ

とです。それに対してパレスチナ人考古学者ユ

ーセフ・ナチエは「我々は専門的な立場から中立

的な立場のチームに入ってきてもらい、原因究明

にあたってもらいたいと望んでいる。だが、イス

ラエル側がユネスコが来ることを拒絶している。

今のままだとユネスコは単なる道具に過ぎない。

ナイフもなければ爪もない。仕事の結果について

報告するか、文書化しているだけである。現状で

は我々に必要なのは中立の立場の人間である。ユ

ネスコを通しての支援、アラブ諸国からの支援は

受けてはいるが、組織的には遺産の維持管理にあ

たって、ユネスコにはもっともっと有益な仕事が

できるはずである」と言っておりました。

アフガニスタンやカンボジアの盗掘文化財につ

いては平山郁夫先生に何回もお会いしまして、文

化財難民構想をお聞きしました。とりあえず盗ま

れたものであっても日本に入っているものを一時

保管して、状況がおさまった時点で返そうという

構想です。政治的には現実のユネスコは無力です

が、神殿の丘のような、いつなんどき血を見かね

ない瀬戸際の問題については、ユネスコは政治的

に強制介入すべきだと思いました。特に世界遺産

の指定にあたっては遺産指定の段階で、後に政治

情勢が変化しようとも、双方の主張とは独立して

文化遺産保全のために独自の調査団を送り込み、

強制的にでも緊急措置を打ち出せるような権限を

持たなければならないと感じました。文化財難民

に見られる新たな対応は、ユネスコのあるべき姿

を示していると思います。

２、３日前の新聞で読んだのですが、『第三の

波』のトフラーは「グローバリゼーションの進展

やアルカイダの宗教に根ざすテロなどによって、

国家の枠組みが揺らぎ、主権概念に変化が生まれ

ている」と主張しています。こうした新しい時代

にユネスコはいったい何をすべきなのか、何がで

きるのか、新しい時代のユネスコという問題意識

をもって取り組んでもらいたいと思います。

１週間前の新聞で、イラクのバビロンの丘の

上に大統領の関連施設がさりげなく作られてい

るのを見ました。何の説明もなく写真だけが出

ておりましたが、これを見てびっくりしました。

ブッシュが言っているように、イラク攻撃を行

った場合に、今焦点になっているのは大統領関

連施設であると言われております。その関連施

設が遺跡の丘の上にあるということで、当然、

イラク攻撃を行えばこの遺跡がどうなるのかと

いうような不安を感じました。その写真を見て、

風前の灯のバビロンの遺跡というのは、まさに

政治に対して無力の状態を浮き彫りにしている

ユネスコをはじめ、国際機関の現状だという印

象を持ちました。

１２５
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図１２　保全修復プロジェクトを説明するナチエ
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山崎：ありがとうございました。ごく最近のご

訪問に基くお話で、特にユネスコについてはご

注文やこういったことができないかというご提

案がございました。パネリストの皆様から一言

いただきたいのですが、今そのお話が出ました

ので、松本先生がユネスコを代表しているわけ

ではないでしょうが、ユネスコの立場からご意

見をお願いします。

松本：いくつか大変厳しく、かつ正しいご意見を

伺って、私はユネスコを代表する立場ではありま

せんが、文化局でそういうことをやっております

ので、一応私の考えていることを申し上げたいと

思います。確かにユネスコはナイフも爪も持って

いません。強制介入というような形が必要な場合

があることは非常によくわかっています。

ただ、ここで皆様にお考えいただきたいのは、

ユネスコというのは第２次大戦後にできた国際連

合教育科学文化機関という組織であります。何故

そういうことになったかということは、これはユ

ネスコの憲章の中に書いてあるのですが、この憲

章の一番有名な部分は、戦争は人の心の中から始

まるから、人の心の中に平和のとりでを築かなけ

ればならない、という言葉です。この言葉は非常

に日本の多くの方々にも知られていることです

が、要するに今回の第２次大戦の体験から言えば、

戦争というのは結局、国と国との当事者同士が平

和条約を結ぶとかいった外交的な話し合いだけで

片付くものではないということです。

第２次大戦が起こったのは何故かということ

から考えますと、例えば、多くの人が無知に置

かれて教育を受ける機会がなかった、だから他

の国の人が何を考えているかがわからない、そ

してまた自然科学的な真理の追求が無条件に保

証されていたわけではなかった、だからナチス

のユダヤ人迫害のようなまったく科学的に根拠

のない残虐行為も出てきた、さらにまた文化と

いう意味でも他の国の異民族がどういう文化を

持っているかがわからなかった、だから世界大

戦が起こったんだということがあるわけです。

つまり、教育、科学、文化という非常にベーシッ

クなことを通じて人間の共通理解を広めること

こそ恒久平和のために役立つことなのです。

ニューヨークにある国連本部が、安全保障理事

会とか経済社会理事会などの多国間交渉機関を

通じて政治的に平和を追究するのに対し、ユネ

スコは教育・科学・文化の発展を通じて永久的

な平和構築の動きに参加しているわけです。

ユネスコの役割というのは、基本的に教育、科

学、文化の理解を通じて、世界の人間の間の理解

を進めるということが前提ですから、そういう意

味では国と国、あるいは民族と民族が本当に武力

衝突をしている時に、ユネスコが何ができるのか

と言われれば何もできないと言ってしまえばそう

なのです。要するに爪もナイフも持っていません

から、強制介入したところでユネスコだけでは何

もできないというのが現実のところです。それで

はユネスコができることは何か。例えば、今回日

本政府もユネスコが決めた条約、不法に盗掘され

た文化財の出土がどこかわかった時にそれを返し

ていこうという条約を日本政府も締結することに

なりましたが、これは日本にとって大きな進歩で、

例えば日本でも今、関西のある美術館にはアフガ

ニスタンの素晴らしい美術品がいっぱいあるわけ

です。それもほとんど全部盗掘されて、かつ、売

られたもので、日本はそういう意味では盗掘美術

品の最高の市場だったわけです。そういう場合も

先ほどの平山先生の文化財難民という話もござ

いましたが、法的な整備も少しずつ行われるよ

うになる、そういう意味においてはユネスコは

リーダーシップをとることができるわけです。

けれども世界遺産条約にしましても、盗難美

術品の返還条約にいたしましても、国際条約と

して法的に有効ですが、別に罰則があるわけで

はありません。ですからその辺りが、ユネスコの

ような実際の権力をもたないところでどうやるか

ということの最大の問題だと思っております。

吉村：高木先生のおっしゃることは心情的にわ

かりますが、私は違う考え方を持っています。

Ｑ＆Ａ
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そもそもユネスコの機能はそういうものではあ

りません。いろいろなことに政治的な介入をす

る組織ではないのです。むしろ、今言ったよう

にユネスコというのはどちらかというと、病気

になった人を治す組織ではなくて、病気になら

ないようにという組織なんです。しかしそれは

絵に描いた餅だから駄目だと、破綻していると

言ってしまうと、事はそれで終わってしまうの

です。しかしこういう組織なのです。ですから

強制介入する権利はないのです。言葉を変えて

言うと、軍事や政治が解決できないものを文化

や教育では解決できません。

例えばモスクの問題にしても、それは単に口実

であって、実はどこでぶつかろうかというのを探

している政治的かつ軍事的な問題であるわけで

す。ユネスコが介入するというのは「おためごか

し」であって、両者が逃げる言葉として必要なだ

けです。実際に問題として本当にこれを解決した

かったら、やはり軍または政治力で解決するしか

ありませんから、そういうものをユネスコにお鉢

を回してくるのは、私は間違いだと思うし、ユネ

スコの存在というのはそういうものではないと思

います。我々はすごく誤解しているんです。ユネ

スコははっきりいってそんな力を持たされていな

いのです。本当にみんなが平和でちゃんとしてい

る、しかし貧しさから教育できない人に教育させ

ようといった、非常に滑らかな組織なんです。

ただ、第２次大戦が終わってから５０年以上

経った今でも世界はそういう状況ではありませ

ん。国連は今、力があるようなことを松本先生

はおっしゃいましたが、国連すら私はあまり評

価していない、というか信頼していません。で

すからユネスコのいいところは、我々が調査を

する時に一緒にやってくれるということ、こう

いう平和的なところで協力してくれるというこ

とではないかと思います。ユネスコという名前

を出しただけで通関がすっと通るとか、そうい

うふうに利用しないと私は駄目だと思います。

高木：平和なところでやっているものについて

はそれは協力してくれる、ただ、私はやはりパ

レスチナについては、ああいう紛争地だからこ

そ、政治介入ということではなくて、ユネスコ

が何らかの形で問題を提起するとか、提起した

問題を双方が受け入れてくれるような人材構成

をとるとか、それも含めてもう少し対応の仕方

があるのではないかと思います。

吉村：しかし両者が拒否している場合、それは

仕方がないのではないですか。

山崎：直接そこに行くというのではなくて、世

界的なキャンペーンを張るとか、吉村先生がおっ

しゃったように時間かかるけれども、別な形で

の、まさに心の中に宿る争いというものを、冒

頭に富永教授のご挨拶にありましたけど、コミュ

ニケーションという形でＩＴが支える、時間は

かかるけど払拭していくということなのではな

いでしょうか。ただ、高木先生がおっしゃった

こと、現場を見てそういうお気持ちになられる

のは非常によくわかります。

高木：実は昨日の夜ですが現地の特派員から電

話がありまして、「高木さん、調べていた南壁

問題にちょっと展開があります」という情報を

流してきました。ヨルダン政府が、神殿の丘に

ついてはイスラム側とユダヤ側の仲介役として

介入しても構わないと、非公式の場であるけれ

ども積極性を見せているという情報でした。そ

ういった時にユネスコがどの程度からんでいる

のか。私は今回のように結果として別の人間を

立てる場合にも、そのバックにユネスコがあっ

て、そこでいろいろな智恵を出し合ったり、協

議したりするような場も含めて、ユネスコがも

う少し本格的に考えられる余地があるのではな

いかという印象を受けました。

吉村：高木先生はそれを先におっしゃって下さ

ればいいのに・・・。まさしく私が言っている通

りではないですか。ヨルダン政府が介入した、

質疑応答

Ｑ＆Ａ



１２８

第３部　文化遺産とイスラム

つまりは政治の問題なんです。ですからユネス

コは「待ってたホイ」と言って乗っかり、ユネ

スコとヨルダン政府と当事者の３者で交渉を行

えば、ユネスコの錦の御旗がうまく使えますよ

という話なんです。

松本：バーミヤンの石仏を破壊すると言った時

に、松浦事務局長はすぐ反応しまして、当時の

フランスの元パキスタン大使を特使として派遣

して、タリバン側と話をさせたわけです。しか

しタリバンの態度は固かったので、イスラムの

最高指導者会議を開いてもらって、そこでも止

めなさいということを出してもらっているわけ

です。こうしたユネスコの努力は結局最終的に

は報われなかったわけで、だからユネスコは無

力だとするならば、イスラムの最高指導者会議

にしても止めろと言ったにも拘わらずそこも止

めることができなかった、無力だったわけです。

キリスト教で例えれば狂信的なカトリック教徒

がローマ法王庁の意向を無視したようなもので

す。自らの信奉する宗教の最高指導者の言にさ

え耳を傾けない人に対してユネスコが何もでき

ないからといってユネスコの存在自体が意味が

ないというのは暴論に過ぎます。ヨルダンの場

合は裏に既にユネスコが絡んでいたかはわかり

ませんが、そういう意味での水面下のことはい

ろいろやっていることはやっているんです。

山崎：先ほどの高木先生のお話のように、自然

がまず一番壊すし、それから文明間の対話もあ

るけども破壊のし合いもあります。誤解を恐れ

ずに言えば、そのこと自体が遺産なので、淡々

と現実を見る、物事をひたすら一生懸命観察す

るところからもいろいろなものが生まれてくる

と思います。努力をしなくていいということで

はなくて、やはり、現実を見ていくということ

は大事です。ただ、過大な期待と誰かが何かし

てくれるということよりは、何らかの形でみん

なで参加しようという方向に持っていければと

思います。

吉村先生がユネスコと上手に付き合っておら

れるように、多分ユネスコそのものに組織とし

て期待しても無理だと思うのですが、ユネスコ

のお墨付きということで、例えば早稲田は包括

協定を結んでやっているわけですけれども、お

金の援助はわずかでも上手に付き合っていけば

いろいろなやり方があると思います。

Ｑ：今回のシンポジウムは「イスラムとＩＴ」と

いうことでありましたが、私は文化財学を学んで

おりますので、イスラムという世界に限らず、先

生方にお伺いしたいことがあるんですけど、急発

展を遂げているＩＴ技術というのは、世界の文化

を紹介する手段として大変有効だと思うんです。

例えば３Ｄの画像で復元したものを一般の人々に

見せるとか、インターネット上での文化の紹介で

あるとか、そういったことを世界的に一般の人た

ちに情報を公開するということが、平和という問

題を考えても、世界の文化とか歴史とかそういう

ものを相互に理解していく上でとても大きく貢献

できると思います。そこでユネスコという大きな

国際機関においては、ＩＴ技術を用いて文化交流

の活動があるのかということをユネスコの松本

先生にお伺いしたいと思います。そして、そうい

うことは民間に対する活動ですので、大学と

かＮＧＯ、法人、マスコミといった機関にも課

せられているのでしたら、そういう活動について

何か心当たりがありましたらお伺いしたいと思い

ます。もし具体的なことがなければ、そういった

一般の人々にＩＴ技術を用いて紹介するというこ

とに対してどういうお考えをお持ちかということ

をお教え下さい。

松本：簡単にお答えします。先ほど吉村先生が

おっしゃったようにユネスコは弱い組織です。

もちろん何をやるにしてもユネスコが全部でき

ることはありません。ですから現実に、例えば

ルクソールのプロジェクトにしろ、あるいはあ

るがままの自然遺産、文化遺産、世界遺産のプ

ロジェクトにしろ、現に早稲田大学のお手伝い

Ｑ＆Ａ
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をいただいているわけです。今回も壊れてしまっ

たバーミヤンの大仏をどうしようかということ

で、いろんな意見がございます。アフガニスタ

ンの政府の中には復元しようという考えもかな

り強くあります。でも、逆に復元しようという

意見は今はまだ少数派です。またＩＴ技術を使っ

て、仕様が壊れたからわかるものもあるわけで

す。そういうものの記録を全部デジタル化して

とっておいて、そしてやるならばいいのではな

いかということで、それこそ早稲田大学ともそ

ういう話をしております。ユネスコ自身が独自

にやるということよりも、それは世界のアカデ

ミック・コミュニティー、あるいはエンタープ

ライズでもそうです。そういうところにいろい

ろお手伝いをお願いして、現にいろいろやってお

ります。私どものところのニューテクノロジー・

フォー・カルチャーというのはそういうところ

でございます。

Ｑ：政治介入とか教科書の問題の難しさとかい

ろいろありますが、確かにそれはユネスコだけ

の問題ではないと思います。ただ、今の国連が

無力ならば次世代の国連を考えるべきなのか、

アメリカ一極主義の先行きはどうなるのか、と

もかく暗澹たる状況なのか、どなたかお答えて

頂ければと思います。

松本：国際機関というものが武力的な制圧手段

を持たないでやるということは、確かに失敗し

た例がいろいろあるわけですが、過去５０年、

国連のシステムがうまく機能してきたかどうか

というのはわかりません。何はともあれ、とに

かく５０年間大きな戦争がなかったというのは

人類の歴史の中でもなかったことです。少なく

ともそういう意味ではみんなが話し合う場とし

ての国連システムというのは機能してきたと私

は思っております。また例えばこういう形で、

イスラムのことなど１０何年前は日本人のほと

んどが関心を持っていただけなかったことで

す。つまりそういう異文化理解ということが進

むようになっているわけです。ですからユネス

コの方も、なかったらそうはいかなかったでしょ

うという意味で、私はそんなに悲観してはおり

ません。

吉村：私はともかく現実というものをまず知るべ

きだと思います。それを知ったから、例えば国連

が無力だとか、ユネスコが介入できないと聞いて

暗澹となってはいけないんです。これは単なる事

実認識の問題です。事実はそうだ、ならばどうす

るかという話です。今日は時間もないし、そうい

うテーマではありません。ユネスコが何もできな

いというようなことを皆さんが思われてしまうと

困ります。ユネスコはそういう組織ではありませ

ん。病気にならないようにする時にはユネスコは

とてもいい組織である、しかしいざ病気となれば

手術は医者がやることですし、効く薬を飲まなけ

ればいけないんだということを私は話しただけで

あって、だから絶望して国連なんか意味はないと

いうことにとられると困ります。その事実を認識

した上で、何か我々ができることがあるに違いな

いということをみんなで話し合って、それを提案

していくというのがこのシンポシウムの一番重要

なことだと思います。

山崎：時間が過ぎたのでこれで終わりますが、

河野元外務大臣のご発言にもありましたが、こ

のシンポジウムはまだまだ止められない、これ

からもこれを続けていかなければいけない、課

題もたくさんあるということがわかりました。

引き続きクロージング・リマークスを北村先生

にお願いしたいと思いますが、パネリスト間で

本当に熱心なディスカッションができたという

ことは、最後のセッションとして大変良かった

と思います。どうもありがとうございました。

質疑応答

Ｑ＆Ａ
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