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第３部　文化遺産とイスラム

Ｉ．

１０月１２－１３日という連休の合間の短い２

日間ではあったが、さまざまな視点からイスラ

ム社会・経済・文化の数多くの側面を抉り出す

議論が展開された。初日の２つの基調講演とそ

の後の質疑、また、２日目の３つの部会におい

て各パネリストから示されたプレゼンテーショ

ンとその後の議論も専門的な観点からきわめて

示唆に富むものがあった。

各セッションで示された社会･経済・文化の

それぞれの分野における権威が提起した問題

は、参加者にもイスラムの問題を改めて科学技

術の視点から見直す貴重な契機となったと確信

している。

ＩＩ．マイケル・ハドソン教授の基調講演要旨

ハドソン教授（米ジョージタウン大学）は、

昨年９月の米国同時多発テロ後に展開されてい

るイスラム論議に焦点を当て、昨今の硬直的に

なりつつあるイスラム観に警告を鳴らした。同

教授は、まず、最近５年間に急成長したアラブ

諸国の衛星ＴＶ（アルジャジーラ）、インター

ネットにおけるアラブ関係のサイトの利用状況

を紹介した後、１９８０年代以降、ソ連邦の崩

壊に続く米国の覇権の増大という国際的な政治

社会情勢の変化を概観した。そして、その過程

でアラブ諸国において国家という存在の弱体

化、ＮＧＯを含む民間活動内の高まりの状況を

明らかにした。

同教授は、社会的な広義のネットワークという

観点から、アラブ世界における抑圧的な社会情勢

の下にあって、国境を超える送金のためのハワラ

（hawala）等のように、前近代的あるいはイン

フォーマルなネットワークが反って隙を突くよう

な形で自然発生的に機能する傾向を強調した。

このような傾向を考えれば、社会経済的停滞

と政治的専制の問題に一層の関心を払う必要が

あり、また、イスラムのシンボリズムが新しい

情報技術でネットワーク化された組織・機能を

通じて予期しえない動きを展開する可能性を考

慮することも必要となる。このようにイスラム

問題を捉えた同教授は、現在のような米国の国

際戦略は、果たして過激イスラム主義者によっ

て乗っとられたイスラム世界を救出することが

できるのだろうか、あるいはイスラム主義過激

派を暴発させ、彼らに利益を与えてしまうとい

う危険はないのであろうか、というきわめて示

唆に富む議論を展開した。そして、国際化の過

程にあるイスラムについて、いくつかの建設的

な考え方も提示した。タカ派的な色彩を強めて

いる米国政権と対比的に、イスラム問題の背景、

構造に言及したイスラム問題の碩学であるハド

ソン教授の講演は、参加者に新鮮な印象を与え

るものとなった。

ＩＩＩ．佐藤次高教授の基調講演要旨

佐藤教授（東京大学）は、イスラム世界の技

術に関する情報の伝達という観点から、「紙と

砂糖」を中心に、数世紀に渡るにわたるイスラ

ムの技術革新の特性・動向等について歴史的な

展望を行った。

アラブの広大な近隣地域の征服によって広大

なイスラム世界が誕生すると、イスラムの各地

の都市を結ぶ密なネットワークが形成され、商

品の運搬、メッカ巡礼、学問の旅などを通じて

「人と物と情報」が交流し、このネットワークを

通じて技術革新の情報が他のヨーロッパ社会党

に比べて極めて敏速かつ効果的に伝えられた。
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具体的には、このネットワークを通じて、ギリ

シア文明・ペルシャ文明・インド文明・中国文

明など高度な周辺諸文明との出会いが行われ、

イスラム世界にその遺産の継承されたが、その

背後に、「紙」という情報伝達の革命的な媒体

が極めて大きな役割を果たすとともに、新興ム

スリムの知的エネルギー、また、コーランの言

葉であるアラビア語の活力が寄与したという事

情がある。

さらに、サトウキビ栽培の普及と砂糖生産の増

大、それが広大なイスラム世界の間で交易される

様子は、例えばモンゴール人によって収奪された

１つのキャラバンが運んだ砂糖の量が６００袋、

重さに換算して１５０トンに近いという大規模

なものだった。同教授は、砂糖は、イスラム社

会の食生活、薬事等に新たな特色を添えるとと

もに、イスラムのモカ・カフェの場が現代で言

えば「インターネットカフェ」に似たような情

報交換の場を提供してきたという面も指摘し、

イスラムの科学技術の興味深い数々の側面を紹

介した。

ＩＶ．２日目の３部会

２日目の３部会においては、それぞれ専門の

立場から極めて具体的な描写等を伴って今日の

多様なイスラム社会経済と文化の様相が描き出

された。また、ＩＴを有効に駆使することによっ

てイスラム文化の基底をなす前イスラムのエジ

プト・ビザンチン文化との関係を明らかにして

いく調査活動も紹介された。

（１）午前の第１部会の「情報技術革新がイス

ラム社会にどう影響したか」を巡る議論におい

ては、

（ａ）保坂修司コーディネーター（防衛大学校

講師）から、アラブ諸国における日本の「ポケ

モン」等のアニメ、人気歌手シャァバーンによ

るマクドナルドのＴＶコマーシャルのアラブ諸

国における取扱い等を通じて、日本とアラブ諸

国との間で情報社会に対する考え方の基本的な

相違が具体的に比較検討され、さらにその背後

にあるイスラム意識、反イスラエル観、宗教意

識の今日的な側面が示された。

（ｂ）長谷川奏・早稲田大学エジプト学研究所客

員助教授からは、エジプトにおける考古学調査の

視座から、イスラム社会に先行するエジプト文

化・ビザンチン文化が９～１０世紀にかけてイス

ラム的な色彩を前面に出す形の脱皮過程、その後

の技術革新に展開していく状況が示された。

（ｃ）店田廣文・早稲田大学人間科学部教授か

らは、エジプト等における同郷者団体が都市化

の過程で果たした情報ネットワークの役割を明

らかにするとともに、ＩＴ等の情報メディアの

登場により新たなネットワーク可能性の芽生え

が示唆された。

（ｄ）アイケルマン・米ダートマス大学人類学

部教授からは、伝統的なトップダウンの宗教的

な権威の示威が衛星ＴＶ、ＩＴ等の革新的な通

信技術を通じて、フロンティアを拡大したボト

ム・アップのものになり、また、他のイスラム

地域の動向を知ることによりイスラム内部の差

異が敏感に看取できる時代に到達した、という

認識が示された。また、先進国にいる少数民族

としてのイスラム教徒との情報交換を通じて、

ローカルとグローバルの概念が大幅に修正され

ようとしている、という指摘が行われた。

（２）午後の第２部会の「情報技術革新がイスラ

ム経済にどう影響したか」を巡る議論においては、

（ａ）北村歳治コーディネーター（早稲田大学

国際情報通信研究科教授）から、イスラム世界

の中でもアラブ諸国は、挫折感のある社会／経

済、‘frustrated society/economy’と評される

中で、伝統的な電話通信網・パソコンはともか

くとしてもウェブサイト、インターネットの利

用等の観点からは相当立ち遅れており、初歩的

な段階でのデジタル・ディバイドにとどまって

いるのではないか、とのＵＮＤＰ報告書の沿っ

た問題提起がなされた。

（ｂ）孫崎享・防衛大学校公共政策科教授（前

駐イラン日本大使）からは、欧米に対するイス

ラムの対応は、失業等を含め社会経済問題に直

面しながら、イスラム教義を至上原理とする路

線と協調を図る改革路線という相克の形で展開

されている、そういう中でＩＴを中心とする情

報通信技術は、一方では経済効率追求には欠か

せないものであるとともに、他方では国民の情

報アクセスを促進することを通じてイスラム諸
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国の方向付けを的確にさせる重要な役割を帯び

ている、との指摘がなされた。

（ｃ）ヤブズ・米ユタ大学中東センター政治学

部助教授からは、イスラム世界であっても、そ

れぞれの地域は政治的、経済的背景が異なり、

７つのゾーンに区分して分析検討する必要があ

る、また、情報通信を通ずるグローバライゼー

ションは、市場経済と通信技術というシステマ

ティックかつハードの側面と人権・民主化とい

うソフトの側面との関係できめ細かく追求して

いく必要がある、との認識が示された。

（ｄ）畑中美樹・（財）国際開発センターエネル

ギー・環境室長からは、ＧＣＣ・アラブ諸国に

けるＩＴの動きは目覚しく、インターネット利

用者、ｅ－コマースが急増している、しかし、

同時に、ＩＴ関連の産業経済の進展は、アラブ

諸国の政府の宗教的・文化的観点からの情報管

理という制約が大きな影を投げかけている側面

を無視することはできない、との指摘も行われた。

その後の質疑においては、科学技術分野にお

けるイスラム諸国からの頭脳流失、人材育成等

の問題に焦点が当てられた。

（３）午後の第３部会の「文化遺産とイスラム」

を巡る議論においては、

（ａ）山崎芳男コーディネーター（早稲田大学

国際情報通信研究科教授）からは、早稲田大学

とユネスコとの包括協定の紹介、次いで日本の

コミュニケーション技術の製品化は中東地域を

先駆としている傾向の指摘が行われた。その中

東では、現在ＩＴ、インターネットの利用の基

盤が急速に整備されているが、今後は幅広いコ

ンテンツの問題が重要な課題となろうとの指摘

も行われた。

（ｂ）吉村作治・早稲田大学人間科学部教授か

らは、今回のシンポジウムの全般的な印象を要

約した後、エジプトの文化遺産の発見、修復、

維持管理、さらに進んで当時の空間状況の再現

が重要な課題となっているが、その場合のＩＴ

の活用について、現在行われている発掘調査に

基づいた報告が行われた。

（ｃ）松本慎二・ユネスコ文化局エグゼクティブ・

オフィス企画担当官（早稲田大学国際情報通

信研究センター客員教授）からは、米国とユネ

スコとの関係、特に「新国際情報秩序」論に代

表される１９８０年代の開発途上国の劣位とそれ

を背景とする米国支配の情報発信に対する開発

途上国の反発、またそれに対する米国の反発とユ

ネスコ脱退の動きは、昨年の同時多発テロを契機

に国際間の情報発信の状況に対する見直しに転

じ、米国のユネスコ復帰につながった経緯の説明

が行われた。現在のユネスコが直面する問題の

１つは、１９８０年代と異なり、ＩＴを中心とす

る情報通信のインフラを背景とする玉石混交の

情報過多の傾向であり、そこから真に必要な情

報･知識をフィルターする能力とそのための教

育が要請され、ユネスコにも期待されていると

の報告が行われた。

（ｄ）高木規矩郎・早稲田大学理工学総合研究

センター客員教授からは、アジアではカンボジ

アのアンコール遺跡に見られた文化遺産の破壊

が問題となったが、エルサレムにおいてもユダ

ヤ教・イスラム教の聖地が隣接する「神殿の丘」

の南壁がイスラム・イスラエルの政治･軍事対

立という構造の中で似たような宿命をたどりつ

つある、との現地取材に基づいた報告が行われ

るとともに、ユネスコの役割に対する疑問が提示

された。

その後の質疑は、主としてユネスコと政治問題

との関係に関心が集中し、活発な論議が行われた。

Ｖ．

このように、今回の第２回の「イスラムとＩＴ」

のシンポジウムでは、さまざまなイスラムとＩＴ

を中心とする科学技術の問題が指摘された。私た

ちは、これらの議論を踏まえて、さらに議論を深

め、実りある成果が期待されている、と考えてい

る。共催いただいた、ユネスコ、早稲田大学空間

科学研究所、エジプト学研究所、それから、後援

いただいた外務省・文部科学省・日本ユネスコ国

内委員会そして笹川平和財団の関係者の方々に、

改めてお礼を申し上げるとともに、今後とも宜し

くご理解とご協力をお願いしたい。

最後に、通訳、会場整備に努められた方々を

含め、この２日間ご参加頂いた皆様方に改めて

御礼を申し上げて、このシンポジウムを閉会さ

せて頂きたい。

（以上）
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演 者 紹介

北村 歳治／きたむら としはる／Toshiharu KITAMURA
１９４３年山梨県生まれ。早稲田大学大学院（国際情報通信研究科）教授。東京大学経済学部、オック

スフォード大学大学院卒。大蔵省、IMF（国際通貨基金）に勤務し、内外の経済政策問題を担当。特

に、金融については、日本を中心に欧米先進諸国、開発途上・市場移行国の問題を調査・研究し、国

際的な議論に参加。主な著書に『オリエンタル・トレード』、『中央アジア経済』など。

河野 洋平／こうの ようへい／Yohei KONO
１９３７年神奈川県生まれ。衆議院議員。日・英議員連盟会長、日・タイ議員連盟会長、日本ハンガリ

ー友好協会会長。早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。今日まで１２期連続で衆議院議員在職。新自

由クラブ代表、自由民主党総裁、科学技術庁長官、内閣官房長官、副総理、外務大臣などを歴任。ノ

ルウェーやブラジルをはじめ各国から勲章授与。外相当時、自らの主導で省内に「イスラム研究会」

を発足させる。

佐藤 次高／さとう つぎたか／Tsugitaka SATO
１９４２年横浜市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科教授、財団法人東洋文庫研究部長。文学博

士（東京大学）。東京大学文学部を卒業後、東京大学東洋文化研究所助手、お茶の水女子大学助教授な

どを経て現職。「イスラーム地域研究」（１９９７～２００２年）プロジェクト・リーダー。専門はアラ

ブ・イスラム史。主な著書に『中世イスラム国家とアラブ社会』、『マムルーク』、『聖者イブラーヒー

ム伝説』、State and Rural Society in Medieval Islam（学士院賞・恩賜賞）など。

白井 克彦／しらい かつひこ／Katsuhiko SHIRAI
１９３９年大連生まれ。早稲田大学理工学部教授。工学博士。早稲田大学副総長（現総長）。早稲田大学

大学院理工学研究科修了。専門は知能情報学。音声認識・合成技術、自然言語処理、信号処理用アー

キテクチャ設計、ＣＡＩなどを中心にヒューマンインターフェースの研究に従事。主な著書に『言語

の科学ー音声』など。

高木 規矩郎／たかぎ きくろう／Kikuro TAKAGI
１９４１年神奈川県生まれ。早稲田大学理工学総合研究センター客員教授、ジャーナリスト。東京大学

文学部卒業。読売新聞社入社。ベイルート、ローマ、カイロ特派員、ニューヨーク駐在編集委員を歴

任。長期連載企画「２０世紀どんな時代だったのか」にかかわり、２００１年１月退職。中東政治をウ

ォッチしており、主な著書に『パレスチナの蜂起』、『世紀末の中東を読む』、『ニューヨーク事件簿』

など。

店田 廣文／たなだ ひろふみ／Hirofumi TANADA
１９４９年福岡県生まれ。早稲田大学人間科学部教授。博士（人間科学）。早稲田大学人間総合研究セン

ター「流動化社会と生活の質」プロジェクト代表。東京外国語大学卒。エジプト国立社会犯罪研究セ

ンンター、カイロ・アメリカン大学ソーシャルリサーチセンター客員研究員を経て、現在に至る。専

門は社会学。エジプト、マレーシアなどの都市化、高齢化などを研究課題とする。主な著書に『エジ

プトの都市社会』など。
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演 者 紹介

デイル・アイケルマン／Dale F．EICKELMAN
米国ダートマス大学人類学部教授。１９６７年マックギル大学にてイスラム学修士号、１９７１年シカゴ

大学にて人類学博士号を取得。１９７８～８５年ニューヨーク大学人類学部教授。１９９２年ダートマス

大学にて名誉学位を授与される。１９６０年代後半より中東や北アフリカ、アラビア半島など広範囲に

わたる研究の指揮をしている。主な著書に『ニューメディアとムスリム世界』、『中東と中央アジア』

など。

富永 英義／とみなが ひでよし／Hideyoshi TOMINAGA
１９３９年東京都生まれ。早稲田大学理工学部電子・情報通信学科教授。工学博士。早稲田大学国際情

報通信研究センター（ＧＩＴＩ）所長。情報処理学会情報規格調査会ＳＣ２９委員長。通信・放送機構

早稲田リサーチセンター総括責任者などを務める。早稲田大学大学院理工学研究科修了。電子情報通

信学会業績賞、電子画像学会論文賞、ＩＴＵ協会賞、情報月間郵政大臣賞、エリクソン　テレコミュ

ニケーションアウォード’９８などを受賞。

ハカン・ヤブズ／M. Hakan YAVUZ
米国ユタ大学中東センター政治学部助教授。文学博士。アンカラ大学国際政治経済学部（トルコ）、ヘ

ブライ大学レオナルド・デイヴィス研究所（イスラエル）を経て、１９９８年ウィンスコンシン大学

（米国）にて博士号取得。２００１年度にはユタ大学社会行動科学最優秀研究者賞を受賞。著書『トルコ

におけるイスラム教の本質』の他、イスラム社会に関する論文を多数発表している。

長谷川 奏／はせがわ そう／So HASEGAWA
１９５８年愛知県生まれ。早稲田大学エジプト学研究所客員助教授。早稲田大学大学院修士課程修了。

エジプト・ダハシュール遺跡において、新王国時代墓地の発掘調査を手がける。専門は古代末期社会

研究。特に生活史の立場から、中世イスラム文化が成立していく過程に関心をもつ。主な著書に『村

落と社会組織の考古学－コプト社会からイスラム社会への変貌－』、『地中海考古学への招待』など。

畑中 美樹／はたなか よしき／Yoshiki HATANAKA
１９５０年東京都生まれ。（財）国際開発センターエネルギー・環境室長。慶応大学経済学部卒業。富士

銀行退行後、（財）中東経済研究所カイロ事務所長、主任研究員、（株）国際経済研究所次席研究員、

主席研究員、世界銀行短期コンサルタントなどを経て現在に至る。主な著書・報告書に『中東開発』、

『Aid Effectiveness in the West Bank and Gaza, Undertaken by The Government of Japan and The

World Bank, June ２０００』など。

保坂 修司／ほさか しゅうじ／Shuji HOSAKA
１９５７年東京生まれ。防衛大学校講師。慶大大学院修士課程修了。外務省専門調査員、中東調査会研

究員、日本学術振興会カイロ研究連絡センター長を経て現職。早稲田大学エジプト学研究所客員研

員・東京外国語大学非常勤講師。専門はアラビア半島地域研究。主な著書に『乞食とイスラーム』、

『正体』など。
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マイケル・ハドソン／Michael C. HUDSON
米国ジョージタウン大学国際関係学部およびセイフ・ゴバーシュ・アラブ研究講座教授。元同大学現

代アラブ研究センター所長。元北米中東学会会長。イェール大学で政治学の博士号を取得、研究分野

は「民主化の過程」や「中東の域内安全保障」、「中東紛争」など。グッゲンハイムやフォード基金の

フェローシップを受けた。また１９９４年のイエメン内戦勃発まで、フルブライトのセニア・フェロー

シップを得て、サナア大学で研究を行った。

孫崎 享／まごさき うける／Ukeru MAGOSAKI
１９４３年旧満州生まれ。防衛大学校公共政策科教授。東京大学法学部中退後外務省入省。国際情報局

長、駐ウズベキスタン、駐イラン大使を歴任。他にロシア 、英国、カナダ、イラク等に勤務。外務省

では国際情報分析部門の勤務が長い。主な著書に『カナダの教訓』、『日本外交－現場からの証言』（山

本七平賞受賞）など。

松本 慎二／まつもと しんじ／Shinji MATSUMOTO
１９４３年東京都生まれ。ユネスコ文化局エグゼクティブ・オフィス企画担当官。早稲田大学国際情報

通信研究センター客員教授。東京大学文学部仏文科卒業。国立国会図書館調査および立法考査局海外

事情調査室主査などを経て、ユネスコ本部総合情報計画オペレーション事業部次長、シルクロード総

合研究企画担当官、文化局文化のための新技術開発室長など歴任。主な著書・論文に『古代アレキサ

ンドリア図書館』、『世界遺産と仮想現実性技術』（朝日新聞「論壇」）など。

マハムード・カレム／Mahmoud KAREM
駐日エジプト・アラブ共和国大使。１９８４年米国サウス・カロライナ大学大学院哲学博士号取得。

１９７５年外務省入省。アラブ・アフリカ外交官研究所講師、カイロアメリカ大学助教授を経て、在ジュ

ネーブ国連代表部国連軍縮会議次席代表を務める。外務省軍縮部長外務次官補兼軍縮・原子力平和利

用部長を歴任する。

山崎 芳男／やまさき よしお／Yoshio YAMASAKI
１９４３年東京都生まれ。早稲田大学国際情報通信研究科教授。工学博士。早稲田大学空間科学研究所

所長。早稲田大学テーマカレッジ「ユネスコの文化・技術活動への参加」カレッジ長。日本音響学会

副会長。日本バーチャルリアリティ学会理事などを務める。早稲田大学理工学部、国際情報通信研究

科などにおいて音響学、信号処理、符号化、情報通信などの研究・教育に従事。主な著書に『音響シ

ステムとディジタル処理』、『総合マルチメディア選書MPEG』など。

吉村 作治／よしむら さくじ／Sakuji YOSHIMURA
１９４３年東京都生まれ。早稲田大学人間科学部教授。工学博士。早稲田大学エジプト学研究所所長。

早稲田大学第一文学部卒業。カイロ大学考古学研究所留学。専門はエジプト美術考古学、比較文明学。

１９６６年より早稲田大学古代エジプト調査隊を組織し、以来３５年余にわたり現地での発掘調査・研

究を行う。日本オリエント学会、日本建築学会会員。主な著書に『アラブ人とつきあう方法』、『吉村

作治の古代エジプト講義録』（上・下）、『エジプト発掘３０年』、『痛快 ! ピラミッド学』など。

（五十音順）
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