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１．はじめに

　平成 16年２月に新聞紙上に、「自衛隊“アラブ商法”に苦戦」といった見出し

が躍った。自衛隊の宿営地賃貸料で、現地地権者との間で交渉が難航していると

いうのだ。イラク南部サマワ郊外の 250ヘクタールの土地にたいして、自衛隊は

当初年間 70万円を提示したが、相手側はその 300倍以上の２億１千万円を要求

してきたのである。アラブ諸国は、日本から見れば重要な石油の供給国といった

程度の認識がなされ、また、アラビアンナイトの世界といった認識もあったが。

このことで、日本でアラブ商法といったことが広く知れ渡ることになった。イス

ラーム過激派によるとされるテロ事件とあいまって、日本ではアラブあるいはイ

スラームに対して、あまりよくない印象、怖いという印象が高まっているように

見える。

　一方、サウジアラビアなどの日本に対する認識は、日本企業との関係の深い一

部のビジネスマン等を除くと、「自動車やテレビなどのオーディオ製品の国」と

いうものだ。筆者は、かってビジネスマンとして、消費財のアラブ諸国への輸出

業務を通して、アラブに触れてきた。本稿では、この見聞と最新の情報を元に、

アラブとはどのような国であり、社会であるのか、産業の構造と運営、消費財市

場と消費者行動、そしてアラブの生活を宗教と日常について述べて、アラブとの

関係のあり方を考察する。

２．アラブ商法

　サミュエル･ハンチントンによれば世界にはいくつかの文明が存在し、日本は
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日本文明に属し、アラブはイスラーム文明に属することになる。そして、文明の

輪郭を定めているのは、言語、歴史、宗教、生活習慣、社会制度のような共通し

て客観的な要素と、人々の主観的な自己認識の両方である。アラブ商法は、当然

アラブ人の生活習慣、社会制度と関連付けられ、日本のそれとは大いに異なる。

　自衛隊宿営地の用地賃貸料はどうなったか。最終的には、3000万円プラス 30

人雇用ということになった。要求の１／７である。一方自衛隊側の提示の 42倍

である。どちらがうまく交渉をリードしたか明らかだろう。交渉の経過を見ると、

サダムフセイン元大統領が統治していた国有地であったが、多くの部族の地権者

が現れ、要求価格の妥当性について様々な主張を行った。いわく、今年秋から小

麦を植える予定で、ただの砂漠ではない。多数の地権者全体の了解を取るために

は、相当の対価は必要。われわれの要求は正当だ、デモをするぞ、などなど。ほ

とんど屁理屈といえるものもある。

　日本人は、ほとんど役に立たない荒地にあれほどの価格を要求することを理解

するのは困難だ。だが、この交渉は当初から、日本側の敗北が明らかであった。

不利な条件がそろっていた。日本側はすでに、交渉の前に宿営地を決めていた。

日本側には代替地など存在しなかった。アラブ商法では、交渉が始まる前の価値

など何の意味もない。すべては交渉で価値が決まるのである。自衛隊が、サマワ

郊外に宿営地を決めたときに価値は発生した。自衛隊先遣隊は１月 17日、本隊

は２月 22日にはクウェートに到着していて、しかも、交渉中にも宿営地建設工

事が着々と進んでいた。ほかの地を探すことなど不可能であった。そうすれば、

必ず買ってくれることがわかっている。これは価格交渉で圧倒的に有利な状況で

あることは明白ではないか。必ず買ってくれるものは、当然価格は高くても買っ

てくれることになる。そうすれば、それ相当の価格を要求するのはまったく当然

な商行為である。まさに、高く吹っかけて、交渉で妥協点を探るアラブ商法で、

最終的には当初要求の１／７となった。これはアラブ商法に限らない。日本でも、

公共事業の用地買収などでよく見られる光景である。ただし、その要求額の大き

さはやはり、アラブ商法だ。

　交渉は、アラブ商人にとって正に正念場である。同じことは、国外の輸出業者

とアラブの輸入業者、小売業者と消費者の間でも起こっている。輸入業者は国外
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の輸出業者と価格・量・製品について交渉を行うことになる。市場の状況、他社

の動向、経済の今後の状況、為替の条件設定など実によく調査し、いかに有利な

条件を勝ち取るかに全エネルギーを集中させる。この交渉における粘っこさがア

ラブ商法といえようか。

３．産業構造

　GCC（Gulf Cooperation Council 湾岸協力評議会）諸国のサウジアラビアとアラ

ブ首長国連邦の貿易の状況を見ると、表１のようになる。この状況はアラブ産油

国の産業の状況をよく現している。原油をはじめ、原材料を輸出し、機械類や消

費財を輸入している。アラブ首長国連邦のように、再輸出を行っている国もある

が一種の中継貿易で、輸出先はイランあるいはイラクが考えられる。こと商売に

関しては、国境の敷居は低いようだ。基本は、原材料の輸出、消費財や機械類の

輸入である。先進諸国がその主要な貿易相手国となっている。主たる輸入品は、

自動車、家電品をはじめ、ほとんどの消費財が大きな割合を占め、日本が得意と

する製品が多い。日本にとって重要な貿易相手である。アラブは日本にとって石

油の供給だけが重要なのではない。

表 1　貿易の状況

サウジアラビア アラブ首長国連邦

総貿易額 輸出額　億ドル ７７５ ５２２
輸入額　億ドル ３０３ ４２７

貿易品目
輸出 原油、石油製品、LPG

原油、LPG、LNG、アル
ミニウム、再輸出品（電
化製品等）

輸入 自動車、機械機器、食
料品、繊維製品

輸入、自動車、電化製品、
繊維製品

貿易相手国 輸出
日本、米、韓国、シン
ガポール、フランス

日、韓、イラン、オマーン、
タイ、インド

輸入 米、日、英、独 日、中、米、英、独、仏

　この構造では、先進諸国である貿易相手国との正常なビジネス関係が求めら

れ、サウジアラビアがWTO加盟に向けて国内の整備を進めている。すでにほか

の GCC諸国はWTOに加入しておりそのルールを守っている。たとえば、先進
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諸国が重視する知的所有権について見てみると、世界中の商品が集まるドバイで

偽ロレックスはおもてだっては売られていない。韓国ソウルでは観光客相手に積

極的に偽ロレックスを売り込んでくることと比較すると、彼らがWTOの要求を

いかに遵守しているかがわかるではないか。

　とはいえ、国家の経済政策が産業構造を決めていることは間違いない。石油

価格が各国の国家経済にからんでいる。産油国では、80年代後半から 90年代末

まで産油国は石油価格下落・人口爆発・インフラ老朽化・赤字財政など苦しい時

が続いていたが、2000年に入り石油価格改善で一息つき、イラク戦争後の高騰

で一気に財政赤字を解消した。サウジアラビアでは石油関連の大型プロジェクト

が出て、カタールは天然ガスの宝庫で、これの処理プラントに数千億円規模のプ

ロジェクトが動きつつあり、2006年のアジア大会開催までブームが続くという。

ドバイは今後も貿易に頼らざるを得ないが中国貿易に照準をあてており、10万

人規模の Global Village建設に着手している。GCC諸国とは状況は異なるが、イ

ラン・イラクも一般消費財の需要は旺盛で、巨大な市場となっている。

　しかし、これらの諸国でも、機械類や消費財の輸入に甘んじているわけではな

い。サウジアラビアでは、加工が主とはいえハイテクの光ファイバー生産が行わ

れている。また、サウジアラビアではもともと、家電品の輸入販売を行っていた

現地資本の ALS社が米国 Gibson社の技術で、ルームエアコンを 40万台／年生

産しており、そのうち 20万台を輸出し、また冷蔵庫を６万台／年を生産してい

る。このように、商業以外にも進出がみられる。さらに、GCCではないが、ヨ

ルダンには、中国の家電メーカーのハイアールが 2002年に進出し、カラーテレビ、

洗濯機、エアコン、冷蔵庫の生産ラインを建設、１日あたりカラーテレビと洗濯

機を各 800（年間約 20万）台、冷蔵庫とエアコンを各 1000台（年間約 25 万台）

生産する能力があり、中東地区では規模の大きな家電メーカーで、イラク、シリ

ア、レバノンを中心に製品を輸出している。ビジネスチャンスを求めて、果敢に

チャレンジしているのである。

４．組織運営と外国人

　サウジアラビアの政治体制は君主制で絶対王政であり、国王が閣僚会議を主催
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し、自ら首相である。そして、重要なポストは王族が占めている。28の閣僚中、

首相、副首相、第二副首相兼国防相、都市村落相、内務相、外務相、国務相兼官

房長官が国王、皇太子、王子である。1970年代の OPECの結束により、原油価

格の値上げに成功して以来、子弟を欧米に留学させてきたが、欧米流の最新の知

識、ビジネス手法を身につけた世代が、マネージメントを支えている。

　他方、石油、財政、経済開発、教育などの実務はテクノクラートが運営してい

る。石油相として知られたヤマニ氏は、王族ではないが、現在は商工業相である。

しかも、これらテクノクラートは米国の高等教育を受けている。例えば、ヤマニ

商工業相はハーバード大学物理学博士、財務相はコロラド州立大学の経済学博士、

教育相はオクラホマ大学高等教育管理学博士、石油鉱物資源相はスタンフォード

大学地質学修士である。

　この状況は、ビジネスの場でも同様だ。サウジの企業は同族会社が多いが、そ

こでは、組織のトップ層はその企業のオーナ一族で占められている。この一族の

人材は米国留学組みであることが多い。とはいえ、一族で有能な人材すべてを確

保することは不可能だ。そこでは、政府機関のテクノクラートのように、一族以

外の人材が実務マネージャーとして雇われている。

　たとえば、サウジアラビアで家電製品を主に扱う ALS社の組織を見ると、次

の通りである。ここで、組織のトップはすべて一族で固めている。彼らは前述の
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ごとく欧米流教育を受けた世代だ。その配下の実務マネージャークラスには、外

国人が雇われている。彼らは、パレスチナ人であったり、インド人であったり、

レバノン人であったり様々である。さらに、これらマネージャーの下で働く実務

者、工場で働く労働者もまた、外国人である。

　ALS社でも、製造部門の間接労働者のうち約 80％がインド人、約 20％がパレ

スチナ人・シリア人である。工場労働者はフィリピン人約 50％、バングラデシュ

人約 20%、インド人 10％。そのほか約 20％（チェコ人約 10％を含む）である。

販売部門では、インド人約 40％、アラブ人（パレスチナ人、シリア人、エジプ

ト人など）約 40％、フィリピン人約 10％、その他（バングラデシュ人、パキス

タン人など）が約 10％である。サウジアラビアの企業に違いはないが、まさに、

外国人によって成り立っているといってよい。地理的にサウジアラビアに存在す

るに過ぎないように見える。

　サウジアラビアの人口は 1910万人（1999年推定、以下同）といわれるが、サ

ウジ人は 1370万人 72％で、残り 530万人 28％は外国人である。20歳未満が全

体の 57％を占めている。労働人口だけで見れば、自国人と外国人がほぼ同数と

推定されている。アラブ首長国連邦 (U.A.E.)全人口 270万人のうち自国民は 60

万人に過ぎない。GCC諸国全体では、人口 2730万人で、そのうち、自国民は

1730万人、外国人が 1000万人となっている。石油収入で外国人を雇用して成立

している国々だ。GCC諸国は人口増加が激しい地域として知られている。サウ

ジアラビアの人口は 2004年時点では、2450万人という報告もある。膨大な数の

未成年が成長し、急速に労働市場に登場してくる。自国民を失業者にしてはなら

ない。そこで政府は、雇用をサウジ人に置き換える政策を進めているが、これま

での教育の内容が宗教に重点がおかれていたこともあり、即労働力になりにくく、

進展ははかばかしくない。前述のごとく、マネージャー、オフィスワーカー、工

場労働者など、外国人が多くを占めている。外国人なしに産業が成立しない国家

の解消に、職業訓練などの施策が始まっている。増加する人口は、消費市場の拡

大を意味し、日本にとって有望な市場であり続けることは間違いない。われわれ

にとって、遠くて近い国々なのだ。

　さて、日本の輸出業者が、まず交渉する相手は第一に、オーナーの意向を受け
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て我々と相対するこれら多様な国籍のマネージャーだ。このとき、我々は、まず、

彼ら一人ひとりの国籍を事前に把握しておかなければならない。国によって性格

が異なり、歴史的・政治的背景が異なるし、能力も異なりそれにうまく対応を変

えなければならないからだ。このような状況は、欧米諸国、東南アジアとのビジ

ネスではあまり経験しない。中国の場合上海人、広東人、北京人、客家で性格・

能力が違うといわれる程度であろう。さて、こういった外国人に会う機会は商談

の最初に訪れる。たとえば、サウジアラビアで相手方オフィスに到着すると、飲

み物を勧められるが、ここで、インド人男性が登場し、インド英語で要望を取り

まとめる。そうして、同じ人物がお盆に、コーヒー、紅茶、ミネラルウォータな

どをサーブする。日本のように、OLが現れることは決してない。この事実で、

サウジアラビアに来たことを実感することになるのである。

５．ビジネスの言語

　アラビア語は日本人にとってなじみの薄い言語である。アフロ･アジア語族に

属するといわれ、日本語、英語とはまったく異なる語族に属する。文字も、アルファ

ベットではなく独特のアラビア文字である。とっつきにくいという感じは否めな

い。アラビア語を知っていると、消費財ビジネスで、直接消費者意識を探るため

に、小売店を調査するときなど、有利とはいえる。また、アラビア語の数字を読

めると重宝する。値段札などから、実勢価格を容易に把握できるし、エレベータ

に乗っても行き先指定に迷うことがない。しかし、必要条件ではないようだ。英

語が十分通用するので、ビジネスは英語で進められる。たとえば、オマーン国の

街中の少し大きめの小売店でも、店長クラスは流暢な英語を話す。しかし、当然

ながらアラビア語で挨拶すると、友好的雰囲気作りに大いに役立つのは事実であ

る。彼らは、時として日本語を解することもあるようだ。彼らに言わせれば、ア

ラビア語には、すべての日本語の音が含まれているという。彼らにすれば日本語

の聞き取りはそれほど難しくはないということで、日本人同士仲間内で秘密の話

を日本語でするのは避けるほうがよく、日本語がわからずとも、勘の鋭い彼らは、

感じ取るといわれる。

　しかし、彼らの英語も彼らにとってはやはり外国語であって、語彙、表現の幅
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などがネイティブスピーカーに比べれば制限されているので、わかりやすい。ま

た、アラビア人英語の発音も、先ほどの、アラビア語と日本語の共通音のためか

わかりやすい。また、彼らも日本人の英語をよく理解する。また、日本人は英語

が苦手ということがよく言われるが、こちらで仕事をする日本人は流暢に英語を

話し、ビジネスをこなしている。必要になれば日本人も、十分にその能力を発揮

する。日本人の英語下手は、英語を使用する必要がないだけであろう。

　難物はインド・パキスタン人の英語である。発音が非常に聞き取りにくい。音

が日本人になじみの音ではない。発音時の口の形、舌の使い方が日本人とはまっ

たく異なるように見える、そして、非常に早口に聞こえるのである。日本で行わ

れている、ネイティブスピーカーの発音になれる訓練は、直接的にはあまり役に

立たない。日本の英語教育でこの種の英語の存在を無視しているように思えるの

は残念だ。経済も文化もグローバル化する中、日本人が理解し対処しなければな

らない英語はネイティブスピーカーによるものばかりではないのだから。ともあ

れ、インド･パキスタン英語には、もっぱら神経を集中して慣れるしかない。文

法的にはそれなりに、正しい英語であって、決してブロークンというわけではな

い。聞き取りさえ出来ればなんら問題ない。一方彼らは不思議なことに我々の発

音をあまり苦にしているようには見えない。日本人英語でなんらビジネスに支障

はないのである。

６．消費財市場･消費者行動

　彼らの好む消費財は我々のものとそれほど違いはない。高級乗用車、住宅、家

具、調度品、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、調理用機器、TV、ビデオ、オーディオ、

カメラ、携帯電話、パソコン、ヨット、別荘・・・。日本からの輸出品は、その

高性能・高機能・高信頼性で好評だ。その仕様は必ずしも日本国内あるいはほか

の輸出先向けとは同じではない、生活に密着した消費財は、現地の要望に合わせ

て作られている。しかし、暑い国の必需品である冷蔵庫についてみてみると、米

国の製品は米国国内向けと同じに見え、「我々の製品は世界一だ、欲しければ売っ

てやる」とでも言っているようにみえる。生活をより快適に、より便利に、より

豊かに変える製品にたいする欲求は民族、宗教、国籍、経済状態、政治体制の違
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いに影響されない人類共通のものだ。これらの製品はいずれも、先進諸国が得意

とするものである。その結果、GCC諸国の貿易相手は先進国が主となっている。

この状況は今後、当分続くものと考えられる。

　GCC諸国では、その豊富な石油資金と国民懐柔策があって、教育･医療は無料

が多い。ベドウィンの定住化政策による住宅の提供あるいは住宅資金が政府から

提供されたりする。日本人の支出に大きな割合を占めているこれらサービスが無

料であることは、日本人の感覚以上に、消費に回せる豊かな資金があることを意

味する。こうして、巨大な消費市場が存在する。また、消費財に対する欲求は強

いものがある。イラクですら、イラク戦争後、国の復興に外国の支援に頼ってい

るが、 消費財の需要は大幅な伸びを示している。消費に回すお金が存在するのだ。

　イラクには、イラク戦争終了後、大量の消費財が流れ込んでいる。ある日本の

家電メーカーでは、イラク向け輸出として洗濯機、冷蔵庫それぞれ 2003年に 1.9

億円、0.3億円であったものが、2004年には、９月までで、3.1億円、1.9億円と

大幅に拡大している。実態は U.A.E.やヨルダン経由の物量があり２～３倍に達

すると推定される。他の家電メーカーも同様の状況にあると考えられる。韓国製

品は、大韓貿易投資振興公社（KOTRA）によると、2003年の対イラク輸出は、

電話や自動車、テレビなどの家電製品を中心に、周辺国からの迂回（うかい）輸

出を含めて約４億 2800万ドル（約 464億 4000万円）で、前年の５倍に達したと

いう報道がある。戦争終結直後の 2003年５月には、中国の大手家電メーカーで

ある「四川長虹電器」はイラクへの輸出を加速させている。このほどデジタル衛

星放送の受信機 100万台（10万台？）を出荷したのに続き、新たにカラーテレ

ビとエアコンを合計２万台輸出することが決まったと報道された。

　日本では無印良品といった、ブランドがついていない商品も一応受け入れられ

ている。アラブでは、ブランドの力はかなり強い。そして、ブランドによって、

価格が決まってくる。有名ブランドはそれだけ高く値付けをしても売ることが可

能となる。しかも、日本ブランドで言えば、日本におけるブランドの順位がその

まま、アラブにおけるブランドの順位にならない。日本で有名ブランドであって

も、アラブではそれほどではない例が見られる。よい例が、暑い国で必需品となっ

ているエアコンである。日本におけるエアコンはナショナルがトップブランドで、
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富士通ゼネラルは認知はされていても、有名ブランドとはいえない。価格もナショ

ナルと比較して低めである。しかし、アラブでは、圧倒的なトップブランドであ

る。これは、もっとも早期に販売を開始し、知名度を上げたこと、製品的に頑丈

さを好む現地の好みに一致したことで、高い評価を得たことが原因である。日本

製、韓国製、中国製など生産国で価格レベルが異なっている。一種の国ブランド

である。

　

７．日常的に存在する宗教

　サミュエル･ハンチントンによれば「宗教は文明を規定する中心的な特徴であ

り、クリストファードーソンがいうように、“偉大な宗教は偉大な文明を支える

基礎である”しかし、仏教は主要な文明の基礎にはなっていない」とされている。

日本の宗教は仏教であるというのが漠然とした我々の認識であろう。しかし、日

本人の意識はどちらかといえば無宗教に近いのではないか。筆者も、日常生活で

宗教を意識することはほとんどない。宗教を意識するのは、唯一葬儀のときであ

る。しかも、日本人はほとんど宗教に関する教育を受けていない。宗教とは何な

のか、どう対処すべきなのか、何も知らないといえよう。したがって、なかなか

宗教の重要性や日常生活の位置づけが理解しにくい。しかし、アラブ社会がイス

ラーム社会であるのは紛れもない事実である。出張ベースにしろ、駐在ベースに

しろ、アラブ人相手では忘れてはならない事項である。

　唯一絶対の神を信じるムスリムにとって、宗教を持たないものは野蛮人である

と理解される。筆者の体験談を述べる。ホテルのレストランで、きっかけは忘れ

たが、ボーイが問いかけた。「あなたは、神を信じていないのか」、「そうだ、神

を信じていないよ、おれは」「なに、ほんとか？へっ」と軽蔑のまなざしで筆者

を見つめる。まさに、信じられない、なんという野蛮人だ、といったまなざしで

ある。筆者は用意していた次の台詞を発する。「そうだ、俺は、仏陀を信じている。

神ではない」「おお、そうか、仏陀を信じているのか、そうか」と、一瞬にして、

文明人を見る目に変わるのである。仏陀を否定することはない、他の宗教の存在

をきちんと認めるのである。まさに文明の基礎に宗教ありだ。

　ムスリムには信仰の告白、一日５回の礼拝、ラマダーン月の断食、喜捨（ザカー
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ト）、メッカへの巡礼の五行が課せられている。

　ラマダーン月は断食の月だ。イスラームでは重要な月で、ムスリムは太陽が

昇っている間は一切飲食物を口にしてはならない。しかし、仕事は昼間行う。彼

らは仕事中でも当然飲食物を口にしない。いらいらしていたり、苦しそうだった

り、楽でないことはたしかだ。断食は確かにつらい。だから、子供や妊婦といっ

た弱いものは免除される合理的な面を持っている。 断食は日の出から日没までだ

から、夜は飲食自由ということになる。夜は一種のお祭りで、大いに食べる、楽

しむ、寝る間も惜しんで楽しむ。どうやら、昼間のつらさは寝不足も原因の一つ

であるらしい。クウェートでの体験である。ラマダーン期間中の商談が終わった

とき、相手のアラブ人が聞いてきた。「あなたたちも、断食してますか」「もちろん、

ラマダーンですから」と冗談で答えてしまった。すると、「そうですか、どうです、

私のうちに来ませんか、食事をともにしましょう」と誘ってくれたのである。か

くして、聖なるラマダーン月のアラブ人の夜を体験することになったのである。

そこでは、ほぼ家族全員がそろっていた。もちろん、女性が我々の前に姿を見せ

ることはない。そして、ご馳走を並べ、談笑し、ゆったりとした穏やかな時をす

ごすのだ。私たちにもいろいろ、アラブ料理、果物など勧めてくれる。帰りしな

に、「今日はいかがでしたか、なれないこととは思いましたが、私たちの生活を知っ

ていただければと思い、招待しました。お楽しみいただけましたか」と丁寧に挨

拶してくれたのであった。このように、自分たちの生活を誇りをもって外国人あ

るいは異教徒にオープンに紹介し、単にフレンドリーという言葉で表せないほど

だ。

　サウジアラビアでは、イスラームの戒律が厳しい。早朝ホテルの部屋にいても、

モスクからお祈りの声が聞こえてくる。日中、礼拝時間には、宗教警察が町に繰

り出し、礼拝の時間であることを告げると、商店がすべて閉鎖される。ムスリム

でない外国人は礼拝することはないが、商店から締め出される。外がどんなに暑

くても、商店から出なくてはならない。ただただ、耐える時間である。

　前出の ALS社のマネージャーたちは自らの収入から一部をモスクの建設資金

を提供しており、富めるものが貧しいものに財産をわけあたえるという喜捨（ザ

カート）をきちんと実行している。かれらは敬虔なムスリムなのである。
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　さて、アラブで業務を遂行するにはイスラームについて基礎的な知識は必須で

ある。そのためには、宗教そのものに対する基盤となる知識がどうしても必要に

なる。本節冒頭で述べた学校教育で宗教についてなんら教わっていないことは、

ハンディキャップとなった。イスラームを理解しようとするとき、やはり、自ら

の宗教的アイデンティティを明確にする必要性を感じる。筆者はそれを仏教に求

めた。日本人は無宗教といわれ、日本の仏教は葬式仏教といわれるかもしれない。

がしかし、日本人の考え方、行動の底流には仏教があると思った。そして私も日

本人である。般若心経をはじめ様々な仏教入門書を読み漁った。葬儀に接する仏

教とはまったく違った世界がそこにあった。それによって、前述の会話も自信を

持って「仏陀を信じる」いえたような気がする。

８．日常生活

　ビジネスだけの付き合いであっても、客人を大切にする彼らに、自宅のディナー

に招待されることがある。そのような席で、最高級のご馳走はラクダの丸焼きだ

という。ベドウィンにとってラクダは命の次くらいに大切だからだ。現実には羊

の丸焼きで歓待されることがある。大きな皿に、羊がうずくまった形で盛られて

いる。その周りに、米やそのほかの食材が盛られている。羊は胴体、脚部が整え

られ、頭部が判別できる形で存在する。その舌や目玉が最高の味だという。客人

は特に薦められる。これを、気味が悪い、野蛮ということにはあたらない。日本

でも、最高の料理のひとつに鯛の姿作りというのがある。魚を食べない文化から

すれば、気味の悪い料理の代表だろう。瞬きをしない大きな目があたりを睨んで

いるのだ。文化が違えば、食習慣、歓待方法が変わるのは当たり前だ。飲酒と豚

肉の禁止はよく知られている。暑い土地がら、アラブ人にとってもビールは美味

い飲料のようだ。それで、アルコール分ゼロのビールがある。しかし、ビールと

いう表示はない。味はビールなのだ。飲酒が禁止であれば、甘いものが選ばれる

のは必然であろう。レストランでデザートにアイスクリームを注文すると、巨大

かつ強烈な甘さのアイスクリームが供される。サウジアラビアのホテルの朝食用

バイキングで、カウンターにハム・ソーセージがあるではないか。しかし、よく

見るとそれは外国人用であって、別にムスリム用のカウンターがある。そこにも
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ハム・ソーセージがある。豚ではなくて牛で作られたものだ。なんとも、欲求と

宗教的戒律を両立させるすばらしい調理技術ではないか。

　リヤドの王宮の周りにある芝生は格好の小ピクニックの場所になる。夕刻日が

落ちて、あたりに涼しさが満ちる頃、家族で絨毯を広げ、魔法瓶のアラビックコー

ヒーをのみ、軽食を取り家族団欒だ。休日は、ピクニックに出かける。クウェー

トの郊外の海岸はちょっとしたリゾート地だ。裕福なクウェート人は別荘で週末

をくつろぐ。若い女性も、アラブの装いに身を包み海辺で戯れる。

９．終わりに

　アラブ社会は、部族的な結びつきが強固であったり、アラブ商法があったり、

イスラームの存在を感じたりと我々との違いは小さくはない。政治体制は民主主

義とはいいがたいかもしれない。石油収入に頼った外国人労働なしには成り立た

ない国々だが、この状況がそのまま続くとは彼らも考えてはいない。様々な施策

を展開し国づくりを進めている。人々は社会生活様式を誇りにし、異なる宗教・

社会の存在を認めている。穏やかで、平和な生活を求めている。その意味で、我々

と変わるところはない。連日報道される過激なイスラーム原理主義者が引き起こ

す事件による怖さとは結びつかないのが現実だ。

　アラブは貿易を通して日本と強く結びついている。このアラブを我々はもっと

広く知るべきではないだろうか。日本が彼らにとって、優秀な車、家電品を作る

国だけでよいのか、彼らに我々をもっともっと知ってもらう努力がいるだろう。

NHK番組のプロジェクト Xが TV放送され好評だったという。日本人のものづ

くりにかける情熱はアラブでも十分理解される。相手に対する無知は、恐怖心を

作り出し、過激な反応を引き起こすことがある。もっともっとお互いを知らなけ

ればならない。そして、お互いを認め合うことである。その基づくべき理念はど

うあるべきか。吉松安弘はいう、「すべての国民、すべての民族、すべての人々

が自らのアイデンティティを誇り高く掲げ、それを互いに認め合ってゆくような

状況が日本国内に作られ、その精神に沿った国際的な付き合いを実現してゆくこ

とこそ望ましい」と。日本はアラブとの経済だけの結びつきから、文化的結びつ

きを広げる時期が来ている。
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