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宗教の衰退は、近代化の帰結であるとする見方が優勢だったのは、わずか数十年前のこ

とである。近代化が進めば、世界は「脱魔術化」され、宗教が社会や個人に与える影響力

を失うだろうと考えられていた。しかし、現実の宗教地図は絶え間なく変動している。世

界宗教は、古代から拡大と文化変容を続けているが、グローバル化が進む現在、交通・通

信の発達や文化間・宗教間の出遭いの増加とともに、劇的な変化を見せている。 
グローバル化という言葉は、「世界の縮小と、一つの全体としての世界という意識の増大」

の双方を指している（ローランド・ロバートソン、『グローバリゼーション：地球文化の社

会理論』、東京大学出版会、1997 年、19 頁）。ローカルな社会生活に目を向けるなら、「あ
る場所で生ずる事象が、はるか遠く離れたところで生じた事件によって方向づけられたり、

逆に、ある場所で生じた事件がはるか遠く離れたところで生ずる事象を方向づけていくと

いう形で、遠く隔たった地域を相互に結びつけていく、そうした世界規模の社会関係が強

まっていくこと」と定義することもできる（アンソニー・ギデンズ、『近代とはいかなる時

代か』、而立書房、1993年、85頁）。日々の生活の変化も、グローバル化という大きな過程
のなかで起こっている。グローバル化は、私たちの経験を、広い（グローバルな）視野か

ら理解することを迫っている。 
世界宗教の歴史は長い。古代から続くその拡大と変容の過程も、ひとつのグローバル化

の形である。世界宗教の伝播によって、世界各地には、ある程度まで文化的な共通認識が

培われ、遠く離れた共同体を結びつける枠組が作られた。加えて、世界宗教は、世界をひ

とつの全体として考えるための普遍的な原理も提供してきた。世界宗教は、このようにし

て、遠く離れた地域同士を結びつけてきた。 
今日のグローバル化のなかで、世界宗教は、さまざまな形をとっている。第一に、世界

宗教は、差異を主張する根拠となっている。こうした排他主義の典型は、原理主義や宗教

アイデンティティの政治利用である。第二に、世界宗教は各地の社会に、伝統的なものと

は異なる新たな倫理や思想を導入する。世界宗教は宗教的な観点から現在の状況を解釈し、

不平等や戦争などの地球規模の問題に意義を唱え、社会改革運動を促す動因となることも

ある。第三に、世界宗教は、異なる宗教との交流の試みの主体ともなっている。諸宗教の

伝統か宗教間の対話や共同礼拝など、形式はさまざまである。さまざまな宗教の叡智と資

源を集めて地球規模の問題の解決に資することを目指す試みも少なくない。 
本講義では、世界宗教の拡大の経緯を概観し、具体例をあげながら、今日のグローバル

化の中で影響力を増大させつつある世界宗教の諸側面を紹介する。 
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Only a few decades ago, the decline of religion was generally viewed as a 
consequence of modernization.  It was commonly believed that successful 
modernization would lead to the "disenchantment of the world" and eliminate religious 
influence on both society and the individual.  However, the maps of religion are 
continually changing.  While the expansion and cultural transformation of world 
religions has been an ongoing process since antiquity, the pace of change has been 
significantly accelerated today with the development of more rapid forms of travel and 
communication, and the increase in cross-cultural and inter-religious encounters.  

Globalization refers to "the compression of the world and the intensification of 
consciousness of the world as a whole" (Roland Robertson, Globalization, 1992, London: 
Sage: 8).  Or, from the more local point of view, it can be defined as "the intensification 
of worldwide social relations which link distant localities in such a way that local 
happenings are shaped by events occurring many miles away and vice versa" (Anthony 
Giddens The Consequences of Mod nity, 1990, Cambridge: Polity Press, 64).  Changes 
on our lives should be understood in relation to the larger process.  Globalization offers 
new understandings of experience in wider---global---perspective  

er

World religions have long history of expansion throughout world.  Their 
process is a form of globalization, which stimulates the world to move toward cultural 
unity at some levels.  Frameworks for linking distant communities were developed and 
universal principles for thinking about the world as a whole were provided.  Thus, 
world religion linked distant localities from their antiquity.   

World religions take many forms today.  First, they can be a powerful resource 
for asserting difference.  Typical examples of this exclusivity are religious 
fundamentalism and political exploitation of religious identity.  Second, they introduce 
alternative ethics and thoughts into local societies.  They interpret the present 
situation in religious terms, take issue with global problems such as inequality and war, 
and may promote social reform movement.  Third, they can be a momentum to 
legitimate peaceful coexistence of religions.  There are many ecumenical attempts to 
offer the collective wisdom and resources of the faith traditions toward the resolution of 
critical global problems. 

This lecture will outline the spread of world religions and demonstrate some 
examples to analyze the key features of world religions today.   


