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世界宗教とグローバル化 

高崎恵（国連大学） 

 

はじめに：ふたつのことば 

この講義では、今年の金沢セッションのテーマ、グローバル化と文化の多様性を考え

る一つの素材として、世界宗教をとりあげ、世界宗教と呼ばれる宗教がどのようにグロ

ーバル化したのか、グローバル化した世界宗教が抱える問題にどのように対処しうるの

かをお話したいと思います。ます。まずは、タイトルにあるふたつの言葉、「グローバル

化」と「世界宗教」の意味内容を簡単に確認しておきましょう。 

 

グローバル化 

「セミナーのねらい」をお読みくださっている皆さんは、グローバル化の意味内容に

ついては、既にご承知のことと思います。資本
しほん

主義
しゅぎ

のルールが世界中に普及し、市場
しじょう

経済
けいざい

が世界各地を結びつけるなかで、ローカルな場面でおこるできごとは、世界大のスケー

ルで連鎖
れんさ

反応
はんのう

を起こすようになりました。私たち個々人の日々の行動が、地球規模で進

展する環境問題と直結していることを思い起こせば、こうした状況は実感をもっておわ

かりいただけると思います。 

連鎖反応は、自然界ばかりでなく、社会にも見られます。わたしたちの身の周
まわ

りで日

常的に起こるできごとが、遠く離れた地域で起こったできごとの影響をもろに受け、逆

にわたしたちの日常的な行動が、はるかかなたの土地に住む人々に直接影響を及ぼすよ

うになりました。社会学者のアンソニー・ギデンズは、この世界規模での関係の緊密化

をグローバル化の定義として採用しています[ギデンズ 1993: 85—86]。 

と同時に注目されているのは、グローバル化が、統合へと向かいながらも、自らを否

定するような反統合の動きをもまた生み出している、グローバル化の弁証法的な性質で

す。グローバル化は統合へとまっしぐらに進むわけではありません。グローバル化に触

発されて統合に反発する動きが各地で多々見られます。グローバル化は、統合と、統合

への反作用である反統合の両方を呑みこんで進展するプロセスといえるでしょう。再び

ギデンズの言葉を借るなら、グローバル化は変化の複雑な組み合わせであり、ごちゃご

ちゃと、しかも矛盾に満ちた結果が生じます。グローバル化は統合に向かって動いてい

るはずなのに、逆に統合を妨げるような動きを生み出し続け、統合に反する動き自体が

グローバル化のプロセスの一部をなしています。けれども、だからといって、統合への

動きが止まってしまうわけでもない。グローバル化は「弁証法的」であるとしているの

は、こうした相対立する趨勢のなかで進展を続けているところからです。 

 

世界宗教 

世界には何千何万という膨大な数の宗教が存在します。2001 年の統計による宗教人口

の内訳を見てみましょう。キリスト教人口は 20 億人で、世界の宗教人口のおよそ 3 分の

1 を占めています。ムスリムが 20％（11 億 8800 万人）、ヒンドゥー教徒が 13％（8 億

1100 万人）、中国地域に起源をもつもろもろの民俗宗教が総計で 6％（3 億 8500 万人）、

仏教も 6％（3 億 6000 万人）を占めています。無宗教を除いたトップ 5 のキリスト教、

イスラーム、ヒンドゥー教、中国起源の民俗宗教群、仏教で、世界の宗教人口の 4 分の

3 以上を占めているというわけです。 

ある宗教

が世界宗教

であるか否
いな

かは、その宗

教の広がり

と起源とい

う二つの観

点から判断

されます。第

一に、さまざ

まな民族か

らなる多く

の信奉者が

いること、第

二に、明確な

創始者がい

ること、この

二つの条件を満たした宗教が、通常世界宗教と呼ばれています。一人の創始者が唱えた

信仰が民族を超えて世界中に広っている現実を考えれば、異教徒に自分の信仰を伝え改

宗させようとする傾向の強い宗教、つまり、伝道志向の高い宗教、と言うことができる

でしょう。 

宗教人口の面から言えば、キリスト教、イスラーム、ヒンドゥー教、中国起源の民俗

宗教群、仏教が世界の五大宗教と言えるでしょう。しかし、世界宗教の二つの要件を満

たした世界宗教とされているのは、キリスト教、イスラーム、仏教の三つです。ヒンド

ゥー教や中国起源の民俗宗教群も、インドや中国の人口とその活発な国際移動を背景に、

世界中に多くの信奉者がいます。けれども、伝道志向はキリスト教やイスラームや仏教

のように高くなく、民族を超えて広く受け入れられていることを条件とする世界宗教と

は異なる、民族宗教と分類されています。創始者の点でも、ヒンドゥー教は、古代宗教

と古代の聖典ヴェーダを共通の基礎とするものですし、中国起源の民俗宗教は儒教や道

教など、様々な宗教の総称で、全体の創始者がいるわけではありません。ですから、今

のところ、最も古い世界宗教は仏教ということになるでしょう。 

ではここで、スライドとビデオを見ながら、仏教、キリスト教、イスラームの歴史と

現在を見ておきましょう。 
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グローバル化する宗教 

 

統合と反統合：内部分化と多様性 

世界宗教のグローバル化を考える際、統合の側面を重視するならば、グローバル化を、

多くの世紀にわたる大変長いプロセスととらえることができます[ロバートソン : 

12—13]。仏教もキリスト教もイスラームも、一人の人間が道を説き、それから現代にい

たるまで、長い時間をかけて、さまざまな民族に広まり、多くの人々に受け入れられて

いきました。 

 

世界宗教の大陸別宗教人口推計（1995 年） 

『ブリタニカ国際年鑑』（単位：千人） 

 

ご覧の通り、世界宗教の歴史は、多くの人が同じ宗教を奉じ、同じ宗教が提供する世

界観を共有するという点で、世界の統合に向かうプロセスです。しかし、宗教が広く伝

えられる統合のプロセスは、反統合の契機をその内にはらんでいます。世界宗教を各地

に伝えるなかで、宗教内部で枝分かれして、同じ宗教の間でも大きな違いが出ています。

仏教は上座部
じょうざぶ

仏 教
ぶっきょう

（Theravada Buddhism）と大 乗
だいじょう

仏 教
ぶっきょう

（Mahayana Buddhism）

に、イスラームはシーア派とスンニー派に、キリスト教はオーソドックス、カトリック、

プロテスタントを始めとする数々の教派に分派し、教義、使用言語、宗教実践などの点

で多様性をみせつつ、それぞれの社会において人々の生活に根づいています。とはいえ、

この多様性が仏教、キリスト教、イスラームというカテゴリーの統一性を完全に否定し

てしまうことはありません。同じ宗教という統一性も保持しています。グローバル化が、

反統合の運動を生み出す契機を内在させながらも、統合へのベクトルを失わないのと同

様、世界宗教も分派あるいは多様化という動きを包含しつつ、そのカテゴリーの有意性

を失ってはいません。スライドとビデオで確認しておきましょう。 

 

統合と反統合：宗教回帰と文明の衝突 

世界各地に莫大
ばくだい

な宗教人口を獲得し、宗教内の多様化を進展させながら展開する世界

宗教ですが、近代化が進むなかで、宗教的なものの考え方や宗教的な実践、宗教組織は、

社会的な影響力を失っていきました。これを「世俗化
せ ぞ く か

」（secularization）と呼びます。

20 世紀初頭、社会学者のマックス・ウェーバーは、近代化がもたらす合理化の波を、世

界の「呪 術
じゅじゅつ

からの解放
かいほう

」(disenchantment)と呼びました。近代化ともに宗教のもつ影

響力が弱くなり、世俗化が進むと考えられていたのです。 

近代の先駆けの地であったヨーロッパでは、近代化以前、君主の権力は聖なる教会の

権威に支えられていました。この聖なる権威が政治の中心から排除され、国民国家が形

成されたのが近代です。 

国民国家とは、国家が民主的に全国民を統制する近代国家の組織形態です。近代の国

民国家の大前提には、 公
おおやけ

の部分は世俗的であること、つまり政教分離があります。最

終的な意志決定は、教会や神ではなく国民がおこないます。20 世紀半ばに相次いで独立

した国々でも、多くの指導者は、国の近代化の障壁となる、伝統的な宗教的慣習を打破

し、世俗的な国民国家を作っていきました。政治や法を公的な領域とする一方、宗教は、

個人の心の領域、すなわち私的な領域のことがらだと考えられるようになりました。世

俗化が近代化とともに進行すると考えられたのにはこうした背景がありました[阿部]。 

けれども現実は、研究者の予測とは大きく異なる方向に進みました。宗教回帰
かいき

が世界

的に進行しています。たとえば、宗教の聖地をめぐって紛争の続くパレスチナ、ホメイ

ニをカリスマ的指導者とするイスラーム原理主義によるイラン革命、キリスト教会が大

きな原動力となったフィリピン革命、アメリカのキリスト教右派
う は

の政治勢力の拡大、911

の同時多発テロ以降イスラームとアメリカ双方に見られる聖戦論、デンマークから始ま

ったムハンマドの風刺画掲載問題やフランスのライシテ（政教分離）をめぐるスカーフ

問題などであらわに見られる反イスラーム感情など、宗教は政治を動かす原動力となっ

ています。 

世俗化論の旗手
きしゅ

であった社会学者、ピーター・バーガーでさえ、北欧については留保
りゅうほ

を

おきながらも、「その他の世界は従来同様すさまじく宗教的であり、ことによると以前よ

りさらにいっそう宗教的である」[Berger: 32]と述べて、持論を修正しています。 

近代の国民国家は、複数の民族を内包し、諸民族の独立や自決を封じ込めることで、

国境で区切られた領域を統一し、国民国家を実現してきました。宗教についても同様で

す。しかし現在、民族意識や宗教意識が国民意識に優先し、国民国家の枞組を揺るがし

ています。国家を内部から分裂させるような反統合の契機
けいき

を持つ異なる宗教間の対立に

は、オーソドックス、カトリック、イスラームの対立から国家の解体に至った旧ユーゴ

スラビア、シンハラ民族主義と少数民族のタミル独立運動の対立が仏教とヒンドゥー教

の対立の様相を見せるスリランカなどがあります。 

国家を超えた宗教共同体意識も生まれています。フィリピンのミンダナオがよい例で

しょう。フィリピンはキリスト教国として知られていますが、南部のミンダナオ島には

14 世紀以来、多数のムスリムが住んでおり、1990 年に、ムスリムの自治地域を成立さ

せます。キリスト教住民への対抗から組織されたこの運動を可能にしたのは、海外のイ

スラーム共同体とのネットワークから生まれたムスリムとしての自意識です。1950 年代

頃までミンダナオにはアラビア語で書かれたコーランを読めるようなムスリムはほとん

どいませんでしたが、1960 年代以降、エジプトが奨学金を出して、優秀なムスリムの高

 仏教  2 キリスト教  4 イスラーム  3 

アジア 320,691 99.0% 306,762 15.9% 760,181 69.1% 

アフリカ 36 0.0% 348,176 18.1% 300,317 27.3% 

オセアニア 200 0.1% 23,840 1.2% 382 0.0% 

北米 920 0.3% 249,277 12.9% 5,450 0.5% 

ヨーロッパ 1,478 0.5% 551,892 28.6% 31,975 2.9% 

南米 569 0.2% 448,006 23.2% 1,329 0.1% 

Total 323,894 100.0% 1,927,953 100.0% 1,099,634 100.0% 
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校生や大学生をエジプトに留学させます。1979 年にイラン革命が起きて、東南アジアに

も思想的影響を与えるようになると、その状況を危惧したサウジアラビアが巨額の奨学

金を投入して、自国に留学生を招きます。また、1979 年からほぼ 10 年間続いたアフガ

ニスタンの紛争にミンダナオから参加したムスリムも少なくなく、軍事訓練を受けて、

急進的なイスラーム国家意識を持ち帰りました。アラブの情報が流れ込み、アラブでの

生活経験から出た国境を越えた人的ネットワークが、ムスリム同士の共感を形成してい

るのです。 

グローバル化が現在生み出している反統合、すなわち分裂は、なんといっても、地球

全体を大きく色分けするような、国境を越えて連合する「文明」とでもいうようなもの

でしょう。1993 年にアメリカの Foreign Affairs 誌に掲載されたサミュエル・ハンチン

トンの「文明の衝突」論は、その典型です。この論文は冷戦終結で共産主義という敵を

失ったアメリカに、イスラームや中国などの異なる文明圏
ぶんめいけん

を、西側世界の新たな脅威と

して提示しています。 

グローバル化がもたらす反統合は、文化の多様性を生み出す反面、文化の対立の様相

をもたらすことも少なくありません。とくにこと宗教は、人に、世界はかくあるべきだ

という世界観や、人はこうあらねばならないという規範を与えます。異なる宗教を信ず

る人々が何らかの原因で対立した際、自分の宗教が与える視点や規範を頼りに硬直化し

た他者像を描きあげ、暴力的な対立に発展する例は少なくありません。欧米社会に見ら

れる反イスラーム感情や西洋の覇権に対するムスリムの激しい反発など、世界全体を分

裂させる対立の構図を描きだす際、世界宗教が便利な装置として用いられているのが、

現実です。 

 

宗教間の和解に向けて 

一方、宗教間の障壁を低くする試みも進んでいます。宗教が、自分とは異なる他の宗

教に対する姿勢は、排他
はいた

主義
しゅぎ

（exclusivism）包含
ほうがん

主義
しゅぎ

（ inclusivism）、多元
たげん

主義
しゅぎ

（pluralism）の 3 つに大別できます。 

排他主義とは、自らの信仰が唯一正しい信仰で、他の信仰は皆間違ったものだとする

考え方です。包含主義とは、他の宗教にもある種の真理があると認める立場です。包含

主義は、排他主義のようにあからさまに他宗教を否定しはしませんが、互いの信仰を対

等な立場で認め合うものでもありません。むしろ、自分の信仰が絶対正しいという大前

提のもとで、他の信仰にも何がしかの良さがあることを認め、その程度によって他の宗

教を序列化し、自分の信仰を最高とする体系の中に包含するものです。自分たちの宗教

が他の宗教の上に君臨する絶対的真理であるという信念がゆらがない点においては、排

他主義に似通
にかよ

っています。たとえば、ローマ・カトリック教会は、1962 年から 65 年に

開催された第二バチカン公会議で、キリスト教以外の宗教にも一片の真理があるとの認

識を表明しました。それまで他宗教の存在を容認していなかったカトリック教会のこの

決断は、先のことばを使うなら、排他主義から包含主義に転身したということができま

す。第三の多元主義は、自分の宗教を保持しつつ、同時に他の宗教の信仰や実践を友好

的に尊重する考え方です。自分の宗教を絶対的な真理としない点で、他の二つの立場と

は一線を画しています[Fisher]。 

現在世界では、排他主義から包含主義へ、あるいは排他主義や包含主義から多元主義

へと、宗教間の関係を変化させることを目指した、異なる宗教間での対話（interfaith 

dialogue）の試みが行なわれています。人類の永い歴史のなかで、異なる宗教の信者が

接触する機会はいくらでもあり、その際には宗教に関する対話も行なわれてきましたが、

特に、カトリック教会が包含主義に方向修正した 1960 年代以降、「教理（doctrine）」を

めぐる対話を中心に、世界中で宗教間対話が活発に行なわれるようになり、1990 年代に

入ると、宗教間対話は、地球環境、貧困、人権、平和、女性の地位、医療
いりょう

倫理
りんり

など、現

実に差し迫った問題をめぐって行なわれるようになっています。 

宗教は世界の平和や人間の幸福をもたらすものなのだから、環境や貧困など、現実的

な課題をめぐる議論が交わされるのは当然だ、と皆さんは思われるかもしれません。で

も、異なる世界観、異なる幸福感を持つ宗教の間で、共通の善を設定し、協調していく

ことは、案外と難しいことなのです。現実に、教間対話の有効性を疑問視する声は少な

くありません。宗教間の対話は理想主義者たちの無益
むえき

な努力に過ぎないのではないかと

いう空気は、ことあるごとに流れます。宗教間の対話が、宗教の間の対話や心の平和の

問題に終始し、現実的な平和構築のための議論や活動につながっていないという批判も

よく耳にします。 

現実的な問題に対処する際、宗教間対話が直面する問題は、いわゆる価値相対主義で

す。相対主義とは、人間は、それぞれが独自の価値を持った、異なる世界を生きており、

一つの世界の価値や認識の基準を別の世界に押しつけてはならないし、一つの基準を他

の世界に単純に当てはめても、他の世界を理解することは出来ない、という考え方です。

自分のものの見方や基準に縛られずに他者を理解するための基本的態度なのですが、教

義の違いを超えた普遍的な価値理念に関する合意形成にもその分慎 重
しんちょう

です。 

この相対主義を乗り越えて、人類共通の善、「公共善」を設定することを可能にした「公

共性」という考え方をご紹介したいと思います。 

「公共性」とは、上から与えられ押しつけられるような国家の「公」とは明確に異な

るもので、人々の相互的な活動から生み出される公共の世界です。教会、文化サークル、

学術団体、スポーツ団体、市民フォーラム、市民運動など、自由意志に基づく非国家的・

非経済的アソシエーションが生みだす、市民社会（civil society）のビジョンです。政治

や軍部や市場の力に押しつぶされず、だからといって、完全に個人に分解してしまうの

でもなく、人が共に生きる「公共の場」としてのコミュニティが人の尊厳を保っていく、

そんな社会像が、現在公共性という概念のもとに模索されています[Bellah、Habermas]。 

近代化のプロセスのなかで、宗教が公的領域から私的領域に追いやられ、世俗化が進

んだ時期があったことを先にお話しました。私たち個々人の信仰は「私的」次元にあり

ます。人はみな、他人と取替えのきかない実存的な生を生きています。私たち個々人が

持つ、特定の宗教に対する信仰は、政府はもちろん他人も口をはさんではならない尊重

すべき「私的」領域です。国家や政府に上から押しつけられるなど、もってのほかです。

この「公」「私」二元論では、宗教の違いを超えてグローバルな問題に対処するために共

通の善を模索する場を見つけることができなくなってしまいます。 

個々人の信仰はプライベートな問題で、他人が口をはさむべきではないかもしれませ

んが、宗教や信仰には、私的な次元しかないわけではありません。宗教は現実に信仰者
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どうしの協働態という形で存在しています。信仰の「私的」次元を放棄することなく、

宗教の現実的な側面を論じることを可能にする社会の見方として提示されているのが、

国家や政府の「公的（official）」領域と個々人の「私的（personal, private）」領域に民

の「公共的（public）」領域を加えた三つの活動領域です。 

「公共性」の概念は、公共領域という新たな領域を導入することで、解決策を与えて

います。私的レベルである、主観的な宗教の価値や効用については相対主義を適用し、

平和、福祉、公正など、公共的レベルの諸価値については、「公共善」「公共悪」といっ

た合意を策定
さくてい

しています。こうすることで、人類が直面する公共かつ緊 急
きんきゅう

の課題に対

し、実践的に対処することを可能にしています[山脇]。 

「公共善」「公共悪」の一例として、1999 年に国連開発計画（UNDP）が提示した、

グローバル・パブリック・グッズ（Global Public Goods）を見てみましょう。グローバ

ル・パブリック・グッズであるための要件は、第一に排除
はいじょ

不可能性
ふかのうせい

、つまり、人によっ

てその恩恵
おんけい

が受けられないという事態が生じたりしないこと、第二に非競合性
ひきょうごうせい

、つまり、

自分がそれを消費してもほかの人々の邪魔にならないこと、第三にグローバルな規模で

影響力があることです。具体例としては、オゾン層や大気や気象などの地球規模での自然
しぜん

共 有
きょうゆう

財
ざい

、人権など世界共通の規範
きはん

原則
げんそく

、科学知識やインターネットなどの地球規模で

の人為的共有財、平和や健康や金融
きんゆう

安定
あんてい

などの地球的規模での政策の所産
しょさん

などがありま

す。逆にグローバル・パブリック・バッズ（Global Public Bads）としては、オゾン層

の減少、放
ほう

射線
しゃせん

の増加、地球
ちきゅう

温暖化
おんだんか

、人権
じんけん

侵害
しんがい

、不公平
ふこうへい

不平
ふびょう

等
どう

、デジタル・ディバイ

ド、戦争
せんそう

、紛争
ふんそう

、疾病
しっぺい

、金融
きんゆう

危機
き き

などがあります[Kaul et al. 1999、Kaul et al. 2003]。 

グローバル・パブリック・グッズの策定は、宗教とは異なる次元の活動ですが、宗教

が、他との差異を認めつつ、グローバルな諸問題に対して協 働
きょうどう

する一つのモデルとなり、

その活動の枞組をも提供しています。宗教間の対話や協力は 1990 年代以降、人類が直面

している現実的な問題に 照 準
しょうじゅん

を定めた活動が増えています。世界 55 ヶ国に国内委員

会を有し、115 ヶ国の宗教者が参加する世界最大規模の国際宗教協力団体、「世界宗教者

平和会議（World Conference of Religions for Peace=略称 WCRP）」は、激しい宗教対

立がみられたボスニア・ヘルツェゴビナ紛争に際して、現地の宗教指導者の要請
ようせい

に応え

て、諸宗教間の対話と協力を促進するための作業
さぎょう

部会
ぶかい

の設立に協力していますし、地球

温暖化防止会議や、国連の軍 縮
ぐんしゅく

会議
かいぎ

に参加を続けています。 

宗教間の対話や協力の実効性について最終的な回答を出すにはもう少し時間が必要で

す。グローバル化のもたらす意識の変化が、宗教間の対話や協力を促す可能性も大いに

ありえます。意識の変化は、自分はグローバルな共同体の一員である、世界に平和を、

平等を、良好な環境をもたらしたい、自分がグローバルな共同体のために行なっている

この運動を、誰かもどこかでやっているなどという意識をも醸 成
じょうせい

します。たとえば、

2003 年 4 月に始まった、アメリカ主導のイラク攻撃に対して、繰り広げられた反戦活動

の一つは、インターネットを用いて世界 600 以上の都市で同時に反戦デモを実施し、結

果 1000 万人もの参加者を集めました。こうしたグローバルな共同体意識の発達は、新し

いタイプの宗教間協力を可能にする大きな武器となるでしょう。 
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