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第六章 グローバリゼーションと宗教 

キーワード：グローバリゼーション、ローカル、アイデンティティ、 

多元主義、宗教間対話 

（星川啓慈・山梨有希子編（2004）『グローバル時代の宗教間対話』大正大学出版会、 

1－13 頁） 

 

◆はじめに（195－196 頁） 

・現代＝「グローバリゼーションの時代」 

 民族対立、貧富の差の拡大、文化の画一化といった諸問題の原因とされるグローバリゼ

ーションそのものの姿は、依然としてあいまい。「多元主義」や「アイデンティティ」と

いった概念ですらも従来の捉え方が通用しなくなっている。 

・第六章のテーマ：グローバリゼーションの時代に即した宗教間対話論への布石 

グローバリゼーションの姿を様々な角度から捉えた上で、宗教間対話（およびその一姿

勢としての宗教多元主義）を「グローバリゼーションに対する宗教（主にキリスト教）の

側からの応答であった」と理解する。 

宗教間対話論・宗教多元主義はグローバリゼーションからどのようなチャレンジを受け

ているのか？ 

＝宗教間対話・宗教多元主義がグローバリゼーションに対応できていないポイントはどこ

にあるのか？ 

 

◆第一節 グローバリゼーションとはなにか―問題の所在（197－214 頁） 

◆「ローカル」対「グローバル」（197－200 頁） 

・グローバリゼーションの一般的捉え方： 

「資本主義的世界経済が世界的な文化の画一化を生み出す」 

（例）マクドナリゼーション   ↑強い危機感が存在 

「ローカル」な文化がアメリカに代表される「グローバル」文化に取って代わられる 

 （例）マイノリティの権利主張、ナショナリズムの高揚、 

イスラームのファンダメンタリズム 

    ⇒「グローバル」文化（アメリカ的文化／資本主義）に対して、「ローカル」な 

     文化・アイデンティティを守るべく立ち上がった「弱者」 

・単一化への圧力としての「グローバル」 VS それに屈する／抵抗する「ローカル」 

 ↑この構図に対する批判①②③ 

①ローカルな文脈がもつ、外来のものを土着化していくという作用を見逃している 

 外来の「グローバル」なアメリカ文化がそのまま「ローカル」な場に受け入れられるわ

けではない （例）コーラの土着化（「キューバ・リブレ」など） 

コメントの追加 [絢子1]: ◆「緒言」の復習 

 宗教間対話は、1960 年代、「キリスト教の文脈か

ら」始まった。 

コメントの追加 [絢子2]: 明治時代 海外由来の料理が

日本の料理と混じり土着の日本料理に。 

（例）ナポリタン、カレーうどん 

マクドナルドでも日本限定のものがありますね。 

（例）てりやきマック、月見バーガー 



2020 年 11 月 ＠Zoom 

日蓮宗国際交流会 第二回勉強会 

小高絢子（絢華） 

2 

 

②「ローカル」も「グローバル」も一貫した実体ではなく、純粋な意味での「ローカル」

も存在しない 

 いまや浸食してくる結合性をものともせず文化的差異を維持し続ける「純粋な」ローカ

ルは存在せず、また経済的に純粋に自立するローカルは地球上のどこにも存在しない 

③ローカルな文化を圧迫するのは「グローバル」とは限らない 

 ローカル VS ローカルも存在する （例）台湾にとって問題なのは中国化＞アメリカ化 

⇒「ローカル」VS「グローバル」の構図には限界がある 

・両者を対立させるのではなく、その相関性を視野に入れたグローバル化論の希求 

 

◆グローバルな近代性（200－207 頁） 

・J・トムリンソンのグローバル化論： 

 グローバリゼーションの時代：「近代性」がグローバルな広がりをもつにいたった現代 

                ↑ 

一般には、資本主義・産業主義・都市化・国民国家・マスコミュニケーションの発達 

最大の特徴は、「時間と空間」にかかわる二つの変容（ギデンズ） 

 ①時間と空間の分離 

  かつて自然界の指標（日の出や夕暮れ）がその空間における時間であった 

  東京の日の入りと沖縄の日の入りの時刻は異なる ― 時間と空間の密接 

 →機械時計の登場で「正確な」時間が計れるようになった 

  世界的に統一された時間体系の確立は、「近代性」がグローバルにいきわたった 

結果としてのグローバリゼーションをもたらした 

 ②場所（ローカルな現場）からの空間の分離 

  近代では、顔をつきあわせることなく遠く離れた人間同士が空間を共有できる 

   例）インターネットの普及 

  「空間」が「現場」に限らずはなれた場所からの影響を受けながら構成される 

  「現場は、そこから遠く離れたところにある社会的影響力を徹底的に受けて、 

   形成されていく。現場を構成するのは単にその場に存在するものだけではない」 

・「ローカル」：「グローバル」が作用する具体的「場」 

      ローカルはグローバルの影響を必ず受けている、かつそれを体現する場 

     →「ローカル ⇔ グローバル」ではなく「ローカル―――グローバル」 

・S・サッセン 

 トムリンソンと同様にグローバルとローカルの対立ではなく、相関関係を重視 

 経済的側面からグローバリゼーション論を展開 

 経済のグローバル化： 

―世界は一つの市場となり、資本主義という単一体制にからめとられてしまうような感覚 

―ローカルがグローバルにとってかわられる感覚 （例）外国人労働者や移民の排斥問題 

コメントの追加 [絢子3]: 「風が吹けば桶屋が儲かる」

的な形で、 

ローカルはグローバルにつながっている 

コロナ禍、コロナショック然り。 

コメントの追加 [絢子4]: ◆参考文献 

A・ギデンズ（1993）（松尾ほか訳）『近代とはいかな

る時代か？』而立書房 

コメントの追加 [絢子5]: ◆近代化＝グローバリゼーシ

ョンの例 

「太陰暦」と「太陽暦」 

 日本は明治期に文明化（西洋をお手本とする近代

化）のなかでローカルな「太陰暦」からグローバルな

「太陽暦」へ転換。 

コメントの追加 [小髙絢子6]: Zoom しかり 
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⇔経済的グローバリゼーションはまさにローカル（国民国家の領土内）で実現される 

 （国民国家は自らの法体制や金融体制を変化させグローバル経済を実行するしかない） 

・トムリンソンとサッセンに共通の視点＝「グローバル―――ローカル」 

 「ローカル」と「グローバル」は排他的なのではなく、相補的 

 グローバルを通してローカルが形成され、ローカルを通してグローバルが実現される 

 

◆グローバリティ（207-209 頁） 

・「グローバリティの意識」（S・サッセン） 

 ―人々はグローバルな文脈のなかでかれら自身の活動や可能性を解釈している 

 ―グローバルな視点を保持する認識を共有している 

   （例）自分がおこなっている反戦運動を世界中の誰かもどこかでやっている感覚 

≒R・ロバートソンの「グローバリゼーション」論 

 ―グローバリゼーションは本質的に「世界を一つの統一体としてみる意識を強める」 

⇒グローバリゼーション＝「一つの世界への意識性」の深まりをもたらす現象 

 

◆グローバル化のなかの宗教間対話（209-214 頁） 

・今日の宗教間対話も、「グローバリティ」に基づいた対話である 

  （例）「グローバル倫理」（H・キュンク） 

     ―教義の違いにもかかわらず、すべての宗教には倫理的に合意する部分がある 

・宗教間の協力の可能性を探る対話もさかん 

  1999 年 PCID主催宗教会議 

  2000 年 国連世界平和サミット 

  2001 年 これまでの宗教対話の成果に不安が生じる 

       宗教間対話の場に集う各宗教の代表者の固定化問題 

       9.11 同時多発テロ 

     →宗教間対話の閉そく感、「宗教間対話は無駄だった」 

     ⇔諸宗教の信者が平和のために祈る活動もさかんに＝グローバリティの意識 

      各宗教の代表者間でもグローバリティの意識化がはかられるように 

  2002 年 世界教会協議会（WCC）    ―共通の人間性・根本的問題関心を探る 

       アジア宗教平和会議（ACRP） ―「アジア――和解」がテーマ 

     →いかにして「地球・人類の平和に宗教が貢献できるか」がテーマ 

⇒互いの教理上の対立を問題にしていた対話から、「グローバリティの意識」に基づいた

社会に向けてどういった行動がとられ、どう協力していくべきかを話し合うものにシフト 

⇔「グローバリティの意識」にもとづく宗教間対話が宗教にもたらす危険性が指摘される 

 自宗教のアイデンティティ（固有性）が宗教間対話によって脅かされる！ 

 シンクレティズム（宗教混交）や相対主義（真理の絶対性を認めない立場）への危険！ 

コメントの追加 [小髙絢子7]: たとえば我々が「インド

で、キリスト教の組織とともに、環境問題や国際紛争

に関わるボランティア活動をする」などの活動をした

ら、グローバリティの意識に基づいて「国際交流」「宗

教対話」「国際協力」すべての柱を同時に実践可能では

ないか？ 
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→宗教間対話が「グローバリティの意識」によって促される一方、 

自宗教のアイデンティティに危機感をいだく流れも根強い 

⇒グローバリゼーションのなかで、宗教においても「グローバル ⇔ ローカル」の対立

が見られる 

 いかにそれを調停し、対話を促進させるかという問題が宗教間対話論のひとつの議題 

 

◆第二節 グローバル化がもたらしたもの（214-217頁） 

・「アイデンティティ」＝「真の自己・文化」という固定的な概念と結びつく 

（例）独自の言語／習慣／民族の神話 

           ＝いわば「本質」、歴史がいくら混乱しようとも変化しない基盤 

⇔グローバリゼーションにより、文化は既に特定の地域と結びつくものではなくなった 

 国民国家を基盤とした「アイデンティティ」概念の限界 

・「カルチュラル・スタディーズ」による「文化」概念 

 文化のイデオロギー性：「文化」＝「特定の歴史や社会状況における構築物」 

                 「意味生産のシステム」 

他文化との境界線をひく過程で、アイデンティティがひとつの真実として構築される 

＝アイデンティティは支配・被支配の権力関係や「政治性」によって、常に形成される 

・S・ホールによる現代のアイデンティティの特徴 

 ①アイデンティティは常に形成の過程にある 

 ②自己／他者を分ける過程を含み、排除される「他者」がいる＝政治性がある 

 

◆第三節 宗教間対話論再考（217-222頁） 

・これまでの宗教間対話論の主軸「宗教多元主義」 

＝「他者に語りかけることなく」「こちら側」のみで構築されたキリスト教の自己理解

（アイデンティティ）論 

→キリスト教側の「教理」の解釈次第で排他／包括／多元主義の立場に分かれる 

⇒異端や異教の排除のため、「みずからこそが本物である」正統性の証を打ち立てる教理

解釈が必要であった 

＝宗教の「本質」であるアイデンティティ＝「教理」は、他者や他宗教との差異化を 

 はかるべく構築されてきたものである 

＝教理は明文化され、永遠に変化しない「本質」として共同体のアイデンティティとなる 

・「宗教多元主義」＝グローバリティの意識に基づいた「新しいキリスト教理解」の試み 

⇔「諸宗教は同等の価値をもつ」という常套句のもつ「政治性」に注目する必要がある 

・宗教多元主義のもつ政治性＝権力関係の隠蔽、思考停止 

①諸宗教を「本質主義的」に同質のものとして解釈するとき（キリスト教と仏教は宗教

として最終的に同質であると述べるとき）、宗教内部の多様な差異（揺らぎ）が隠される 

コメントの追加 [小高8]: 「塚原問答」、「小樽問答」な

ども、日蓮宗において教理・経典解釈と正統性（他宗

との境界）の構築が結びついていた例として想像する

ことができるかもしれません。 

コメントの追加 [小高9]: 例えば日蓮宗・創価学会・霊

友会を「法華系」として同質と見るとき、それらの細

かな差異は無視され、隠される。また、「隠そうとす

る」主体の意図や、「どこまでを同質とするか」という

行動からは、政治性（権力関係）が働いているといえ

る。 
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→多元主義の賞揚によって「何が覆い隠されてしまうのか」を丹念に追う必要がある 

②他宗教を理解すること＝「丸ごと肯定すること」ではない 

→自宗教や他宗教の内部にある多様な差異を知ろうとする姿勢が必要 

③現実には、諸宗教は同等の価値をもつものとして扱われていない 

→他宗教を自宗教より劣った存在とみなす言説はまだ多い 

 「だれしも現実にある人種差別については語ることのない、国際協調の場」 

（S・ホール「国際の夕べ」）に、現在の宗教間対話はなってはいないか？ 

⇒宗教多元主義は不平等な現実を追認し、「本質主義」的思考を脱し切れていないため、

多様性を認めるようでありながら、実際は多くの差異を抹消してしまう欠点を持つ 

現実に諸宗教の間に不平等・格差が見られるのであれば、「相互尊重」の重要性を説く

のみならず、それを実際にいきわたらせるための現実の行動が必要である 

 

◆おわりに―宗教間対話の今後（222－223 頁） 

・グローバリゼーションが宗教間対話にもたらしたもの 

 ①グローバリティの意識（「グローバル化のなかの宗教間対話」（209-214 頁）） 

 ②宗教多元主義の政治性についての認識（「第三節 宗教間対話論再考」（217-222 頁）） 

→宗教間対話論は宗教多元主義一辺倒の議論から脱却していかなければならない 

・諸宗教のアイデンティティも、グローバル化の時代にともなって、常に変化する 

 世界の諸宗教は、グローバリティの意識を通じて、対話により自らのアイデンティティ

を構築し、真の意味での「宗教の多様性」に対する認識を深めていくことになる 

 

コメントの追加 [小高10]: 全日仏青など、仏教諸派同士

の関わりではいかがなのでしょうか？「お互い触れな

い」＝「認め合い」とする姿勢がある？という話も聞

きます。 

コメントの追加 [小高11]: スタディーツアーで訪れたモ

スク 

＝「諸宗教の共存」の事例 

しかし、「街の住民への配慮で、アザーン（礼拝の呼び

かけ）の鐘は鳴らさない」と聞いた。 

→「キリスト教会の鐘の場合だったら、どうなのだろ

うか？」 

→「本当に共存するならば、イスラムの鐘も、キリス

ト教の鐘も、鳴らして然りではないか？」 

⇒「イスラム教への（無意識の）他者意識」が、「平和

共存」のもとに隠蔽されてはいないか？ 

コメントの追加 [小高12]: 「すべての宗教が本質的に同

じ」（宗教多元主義による差異の隠蔽）なのではなく

て、「すべての宗教が同じ問題や課題を共有している」

と考える意識（グローバリティの意識）が必要。 

当会の課題も同様。 


