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宗教＞社会＞政治＞経済

• 「経済の背後に政治あり、政治の
背後に社会あり、社会の背後に
道徳あり、道徳の背後に、宗教あ
り。宗教は始めにして経済は終
わりなり。宗教の結果はついに経
済において顕わる。隆興しかり、
敗滅またしかり」（内村鑑三）



内村の生きた時代
• 1861年-1930年

– 江戸・明治６８－１２・大正-26 ・昭和

– 開国・経済成長・民主制・帝国主義



帝国主義

• ：1870年代～第一次世界大戦

– 「主要国の資本主義が発展し、
相互の競合が激しくなると、将来
の発展のための資源供給地や
輸出市場として、植民地の重要
性が見直された。

• 不況と低成長が続いた1870年代以降には、
本国と植民地との結びつきを緊密にし、まだ
植民地となっていない地域を占有しようとする
動きが高まった。

• この背後には、欧米諸国に、ヨーロッパ近代
文明の優越意識と非ヨーロッパ地域の文化へ
の軽視が広まり、

• 非ヨーロッパ地域の制圧や支配を容易にする
交通・情報手段や、軍事力が圧倒的に優勢で
あるという状況があった。」

（『詳説世界史』山川出版社、309頁）



グローバル化≒帝国主義

独占資本が国家と結びつく

1. 資本の集積と集中によって、寡占（独占）が出現

2. 産業資本と金融資本の結びつきで、金融資本の
優位

3. 商品輸出と区別された、資本輸出が重要

4. 多国籍企業が形成され、国境の制約から生じる
資本間の軋轢を回避

5. 主要国による勢力圏の分割が完了
• レーニン『帝国主義』 (宇高基輔訳)岩波文庫、145─146頁）



携帯☎：グローバル化＝帝国主義

独占資本が国家と結びつく

ソフトバンク 日本

1. 資本の集積と集中によって、寡占（独占）が出現

優位のソフトバンク

2. 産業資本と金融資本の結びつきで、金融資本の優位
ソフトバンクと住信SBIネット銀行

3. 商品輸出と区別された、資本輸出が重要
Yahoo Alibabaへの出資

4. 多国籍企業が形成され、国境の制約から生じる資本間の軋轢を回避

5. 主要国による勢力圏の分割が完了

日中・日韓関係を静視する



資本 vs 国家

• 国家独占資本主義

– 国家が統治権力を用いて、資本の暴走を抑えこ
む

• 労働者の利益へ

– 権力発動の動機：

• 善意？

• 資本主義維持のため



グローバル化＝新・帝国主義

1. 植民地を持た
ない

2. 全面戦争を避
ける

3. 国際協調範囲
内での自国要
求のつきつけ



帝国主義を支える国民国家nation state

• フランス革命 1789年

1. 男性普通選挙

2. 徴兵制

国民・民族が国家を
作る



国民の作り方

• 二つの方法

1. 原初主義：言語、血筋、地域、経済生活、宗教、
文化的共通性などの実体を根拠

2. 道具主義：国家が民衆を統治するための道具
として創造



想像の共同体Imagined Communities

• ベネディクト・アンダーソン

• 道具主義：創出されたもの：

– 標準語の確立と使用の義務付←出版資本主義

• 公定ナショナリズム：権力層が、政治力を使
い「国民」を創出

– 危険性：統治者は、国民の代表として、国民のた
めに統治。失敗すると、国民からは同胞に対する
裏切り行為と糾弾



民族主義運動が民族を生む
• アーネスト・ゲルナー

• 原初主義：産業化により流動化した人々

のなかに生まれていく同質性

→外部要因により内的にまとまる運動

• 四つの誤解

(1)ナショナリズムは自然で自明であり、自己発生的

(2) ナショナリズムは観念の産物だが、不可欠

→近代特有の現象で消去不可能

(3) 階級（労働者）による統治

(4) 元型（先祖の血や国土）の力の現れ



エトニ（文化的共同体）という核

• アントニー・Ｄ・スミス

• 原初主義：エトニとの連続性：

– 共通の祖先・歴史・文化をもち、ある特定の
領域との結びつきをもち、内部での連帯感を
もつ、名前をもった人間集団

– 人々の感情に訴える、詩的・道徳的な物語
としての歴史



民族主義は殺戮を生む

• 「ひとつの島にふた
つの異なる態度が
あったのです。すな
わち、フランスでイ
ギリス国王と帝国の
ために戦い、死をも
辞さないアイルラン
ド人がいる一方で、
ダブリンで国王と帝
国に対して死ぬ気
で戦いを挑んだアイ
ルランド人がいたの
でした。」

– 『イギリスの歴史【帝国の
衝撃】』



啓蒙思想と宗教

• 啓蒙思想：フランス革命期

– 理性と科学技術とに頼ることで、人
間は理想的な社会をつくることが
できる。

• 神なしに、世界は進歩する

• 心のなかの絶対者の位置：民族国家

– 宗教の相対化

叡智の元にある諸宗教



啓蒙思想と宗教

• 宗教の衰退と勃興

– 心のなかの絶対者：神 or 理性

トーマス・ハックスリー
真理に導かれる宗教



無信仰へ流れる啓蒙

• 「嗚呼信仰なき国民、嗚呼確信なき国民、嗚
呼方針なき国民、嗚呼勇断なき国民、富士山
よ、恥よ、我等は漂流の民と化しぬ」

内村鑑三「時勢の観察」

民族主義への訴え

→民族＝信仰心の民（キリスト教徒である必要はない）

→宗教への回帰



グローバル化：
資本主義・民族主義・無信仰
• 資本主義：

– 人間の均一性：
• 労働＝商品化＝金銭に換算

• 金銭増殖が自己目的化

– 超越的なもの（「目に見えない世界」）を忘れる

• 民族主義：
– 超越性を埋める、自己同一性の基盤

宗教＝不要・無信仰



民族主義

価値：
見えるもの

資本主義



宗教＞社会＞政治＞経済

• 「経済の背後に政治あり、政治の
背後に社会あり、社会の背後に
道徳あり、道徳の背後に、宗教あ
り。宗教は始めにして経済は終
わりなり。宗教の結果はついに経
済において顕わる。隆興しかり、
敗滅またしかり」（内村鑑三）



生活世界の四大基盤

経済

資本・労働力

政治
帝国主義

社会
民族主義

宗教

複数共存

人種差別の
徹底化

身分差別の
解消

教派差別の
解消

貧富差別の
解消
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経済：貧富差を政治的に解消

• 宗教の衰退と勃興

– 心のなかの絶対者：理性

プロテスタント

「理性を解放したいとする気持ち
の痕跡はあるが、そこに新たに
見いだされるものはせいぜい、主
人を変えてみてはという申し出だ。
知性は、教皇制の奴隷から、聖
書の奴婢となる運命あった。」
（トーマス・ハックスリー）



啓蒙思想と宗教

• 宗教の衰退と勃興

– 心のなかの絶対者：神

• 従来と異なった教義

• (1)宗教を復興

• (2)哲学の誤りを正す

• 資本主義を補完する個人
の意図的慈善



経済：資本家の意図的慈善

Wedgewood
Cadbury


	越境する宗教とその可能性
	宗教＞社会＞政治＞経済
	内村の生きた時代
	帝国主義
	グローバル化≒帝国主義
	携帯☎：グローバル化＝帝国主義
	資本 vs 国家
	グローバル化＝新・帝国主義
	帝国主義を支える国民国家nation state
	国民の作り方
	想像の共同体Imagined Communities
	民族主義運動が民族を生む
	エトニ（文化的共同体）という核
	民族主義は殺戮を生む
	啓蒙思想と宗教
	啓蒙思想と宗教
	無信仰へ流れる啓蒙
	グローバル化：�資本主義・民族主義・無信仰
	スライド番号 19
	宗教＞社会＞政治＞経済
	生活世界の四大基盤
	参考文献
	スライド番号 23
	経済：貧富差を政治的に解消
	啓蒙思想と宗教
	経済：資本家の意図的慈善

