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DAY10  グローバルコミュニケーション 世界の宗教





Module01 異⽂化理解のテクニック



全体討議

課題図書「異⽂化理解のテクニック」をベースに

・あなたのグローバル体験と照らし合わせ、
今後のグローバルコミュニケーションを円滑に進めるために
あなたはこの本から何を学びましたか︖



Module02 グローバル・ネゴシエーション



設問
“交渉”とは何でしょうか︖
あなたはどの様なイメージを持っていますか︖

Module02 グローバル・ネゴシエーション



設問
グローバル環境において、⽇本⼈は交渉下⼿でしょうか︖

交渉下⼿だとしたら、どの様な要因があるでしょうか︖

Module02 グローバル・ネゴシエーション



１．交渉とは・・・
共通する利害と対⽴する利害があるときに、
合意に達するために⾏う相互コミュニケーション

注︓
交渉とは科学（デジタル）と芸術（アナログ）の両⽅を
兼ね備えたコミュニケーション・プロセスである。
（ハワード・ライファ HBS教授）

２．交渉に関するイメージ

⽇本
お⾒合い的なイメージ
互いに気を通じ合わそうとする。“落としどころ”の探り合い
実質的な決定は全て裏舞台でなされている。
（根回し・談合 等）

アメリカ
「ポーカー」を原点とするイメージ
駆け引き、虚勢（ブラフ）、ポーカーフェイス
闘争的＆競争的（Combatant ＆ Competitive）

Module02 グローバル・ネゴシエーション



Soft型交渉 Hard型交渉
情緒型交渉
コンセンサス形式

戦闘的 闘争ゲーム
マジョリティ・ボード⽅式

ハーバード流交渉（Principle Negotiation）
原則⽴脚型交渉 or 利益満⾜型交渉

・双⽅の主張の利点に焦点
出来るだけ利益を⾒出し、利害が衝突する場合は、どちらの意志よりも
独⽴した公正な基準に従って結論。

・対決より競争の和を求める。
①誰を説得するのか。
②その相⼿はどのような決断をしようとしているのか︖
③どうすればその決断を変えられるか。

Module02 グローバル・ネゴシエーション



⽴場駆け引き型交渉でどちらの⽅式をとるのか。

ソフト型 ハード型
・参加者は友⼈である
・⽬的は合意にある。
・友好関係を深めるために譲歩する
・⼈に対しても問題に対しても、
柔軟性を持つ。
・相⼿を信頼する。
・⾃分の⽴場を簡単に変える。
・提案する。
・最低線を明かす。
・和解を成⽴させるためには、⼀⽅的に
不条理な条件も受容する。
・答えはただ⼀つ、相⼿が受け⼊れられ
るものを探す。
・合意を強調する。
・意思のぶつかり合いを避けようとする。
・圧⼒に屈する。

・参加者は敵対者である。
・⽬的は勝利にある。
・友好関係の条件として譲歩を迫る。
・問題に対しても⼈に対しても強硬に
対処する。
・相⼿を疑う。
・⾃分の⽴場は変えない。
・脅かす。
・最低線を隠して誤信させる。
・和解の対価として⼀⽅的に有利な条件
を強要する。
・答えはただ⼀つ、⾃分が受け⼊れられ
るものを探す。
・⾃分の⽴場を強調する。
・意思をぶつけ合って勝とうとする。
・圧⼒をかける。
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ハーバード式「原則⽴脚型交渉」の要点

⽅法 ⽴脚型(対⽴解決型)原則 原則⽴脚型 ゴール

⼈と問題を切り離せ ⼈間関係の問題と実質的
な問題に直接取り組む。

・⼈に対しては柔軟性を
持ち、問題に対しては
強硬に。

・信頼する、しないとは
無関係に進⾏する。

理性と感情のバランスを
取る。

⽴場ではなく関⼼事に焦
点を合わせよ

交渉に関わる⼈の関⼼事
を理解せよ。⽴場では妥
協せず、全体の関⼼事
（利害）をまとめる。

・利害を探る。
・最低線を出すやり⽅を
避ける。

・双⽅にとって有利な
選択肢を考え出す。

合意は、交渉に関わった
全ての⼈々の最⼤の関⼼
事を反映したものにすべ
きである。

お互いに利益が得られる
ような選択肢をつくりだ
す。

現実的な解決策を求めて
いる間は、解決策をつく
りだすことと決定する事
柄を切り離す。

・まず複数の選択肢をつ
くり、決定は後にする。

隠された資源を明らかに
し、少ない資源を効率的
に利⽤する。

客観的基準
客観的な尺度とフェアな
⼿続きを利⽤し、意地の
張り合いを避ける。

・意志とは無関係な客観
的基準に基づいて結果
を出す。

・理を説き、理には⽿を
傾け、圧⼒ではなく
原則に合わせる。

合意の⽅法を決めるため
の
ルールを確⽴する。

「ハーバード流思考法で鍛えるグローバル・ネゴシエーション」p117 「ハーバード流交渉術」p33

●参加者は問題の解決者である。 ●⽬的は効果的かつ有効裏に賢明な結果をもたらすことである。

Module02 グローバル・ネゴシエーション



設問
異⽂化交渉におけるあなたの体験をシェアしてください。
※成功例・失敗例・気付き等。

異⽂化ビジネス交渉
2つ以上の⽂化背景の異なる企業グループの利害が⼀致したり、
相反したりするのを調整しようと、試みる相互のコミュニケーション⾏動

参考︓「ハーバード流思考法で鍛える、グローバル・ネゴシエーション」
第4章 ＆ 第5章

Module02 グローバル・ネゴシエーション



Module03 宗教とは何か。
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グループ討議

リベラルアーツとは︖

●リベラルアーツとは何か。

●なぜ、リーダー／グローバルリーダーはリベラルアーツを
学ぶ必要があるのか。



設問

宗教とは何でしょうか。
その定義は︖ 起源は︖ 存在理由とは︖

Module 03 宗教とは何かを考える。
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１.宗教の定義

Module 03 宗教とは何かを考える。

神、または何らかの超越的な絶対者。あるいは、卑俗なものから分離され、
禁忌された神聖なものに関する信仰、⾏事。
また、それらの観念的体系。帰依者は精神的な共同社会（教団）を営む。

２.宗教の起源
祈りや⽬には⾒えない対象への⾏為。
宗教は「死」や「死後の世界」に深く関わる。
（ex.埋葬の仕⽅ 古代エジプト ミイラ 等）

３.宗教の存在理由
①⼈間が危機や順応不可能な状況に陥った時の解決⽅法を⽰す。
・死の不安 ・死後の世界への関⼼ ・突然襲い掛かる災いや恐怖

②「⼈間はなぜ、何のために⽣まれてきたのか。」
⼈間の本質を考えた時、合理性のみで解決できない超⾃然的な考え⽅で解決する。

４.アニミズム
動物や植物、⾃然物（岩・湖 等）にも霊魂が宿る。
宗教の最も原初的形態と想定。
※イギリスの⼈類学者 エドワード・タイラー（1832〜1917）
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シャーマニズム

Module 03 宗教とは何かを考える。

シャーマンのタイプ

〇「脱魂型」
魂がシャーマンから抜けて、天上にて⼼霊や祖霊と交流するタイプ

〇「エクスタシー型」
忘我状態となり、霊が憑依するタイプ

事前課題書
「世界の3⼤宗教」 歴史の謎を探る会編 河出書房

参考図書
「図解︓宗教史」成美堂出版
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Module04 3⼤宗教を理解する。
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グループ討議

事前課題図書「世界の三⼤宗教」をベースに

設問︓各⾃の宗教観と照らし合わせ、これらの社会をつくるリーダーとして
何を感じ、何に気をつけたいのか。



宗教・哲学がその国⺠の価値観を構成し、その⾏動を規定している。

キリスト教（プロテスタント）

神

⼈

契約の関係

①契約の観念が主流となる。
・何が法的か、法律違反か︖
・FairかUnfairか︖

②法的思考、論理的思考

③専⾨知識、ノウハウ中⼼
④Compliance

キリスト教（カトリック）

・神と⼈間の間に
仲介者が存在する。

（カトリック教会、
ローマ法王
司教、司祭、修道⼠ 等）

・聖⺟マリア信仰

①契約の観念と道徳律とが混在する。
・ラテンアメリカ、南ヨーロッパ
・南アフリカのカトリック圏

キリスト教

Module 04 3⼤宗教を理解する。



イスラム教
アラー

唯⼀絶対神

⼈

預⾔者モハメッド

①イスラム教の倫理。すべては神の意志。

イスラム教

導く
絶対
服従

②回教徒としての仲間意識、⾏動律を理解する。
③⾯⼦を重んずる。
④インシャラ―の世界（未来は神の御⼿にある。）
⑤雄弁さが尊ばれる。
⑥家族中⼼、もてなしが重要。
⑦お⾦は神から祝福されたもの。ザガート（喜捨）
⑧男性中⼼の社会

宗教・哲学がその国⺠の価値観を構成し、その⾏動を7規定している。

Module 04 3⼤宗教を理解する。



儒教
天

（⽀配者）

地
（被⽀配者）

①階層的⼈間関係志向。
信頼できる⻑期のリレーション

儒教

導く
⾯倒をみる

忠誠

②助け合い、お返しの原理。
③専⾨知識と共に、⼈間性（献⾝,⾯倒⾒ 等）が重要
④ギフト、贈り物は関係の維持に有効
⑤建前と本⾳。⾯⼦。
⑥Informal, Formal communication
⑦年⻑者への敬意
⑧コネの重要性

例＞⾂下／従業員

例＞君主／経営者

宗教・哲学がその国⺠の価値観を構成し、その⾏動を規定している。

Module 04 3⼤宗教を理解する。



国別、⼈材活⽤の鉄則
アジア・新興国における⼈材活⽤の鉄則。各国のポイント

インド プライドが⾼く、愛国⼼も強い

東南アジアなどで成功した⽇本⼈はショックを受けるかもしれ
ない。インド⼈と付き合うには、意識改⾰が必要だ。プライド、
宗教的価値観、家族主義には相応の配慮が必要となってくる。

中国 80年以降⽣まれは欧⽶⾵の現代っ⼦

中国の⼈は⾮常にオープン。例えば、⾃分の給与の額を⼈に教えるの
にためらうことはない。考え⽅には柔軟性もある。ただ、1980年代〜
90年代以降に⽣まれた⼈達は欧⽶⼈のような現代っ⼦ともいわれる。

タイ 家族ぐるみで付き合いを

⼀昔前の⽇本と同じか。⼥性従業員の誕⽣⽇には花束をプレゼント
するなど、ちょっとした⼼遣いが喜ばれる。⽶、野菜は安くて豊富だ。
⾷事代などを節約すると反感を買う。⾷堂も⽴派なほうがいい。

ベトナム 平均年齢27歳の若い国

平均年齢27歳の若い国。優秀、勤勉で、豊富な労働⼒を⽬当てに
海外からの投資が急増している。ただ、ベトナム⼈から⾒た
⽇本⼈は「本社のほうを⾒ている」とも。役⼈との交渉術も必要。

☑質問されたら何でも明確に答えること。
☑⽇本の常識は通じないと思え。
☑個⼈の間の付き合いを重視せよ。

☑有能な社員は給与で引き⽌める。
☑時間のルーズさを受け⼊れる。
☑イスラム教、シーク教のルールを覚えよう。

☑落書きなどストの前兆を⾒逃すな。
☑頭の良さが悪い⽅へ向かうことも。
☑北部と南部の⼈達の性格が違うので配慮を。

☑従業員の誕⽣⽇などを覚えておく。
☑影響⼒が強い両親・祖⽗⺟とも交流を。
☑結婚式、葬式には積極的に参加せよ。

Module 04 3⼤宗教を理解する。



マレーシア GDP⾼く、周辺国の⼈材多い

タイやインドネシアとは様⼦が違う国。熟練の専⾨家達は「あえて
この国を選ぶ必要はない」とも。周辺国に⽐べて勤勉さではやや
劣るとの評価が⼀般的だ。⼈⼝が少なく、海外の労働者も多い。

☑周辺国に⽐べて⼈材活⽤は難しい。
☑電⼦産業などはフィットするのでよい。
☑イスラム国の独特な習慣を学べ。

インドネシア 東南アジア随⼀の
親⽇国で⼈気

タイとほぼ同じだが、運動会や駅伝⼤会、夏祭りなどが従業員に喜
ばれる。社員旅⾏もモチベーションを引き上げるという。やはり両親
や祖⽗⺟の影響⼒が強いので、家庭訪問等で顔を覚えてもらおう。

☑運動会や駅伝⼤会が喜ばれる。
☑家庭訪問で⼼証を良くしよう。
☑贈賄⽂化が残るが、割り切って対応を。

ミャンマー 仏教の考え⽅で物事が動く

仏教徒が9割近くを占め、⽣活に仏教の思想が溶け込んでいる。⼯場
やオフィスには、お釈迦様の像を備えた仏壇がある。仕事前には
従業員がお祈りを捧げ、巧妙な仏僧の説教も流すという。

☑説教を流すことが勤労意欲を引き出す。
☑仏教上の特別な⽇は会社に僧侶を招く。
☑コミュニケーションは楽なので積極的に。

ロシア 実は義理⼈情に厚い⼈達

ロシアビジネスというと、少し尻込みするが、現地のビジネスパーソン
たちは実は義理⼈情に厚い。ただ、単独で⾶び込んでいって何か
できる国ではなく、信頼できる現地パートナーの獲得が⼤事に。

☑冷たい性格という先⼊観は捨てろ。
☑書⾯が無いと動かないが、あると速い。
☑制度、規制も厄介で、専⾨家が必要。

ブラジル ビジネスではあいさつが武器に

ブラジルはあいさつの国であるという。⼈と⼈との付き合いがとても
⼤切で、朝だけでなく昼、⼀時外出するときでもとにかくあいさつを
する。体の接触も⾮常に重要で、男同⼠でも例外ではない。

☑男同⼠なら握⼿したり肩を叩きあう。
☑⼥性には笑顔でほおずりを。
☑申請⼿続きに時間がかかるので注意

出典：週刊東洋経済2012．09．15

Module 04 3⼤宗教を理解する。



１.アメリカは宗教国家である。

①１＄紙幣 「 In god we trust 」
但し、アメリカは移⺠国家であり、多様な宗教を平等に受け⼊れる。

②聖書に⼿を置き宣誓する、アメリカ⼤統領の就任式。

③宗教的な考え⽅が政治に⼤きく反映する。

２.⽇本⼈の「無宗教」と欧⽶の「無宗教」とは異なる。

〇欧⽶の無宗教とはアンチ・キリスト
〇イスラムの無宗教とは、反宗教
〇⽇本⼈の体に漠然とした宗教⼼は染み込んでいるが、
宗教を意識していないだけである。

⇒⽇本⼈は宗教の違いに無頓着で寛容である。
しかし、⽇本には宗教が⾃然に根付いており
宗教性を感じさせる場所がある。

Module 04 3⼤宗教を理解する。
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Module05 宗教とお⾦。
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宗教とお⾦ （ユダヤ教）
1.ユダヤ⼈の⾦銭感覚。
①ユダヤ⼈は歴史を通じて原則的に聖書の教え、即ち神の⾔葉に忠実に
⽣きようと努⼒する傾向にある。

②ユダヤ⼈は「⼈⽣と経済と信仰」を⼀体化させた⽣き⽅をしている。

Module 05 宗教とお⾦。

〈A〉
・お⾦は悪ではなく、呪いでもない。お⾦は⼈を祝福するものである。
・お⾦は神からの贈り物を買う機会を与えてくれる。
・富は要塞であり、貧困は廃墟である。
・⾷事をするのは笑うため、ブドウ酒は⼈⽣を楽しませる。
⾦銭はあらゆる必要に応じる。
・⾦は善⼈に良いことをさせ、悪⼈に悪いことをさせる。
・⾦は無慈悲な主⼈であるが、同時にこれほど優れた召使いもいない。
・不正に儲けた富に頼るな。それは不幸の⽇に少しも役に⽴たない。

〈B〉モノにすぎないお⾦よりも、⾝についた知識の⽅が価値がある。

〈C〉「貧困は結局のところ、神の意志による。」
善悪、⽣死、貧富 それらは皆、主から来る。

⇒神からの戒めだから⾦銭についても戒めにも、素直に従う。
27



Module 05 宗教とお⾦。

〈D〉
・⾦持ちは貧しい⼈を⽀配し、借りた⼈は貸す⼈の奴隷である。
・連帯保証⼈になってはならない。
（古代イスラエルでは、他⼈の保証⼈になるのが⼀般的慣習。
それは危険な事と箴⾔において、5回も警告。
保障することは、相⼿に⽣命を与えるほど覚悟のいることだ。）

〈E〉利息についての考え⽅。
１．利息を取ってはならない。利⼦をつけて彼らに⾦を貸してはならぬ。（聖書 レビ記）
しかし、“彼ら”とは、貧窮者を指す。貧しくないもの、または、他の神を信じている
他国⼈からは利息を取ってもいい。しかし⾼利によって資産を増やす⾏為は、
聖書中の箴⾔の章で⾮難されている。

２．中世には資⾦として、貸付する場合の利息の取り⽴ては、正当と考えるようになる。
お⾦を商品として扱うようになる。但し、⽣活に使うお⾦、⼩⼝の⽤⽴ての貸付けとは
性質が異なる。
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Module 05 宗教とお⾦。

２．ユダヤ⼈の歴史的背景

①ユダヤ⼈は紀元前1Cから国を失い、1948年イスラエル国が出来るまで
キリスト教やイスラム教の国々に流浪の⺠となった。

②数多くの迫害
a,イエズスの死刑に対し、ユダヤ⼈は連呼した。
「その⼈の⾎の責任は我々と我々の⼦孫の上に」

b,キリスト教徒からの迫害（差別搾取的な税⾦、公職からの迫害等）
⽣きる道は国際商⼈、両替商（貸⾦業）、職⼈、医者 であった。

c,貸⾦業の利息は、ユダヤ⼈ではなく、教皇、皇帝、諸侯、司教、市が
恣意的に決めるにも関わらず、「⾼利貸し」とののしられた。
（ベニスの商⼈︓シェークスピア）

聖書で神が利息を取ってはならないとしたから、貸⾦業はいやしい職業と
⾒なされていた。
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宗教とお⾦ （キリスト教）
1.神とマンモンとに兼ね仕えることはできない（イエズス）

マンモン＝富、お⾦（アラム語）
キリスト教における「七つの⼤罪」の⼀つ、「強欲」を司る悪魔。

Module 05 宗教とお⾦。

「マンモン崇拝」
イーヴリン・ド・モーガン (1855–1919)

「マンモン」
コラン・ド・プランシー
『地獄の辞典』より
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２．プロテスタントと資本主義

「キリスト教プロテスタントの中でも、特にカルヴァン派とその流れにある
ピューリタンたちが、禁欲的に働くことによって、資本主義の⼟台が形成
された。」（プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神 マックス・ウェーバー）

Module 05 宗教とお⾦。

①「利息の⼀切を禁ずる。」利息を取るのは霊魂が地獄に落ちる。
②初期のキリスト教徒は、共有財産制。
③スコラ哲学 「神学⼤全」（トマス・アクイナス 1225〜1274）
・富全体に善悪があるわけではない。

富を倫理的に善なる⽣活を送るために使うのならばよし。
・利益の飽くなき欲望を否定する。
・教会の⼤義名分は利息の禁⽌。
（しかし、貸し付けた貨幣が戻ってこない場合の損失についての

補償は認める。）
④ヨーロッパ中世、貨幣経済へ移⾏すると共に、⽇常の商業上の実践として
利息が認められていく。
⑤中世ユダヤ⼈への迫害、差別、排他、恣意的な利⽤。
⑥反ユダヤ主義 ホロコースト
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宗教とお⾦ （仏教）
1.ブッダの戒律は「悟るための戒律」。
「欲望を捨てよ」と説く。

Module 05 宗教とお⾦。

１、殺⽣をしてはならない ２、盗みはしない
３、淫らな関係は持たない ４、嘘をつかない
５、酒等を飲まない ６、午後に⾷事をしない
７、歌舞、⾳楽、⾒世物等を⾒聞きしてはならない。
８、化粧をしたり、⾝を飾ったりしてはならない。
９、ぜいたくな椅⼦や寝台を使わない。
１０、⾦銀を持たない。

注︓貨幣に触れてはならない。⼀切の商業・⽣産活動を禁⽌。

2.ブッダはバラモン教を否定

①バラモン教は「バラモン祭司の⾏う儀式によってのみ願いは神に届く」
と説くが、ブッダ「⾃分の⾏いによって解脱する」と説く。

②バラモン教の４姓制度（カースト制度の原点。バラモン、クシヤトリア
ヴァイシャ、シュードラ）を否定
「⼈は⾏為によってバラモンとなり、⾏為によって王族となり、
⾏為によって庶⺠となり、⾏為によって隷⺠となる」と説く。
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Module 05 宗教とお⾦。

3.ブッダは⼀般庶⺠の商⾏為を蔑視していない。

①怠惰については、強く⾮難。商売に真⾯⽬に取り組むことを奨励。
飲酒・賭け事を禁ずる。

②「収⼊を4分割せよ」と説く。
1/4は⽣活費に、2/4は農業・商業の業務に、1/4は窮乏の備えに備蓄せよ。

4.「思考においても、中道を⾏け」と説く。

①分らぬこと（ex.死後）極端なことを考えない。
「苦しみから放たれること」だけを重視。執着から離れた⽣き⽅をする。

②布施（分かち合え）
・財物に限らず、笑みも良い⾔葉も布施になる。

・戒律の改⾰案
01 飲酒・塩の貯蔵、⾷事は1⽇に2度
02 ⾦銀の布施を巡って分裂。

保守派＝上座部 上座部仏教として東南アジアへ
改⾰派＝⼤衆部 ⼤乗仏教として中国・⽇本へ。
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Module 05 宗教とお⾦。

5.⽇本の仏教僧侶

①仏教の伝来、“悟りの道”としてではなく、“⼀種の特権階級への仏教、
権⼒と⾦を得るための世襲制の⼿段”として利⽤された。

②坊主の腐敗。
檀家制度で⾷いっぱぐれの⼼配がなくなり、俗⼈よりも俗な⽣活。
（飲酒・宴・昇進・⾒栄・欲得・治外法権の寺院内での賭博。）

宗教とお⾦ （儒教）
孔⼦の教え

「仁」と「礼」にて国を治める。

●不義にして富み、かつ貴きは我において、浮雲のごとし。

●死⽣ 命あり 富貴天に在り。
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宗教とお⾦ （イスラム教）
１．古代アラブにおいては、「略奪（ラジーア）」は正常な経済⾏為。

①アラブ⼈の仕事は、キャラバンによる物資の運搬。
基本的には部族単位で⾏われる。⾎縁部族の⾸⻑の権威は絶対的。

②-01砂漠・荒野
⇒ ⾷糧物資が尽きると他部族を襲って「盗む（他部族の⼥⼦含む）」

-02汗⽔たらして働くことは奴隷の仕事。
“出来るだけ働かずにお⾦を得るほうが偉い“という価値観

⇒ ex.国家的ラジーア イラク、クェートに侵攻（1990年）

③ムハンマド 伝統のラジーアを⾏う。
即ち、略奪と軍事⼒によって強引な布施を⾏う
コーランには、勇んで戦いに赴く姿勢を称揚する⽂章が数多く記されている。
-01多神教徒は⾒つけ次第殺し、またはこれを捕虜にし拘禁し
また、あらゆる計略でこれを待ち伏せよ。
異教徒や敵を殺すことは、イスラム教に於いては敬虔な宗教⾏為の⼀つ。

-02イスラム教では、⼈間に階級があると考え、次のように区分している。
第⼀階級︓イスラム教徒 第⼆階級︓イスラム教への改宗者
第三階級︓キリスト教徒・ユダヤ教徒 第四階級︓多神教徒
第五階級︓奴隷

Module 05 宗教とお⾦。

35出典︓「世界４⼤宗教の経済学」⽇取春彦著



Module 05 宗教とお⾦。

2．コーランは⽂章表現が商⼈的な発想で書かれている。

「彼らは（アッラーの）お導きを売りとばして、それで迷妄を買い込んだ⼈々。だ
が彼らもこの商売では損をした。⽬算通りにはいかなかった。」

「⾃分の宗教を遊びや冗談程に考えて、この世の⽣活にうつつを抜かしている⼈々
など構わないでおくがよい。⾃分の稼ぎがもとで⼈間⼀⼈が破滅することもあると
いうことを、これ（を実例とすること）でみんなに思い知らせてやるがよい。（も
しそういうことになってしまったら）もうアッラーのほかには、助けてくれる者も
執成してくれる者も絶対にありはせぬ。」

「アッラーに素晴らしい貸し付けをする者はいないか。何倍にもしてそれを返却し
ていただけるぞ。」

「まこと、アッラーは（天上の）楽園と引き換えで、信徒たちから彼ら⾃⾝とその
財産をそっくり買い取り給うた。アッラーの道に奮戦し、殺し、殺されておる彼ら
じゃ。これは律法、福⾳、およびクルアーンにも明記されている通り、アッラーも
必ず守らねばならぬ御約束。第⼀、アッラーより約束に忠実なお⽅がどこにあろう。
されば汝ら、そういうお⽅を相⼿⽅として結んだこの取引を有りがたいと思わねば
ならぬ。」

※アッラー神との関係が全て商売の売買関係の⾔葉で語られている。
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Module 05 宗教とお⾦。

3．イスラム教徒の急速で広範な拡⼤には、⾦銭意識が絡んでいる。

①アッラーは商売を奨励しているから商売も宗教的な⾏為となる。

・他国⼈をイスラム教に改宗させる。

・改宗を拒む時には⼈頭税（+収穫の半分に達する⼟地税、イスラム教徒
よりも割⾼な通商、通過税、⽀配者の饗宴のための税）を⽀払わせる。

②イスラム教の拡⼤

＝ 宗教の拡⼤ + 利権と税収の拡⼤

4．イスラム教5⾏の⼀つ「喜捨」。

ザカート ＝ 法的に規定されている公的な寄付
サダカ ＝ 個⼈の判断による寄付

ザカートしないことは、脱税にはならないが、死後、天国に⾏けなくなる。
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Module 05 宗教とお⾦。

５．⾼利貸し禁⽌。

アッラーは商売をお許しになった。だが、利息取りは禁じ給うた。（コーラン）

6．無利⼦銀⾏（全世界で230⾏以上、IMF公認）

①貸付⾦の利息は取らないが、利潤として⼿数料は取る。

②最も典型的な⼿法は「ムダーラバ」
ハイリスク・ハイリターンな投資。

③商品売買の際の⼿法「ムラーバハ」

注︓イスラム教徒の商⾏為に必要な銀⾏は、20世紀半ばになるまで
ユダヤ系、キリスト教系の銀⾏が使われていた。

7．結納⾦、婚約⾦、結婚資⾦（マハル=⼥性を買い取る資⾦）

①どうしても結婚資⾦が調達できない者はアッラーが⼤御⼼から⾦持ちにして
下さるまで、禁欲でいくこと。（コーラン）

②⼀夫多妻の条件
マハルは、離婚した際の妻の⽣活の保証⾦。 38



Module06 宗教と科学と未来
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Module 06 宗教と科学と未来

１、宗教間の協⼒

①世界宣教会議（1910 イギリス／エディンバラ）
プロテスタント、カトリック、東⽅正教会が⼀致して世界宣教を⽬指す。

②世界教会協議会（WCC）が発⾜。
1948年、プロテスタントを中⼼に、エキュメニズム（世界教会主義）
と呼ばれる運動。

③第⼆バチカン会議（1962〜1965）
カトリックも諸宗教との協⼒を推進する。

④世界宗教者平和会議（WERP）
教派を超えて宗教者が「諸宗教の対話と平和協⼒」を⽬指す。

⑤⽐叡⼭宗教サミット
1987年（⽐叡⼭開創1200年）に始まる。
毎年、⽇本や世界の宗教の指導者が⽐叡⼭に集い、世界の恒久平和の祈りを
奉げる。
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２、企業が直⾯する「宗教⽂化問題」

①⾷の戒律
ユダヤ教 イスラム教 ヒンズー教 シク教 etc

ハラル問題
味の素事件（インドネシア 2000年）
味を引き出す酵素を作るバクテリアの培養に豚⾁から抽出した成分を使⽤。

②ゲームソフトに宗教問題
イギリス国教会︓戦闘場⾯にマンチェスター⼤聖堂が無断で使⽤
（2007年ソニーの“Resistance”⼈類滅亡の⽇ プレイステーション３）

コーランの⼀節が盗⽤
ソニーのゲームソフト“リトル・ビッグ・プラネット”の中の⾳楽の歌詞。

ジョジョの奇妙な冒険
イスラム教徒を侮辱する内容。

Module 06 宗教と科学と未来
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３、インターネットと宗教

①バーチャル参拝
インターネット上で、神社への参拝⾵景を流し、おみくじを引く。

②エア参拝
参拝の疑似体験

⼈は何に対して祈っているのか︖

Module 06 宗教と科学と未来
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１、⽣命科学（⽣命の操作）

①DNAの2重らせん構造モデル

⇒ 組み換えDNA技術の開発。
「ヒトゲノム」の解読

⇒ ⾃分の細胞からの再⽣技術

②⼈間とは、遺伝⼦の乗り物である。
（リチャード・ドーキンス 1976「利⼰的な遺伝⼦」）

⇒ 遺伝⼦組み換え植物・動物・クローン・キメラ
⇒ 試験管ベビー 代理⺟ クローン⼈間

↓

宗教は上記の問題にどの様に関与すべきなのか︖
⼈⼯的に⽣命をつくることが許されるのか︖

Module 06 宗教と科学と未来
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２、脳科学と宗教（⽣命の操作）

神は妄想である。（ドーキンス著 2007年）

最近の脳科学の発展を背景にした
NEW VERSIONの「唯物論」か︖

神や仏は⼈間の脳が作りだしたものか︖

Module 06 宗教と科学と未来
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参考・抜粋⽂献⼀覧

①「図解宗教史」成美堂出版

②「本当にわかる宗教学」井川順孝 著 ⽇本実業出版社

③「世界4⼤宗教の経済学」 ⽩取春彦 著 PHP⽂庫

④「池上彰の宗教がわかれば世界が⾒える。」池上彰 著 ⽂春新書

⑤「世界の『宗教と戦争』講座」 井沢元彦 著 徳間⽂庫

Module 06 宗教と科学と未来
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コニカミノルタ株式会社
⽣産・調達本部 調達統括部 間接財調達部
部⻑ サロモフ アブロル ⽒



タリバン

アフガニスタンの近代史 1919年~1992年（超要約）
年代 指導者 主な動き

1919~
1933 ムハンマド・ナディル・シャー • イギリスからの独⽴を宣⾔（アフガニスタン⾸⻑国）

1973~
1973 ムハンマド・ザヒル・シャー

• アフガニスタンの『⻩⾦時代』
•近代化、⽶ソ両⽅との良好な関係を構築・維持
•⼥性権利の拡⼤

1973~
1978

ムハンマド・ダウード
※ザヒル・シャーの従弟

• ザヒル・シャー出国中に、クーデターを実施、共和国制と⾃分を⼤統領として宣⾔
•野党弾圧
•実質的に独裁政権

1978~
1979

• ヌル・ムハンマド・タラキ
• ハフィズラ・アミン
※アフガニスタン国⺠⺠主党政権

•共産主義勢⼒と軍隊によるムハンマド・ダウードの打倒
※ソ連未関与とされている
•内紛の始まり、モジャヘディンの発祥 ※ムジャヒディン︓ジハードをする⼈たち（パシュトゥ語）
•党内政権争い︓1979年ハフィズラ・アミン党⾸に、タラキ暗殺を指⽰
• ソ連との関係悪化

1979~
1986

バブラク・カルマル
※ソ連介⼊時代

• 1979年ソ連特殊部隊によりハフィズラ・アミン打倒（暗殺）、バブラク・カルマルを指導者
に任命（ソ連）
•国内情勢の緩和化、農業改⾰の実施
•内紛終了に⾄らず、反政府勢⼒がイラン、パキスタンから⽀援を受ける
• ゲリラ戦争の始まり
※モジャヘディンはパキスタンで軍事訓練と武器供給を受ける。実質的に⽶国からの⽀援を受ける。
上記の他に、サウジ・アラビア、中国等がモジャヘディンを⽀援していたと⾔われている。

1986~
1992 モハンマド・ナジブッラ

• ソ連軍撤退（1988~1989）
• ソ連撤退時に28中26の地⽅を⽀配していた政府が、1991年には全国⼟の10％しか⾒
られてない。
• 1991年にソ連からの（アフガニスタン政府への）⽀援が停⽌される。
• 1992年、軍事衝突もないまま、モジャヘディンがカブールに⼊る。



タリバン

タリバンの発祥、特徴
• 1992年、モジャヘディンによるカブール制覇を受け、アフガニスタン国内ではタリバンを複数勢⼒間の戦闘が活発化。
• 1995年にタリバンが実質的にアフガニスタン国⼟の三分の⼀を⽀配、1996年に軍事衝突等ないままカブールに⼊る。
• 同時にアフガニスタン・イスラム・⾸⻑国の設⽴を宣⾔。

タリバンとは
• 1970~80年代、アフガニスタン内紛からパキスタンに亡命したパシュトゥ⼈（2~4百万⼈）を中⼼に結成された集団。
※亡命者、戦争で親を失った⼦供を守るために設⽴されたメドレセ（宗教教育機関）が元となっており、
タリバン（学⽣たち）という名前の由来となっている。

• 設⽴者︓ムッラ・ムハンマド・オマル。
• 事実上、タリバンはパキスタン政府の⽀援・教育（軍事教育含む）、やがて資⾦と武器も受ける。

タリバンの主張
• 発祥当初のタリバンは、モジャヘディンが内紛を鎮静化出来なかったことを受けて、出来上がったと⾔われる。
• 尚、モジャヘディンが内紛を⽌められない理由として、イスラムの教えに従順していなかったからと説明。
• 他に、家族（部族）思いの強いパシュトゥ⼈が、モジャヘディンが国外からの余所者勢⼒と⼿を組み始めたことに対する
不満もあったと⾔われる（オサマ・ビン・ラーディン/アル・カイーダ）。

• アフガニスタン国内のみで活動、国外に対して無関⼼。現在も、異国からの『侵略者』の排除が主⽬的。

タリバンの特徴
• 多⺠族国家であるアフガニスタンを統合する御旗（共通項）となるのは宗教（スンニ・ハナフィ派）と考える。
故に、シーア派のイランとは当初から良好な関係を築けていない。

• 偶像崇拝の禁⽌（例︓仏像の破壊 等）、⼥性単⾝での外出禁⽌、男性⾝だしなみの指定（例︓髭）。
• 資⾦調達︓パキスタン政府、闇市場、⿇薬売買、アル・カイダ（オサマ・ビン・ラーディン）との協⼒。
※アル・カイダとの協⼒が判明されてから、タリバンのサウジ・アラビア、イラン等との関係が著しく悪化する。

• 複数の派閥（政治思考、⺠族、宗派 等）から形成。アフガニスタン全⼟を⽀配する⼒量を所持しない（2021年）



アフガニスタン⺠族分布図（予測） ⺠族別⼈⼝の割合

タリバン

参考情報

42%

27%

9%

8%

4%

3%
2%

5%

パシュトゥ タジク ウズベク ハザラ

アイマク トルクメン バロチ その他

• アフガニスタンの⼈⼝はおおよそ3千9百万⼈。
• 最後の正式国勢調査が1979年に実施されている。最新の⼈⼝等は国連関係機関の推定値。



ISIS

ISISの発祥経緯
• 2003年、⽶国がイラクを侵略。イラク軍が事実上解散、⼀部の上位階級メンバーが過激派組織と合流。
• 2006年、アル・カイダから派⽣した11の過激派集団が統合した結果ISISが設⽴。
• 2011年、先任者の死亡（⽶等の攻撃）を受け、アブ・バクル・アル・バグダーディーがトップに⽴つ。
• 2014年に、範囲を拡⼤し（特に、アフガニスタンでの活動開始）、ISに改名。
• イラク・シリアの貧しいスンニ派の間で⽀持率を⾼め、2015年頃はイラクには約5万⼈、シリアには約3万⼈の武装隊を
所持（アル・カイダと違い、イラク発祥の組織で『バグダッド⼈』が率いると考えられていたため）。

発祥理由
• 中東および北アフリカに位置するイスラム諸国の発展が他の⽂明と⽐べて遅れを取っているという感情が強まる。
• この状況を過激派組織が活⽤し、政権、イデオロギーのバキューム（不⾜）を埋める。
イスラム諸国が遅れているいる理由を、それらの政権を握っている集団が違法であり、イスラムの教えに従順していない
からと説明。 ※1960年代に活躍していたエジプト出⾝（過激派）思想家のサイド・クトブのコーラン解釈を採択。

• 弱者を守り、少数派の⽀配層を打倒し、皆にシャリアの下で平等な⽣活を約束。
実際、寄付、社会制度の構築（病院等）も実現。

資源調達
• 原油の売買、⿇薬販売ルートの管轄、異教徒の強盗、奴隷売買、複数国から⽀援（サウジ・アラビア 等）
• 約23億ドルの予算を所有すると⾔われている（2015年時点）。
※武器は主に⽶国製を使⽤。

加⼊者（武装勢⼒メンバー）の特徴
• 貧困地域、環境の⼈が、『仕事』と収⼊を⽬指して加⼊
• ハリファート（イスラム国家）設⽴の必然性を信じて加⼊
• 冒険を探して加⼊（特に先進国からの加⼊者）
• シリア政権（アサド）を倒して、シリア国⺠を助けたくて加⼊
• インターネット等を通じて既存メンバーと知り合って加⼊（スカウト、出会い系サイト等）



ISIS

タリバンとの違い
対⽴の発端
• 公に、ISISとタリバンは2015年来、対⽴関係にある。
2015年、ISISが『ホラサン』に活動を開始し、初となるアラブ界隈の外にも活動範囲を拡⼤したことを公表している。
※ホラサンは、中世前 現在のアフガニスタンが位置する地域の名称。

• ISISは、タリバン設⽴者のムッラ・ムハンマド・オマルの威信を（公に）認めない初めての過激派組織で、タリバンがパキス
タン諜報機関の下部組織であると主張。
アル・カイダ等の指導者も同志の地位を認めていた。
★タリバンに取ってムッラ・ムハンマド・オマルは、アフガニスタン・イスラム・⾸⻑国の⾸⻑（エミール）。

ISISとタリバンの違い（主たる部分）

ISIS タリバン

種類 •過激派組織 •原理主義思考の政治勢⼒

⽬的 •全てのイスラム圏のを束ねる政治勢⼒の攻勢。
•これを達成するために世界中『ジハード』の実施。

•アフガニスタンを異国の侵略からの解放。
•アフガニスタン以外に関⼼はない。

宗教
•スンニ・ワハビー派、サラフィー派
•ソフィズム（シーア派）を⾮難し、認めない
•ホラサン⼊の⽬的︓タウヒード（⼀神）設⽴

•スンニ・ハナフィ派
•ソフィズムの教えを尊重（故に、本来はシーア派と
の争いを避ける）



⾃爆テロ

すごくラフなな解説
イスラムの教え
• 命を奪えるのは、その命を与えて、所有する神のみであり、⼈間ではない（コーラン︓アル・アンアム、アンニサ、ルクマン）。
⼈間が命を奪うことが、神の聖なる・偉⼤なる⼒を疑い、⼈間が同等の⼒を持っていると主張するに等しい（コーラン︓
ズマル）。 よって、例外なく⾃分の命を絶つのは禁⽌されている。

• シャヒード（殉教者）は、信教のために敵により殺されている者が得られる地位。原則として、シャヒードになるものは、
命を⾃ら断ちたくてシャヒードになるわけではない。 命を守ることが最重要。

• ⼀⽅、⾃爆テロは、基本的に個⼈ではなく所属・⽀持組織によって計画され、多くの場合は⾃爆者本⼈以外の犠牲者
を無差別に起こすことがあるため、シャヒードとして位置づけられない（Jeffrey William Lewis）。

⾃殺テロ/攻撃の主な事例
• 11~13世紀 ニザリ・イスマイリ集団（シーア派過激派組織）。 ペルシャを中⼼に活動。
• 1879~1881 『⺠意』（テロ団体）。 ロシア帝国（アレキサンダーⅡ世時代）で活動。初めて爆弾/⾃爆を使⽤。
• 第⼆次世界⼤戦 特攻隊（カミカゼ）。
• 1982~ ヘズボラ（過激派政治団体）。イスラエルによるレバノン侵略への反発として結成。レバノンを中⼼に活動。
• 1987~2001 タミールの⻁（左翼団体、テロ組織）。スリランカで活動。同期間中78回⾃爆テロ攻撃を実施。

• 参考︓1980~2003間に起きた全343件の⾃爆テロ攻撃の内、15%（51件）が⽶国を標的にしていたのに対し、
2004~2009間の全1833件の内92%（1686件）が⽶国を標的としていた（Arshad M. Khan）。

頭の体操
• 上記の『⾃殺テロ/攻撃の主な事例』の共通点は何か︖
• 2004年のバグダッドに住む男性の話し（⼝頭）。あなたならどうしますか︖

https://historynewsnetwork.org/article/151200
https://dissidentvoice.org/2010/11/suicide-bombers-and-what-makes-them-tick/


ブルカ ⼆カーブ アル・アミラ ヒジャブ シャイラ ヒマール チャドゥル

⼥性の服装名称（主なもの）



ハラルは、⾷事に対してだけ使われる概念ではない。

イスラムの教えでハラル（ハラル）【アラビア語: لالح Halāl 】とは*、「許されている」という
意味。⼀⽅、ハラムとは「禁じられている」という意味。ハラルやハラムは「もの」や「こと」が
神に許されているのか禁じられているのかどうかを⽰す考え⽅。
⾷べ物以外のハラム事例︓嘘をつく、物を盗む、不倫関係 等。
*⼀般社団法⼈ハラル・ジャパン協会



礼拝

事前準備︓清め（⼿、顔、頭、⾜を⽔で洗う）
礼拝回数︓5回/⽇。太陽の動き（季節）によって時間がずれる
礼拝⽅向︓メッカ⽅⾯。場所によって向きが変わる。

場所の指定はないが、清潔で礼拝途中に邪魔されない所が必要。

東京モスク︓Al-Tawheed Mosque（⼋王⼦）、Tokyo Camii（代々⽊上原）、
Otsuka Mosque（⼤塚）、Assalaam Mosque (御徒町）、Dar Al-Arqam（浅草）、
Makki Mosque（お花茶屋）等



ラマダン＝断⾷ではない

ラマダンは、ヒジュラ暦の第9⽉。この⽉にコーラン（聖典）が預⾔者ムハンマドに啓⽰さ
れたため、「聖なる⽉」となった。
ラマダン中の断⾷は、イスラム教徒にとって修⾏のひとつ「サウム＝斎戒（欲を戒める）」
の意味があり、⾃⾝を清めて信仰⼼を強めることを⽬的としている。

⽇の出から⽇没にかけての断⾷により空腹や⾃⼰犠牲を経験することで飢えた⼈や
平等への共感を育むこと、忌避されるべきことやさまざまな欲も断つことによって、
神への献⾝と奉仕に没頭する時間となる*。
*ターキッシュ・エア&トラベル



コニカミノルタでは4か所（東京サイト⼋王⼦ 2箇所、東京サイト⽇野 1箇所、
瑞穂サイト（愛知県豊川市）1箇所）に礼拝室を⽤意している。
活⽤事由（ムスリムだけのためではない）。



・⽇本（会社内外問わず）で困ったこと。

・もっと企業及び⽇本⼈に理解してほしいと思うこと（規律や習慣等）

・今後ムスリムの⽅を雇⽤する⽇本企業やビジネスマンにアドバイス



気付きの共有



DAY11までの課題
提出期限 11⽉30⽇（⽕） 提出先 info@gl-coaching.com

■「深く考える⼒」
最低2回は読んでください。

・深く考えるとはどういうことか。
・深く考えるにはどうすればよいか。


