社

会

Social

科

池内研究室

イスラム政治思想 分野

学

Ikeuchi Laboratory
http://ikeuchisatoshi.com/

Islamic Political Thought

Science

イスラーム教の思想体系が個人と共同体を自発的に動機づけ、
集合的な行動に導く現象を解明する

Individual and collective actions spontaneously motivated by the Islamic religio-political normative systems
イスラーム教の規範が動機づける個人と共同体の行動
現代の国際社会において、イスラーム教の規範概念や規範体系
は、固有の政治現象の成立に関係しています。イスラーム教の共同
体（ウンマ）への政治的な帰属意識や、それに伴う信仰者の義務へ
の規範的観念の拘束力がもたらす個人や集団の方向づけは、従来の
主権国家や民族を単位とした国際政治と国際法や、基本的人権や民
主主義といった理念を軸に進展した国内政治とは、異なる政治発展
を世界各地で生じさせています。
中東・北アフリカ・南アジア・東南アジアを中心としたいわゆる
「イスラーム世界」においてそれは特に顕著ですが、西欧の移民コ
ミュニティや米国の多民族・多文化社会においても先鋭的に問題の
所在が明らかになっています。過激派集団による中東や北アフリカ
での局地的な領域支配や、先進国で散発的に起こる分散型・脱集権
型のグローバル・ジハードは、その表れの一部です。
イスラム政治思想研究室では、世界各地で生じるイスラーム教の
規範によって影響づけられた政治現象に関する情報を常時収集して
います。そこで特定された事例から、イスラーム教が個人を、ある
いは共同体を、自発的に集団行動に向けて動機づけ、各国や国際社
会の政治的アクターとして成立させる過程を、主体の側と背景・環
境要因の両方から、理論的・歴史的に研究しています。この基礎
的・理論的な研究に基づき、戦争と平和、国際法と正義、テロリズ
ムとテロ政策といった現代の国際政治の根本的な課題に関する、イ
スラーム教の規範理論の可能性と問題点を解明し、各国内政と国際
社会における宗教的・世俗的規範の対立を起因とする紛争の回避を
めざす実践的・応用的な分野も開拓しています。
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『イスラーム国の衝撃』
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『増補新版

Understanding religio-normative motivation
of individual and collective actions
Islamic normative systems play a crucial role in the politics of
today’s global society. Consciousness of belonging to a global Umma
(community of believers) and sense of duty to act in accordance
with the Islamic Sharia (revealed law) often stimulate individuals and
communities to spontaneously act in the name of God, bypassing
conventional international law and politics composed of nations and
states, and challenging notions of human rights or democracy.
Political actions motivated or justified by raising Islamic religious
norms is especially prominent in the so-called "Islamic world"
centered around the Middle East, North Africa, South and Southeast
Asia. Influences of Islamism has also been evident for quite a
while in the immigrant communities of Europe and multinational,
multicultural society of North America. Among the indications of
such trend are the extremists controlling areas in some of the fertile
crescent countries, along with the decentralized global jihad
phenomenon that sporadically come out in the form of acts of
terrorism in the Western countries.
We keep ourselves up to date with information on political issues
arising from evoked Islamic norms and examine how Islamic
normative systems motivate individuals and communities to
become involved in the political activities in local and international
contexts. Based on the theoretical and historical analyses, we
explore the possibilities and problems of Islamic ideas that are
related to the fundamental issues in the international politics such
as war and peace, international law and justice, and terrorism
and counterterrorism measures, aiming to find a way to avoid
conflicts caused by the tension between religious norms and secular
principles.

イスラーム世界の論じ方』
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韓国語版『イスラーム国の衝撃』
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