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Religion and Global Security

グローバル社会に拡散する多様な宗教と価値規範の間の対立を避け
共存の方法を探求する総合的セキュリティ研究
Integrated studies of various facets of Security, searching for ways to overcome conflicts
which arise from between the multiple religio-normative systems
グローバル化の進展は、人権や民主主義、国境や国民、国際法や主
権国家体制といった、近代世界を支えてきた構成要素の多くを揺るが
し、再構成を余儀なくさせている。非欧米諸国の台頭や新興技術の台
頭も既存の国際秩序に変容をもたらしつつある。これを広い意味での
「グローバルセキュリティ」の問題としてとらえ、対処策を考えるこ
とが、グローバルセキュリティ・宗教分野の課題である。

宗教・政治思想研究のその先へ
個人や集団のアイデンティティの根源には、依然として宗教やイ
デオロギーの影響力が大きい。池内恵教授は2008年10月から2018
年9月まで「イスラム政治思想分野」の独立准教授としてこの問題に
取り組み、「アラブの春」の激動や「イスラーム国」の衝撃など、
相次いで生起する事象を根源の思想問題から先駆的に察知し、分
析・提言を行ってきた。2019年には小泉悠特任助教（2022年から
講師）が加わり、ロシアを中心としたユーラシアの秩序構想にも研
究領域を広げた。

ROLESの挑戦
2020年にはグローバルセキュリティ・宗教分野が中心となって、
先端研創発戦略研究オープンラボ（ROLES）を開設。東大内シン
クタンクとして、内外の研究者・実務者を広く巻き込み、宗教、地
政学、イデオロギー、テクノロジーといったグローバルなセキュリ
ティ問題を扱う基盤を形成した。また、ROLESは、戦略・安全保
障・国際問題に関わる各国の大学・研究機関とも幅広く連携し、セ

Globalization has shaken the building blocks that have underpinned
the modern world, such as human rights and democracy, borders
and peoples, international law and sovereign state systems and
forcing a reconfiguration of many of them. The rise of non-Western
countries and emerging technologies are also transforming the
existing international order. The main mission for our division is to
grasp those process as an issue of "global security" in the broader
sense, and to consider measures to deal with it.

Religious thought, Ideology, and beyond
Religions thought and ideology remain to be the core of identity
of individuals and groups. It took Prof. Ikeuchi for ten years, from
October 2008 to September 2018 to tackle with this issue as an
associate professor and PI of the Islamic Political Thought Division
of RCAST. In 2019, Yu Koizumi, Project Research Associate (lecturer
from 2022), joined the team, expanding our research area to include
the Eurasian order.

The challenge of ROLES
In 2020, the Division of Religion and Global Security initiated the
establishment of the RCAST Open Laboratory for Emerging Strategies
(ROLES). As a think tank within the University of Tokyo, ROLES is
actively working on the global security-related issues including
religion, geopolitics, ideology, and technology with joined by
various leading researchers and experts. In addition to this, ROLES
is functioning as the international platform for cooperation with the
world’s universities and research institutes for strategy, security, and
international relations.

キュリティ研究における国際的な拠点となっている。
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Yu KOIZUMI, Geopolitics of Russia as "Empire,"
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