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アッサラームアライクム（皆様に平安がありますように）。 

ムスリム新聞をダウンロードしていただきありがとうございます。 

 雪も降らずそれほど寒くもない日々に冬を感じ損ねてしまったようなすこし寂しい気持ちがしたりもしま

すが、寒くなければ電気代もあまりかからないし、からだは楽な冬の終わりを過ごしています。とはいって

も、初夏のような暖かさはないので、体を温めながらどうぞお読みください。 
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クルアーン解説 

第４０章［赦す御方］８２―８５節（２２） 

アーリファ松山 

 

慈悲あまねき慈悲深きアッラーの御名において。 

 彼らは地上を旅し、彼ら以前の者たちの末路がどのようなものであったかをよく見なかったのか。彼らは

彼らよりも多く、力に勝り、地上の事跡も多かった。だが、彼らが稼いできたものは彼らには役に立たなか

った。（４０：８２） 

 そこで彼らの使徒が諸々の明証と共に彼らの許に来た時、彼らは彼らの許にある知識に満悦していた。だ

が、彼らが嘲笑していたことが彼らを取り囲んだ。（４０：８３） 

 そして、彼らがわれらの猛威を見た時、彼らは言った。「われらはアッラーお独りを信じ、われらがかれに

並べて共同者たちとしていたものの信仰を拒みました」。（４０：８４） 

 だが、彼らの信仰は、彼らがわれらの猛威を見た時には彼らに役立たなかった。アッラーの慣行であり、

それはかれのしもべたちにおいてすでに過ぎ去った。そして、そこで、不信仰者たちは損失した。（４０：８

５） 

彼らは地上を旅し、彼ら以前の者たちの末路がどのようなものであったかをよく見なかったのか。彼らは彼ら

よりも多く、力に勝り、地上の事跡も多かった。だが、彼らが稼いできたものは彼らには役に立たなかった。（４

０：８２） 

★ジャラーライン 

  『地上の事跡』貯水槽や城などの。 

 

 そこで彼らの使徒が諸々の明証と共に彼らの許に来た時、彼らは彼らの許にある知識に満悦していた。だが、

彼らが嘲笑していたことが彼らを取り囲んだ。（４０：８３） 

★ジャラーライン 

 『諸々の明証』はっきりとした（預言者による）諸々の奇跡。 

 『彼らは』つまり、不信仰者たち。 

 『彼らの許にある』使徒らの許にある。 

 『満悦していた』物笑いにした喜びで、また、それを否定する者の冷笑で。 

 『取り囲んだ』降りかかった。 

 『彼らが嘲笑していたこと』つまり、懲罰。 

  

★イブン・カスィール 

 アッラー（至高なる御方かな）は、過去の古い時代に、かれの使徒たちを拒絶した共同体について知らせ給い、

彼らが強大な力を持ち大地に事跡を残し多くの富を有したにもかかわらず、そのような彼らになぜアッラーは激

しい懲罰を下し給うたのか教えてくださいました。 
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彼らがなしたそれらの物事は、彼らを助けず、彼らをアッラーの災いから救うこともできませんでした。 

使徒がはっきりとした明証や決定的な論拠や反駁不可能な証拠を伴い人々の許にやって来た時、人々は使徒に

ついて関心を持たず、受け入れませんでした。また、人々は、自らが持つ知識に満足し、使徒たちがもたらした

ものを拒絶することに固執しました。 

（クルアーン注釈者）ムジャーヒドは、「彼らは、『われらは、彼らよりもよく知っている。我らは甦らないだ

ろうし、罰せられることもない。』と言った。」と解説しました。アル＝スッディーは、「彼らは、彼らの許にある

彼らの無知による知識に満悦した。それで、アッラーの猛威のうちのものが彼らに到来した。彼らにはそれにつ

いて何の力もなかった。」と解説しました。 

 『彼らが嘲笑していたものが』つまり、彼らが嘘だと見做し有り得ないことだと思っていたもの。 

 『彼らを取り囲んだ。』つまり、それが彼らを取り巻いた。 

 

 そして、彼らがわれらの猛威を見た時、彼らは言った。「われらはアッラーお独りを信じ、われらがかれに並べ

て共同者たちとしていたものの信仰を拒みました」。（４０：８４） 

★ジャラーライン 

 『われらの猛威を』われらの懲罰の激しさを。 

  

★イブン・カスィール 

 『彼らがわれらの猛威を見た時』つまり、彼らへの懲罰の現象を目の当たりにした時。 

 『彼らは言った。「われらはアッラーお独りを信じ、われらがかれに並べて共同者たちとしていたものの信仰を

拒みました」。』つまり、すでに過ちが取り消されることもなく、許しを請うことが役に立たない時に、彼らはア

ッラー（誉れ高き威厳ある御方かな）のみを神として崇拝し、諸々の偶像への信仰を拒みました。 

 これはフィルアウンが、彼に溺死が到来した時に『イスラーイールの民が信じた御方のほかに神はいないこと

を私は信じる。私は帰依する者たちの一人である。』（第１０章［ユーヌス］９０節）と言った様子と同じです。

アッラー（称賛されし至高なる御方かな）は『今になってか。だがおまえはかつて以前、反抗し、害悪を為す者

たちの一人であった。』（第１０章［ユーヌス］９１節）と応え給いました。つまり、アッラーは彼を援け給いま

せんでした。なぜなら、かれの預言者ムーサー（祝福と平安あれ）『彼らの心を頑なになし給え。彼らが痛苦の懲

罰を目にするまで信じないように。』（第１０章［ユーヌス］８８節）と祈りを捧げた時に、かれはムーサーの祈

りを受けいれ給うていたからです。 

 

 だが、彼らの信仰は、彼らがわれらの猛威を見た時には彼らに役立たなかった。アッラーの慣行であり、それ

はかれのしもべたちにおいてすでに過ぎ去った。そして、そこで、不信仰者たちは損失した。（４０：８５） 

★ジャラーライン 

 『sunnata-llāh（アッラーの慣行）』それ『sunnata（慣行）』は、その単語が推定される動詞の動名詞のため

に、対格になっています。（sanna Allāhu bi-him sunnata-hu fī al-ladīna min qabli-him アッラーは彼らに、

彼ら以前の者たちにおけるかれの慣行を、制定し給うた。） 

 『かれのしもべたちにおいて』諸々の共同体において。 
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 『それはかれのしもべたちにおいてすでに過ぎ去った。』つまり、「懲罰が下された時に、信仰は彼らに益を与

えなかった」、ということです。 

 『そして、そこで、不信仰者たちは損失した。』つまり、「彼らはそれ以前にも常に損失していたのではあるが、

彼らの損失が白日の下に晒された。」ということです。 

 

★イブン・カスィール 

これはアッラーの懲罰を目の当たりにした時に許しを請うた者すべてに適応されるかれの規則です。かれはそ

の許し請いを受け入れ給うことはありません。 

預言者ムハンマド（アッラーの祝福と平安あれ）の伝承に、「まことに、アッラー（至高なる御方かな）は、（死

が迫り魂が喉元にせり上がり）ゴロゴロと音がしない限りにおいて、しもべの許し請いを受け入れ給う。」とあり

ます。つまり、ゴロゴロと喉が鳴り霊魂が喉元までせり上がり、天使を目の当たりにした時には許し請いはあり

ません。かれ（至高なる御方かな）は『そこにおいて、不信仰者たちは損失した。』と仰せになりました。 

 

 

★クシャイリー 

 アッラーは人々に昔の者たちについて熟慮するよう命じ給いました。過去の者たちは力が強く多くの財産を有

し長寿でした。彼らは自らの期待の手綱を緩め、自らの欺きの穴の底に落ちました。真実なる御方（アッラー）

はかれが彼らに望み給うたことを放置したままになさいませんでした。 

アッラーが彼ら（へのかれ懲罰）を彼らに猶予し手綱を緩めておられる期間、彼らは自らの平和に欺かれまし

た。そしてアッラー彼らに懲罰を下し給いました。彼らは、アッラーが彼らに望み給うたことを、かれに取り消

してもらうことは出来ませんでした。 

 彼らが猛威の激しさを見て絶望と失望のどん底に落ちた時、現世を最初からやり直すことができたらと思いま

した。アッラーはそれに対して彼らに絶望で報い給い、かれが滅ぼし給うた多神崇拝をなし不満を抱き続けた民

のメンバーに彼らを加え給いました。 
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見てみようアラビア語 

クルアーン第４０章８５節から 

 

ِفُروَن.ـ  كَ ل  ٱَوَخِسَر ُهنَاِلَك   
（意訳） 

そして、そこで、不信仰者たちは損失した。 

 وَ 
（接続詞） 

そして 

 

 َخِسَر 
（動詞） 

損失した 

 

 ُهنَاِلكَ 
（副詞） 

そこで 

 

ِفُرونَ ـ  كَ ل  ٱ   

（名詞・主格） 

不信仰者たちは 

 

🐣 🥚 🥚 🥚 🥚 🥚 🥚  🥚 🥚 🥚  🥚 🥚 🥚  🥚 🥚 🥚 🥚 🥚 🥚  🥚 🥚 🥚  
クルアーンの部分は、『日亜対訳クルアーン』（作品社）を参照しています。 

★ジャラーライン（『ジャラーラインのクルアーン注釈（Tafsīr al-Jalālain）』ジャラール・アッ＝ディーン・アル

＝マッハリー（ヒジュラ暦８６４年没）とジャラール・アッ＝ディーン・アッ＝スユーティー（ヒジュラ暦９１

１年没）著）（参照：『タフスィール アル＝ジャラーライン』第３巻、中田香織（ハビーバ）訳中田考（ハサン）

監訳、日本サウディアラビア協会、２００６年。） 

『ジャラーライン』はクルアーンの読誦法としてワルシュ＆ナーフィウを採用しています。 

★イブン・カスィール（『イブン・カスィールのクルアーン注釈（Tafsīr Ibn Kathīr）』イブン・カスィール（ヒジュ

ラ暦７７４没）著） 

★クシャイリー（『精妙なる示唆（Laṭā’if al-’ishārāt）』クシャイリー（ヒジュラ暦４６５年没）著） 

※文中のひらながの「かれ」はすべて「アッラー」を指します。 
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慈悲あまねく慈愛深きアッラーの御名において 

 

《新連載》シャマーイル 
預言者ムハンマド様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の美徳 

第２回 

 アーミナ 

 

イスラームの啓典クルアーンは、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の性格について、こう述べ

ています。 

 

【本当にあなたは、崇高な徳性を備えています。】（筆章：４） 

 

クルアーンのこの一節に象徴されるように、彼の崇高な人徳について伝わる多くのハディースがあります。そ

の寛大さ、忍耐、優しさ、子供や家族に対する思いやり、謙遜さ、またその他の卓越した美徳について、多くの

サハーバたち（アッラーのご満悦あれ）が数多くの伝承を伝えています。その一部をご紹介します。 

マスルーク様（アッラーのご満悦あれ）は、アブドッラー・ブン・アムル様（アッラーのご満悦あれ）がアッ

ラーの使徒様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)についてこう言ったと伝えています。 

 

 「彼は決して（言葉で）節度を失うことがなく、また決して他人をののしることはありませんでした。」 

 

そして彼（アブドゥッラー）は、アッラーの使徒が次のように語ったとして伝えました。 

 

「あなた達の中で最も立派な人、それは道徳的に最も素晴しい人です。」〔ムスリム伝承〕 

 

また、アーイシャ様（アッラーのご満悦あれ）は、アッラーの使徒様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）

がこう言われたと伝えています。 

 

「あなたがたのうちで最も良い人は、家族に最も良くする人です。」 〔ティルミズィー伝承〕 

 

預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）はただ、イスラームで奨励されるこういった人徳を語っていた

だけでなく、イスラームで奨励される人徳を、その生涯を通してすべて体現していました。それはクルアーンで

こう言われている通りです。 

 

【本当にアッラーの使徒は、あなた方にとって立派な模範でありました。】（部族連合章：２１） 

 

その人徳を間近に見て敬愛するがゆえに、その一挙手一投足をも模範としたサハーバたち（アッラーのご満悦

あれ）は、彼への敬愛の深さによって、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の徳性が彼らの中に受
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け継がれ、またサハーバたち（アッラーのご満悦あれ）を見て、彼らを模範として学んだ後世の人たちの中にも、

預言者（彼にアッラーの祝福と平安あれ）の徳性は時代を超えて脈々と受け継がれていきました。 

アブー・フライラ様（アッラーのご満悦あれ）は、アッラーの使徒様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)が次

のように語ったとして伝えています。 

 

「本当の強さは戦う人の力にあるのではなく、怒った時に自分自身を制御出来る人にあります。」〔ムスリム伝

承〕 

 

預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）が、自分にどんなにひどいことを言われようと、実際、石を

投げつけられようと、傷つけられ顔から血を流そうと、汚物を毎日、自宅の門前に置かれようと、自分のために

怒ることは決してありませんでした。そのことを思い出す時、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）

を愛する人は、自分にひどいことを行ったり、言ったりする人に、どうやって怒ることができるでしょうか。 

預言者ムハンマド様（彼にアッラーの祝福と平安あれ）のひ孫であるアリー・イブヌ・ル・フサイン（彼らに

アッラーのご満悦あれ）がどのようにその徳性を受け継いでいたか、次の逸話から垣間見ることができます。 

 

ある日彼がモスクから出て来ると、大勢の人々の前で、一人の男が彼に対し大声でわめき、怒鳴りつけ、ひど

い言葉で彼を罵倒し始めました。周りの人が男を止めようとするのを、彼は制し、自分に対する罵倒をすべて静

かに聞き終わった後で、こう言いました。「貴方が今おっしゃった欠点は、すべて私の中にあります。そして私

には、貴方がおっしゃらなかった、もっとひどい欠点があります。私に、貴方に差し上げることができるものは

何かありませんか、あなたの忠告のお礼に。」男は泣き出し言いました。「お許しください。本当に私は、あな

たが預言者様の子孫だということを証言します。ある人たちに、あなたを怒らせることができたら、１０００デ

ィナール（金貨）与えようと言われたのです。」それを聞くと彼は「そう言ってくださればよかったのに。」と

男に１０００ディナールを与えました。 

 

  一部の人は、けなされてそれに返答しないことは、相手をつけ上がらせ、自分の弱さを証明するようなもの

だ、と考え、自分の尊厳は自分で守らなければならない、馬鹿にされたら黙っているわけにはいかない、と考え

ます。しかし、預言者ムハンマド（彼にアッラーの祝福と平安あれ）はこう言われました。 

 

≪誰でも、人に対する許しが増すほど、アッラーがその人の尊厳を増します。≫ 〔ムスリム伝承〕 

 

アリー様（アッラーのご満悦あれ）のひ孫にあたるジャアファル・ブヌ・ムハンマド様（ジャアファルッサー

ディク様）（アッラーのご満悦あれ）は、おっしゃいました。 

 

「あなたの兄弟について何か嫌悪することを聞いた時は、彼のために、1から 70の弁解を探しなさい。そう

すれば、それが当たるか、もし当たっていなくても、こう言いなさい。『きっと彼には私の知らない理由がある

のだ。』」バイハキー伝承 
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預言者様（彼にアッラーの祝福と平安あれ）は、フスヌッザンヌ（人の良い面だけを見ること）についても教

えてくださいました。人が、相手の良い所だけを見て、どんな人であってもその人について良い事だけを考える

ことで、実際に、相手の中にある、良い所を呼び覚ます事ができる、と。これは、ムスリムが人と付き合うとき

の基本的な品行です。もし実際に私たちが人を許し、人の良い所だけを見て接する事ができたら、それによって、

人との間に愛情や親近感を増し、周りの人たちを浄化する作用があります。この預言者ムハンマド様(彼の上に

アッラーの祝福と平安あれ)の人徳は、次のクルアーンの一節を体現しているものでした。 

 

【善と悪とは同じではありません。（人が悪をしかけても）一層善行で悪を追い払いなさい。そうすれば、互

いの間に敵意ある者でも、親しい友のようになります。】（フッスィラ章：３４） 

 

７世紀に文盲の一人の男性が、こういった人徳を身につけ体現していたということは、日本でも、誰しもが

イスラームに興味を持つ十分な動機ではないでしょうか。そして、彼からその徳性を受け継いだ人たちが、時

代を超えて現代にも存在することは、イスラームのすばらしい一面です。アッラーが私たちを預言者様（彼の

上にアッラーの祝福と平安あれ）の人徳で飾ってくださいますように。 

 

続く、インシャーアッラー。 
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🍏   
ダマスカス留学生有志 

 

アッサラーム アライクム ワ ラフマトゥッラーヒ ワ バラカートゥフ               

まだアラビア語でクルアーンを読んだことがない方に朗報です！スカイプや Facebook、ライン、ワッツアッ

プなどのオンラインの音声チャットによる、プライベートレッスンに無料でご参加いただけます。                                   

★日時：一対一のプライベートレッスンなので、ご自分のペースで始められます。 

時間帯・頻度については先生とご相談の上決めていただけます。(使用言語：日本語) 

土日、平日、朝、夜、昼間、週何回、いろいろ対応可能。 

一回 10分くらいからのすき間時間でもステップアップ可。 

★参加費：無料                       

★対象：以下の項目に一つ以上当てはまる方（ムスリマ女性限定） 

・アラビア文字は一文字も読んだことがない 

・美しいアラビア語の発音を身に付けたい 

・クルアーンを詠んで、胸の中にある病を治したい 

・まとまった時間はとれないので、ちょっとした隙間時間でうまくなりたい 

・クルアーンをもっとスラスラ読めるようになりたい 

・預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の読み方、タジュウィード(クルアーン読誦法)を身に付け

たい 

・アッラーからの導きと慈悲を受けとりたい 

・自分のペースで、少しづつアラビア文字を覚えたい 

・もっと預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の読み方に近づきたい 

クルアーン｛人々よ、あなた方の主から確かに勧告が下された、これは胸の中にある（病）を癒し、又信者に

対する導きであり慈悲である。...」｝［ユーヌス章：57-58］                                   

★申込み方法：welove.allah@hotmail.com 宛に、件名を「レッスン希望」として、メールをお送りくださ

い。折り返し、先生の方から返信をお送りします、インシャーアッラー。 

アッラーが、私たちの人生を、クルアーンで飾ってくださいますように 

ワッサラーム アライクム ワ ラフマトゥッラーヒ ワ バラカートゥフ 🍂   

 

 

 

  

mailto:welove.allah@hotmail.com
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東南アジアのシャーフィイー派 第 ３３回 
― ジャワ島のシャーフィイー派 １０― 

アフマド塩崎 

 

 

前回は、ナフダトゥル＝ウラマーの創設者であるハーシム・アシュアリー（1871～1947）が、全インドネシ

ア・イスラーム評議会（MIAI）の代表となり、オランダ統治下のインドネシアで、社会的に大きな活躍を続けて

いた時期について書きました。ところで、ハーシム・アシュアリーの働きはインドネシアのウラマーの間で高く

評価され、彼が創設したナフダトゥル＝ウラマーは、現在でも 2万ものプサントレンを代表する、インドネシア

での最大のイスラーム団体です。ハーシム・アシュアリーの孫、アブドゥッラフマーン・ワーヒドは、この団体

の組織力を背景に、1999年にインドネシアの大統領になりました。彼自身が、イスラームについての発信や非

ムスリムにも友好的な社会的発言などで、インドネシア社会でかなり人気があったということもありました。や

はりハーシム・アシュアリーの孫で、アブドゥッラフマーン・ワーヒドの弟であるサラーフッディーン・ワーヒ

ドという人がいました。この人は、ウラマーというわけではなく、アブドゥッラフマーン・ワーヒドほど影響力

のあった人ではありませんが、やはり政治などで活躍し、2015年に日本に来られたこともあります。サラーフ

ッディーン氏は、今月、2020年 2月 2日に亡くなられました。アッラーが彼を許し、楽園に受け入れてくださ

いますように。 

今回から、第二次世界大戦の頃のハーシム・アシュアリーについて書いていきたいと思います。つまり、イン

ドネシアが日本軍の占領・統治下にあった時のことです。1942年から、日本兵だけで 10万人以上が、インド

ネシアに駐留していたわけで、日本人が 10万人を越える規模でムスリムと接触を持つようになったのは、日本

の歴史上、この時が初めてであったでしょう。 

ところで、最初の日本人ムスリムとしては、1890年代にトルコに滞在していた山田寅次郎という人物が取り

上げられることが多いです。ただ、記録は見つかっていないものの、日本人のムスリムはもっと前から何人もい

たであろうと考えられます。まず、戦国時代の末期の 16世紀から 17世紀にかけて、東南アジア各地には日本

人町があり、数千人の日本人が暮らしていました。特に大きかったのはタイですが、マレー半島のパターニーや

ジャワ島のバタヴィア（今のジャカルタ）などにも日本人町がありました。その中には、現地のムスリムと結婚

して入信した人などもおそらくいたのではないかと思われます。 

さらに確実に日本人ムスリムが現れていたのは、江戸時代の終わりごろ、1850年代の時期です。戦前の日本

は、人口の割には産業が少ない国で、南北アメリカや中国、朝鮮、台湾へ出稼ぎに行く、あるいは移民した日本

人が何百万人もいました。東南アジアでも、第二次世界大戦が始まる頃には、20 万人の日本人が住んでいたと

いわれています。その多くは女性で、性産業に従事する、からゆきさんと呼ばれた人々でした。からゆきさんた

ちが、東南アジアに行くようになった、というのは、つまり人身売買でしたが、その多くは過酷な生活で若いう

ちに亡くなった人が多かったですが、中には現地の中国人（華人）やヒンドゥー教徒のインド人、あるいはムス

リムのマレー人に身請けされて、結婚して家族を持った人もいました。マレー人と結婚してイスラームに入信し

た人もいました。こういった人々は、明治維新の少し前から見られます。彼女たちの名前が、日本のムスリムの
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歴史に残っておらず、トルコに行ってオスマン朝のスルタンに拝謁した山田寅次郎であるとか、日本陸軍の命令

でエジプトのアズハルに留学した軍人や、マッカに巡礼した軍人については「日本人ムスリム」としてかなり記

録が残っています。しかし、昔も今も、日本人ムスリムというのは、大多数は人生の成り行きで外国人のムスリ

ムと結婚した日本人、特に女性です。東南アジアの現地社会にムスリムとして溶け込んで、日本へ帰ることも無

かった 19世紀後半から 20世紀前半にかけての日本人ムスリムについては、日本ではほとんど記憶されていま

せん。 

ハーシム・アシュアリーの話をしていたのに、日本人ムスリムの話になったのは、1942年のインドネシアで、

日本人ムスリムがハーシム・アシュアリーに接触したことについて書くためです。小野信次という人物で、商売

のために長年インドネシアに住み、イスラームに入信してプサントレンでも勉強していた人物です。インドネシ

アではアブドゥルハミード小野と名乗っていたこの人物は、インドネシアの占領統治を始めた日本軍に組みいれ

られ、回教工作班という部署に配置されました。小野は、日本軍がインドネシアを占領統治していくためには、

数多くあるプサントレンを利用すればいい、という案を出し、積極的に働きました。プサントレンの長であるキ

アイたちを集めた「キヤイ研修会」というのを開催したりして、プサントレンを占領統治に協力させるべく、組

織化を進めていきました。そのために、小野は最有力のキアイの一人であるハーシム・アシュアリーに協力を求

めました。 

小野の行動は、日本人ムスリムとして、考えさせられるところが多くあります。日本人ムスリムが、日本政府

から協力を求められ、外国人ムスリムに対して何かしろ、といわれることは、これまでもあったし、今後もある

でしょう。日本軍の占領統治に協力させられることは、ハーシム・アシュアリーやプサントレンのキアイたちに

とっては、基本的には迷惑なことであったでしょう。かつて自分たちのプサントレンで勉強していた小野が日本

軍の軍服を着て現れて、日本軍への協力を求めたことについて、複雑な感情を持ったインドネシア人ウラマーも

いたでしょう。 

次回は、引き続き、日本軍の占領統治時代のハーシム・アシュアリーについて書いていきます。 

 

続く、インシャーアッラー。 
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『イスラーム革命の本質と目的 ―大地の解放のカリフ制―』（２０１２年ムスリム新聞社発行）より 

解放党とイスラーム地球革命（３） 

２．解放党の政治理論 

ハサン中田 

 

 解放党の統治論は、その憲法草案に凝縮されている。 

 訳出した『カリフ国家の諸制度』の扱うカリフ、委任補佐、執行補佐、地方総督、軍、ジハード司令官、外交、

司法、行政機構、国民議会なども、それぞれカリフ（１７条）、委任補佐（７条）、執行補佐（３条）、地方総督（９

条）、軍（１０条）、ジハード司令官（５条）、外交（１１条）、司法制度（２０条）、行政機構（９条）、国民議会

（７条）などの憲法の条文に対応している。 

 解放党の憲法草案の総則第１条は、「イスラームの信条が、国家の基礎である・・・」と、イスラーム国家がイ

デオロギー国家であることを明言する。統治制度については、第１５条において「統治システムは単一システム

であり、連邦制度ではない」と述べ、連邦制を否定することによってイスラーム国家の単一性を再確認し、第２

０条では「（１）主権（siyādah）はイスラーム法（shar‘）に帰属し、人民にではない。（２）権力（sulṭān）は

ウンマに属する。（３）ただ一人の国家元首の任命がムスリムの義務である。（４）イスラーム法の法制化（tabnnī 

aḥkām shar‘īyah）は国家元首のみの大権であり、彼が憲法のほかすべての法律を制定する。」とのイスラーム国

家の４大原則を定める。 

 解放党の政治理論においては、この４原則はイスラーム国家の必要不可欠な構成要素であり、そのうち１つで

も欠ければ、その国家はもはやイスラーム国家ではない。国家元首については、「国家元首こそ、権力とイスラー

ム法の執行に於いて、ウンマの代理となる。」（第２９条）ちなみに元首の資格は（１）男性、（２）ムスリム、（３）

自由人、（４）成人、（５）正気、（６）義人であることの６つであり（第３８条）、シューラ（諮問）議会が元首

候補名簿を提示し選挙を行い最多票を獲得した者が元首に選任される（第３８条）。 

 またムスリム国民と元首の関係は「理性を有する成人ムスリム男女は国家元首選出とそのバイア（忠誠誓約）

の権利を有するが、非ムスリムはその権利を有しない。」（第３１条）。「バイアが締結される人々のバイアによっ

て国家元首契約が締結されれば、その時点で、他の者のバイアは『服従のバイア』であって『締結のバイア』で

はなくなり、反逆の可能性の考えられる者全員にそれ（服従のバイア）が課される。」（第３２条） 

 解放党の目的はカリフ国家の再興にある。解放党憲法草案にあるイスラーム国家とはすなわちカリフ国家であ

り、元首とはカリフに他ならず、カリフこそがイスラーム国家の要である。解放党の政治論においては、国家と

はカリフに他ならないのである。「国家の元首とは、即ち国家（アーリファ注：「国家」は誤植で正しくは「カリ

フ」ではないか。）であり、国家に属するすべての権限を有する」（第３９条）のである。このように解放党の国

家論はカリフ論に集約され、従ってその革命論もカリフ論に基礎を置いている。 

 解放党の政治論によると、今日のイスラーム諸地域は、イスラーム法上、全域が「不信仰の居住圏（dār al=kufr）」、

あるいは「戦争の居住圏（dār al=ḥarb）」とみなされる。「不信仰の居住圏」とは、「イスラームの居住圏（dār 

al=Islām）」の対立概念である。「イスラームの居住圏」とは、「イスラームの法規に則って統治され、その治安が

イスラームの安全保障、つまりムスリムのスルタンの安全保障に基づいている居住圏」であり、逆に通用してい

る方がイスラームの法規でないか、あるいは非ムスリムによって治安が保たれているなら、その土地はたとえ住

民の殆どがムスリムであろうとも「イスラームの居住圏」ではなく、不信仰の居住圏」である。そして今日のム

スリム諸国は、「イスラームの居住圏」の第２条件である「ムスリム権力による治安の維持」は、その絶対多数に

おいて満たされているが、第１条件「イスラーム法による統治」が実現されていないために「イスラーム居住圏」

ではなく「不信仰の居住圏」なのである。 

 解放党はイスラーム的生活、ムスリム社会の再現にはカリフ国家の再興が不可欠であり、したがってカリフ国



13 

 

家の再興、カリフ任命は、ムスリム共同体にとって「死命を制しる課題」と考える。カリフ国家の再興の実現は

個人の努力のみによっては不可能であり、集団行動が必要である。また必要とされるのは政治的行動であって、

慈善活動、禁欲修行、啓蒙警世、勧善懲悪、修身、世直しの訴えなどとは厳密に区別されなくてはならない。ウ

ンマの死命を制する課題であるカリフ国家最高に従事する「政党」としての解放党の存在が要請される所以であ

る。 

 解放党は、唯一の場合を除き、為政者の放伐を認めない。それは背教であり、為政者の背教とは、不信仰の諸

法規に則る統治である。為政者が明白な不信仰を示した、つまり不信仰の諸法規に則って統治をおこなうか、あ

るいは域内に不信仰が蔓延するのを放置した場合には、その為政者との戦闘、彼に対する武装蜂起、奪権闘争が

義務となる。但し、放伐が義務となるのは、放伐が可能であり、かつそれが「イスラームの居住圏」においてで

ある場合のみである。「為政者に対する武装蜂起、戦闘、奪権闘争が義務となるのは、蓋然的にであれ為政者を排

除する力を有する場合のみである。また為政者が明白な不信仰を示した場合に、為政者への武装蜂起、戦闘が義

務となるのは、その地が『イスラームの居住圏』であり、イスラームの諸法規が施行されていた場合である。・・・

中略・・・もしその地が『不信仰の居住圏』であり、イスラーム帆諸法規が施行されていない場合には、その地

のムスリムを支配する為政者の排除は、『助製』の方法によることになる。・・・」ここで言う「助勢」の方法と

は、「不信仰の居住圏」の「イスラームの居住圏」への転化のための３つの段階の最終段階で採られる方法論であ

る。 

 解放党は、マディーナにおけるイスラーム国家建設にいたる預言者の足跡の分析から、イスラーム国家建設の

家庭を以下の３つの段階に分ける。 

 第１段階は「啓蒙」段階であり、ムスリム個人個人に党の思想を広める。文化面に限定され、党の原則を理解

した個人により党組織ができれば第２段階に移行する。この第１段階での教宣活動は秘密裏に行われる。 

 第２段階は「対社会活動」段階であり、①サークル文化活動、②公開文化活動、③イデオロギー闘争、④政治

闘争、⑤公共福祉活動などを行う。この第２段階では教宣活動は公然と行われる。 

 第３は、「奪権」段階であり、教宣活動の庇護とカリフ国家樹立・政権奪取のために、実力者への「助勢要請」

を行う。 

 カリフ国家の再興のための奪権は、最低でも現行の国民国家体制の枠組みにおける「国家」のレベルでの権力

の掌握となる。（注１） 

 こうした解放党の政治理論の大綱は既に１９４９－５２年に書かれたとされる『イスラームの制度（Nizām 

al=Islām）』で出揃っていたが、解放党はその理論の細部を更新、充実、洗練させてきた。ここの訳出した『カリ

フ国家の諸制度』２００５年版では、軍旗や国家のような細部についてまで、預言者の言行録に基づいて詳論さ

れているのも、カリフ制再興の時期は近いとの、解放党の現状認識を示しているように思われる。 

 

（注１） アル＝ナブハーニーは以下のように述べている。「イスラーム世界の現存のいかなる国も、カリフにバ

イア（忠誠誓約）を捧げる資格があり、それによってカリフ位は締結される。それゆえイスラーム諸国の一カ国

がカリフにバイアを行えば、彼のカリフ位は締結される。そしてその（カリフ在住）国の国民のバイアによって

カリフ位が締結された後には、彼に服従のバイアを行うことが、全てのムスリムの義務となる。それはその国が、

エジプト、トルコ、インドネシアのような大国であろうと、カタルやカメルーンのような小国であろうとも同じ

である。」 

 

続く、インシャーアッラー。 
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『イスラーム学習
がくしゅう

1』 

著者
ちょしゃ

アブドル
あ ぶ ど る

・アジーズ
あ じ ー ず

 

訳者
やくしゃ

 ハビーバ
は び ー ば

中田
な か た

香織
か お り

 

２１．毎日
まいにち

の礼拝
れいはい

 

 

 ムスリム
む す り む

は一日
いちにち

５回
ご か い

礼拝
れいはい

をします。それは、次
つぎ

の５回
ご か い

です。 

 

１．ファジュル
ふ ぁ じ ゅ る

 日
ひ

の出前
で ま え

の礼拝
れいはい

 

２．ズフル
ず ふ る

   正午
しょうご

過
す

ぎ 

３．アスル
あ す る

   午後
ご ご

の終
お

わり 

４．マグリブ
ま ぐ り ぶ

  日没後
にちぼつご

 

５．イシャー
い し ゃ ー

 夜
よる

 

 

練習
れんしゅう

  

１．正
ただ

しいか間違
ま ち が

っているかを言
い

いなさい 

 

a. ファジュル
ふ ぁ じ ゅ る

とは、日
ひ

の出前
で ま え

の礼拝
れいはい

です。   はい／いいえ 

b. ズフル
ず ふ る

とは、日没前
にちぼつまえ

の遅
おそ

い昼
ひる

の礼拝
れいはい

です   はい／いいえ 

c. アスル
あ す る

とは、午後
ご ご

の礼拝
れいはい

です。       はい／いいえ 

d. マグリブ
ま ぐ り ぶ

とは、日没前
にちぼつまえ

の礼拝
れいはい

です。     はい／いいえ 

e. イシャー
い し ゃ ー

とは、夜
よる

の礼拝
れいはい

です。       はい／いいえ 

 

２．今日
き ょ う

の礼拝
れいはい

の時間
じ か ん

を調
しら

べましょう。 
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☕ 質問コーナー 

 

💐進化論を教えるの？（O.さん）  

お聞きしたいのですが、イスラム教の国でも、アメリカの一部の州のように進化論でなく、神が人間を作った

と教育するのでしょうか？  

 

アーリファより：ムスリム新聞に毎月記事を書いてくださっている塩崎先生に頂いた質問をお聞きしました。 

塩崎先生回答いただきありがとうございました。 

 

💐回答（塩崎先生） 

このご質問への答えは、私が知る限り、マレーシアの政府が定めた学校教育の場合、 

・理科（science）の科目では、進化論について全く教えない。 

・イスラームの授業（基本的にはムスリムだけ受ける）ではクルアーンの通りに、人間はアッラーが造ったと教

えているということだと思います。 

こちらの本に理科教育のことなどは書いてあります。 

“Evolution Education Around the Globe” 

edited by Hasan Deniz, Lisa A. Borgerding 

https://books.google.co.jp/books?id=EXlhDwAAQBAJ&pg=PA383&lpg=PA383&dq=textbook+scienc

e+malaysia+evolution&source=bl&ots=Y5kBMV__wS&sig=ACfU3U18wOlfoofM0fAbuAob3sN0_3w41

w&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiM95rL_ZTnAhVLFogKHWMHDmQQ6AEwCnoECAoQAQ#v=onepage&

q=textbook%20science%20malaysia%20evolution&f=false 

 

💐インドネシアの学校教育（0.さん） 

インドネシアの小学校には、公立とイスラム学校（私立）があると聞いたのですが、どのような違いがあるの

かご存知でしたら、教えていただけますでしょうか。 

 

アーリファより：私はむかし半年ほどマレーシアの私立の幼稚園にこどもを預けていたことがあります。マレー

シアとインドネシアではまたちょっと様子が違うのでしょうが、近所でこどもたちが学校に通う様子を見たりす

ることもあり、日本の学校ともちょっと違った様子でした。公立学校でしたら同年代の子供を集めて、国がさだ

める勉強内容を教えることは、日本と同じでしょうが、登校する様子とか、食事の様子とか、細かいことがちょ

っとづつ違った雰囲気を醸し出すのでしょう。読者の方でインドネシアの学校事情に詳しい方がいらっしゃいま

したら教えてください。情報お待ちしております。その他、日本以外の国でのこどもの教育事情などもぜひぜひ

お知らせください。 

 

 

 

https://books.google.co.jp/books?id=EXlhDwAAQBAJ&pg=PA383&lpg=PA383&dq=textbook+science+malaysia+evolution&source=bl&ots=Y5kBMV__wS&sig=ACfU3U18wOlfoofM0fAbuAob3sN0_3w41w&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiM95rL_ZTnAhVLFogKHWMHDmQQ6AEwCnoECAoQAQ#v=onepage&q=textbook%20science%20malaysia%20evolution&f=false
https://books.google.co.jp/books?id=EXlhDwAAQBAJ&pg=PA383&lpg=PA383&dq=textbook+science+malaysia+evolution&source=bl&ots=Y5kBMV__wS&sig=ACfU3U18wOlfoofM0fAbuAob3sN0_3w41w&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiM95rL_ZTnAhVLFogKHWMHDmQQ6AEwCnoECAoQAQ#v=onepage&q=textbook%20science%20malaysia%20evolution&f=false
https://books.google.co.jp/books?id=EXlhDwAAQBAJ&pg=PA383&lpg=PA383&dq=textbook+science+malaysia+evolution&source=bl&ots=Y5kBMV__wS&sig=ACfU3U18wOlfoofM0fAbuAob3sN0_3w41w&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiM95rL_ZTnAhVLFogKHWMHDmQQ6AEwCnoECAoQAQ#v=onepage&q=textbook%20science%20malaysia%20evolution&f=false
https://books.google.co.jp/books?id=EXlhDwAAQBAJ&pg=PA383&lpg=PA383&dq=textbook+science+malaysia+evolution&source=bl&ots=Y5kBMV__wS&sig=ACfU3U18wOlfoofM0fAbuAob3sN0_3w41w&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiM95rL_ZTnAhVLFogKHWMHDmQQ6AEwCnoECAoQAQ#v=onepage&q=textbook%20science%20malaysia%20evolution&f=false
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編集後記 
 

アッサラームアライクム（みなさんに平安がありますように） 

 先日、私はこどもと「来世」のことで話していました。来世は永遠に続くよと。永遠に住むところが火獄であ

るのは全くもって耐えかねますが、楽園であっても「永遠」に生き続けると思うと、すごく怖―い、いつまでも

続くよどこまでも・・・、やっと大変な現世の生を無事終えることができたのに、また始まる生活。楽園は、き

れいな天女もいるし酔わないお酒もあるし、トイレにも行かなくていいし、きれいな河が流れています。食べ物

だって寝っ転がったじぶんの目の前に飛んできて食べることができます。苦痛はありません。悲しみもありませ

ん。現世では、お腹が空いても食べ物がないこともあるし、寒いし、暑いし、便秘にだって下痢にだってなるし、

欲しいものが手に入らないことだってあるし、いろいろできないこともたくさんあります。楽園はそんなことは

ありません。でも、望むものがなんでも手に入って、望むことが何でもできる、そんなじぶんが現世に住むじぶ

んと一緒なんて不思議です。現世で生きているわたしは色々なことができなくて、悲しいことや恐ろしいことが

たくさんあります。なぞの「永遠」の生です。「永遠の生」を現世で生きたひとのお話が過去の「ムスリム新聞」

に載っていたので下に載せました。彼はこの現世を生きている間に、どんな世界を見て生きていたのでしょうか。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

ムスリム新聞第 ２８号 １９９４年１１月 

カリフの物語 

クッラム・ムラード 

M・サリーム・カヤニー作 

 

《第６話 貧しい統治者》 

 

ウマルがカリフだった時代、彼は解決がひどく困難と思われたある問題を抱えていました。よくよく考えた末、

彼は友であり仲間であるサイード・ビン・アーミルを側に呼び寄せました。「サイードよ」とウマルは言いまし

た。「まったくどうしていいのかわからないのだよ。ホムスの民が彼らの代官について不満を訴えてもう５度も

私の元にやって来たのだ。私は適当と思われる者を任命し、彼らの調停を試みたのだが、どうもことごとくあれ

やこれやで期待はずれとなってしまうようだ。もはやその地位に信任できるような者はだれもいなくなってしま

った。ただし・・・」とウマルは言い足しました。「まさに今、ちょうど私に面と向かっている者を除いてはな。

そこでだ・・・」とウマルはほほ笑んで言葉をつづけました。「おまえをホムスの代官に任ずる。」 

 サイードはすっかり面食らいました。彼はホムスの人々を治めるのが難しいことを知っていました。サイード

はホムスの民はもちろんのこと、自分には人を治めるような資格はまったくないと感じていました。彼は辛そう
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に首を振り言いました。「アッラーに誓って、私をそのような試練に会わせないでください、ウマル。そのよう

な地位を受けいれることは断じてできません。」 

 「なんということだ」とウマルは突然かんしゃくを起こして叫びました。「おまえは私にカリフの責務を負わ

せるのに加担しておきながら、私がその責務を執行するのを助けてはくれないのか。サイードよ、それは我慢の

ならないことだ。望もうが望むまいがおまえにはこの任を受けてもらわねばならぬ。これは私からの命令である。」 

 サイードはウマルに従うより仕方ありませんでした。彼はメディーナ（注：マディーナ）での仕事を片付ける

と、嫌々ウマルに別れを告げにやって来ました。 

 「さて、兄弟よ」とウマルは心を和らげて言いました。「そんなに憂鬱そうな顔をするな。アッラーのお助け

によりきっと任務をりっぱに果たすことができるだろうと私は信じている。最後にもうひとつ、おまえの給与に

ついて取り決めようではないか。」 

 サイードは驚いた様子でした。「どうして給料など必要としましょうか。国庫からいただいているもので十分

すぎます。」 

 ウマルは笑って、「サイードよ、アッラーがおまえと共におられますように。」と言うと、満足を表すために

彼に接吻し、道まで見送りました。 

 サイードがホムスに出向いてからしばらくの間ウマルはこの地域についてなにも耳にしませんでした。ウマル

はほっとしました。「今度こそうまくいっているに違いない。」と彼は独り言を言いました。「サイードを任命

したことは正しかったのだ。」 

 一年のうち何度となくお定まりのごとく、ある日、ホムスの民から代表団がウマルの家をたずねて来ました。

ウマルは彼らの地域の情報を問うと、ウマルの満足いくような答えが返ってきました。最後にウマルは、公庫か

ら資金を受け取ることのできる貧乏人、貧困者のリストを見せるように頼みました。リストがウマルに与えられ

ると、彼はそれに目を通し、まゆをしかめました。 

 「このサイード・ビン・アーミルとはだれのことか。同姓同名の者が 2 人もいるなどということがありえよう

か。」と彼は尋ねました。 

 「おっしゃるとおりです。」と使節が言いました。「それは我らの代官であるサイード・ビン・アーミルのこ

とです。」 

 「なんとしたことか。おまえたちは彼が貧者であるかのように彼の名をここに書き連ねるというのか。」 

 「しかし、敬愛なる兄弟よ、彼は貧者なのです。」と別のものが両腕を広げて答えました。「彼こそ我らのう

ちで最も貧しい者です。請け合ってもいいです、彼の家のコンロから料理の匂いがしないで何日もが過ぎるので

す。」 

 ウマルはうなだれ、再び頭を上げたとしにとき、訪問者は彼のあごひげが涙で濡れていることに気づきました。

「これについては考慮しましょう。」とウマルは静かに言うと、代表団を引き下がらせました。 

 翌日、代表団が故郷に向かうとき、ホムスの統治者サイード・ビン・アーミルに渡すようにとカリフ・ウマル

から受け取った１０００ソヴリンを運んでいました。ホムスに到着するや、代表団は羊革の財布に入った贈り物
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をサイードに誇らしげに差し出しました。サイードは彼らに厚く感謝しましたが、彼らが去った後で中に何が入

っているのかを知ると顔を青ざめ、まるで呪いであるかのように財布を取り落としました。「我らはアッラーか

ら来て、アッラーの御許に帰るものなり。」 

 それを耳にした彼の妻は驚き、「一体なにが起こったのです。」と叫びました。「誰が死んだのです。信者の

長がお亡くなりになったのですか。」 

 「それよりも悪いことだ。」とサイードは答えました。 

 「それよりも悪いことですって。愛しい夫（ひと）、一体それよりも悪いことなどありましょうか。」 

 「私を永遠の生から引き離すものが来たとしたら、おまえはなんと言うだろうか。もし腐敗が我らの家に入り

込んだとしたら、なんと言うか。」 

 「なんですって。それを取り除かなければ。」と妻は叫びました。「それから逃れなければ。」 

 「では、おまえは私がそうする手助けをしてくれるか。」とサイードは妻に尋ねました。  

 「夫よ、喜んで。」と彼女は答えました。 

 そういうわけで、ウマルがサイードに与えた１０００ソヴランはその日のうちにホムス地方の貧しい人々の間

に分配されました。 

・・・ 

ワッサラームアライクム ワラフマトゥッラーヒ ワバラカートゥフ（あなたがたに平安と、アッラーの慈悲

と、かれの恵みがありますように） アーリファ松山 


