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アッサラームアライクム 

 ムスリム新聞読者のみなさん 

  イード・ムバーラク！おめでとうございます。アル＝ハムドッリッラー（アッラーに称えあれ）、ラマ

ダーンの１か月が過ぎ、今年もイードを迎えました。毎年、ラマダーンが過ぎると、無事、１か月の断食が

終わって、ほっとして、その反面、ラマダーンが去ったさみしさが残ります。梅雨の季節でじめじめ屋内で

すごす昼の時間にしみじみお茶を飲みながらどうぞ新聞を広げてください。 
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クルアーン解説 

第３９章［集団］３６－４０節（１５） 

アーリファ松山 

 

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９１１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。 

アッラーはかれのしもべに万全な御方ではないか。だが、彼らはかれ以外の者たちでおまえを脅す。そしてア

ッラーが迷わせ給う者、彼には導き手などいない。（３９：３６） 

★ジャラーライン 

 『かれのしもべ』つまり、預言者ムハンマド（アッラーの祝福と平安あれ）です。 

 『アッラーはかれのしもべに万全な御方ではないか』「いや、その通りである」  

『だが、彼らはかれ以外の者たちでおまえを脅す』これは、預言者ムハンマド（アッラーの祝福と平安あれ）

への語りかけです。 

 『かれ以外の者たち』つまり、偶像のことです。 

 『おまえを脅す』それらが彼を殺す、または、それらが頭を狂わす、と『脅す』。 

慈悲あまねき慈悲深きアッラーの御名において 

アッラーはかれのしもべに万全な御方ではないか。だが、彼らはかれ以外の者たちでおまえを脅す。そして

アッラーが迷わせ給う者、彼には導き手などいない。（３９：３６） 

 また、アッラーが導き給う者、彼には迷わせる者などいない。アッラーは威力比類なき報復の主であらせら

れるのではないか。（３９：３７） 

 またもしもおまえが彼らに、「諸天と地を創ったのは誰か」と問えば、必ずや彼らは、「アッラーである」と

言うであろう。言え、「では、おえまえたちがアッラーを差し置いて祈るもの、もしアッラーが私に災厄を望み

給うたなら、それがかれの災厄を取り除くものであると思うのか。あるいは、かれが私に慈悲を望み給うたな

ら、それらがかれの御慈悲を引き止めるものであるのか」。言え、「私にはアッラーで十分」。かれにこそ一任す

る者たちは一任するのである。（３９：３８） 

 言え、「わが民よ、おまえたちの場所でなせ。まことに私も行為者である。そして、いずれおまえたちは知る

であろう」。（３９：３９） 

 誰の許にその者を辱める懲罰が訪れ、永遠の懲罰が下るのかを。（３９：４０） 
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★イブン・カスィール 

 『アッラーはかれのしもべに万全な御方ではないか』と、かれ（至高なる御方）は仰せになりました。 

『’abda-hu（かれのしもべに）』を「’ubbāda-hu（かれのしもべに）」と、読誦する人もいます。 

この一節の意味は、「かれ（至高なる御方かな）は、かれに仕え、一任する者にとって万全であらせられる」と

いうことです。 

『彼らはかれ以外の者たちでおまえを脅す』の『彼ら』とは多神教徒のことです。この一節の意味は、「彼ら

は、彼らの無知と錯誤のために、アッラー以外のもので彼らが祈りを捧げる彼らの偶像や彼らの神々によって、

使徒（アッラーの祝福と平安あれ）を、脅迫する」ということです。 

 

★クシャイリー 

 『アッラーはかれのしもべに万全な御方ではないか』の文章は疑問形ですが、その意図するものは、断定です。

つまり、「アッラーこそ、かれがよく知り給うがゆえに、現世で、しもべの信仰を正しめ、しもべから多神崇拝を

防ぎ給うことによって、また、かれがよく許し給うがゆえに、来世で、しもべの懲罰と、現世と来世の間にある

ことを、遅延し給うことによって、かれのしもべに万全な御方であらせられる」、ということです。アッラーの万

全さは、完璧であり、かれのくまなく漏れない様は、広く遍きます。 

 

 また、アッラーが導き給う者、彼には迷わせる者などいない。アッラーは威力比類なき報復の主であらせられ

るのではないか。（３９：３７） 

★ジャラーライン 

 『威力比類なき』彼の物事を圧倒して。 

 『報復』かれの敵たちに対する。 

 『アッラーは・・・ではないか』「いや、その通りである」 

 

★イブン・カスィール 

 『威力比類なき』難攻不落の。 

アッラーの力に信頼をよせ、かれの扉に避難所を求める者は、決して、害されることはありません。なぜなら、

アッラーを信じず、かれに多神を配し、かれの使徒（アッラーの祝福と平安あれ）を拒否する者にとって、かれ

ほど力強く、厳しい報復をなすものはないからです。 

 

 またもしもおまえが彼らに、「諸天と地を創ったのは誰か」と問えば、必ずや彼らは、「アッラーである」と言

うであろう。言え、「では、おえまえたちがアッラーを差し置いて祈るもの、もしアッラーが私に災厄を望み給う

たなら、それがかれの災厄を取り除くものであると思うのか。あるいは、かれが私に慈悲を望み給うたなら、そ

れらがかれの御慈悲を引き止めるものであるのか」。言え、「私にはアッラーで十分」。かれにこそ一任する者た

ちは一任するのである。（３９：３８） 
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★ジャラーライン 

 『wa-la-‘in（またもし～えば）』の『la』は、宣誓導入詞です。 

 『（アッラーを差し置いて）祈るもの』仕えるもの。 

 『アッラーを差し置いて祈るもの』偶像。 

 『もしアッラーが私に災厄を望み給うたなら、それらかれの災厄を取り除くものであると思うのか』「いや、そ

れらは取り除くことはできない」 

 『かれが私に慈悲を望み給うたなら、それらがかれのご慈悲を引き止めるものであろうのか』「いや、それらは

引きとどめることはできない」 

 『kāshifātu ḍurri-hi（それらがかれの災厄を取り除くもの）』と『mumsikātu raḥmati-hi（それらがかれのご

慈悲を引き止めるもの）』の、『ḍurr●-h●』と『raḥmat●-h●』とを、属格で読む読誦法があります。（ハフス

＆アースィム版は属格で読ます。また、アル＝ジャラーラインの採用する読誦法は、その２つを体格で読みます。） 

 『かれにこそ一任する者たちは一任するのである』つまり、「かれに頼る者たちは頼るのである」。 

 

★イブン・カスィール 

 『またもしもおまえが彼らに、「諸天と地を創ったのは誰か」と問えば、必ずや彼らは、「アッラーである」と

言うであろう。』の『彼ら』は、多神教徒です。彼らは、アッラー（誉れ高き威厳ある御方かな）こそが、あらゆ

ることを創造し給うた御方であると、承認していました。それにもかかわらず、彼らは、かれと共に、彼らに害

も益も与えることができないものである、かれ以外のものに、仕えていました。 

 そのために、かれ（称賛されし至高なる御方かな）は『言え、「では、おえまえたちがアッラーを差し置いて祈

るもの、もしアッラーが私に災厄を望み給うたなら、それがかれの災厄を取り除くものであると思うのか。ある

いは、かれが私に慈悲を望み給うたなら、それらがかれの御慈悲を引き止めるものであるのか」』と仰せになりま

した。つまり、「それは、何事もなしえない」ということです。 

 イブン・アビー・ハーティムは、イブン・アッバース（アッラーのご満悦あれ）から、預言者ムハンマド（ア

ッラーの祝福と平安あれ）に遡る伝承を伝えています。「アッラーを保ちなさい。そうすれば、かれはあなたを保

ち給うでしょう。アッラーを保ちなさい。そうすれば、あなたは、あなたの顔の前に、かれを見つけるでしょう。

容易きものの中で、アッラーと会いなさい。そうすれば、かれは、困難なものの中で、あなたを見つけ給うでし

ょう。あなたが頼む時には、アッラーに頼みなさい。あなたが求める時には、アッラーに求めなさい。そして、

共同体が、一緒になって、あなたに何か害を与えようとしても、アッラーがそれをあなたに害があるように書き

留め給うておられなければ、彼らは、あなたに害を与えることはできず、もし、彼らが、一緒になって、あなた

に何か益を与えようとしても、アッラーがそれをあなたに良いことがあるように書き留め給うておられなければ、

彼らは、あなたに益を与えることはできない、ということを知りなさい。もうすでに、帳簿は乾き、筆は上げら

れた。それゆえ、確信のもと、感謝を持って、アッラーのために、行為をなしなさい。また、あなたが嫌うこと

への忍耐には、多くの良いものがあり、そして、成功は、忍耐と共にあり、喜びは、悲嘆と共にあり、苦難と共

に多くの安楽はあることを知りなさい。」 

 『言え、「私にはアッラーで十分」』つまり、「アッラーこそ、私にとって万全なる御方であらせられる」、とい
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うことです。（クルアーンの別の一節には次のようにあります。）『そしてかれに私は一任した。それゆえ、かれに

こそ、一任する者たちには一任させよ。』（第１２章［ユースフ］６７節） 

そして、この一節は、預言者フード（アッラーの祝福と平安あれ）が、人々に、『われらはただ、われらの神々

のある者がおまえを悪で掴んだのだ、と言うほかない』（第１１章［フード］５４節）と言われ、『まことに、私

はアッラーに証言を求める。私がおまえたちが同位に配するものと無関係であることをおまえたちは証言せよ。

（１１：５４）かれをさしおいて。こぞって私に策謀せよ。そして、私に猶予を与えることはない。（１１：５５）

私は、わが主であり、おまえたちの主でもあるアッラーに一任した。動物でかれがその前髪を掴み給わないもの

はない。まことにわが主は真っすぐな道の上にあらせられる。（１１：５６）』（第１１章［フード］５４－５６節）

と答えられた言葉と、同じ意味です。 

 

★クシャイリー 

 アッラーは、人々に対して、かれの属性の高貴さと、かれにあるべき、かれの威厳の相応しさを明言し給いま

した。そして、彼らは、それを承認しました。また、かれは、人々に、かれを差し置いて彼らが祈る偶像の性質

を思い出すことを、求め給いました。人々は、ただ固くとどまっている様子と、生も知も力も、そして創造力も

ないことしか、その性質について思い出せませんでした。それゆえ、かれは、「どうして、おまえたちは、このよ

うなものを、アッラーと同等に並べるのか、アッラーの性質に、そのような譬えを挙げることは、恥ずかしくな

いのか」と仰せになりました。 

『言え、「私にはアッラーで十分」。かれにこそ一任する者たちは一任するのである。』つまり、「ムハンマドよ、

言え。『私にはアッラーで十分。かれにこそ一任する者たちは一任するのである。威厳さにおいて単独で、かれが

望み給うことに対して力があり、かれが望み給うたことを私に与えてくださるアッラーで、私には万全である。』

と」。 

 

 言え、「わが民よ、おまえたちの場所でなせ。まことに私も行為者である。そして、いずれおまえたちは知るで

あろう」。（３９：３９） 

★ジャラーライン 

 『おまえたちの場所』お前たちの環境で。 

 『まことに私も行為者である』私の環境に対する（行為者である）。 

 

★イブン・カスィール 

 『言え、「わが民よ、おまえたちの場所でなせ」』つまり、おまえたちのやり方で。これは、脅迫です。 

 『まことに私も行為者である』つまり、私のやり方と方法で。 

 『そして、いずれおまえたちは知るであろう』つまり、「いずれ、おまえたちは、その結末と状況を知るであろ

う」ということです。 

 

★クシャイリー 
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 「いずれ、われの利益と、おまえたちの損失が、明らかとなるであろう。また、いずれ、われらの増加とお前

たちの減少が現れるであろう。いずれ、われらはおまえたちに要求するがおまえたちは答えを持ち合わせず、わ

れらはおまえたちを罰し、おまえたちに仲裁者はいない。そして、われらはおまえたちを滅ぼし、おまえたちは

泣け叫ぶことさえできない」ということです。 

 

誰の許にその者を辱める懲罰が訪れ、永遠の懲罰が下るのかを。（３９：４０） 

★ジャラーライン 

 『誰の許に・・・下るのかを』すでに、バドルの戦いにおいて、アッラー（称賛されし至高なる御方かな）は、

彼らに報復し給いました。  

『誰（man）』関係代名詞。前節の『知るであろう』の目的語。 

『永遠の』永続の。 

 『永続の懲罰』それは、火獄の懲罰。 

『yaḥill（下る）』は「yanzul（降りかかる）」の意味。 

  

★イブン・カスィール 

 『誰の許にその者を辱める懲罰が訪れ』つまり、（この懲罰は）現世にあります。 

 『永遠の懲罰が下るのかを』つまり、さけることのできない、絶え間なく続く（懲罰）。それは、復活の日のこ

とです。われらは、アッラーに、それからの加護を、求めます。  

 

👀見てみようアラビア語 

見てみようアラビア語 

クルアーン第３９章３８節から 

ُ.ۡٱبَِىَۡحسۡ ۡقُلۡ  َّلله  
（意訳）言え、「私にはアッラーで十分」。 

 

 

 قُلۡ 
（動詞・命令形）  

言え 

 

 

بِىََۡحسۡ   

ىَۡ    بَحسۡ   
（人称代名詞） （名詞） 
私の       十分さ 

 

 

ُۡٱ َّلله  
アッラーは 

 

 

☕  
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アリー・ジェフリー先生「シャマーイル」の講義より 

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１７回 

訳著：アーミナ      

 

聖クルアーン 日亜対訳注解：https://bit.ly/3dDxZt8 

 

◆ 預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の美しい徳性： 

 

５．アッラーを愛していらしたこと 

 

私たちが、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)に従う際の基本的なルールのひとつに、アッラーに

近づくことを求め、アッラーのご満足だけを求めて、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)に従う、と

いうことがあります。アッラーのご満足だけを求めるには、アッラーを愛することが必須です。 

 

真にアッラーを愛していた預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)は、アッラーのご満足だけを求めず

にはいられませんでした。アッラー以外の他のことは何も彼を忙しくさせませんでした。預言者様(彼の上にア

ッラーの祝福と平安あれ)にとっては、自分に同意する人も反対する人も、自分を褒める人もけなす人もみな同

じで、どんな人に対しても同じように振舞われました。決してそういう人達の満足を意図して、同じように振舞

ったというわけではありません。預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)は、人から受けるどんな褒め言

葉や、どんな非難の言葉や侮辱にも決して影響されることはありませんでした。ただ、アッラーを愛し、アッラ

ーに従うためだけに公正な振る舞いをされていました。アッラーへの従順は、アッラーへの愛情の光から出るも

のです。 

 

また、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)のようにアッラーを愛する人は、リヤー（見せ掛け。人

に良く思われるために行なうこと）、自己満足、嫉妬、高慢さ、といった心の病を持つことがありません。アッ

ラーへの愛が、それらをすべて焼き尽くしてしまうからです。愛するお方が、これらの病をお嫌いなことを知っ

ていながら、その御方がご覧になる心にこれらを持つことができるでしょうか？愛するお方がお嫌いな性質を持

つことは預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)にはできませんでした。これらの病から安全であられた

預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)を愛して止まなかったサハーバ（教友たち）、タービイーン（教

友たちの教友たち）（彼らにアッラーのご満悦あれ）も、同じように真のアッラーへの愛を持っていました。 

 

 彼らのように預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)を愛することで、この性質を手に入れることがで

きます。預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の行いはすべて、愛するアッラーのご満足を求めること

から湧き出ていました。アッラーのご満足しか求めないことによる、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安

あれ)の忍耐、寛大さ、慈悲深さ、謙虚さ、どれも預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)を愛する人が模
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範とすべきものです。愛する預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)が、どんなにひどいことを言われよ

うと、決して自分のためにお怒りになることはなかったことを思い出せば、自分にひどいことを言う人に、どう

やって怒ることができるでしょうか？ 

 

 アリー・イブヌ・ル=フサイン様(預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)のひ孫。彼の父と彼にアッラ

ーのご満悦あれ)が、モスクから出て来るとき、大勢の人々の前で、ある男が彼のことを大声で怒鳴りつけ、ひど

い言葉で罵倒し、中傷しました。彼は、それをすべて静かに聞いた後で、こうおっしゃいました。 

「あなたが今おっしゃったことは、全部私の中にあります。そして私には、あなたが言われなかった、もっと

ひどい欠点があります。私に、何かあなたに差し上げることができる物はありませんか？あなたのこのご忠告の

お礼に。」 

 

 すると男は泣き出して言いました。「許してください。本当に私は、あなたが預言者さまの子孫だと証言しま

す。ある人たちに、あなたを怒らせることができたら、1,000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、あんなことをしなくとも 1,000ディナールを差し上げたのに。」

そう言うと、彼に 1,000ディナールを与えました。 

これが預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)を愛し、アッラーを愛した方達の成果です。 

 

預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)は、フスヌッザンヌ（人に対する善い見方）について教えてく

ださいました。私達が、目の前にいる人の善い所だけを見て、どんな人であっても、その人について善い事だけ

を考えることで、実際に、目の前のその人の中にある、善い所を呼び覚ます事ができる、と教えてくださいまし

た。これは、私たちが人と付き合うときの基本的な品行です。預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)は

おっしゃいました。 

 

≪喜捨が、財産を減らすことはありません。また、人をよく赦す者は、アッラーが（人々の）彼への尊敬を高

めて下さいます。またアッラーにへり下る者に対して、アッラーは彼の地位を上げずにはおきません。≫ ムス

リム伝承 

 

もし私達が、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)のように人を許し、人の善い所だけを見て接する

事ができたら、それによって、人との間の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。これ

ができるかどうかは、アリー・イブヌ・ル=フサイン様(彼の父と彼にアッラーのご満悦あれ）がそうであられた

ように、その人の預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)との関係に拠るところがとても大きいのです。 

 

私達が預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)に従って、アッラーを愛し、アッラーのご満足だけを求

めることができますように。 

 

 

☕ 🍪 
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Islamic  Study Onlie 
「イスラーム勉強会」ムスリム女性限定   

【一緒に学んでみませんか？】 会  費 ： 無 料 

LINE グループに登録されると、以下のプログラムを無料でご利用いただけます。 

注：先生が女性のため、申し訳ありませんが登録は「ムスリマ（イスラーム教徒）女性限定」となります。 

１．クルアーン読誦会  

海外でクルアーンのタジュウィード（クルアーン読誦法）を習得しお免状を持っている専任の先生（日本人ムスリマ）から直接クルア

ーンの読み方の指導を受けられます。 

アラビア文字が読めない方も、文字読みの練習から始められるので安心です。 

 

２．イスラーム講義毎週提供 

毎週数回行われる講義を生中継で受講できます。 

現在配信中の講義は、「40のハディース」「ムスリムの子ども教育」。 

お好きなものをご自由にご聴講ください。 

 

３．講義録音＆レジュメアーカイブアクセス 

講義の復習用、また様々な事情から、生中継の講義に参加できない方に向けたものです。すべての講義を何度でも閲覧可能です。講義

のレジュメなどの配布資料もダウンロードできます。 

ご登録は件名を「イスラーム勉強会参加希望」にて、 

下記まで申し込みメールをお送りください： 

welove.allah＠hotmail.com 

 

みなさまのご参加をお待ちしています 

新兄弟姉妹サポートプロジェクト SKIP  

  

           



10 

 

 

東南アジアのシャーフィイー派 第 ４５回

―フィリピンのシャーフィイー派③― 
アフマド塩崎 

 

前回は、フィリピンの 18世紀のウラマーについて書きました。傑出したウラマーはマッカに移り住んで長年

学び、マレー語も使って学んだり本を書いたりする、というのは、フィリピンでもインドネシアやマレーシア

と変わりがありませんでした。フィリピンの学生がマッカで師事する学者も、インドネシアやマレーシアから

来た学生と同じで、同じ内容のシャーフィイー派の知識が共有されていました。 

フィリピンのムスリムが、16世紀まではほとんど全土を統治していたものの、スペインに植民地化されるこ

とで、領土を失っていたことは、前に書きました。スペインの政策により、キリスト教に改宗する現地人も増

えていきました。 

現在のフィリピンは、人口が 1億人ほどの国ですが、その内、ムスリムの人口は 500万人～1000万人くら

いであろうと考えられています。日本に限らず、ムスリムがマイノリティの立場にある国では、ムスリムの人

口がよくわからないということは多いです。とにかく、人口の 5％はいます。 

スペインの植民地化によって、まず北部のマニラ近辺の領土を奪われたムスリムは、抵抗を続けながら、だ

んだん南部の方へ追いやられていきました。20世紀になると、フィリピンの支配者はアメリカ合衆国になりま

したが、状況は変わりませんでした。 

現在では、フィリピンのムスリムの内、400万人は、南部のミンダナオ島などにある「ムスリム・ミンダナ

オ・バンサモロ自治地域」に住んでいます。1946年にフィリピンがアメリカから独立した後も、ムスリムは

南部で、自分たちの土地を取り返そうと抵抗を続けてきました。モロ・イスラーム解放戦線（MILF）などの抵

抗組織があります。 

「モロ」というのは、もともと、スペイン人たちが北アフリカのムスリムを「ムーア人」と呼んでいたので

すが、フィリピンにやって来て、フィリピンにいたムスリムも同じようなものだろうと考えてそう呼ぶように

なりました。つまり、スペイン人が勝手につくった呼び方です。「バンサモロ」ともいいますが、「バンサ」

というのは、マレー語やインドネシア語でも同じ意味ですが、民族や国民という意味です。 

スペイン人による勝手な呼び方、蔑称ともいっていい言葉でしたが、フィリピン南部のムスリムたちは、自

分たちのことを「モロ民族」と呼ぶようになりました。自分たちのことをひとまとまりの民族として呼ぶ名前

が必要だと考えられたからです。モロ民族といっても、中にはマギンダナオ人、マラナオ人、タウスグ人、

等々、いろいろな人々がいて、話している言葉も、近いものですが、バラバラです。しかし、小さなグループ

でバラバラなままでは、フィリピンの中央政府とその軍に対抗できないので、一つの民族にまとまろうとして

今日までやってきました。 

日本でもし、多くのムスリムの家族がこの先、何世代もムスリムの家族として続いていくのであれば、自分

たちは誰なのか、ということがどうしても問題になるでしょう。日本社会に同化されて、ムスリムでも何でも
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ない普通の日本人、と自分たちで考えるようになる可能性もあります。今、日本に生きるムスリムを数多く知

っている人であれば、そういう予想は十分できるでしょう。 

フィリピンのムスリムは、マイノリティとして、南部の片隅に追いつめられましたが、自分たちをモロ民族

ということで一まとまりになろうとして、400万人が住む自治地域を手に入れました。私も、フィリピンのム

スリムにはわりと知り合いが多いですが、「本音では独立したい」という人もいますが、外から見ているとむ

ずかしそうに見えます。マレーシアとかの他の国のムスリムが、「君たちは 500万人くらいでは独立できない

し、独立したとしても国としてやっていくことは無理だろうから、もっとフィリピン社会に参加して、教育に

力を入れて、フィリピン社会でムスリムの地位を高めた方がいいだろうと」と助言しているのに居合わせたこ

ともあります。フィリピン人のムスリムたちは、気持ちの上では受け入れられないようでした。 

日本のムスリムの場合は、独立とか自治地域といったことは、問題にならないでしょう。ただ、自分たちは

誰なのか、ということは問題になるでしょう。日本に住むムスリムは、今は外国人が大多数ですが、世界間の

継承ができれば、やがて日本に住むムスリムの過半数が日本国籍を持つようになるでしょう。その時、自分た

ちはムスリムだけど普通の日本人、他の日本人と何も変わらない、と言うべきでしょうか。それとも、在日コ

リアンのように、日本社会の一員ではあるけど、マジョリティとは別のコミュニティを形成している、という

ふうになるべきでしょうか。また、インドネシア系とかパキスタン系とかトルコ系とかにこだわるべきではな

く、ジャパニーズ・ムスリムはジャパニーズ・ムスリムであるべきではないか、といったことも問題になるで

しょう。 

フィリピンのムスリムは、マイノリティとなって 400年間抵抗を続け、南部の片隅に自治地域を得て、ムス

リムとして生きることを続けています。マイノリティの立場に置かれたムスリムは、東南アジアのいくつかの

国や、世界の他の多くの国にいますが、似たような選択を迫られて、それぞれの対応をとってきました。 

次回は、20世紀になってからのフィリピンのムスリム社会についてもう少し見ていきたいと思います。マイ

ノリティの立場にあるフィリピンのムスリムが、どのように組織化して、シャーフィイー派の法学の教育や実

践を続けてきたのかといったことを中心に見ていきたいと思います。 

 

☕🍪🍭 
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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 

イスラームの使命（１2） 

カリフ制の再興／大地の解放を目指して 

ハサン中田 

 

１２．ナショナリズム＝新部族主義 

 

 ナショナリズムは、１８世紀後半に西欧で生まれた新たな部族主義である。預言者ムハンマドは言われた。

「部族主義を呼びかけるか、支援する迷妄の旗の下に殺された者は、ジャーヒリーヤの死を遂げたのである。」

（ムスリム） 

 「部族主義を呼びかけた者は我々の仲間ではない。また部族主義のために戦った者も我々の仲間ではない。

また部族主義のために死んだ者も我々の仲間ではない。」（アブー・ダーウード） 

 「部族主義とは何か」と尋ねられた預言者は「不正においてお前の民族を支援することである」と答えられ

た。（アブー・ダーウード）（注１） 

 部族主義は、イスラーム以前のジャーヒリーヤ（無明）時代のアラブの生活規範であり、部族主義の克服こ

そ、全人類に対する福音としてのイスラームの宣教の大きな課題だった。そして現在また、ナショナリズムと

いうことの「新部族主義」が、カリフ政権、「イスラームの家」の再興を弾圧する反イスラーム的ムスリム諸国

の政権のイデオロギーであるだけでなく、イスラーム主義運動を自認する反体制・抵抗運動の殆どを汚染して

いることである。 

 イスラーム世界でのイスラーム主義反体制運動では、この新部族主義は、一国のみで完結したイスラーム法

の施行が可能になるとの幻想に基づき自国のイスラーム国家化を目標に掲げる。異教徒の侵略と戦う抵抗運動

の新部族主義は、自国の異教徒からの解放、ムスリムの主権の奪還を目指すことが通例である。 

 既に述べた通り、イスラーム世界の統一、カリフの唯一性は、イスラームの法治空間「イスラームの家」の

本質であり、一国のみのイスラーム法の施行は幻想に過ぎない。イスラームの名を冠した国家樹立のために数

十万人の犠牲者を出したにもかかわらず、さらに３００万人の犠牲を重ねたバングラデシュ（旧東パキスタ

ン）の独立と印パ戦争の敗北という悲惨な結果に終わったパキスタン・イスラーム共和国の独立の先例が、イ

スラームの広宣の理念の理解を欠く新部族主義の自称「イスラーム運動」すべての末路を示している。 

 可能な範囲でのイスラーム法の施行の実現にむけて努力すること自体は間違っていない。しかしカリフとイ

スラームの家の統合のイスラームの政治理念のビジョンを欠く運動は、政治運動であってはならず、あくまで

も社会の内部でのウラマーゥが先導する権力を伴わない信仰覚醒の運動として行われなければならない。 

 既述の通り、「法定刑（ḥudūd）」の執行の有無はイスラームの自治の有無、ひいてはムスリムがその地に住む

ことの合法性の基準となる。それゆえ今日の多くのイスラーム運動は、法定刑の施行をイスラーム国家実現の
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目標に掲げている。しかしそのような「一国イスラーム主義」とでも呼ぶべきものは新部族主義に立脚する

「領域国民国家」が本質的に反イスラーム的である以上、幻想に過ぎない。 

 西欧の「領域国民国家」イデオロギーにおける立法は「国民」の主権であり、それゆえその法律はあくまで

も「国家」の「意思」の表現でしかなく、たまたまその国の刑法の条文の文言が、イスラーム法の「法定刑」

の規定と一致しても、それは決してイスラームの「法定刑」そのものではない。なぜならイスラーム法とはア

ッラーの命令の体系であり、なによりもアッラーのみへの服従の意図がその施行の本質なのであり、国民の主

権の発現として公布された法律を施行しても、それはアッラーへの服従にはならないからである。 

 それゆえ、「領域国民国家」の枠組み内でたとえ「法定刑」が法制化されたとしても、それは、国民主権や民

主主義などの西欧のイデオロギーの権化である議会の定めた「諸々の法律」の一つでしかなく、たとえそれが

執行されたとしても、それは他の法律が執行されたのと同じく、西欧のイデオロギーの支配の正当性を裏書し

ているのに過ぎなのである。それゆえそれはアッラーの主権に立脚するカリフ政権の施行する「真のイスラー

ムの法定刑」ではない。それゆえたとえ「法定刑」と合致する法が執行されようとも、その施行者もアッラー

の命令を果たしたことにはならないし、処罰された者も償いにはならない。「法定刑」の法制化を目指す運動は

そのことを十分に自覚する必要がある。 

 ただし、「領域国民国家」の「法定刑」が真のイスラームの法定刑でない以上、「法定刑」の法制化への反対

を必ずしもイスラームへの敵対と断ずる必要はなく、性急に背教の烙印を押すことも慎まなければならないの

もまた事実である。 

 とはいえ、ある「領域国民国家」が「法定刑」の立法による法制化を達成したなら、それはその「国民」の

多くの「法定刑」への支持を表していると考えられるため、「法定刑」の法制化は「イスラーム国家」の実現を

意味しなくとも、「社会のイスラーム化」の指標と看做すことはできる。「法定刑」の法制化が社会のイスラー

ム化の成熟度が達していない、との議論は可能であるため、「法定刑」の即時実施への反対が必ずしもイスラー

ムそのものへの敵対とは断じることができないのである。イスラームへの敵対は、カリフ政権、「イスラームの

家」の再興、つまりイスラームの政治システムそれ自体への反対、妨害なのである。 

 カリフ政権、「イスラームの家」の樹立の義務の「総論」を拒絶、否定することはイスラームへの敵対、場合

によっては背教とみなされるが、カリフ政権、「イスラームの家」の再興以前におけるイスラーム法の施行のプ

ロセスや具体的なタイミングについての「各論」の反対は許容できる範囲内の議論の対象となる。 

 

 

  

 

☕🍪🍭🍓
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イスラーム学習２ 
著者アブドル・アジーズ 

訳者：Ｍ 

監訳：ハビーバ中田香織 

２１．イスラームの柱：サウム（断食）  

 

 断食をすることは、もっとも重要なイスラームの柱のひとつです。 

 サウムはアラビア語です。サウムとは、「何かを遠ざける」ことを意味します。 

 ムスリムは、ラマダーン月の一カ月間、断食をします。 

 すべてのムスリムは、ラマダーン月に断食をしなくてはなりません。 

 断食をする者は、昼間の間、食べたり飲んだりするのをやめます。 

  

 ラマダーン月は、毎年同じ時節になるわけではありません。 

 どの季節にも巡って来ます。 

 ラマダーン月は、２９日間か３０日間です。 

  

 聖なるラマダーン月と、聖なるクルアーンとは、深い関係があります。なぜなら、預言者ムハンマド（彼

にアッラーの平安と祝福あれ）が、天使ジブリールを通して、初めてアッラーのお言葉を聞き始めたのが、

ラマダーン月だったからです。 

 ラマダーン月は、アッラーの御恵みに、満ちあふれています。 

 ラマダーン月は、祝福された月なのです。 

 

練習 

次の質問に答えましょう 

 

１．ムスリムが、断食をするのは、何という月ですか？ 

２．断食をすることを、アラビア語で、何といいますか？ 

３．アラビア語のサウムとは、どのような意味ですか？ 

４．ラマダーン月は、毎年同じ時になりますか？ 

５．クルアーンとラマダーン月との間には、どのような関係がありますか？ 

 

 

☕🍪🍭🍓🍫 
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お便り 🐐 

🍂イードおめでとうございます！（Tさん） 

イードモバラク❗ 

イードの礼拝は家の向かい側のコリアンチャーチのパーキング場で男性のみの参加でした。30 日間休まず今

年も終了！ 

おかげで血圧が低下、ワクチン接種も終了し、世の中が大分活発になってきた様に思います。 

しかしながらパンでミックの影響か度重なる銃射撃事件が多発しており人々の神経は既に麻痺しているかの

様です。 

 

加えてパレスチナ自治区での戦闘。 

世界平和と調和を祈ります👐 

皆様にアッラーのご加護が有りますよう❣ 

 

📚 おすすめ読み物 

🥚『やさしい神さまのお話』中田考監修、中田香織著、山本直輝序文、百万年書房 

 村上春樹の小説に出てくるような、ひとり深い井戸の底の闇の中で、ローソクの火を消して、じっとしている、

この本を読むということは、そういう体験です。地上の光浴びた世界で、辛いこと、理解に苦しむことに直面し

た時、そっと部屋の扉を閉じて、ひとりこの本を読むと、静かな時間が流れます。私には、まだまだ、この本に

出てくるような、「確信のきざしをじぶんのうちに感じ取り、それを味わう」（同書３８ページ）は体験したこと

のないことで、説明しようがないのですが、そんな心が温まる体験がこの世にはあるのだと、知ることができま

した。もっともっと深い井戸を掘って、じっとそこに座っている時間が私には必要なようです。どうぞみなさん

も心の静けさを体験してみませんか。 

 

🥚『〈イスラーム世界〉とは何か』羽田正（講談社） 

 「イスラーム世界」という言葉が、いったい、何を意味しているのか。一度は聞いたことがあるし、使ったこ

とがある言葉かもしれません。「イスラーム世界」と言われると、それが、あたかも、「日本」と同じくらい、

はっきりした場所を持ったものだと考える人もいるかもしれません。ふだんの気軽な会話であれば、だれも気に

せず使う言葉でしょう。けれど、もっと深く、その言葉を覗いてみれば、漠然としたもやもやした、なんだかよ

く分からない言葉を見ている気分になります。たくさんの資料を用い、さまざまな角度から「イスラーム世界」

という言葉を考えると、私たちがどれほど曖昧にこの言葉を使っていたかがわかります。たくさんの資料を用い

て書かれていて、厚い本なので読むのに時間がかかりますが、学問をし、学術的な作業というのは、こういうこ

となんだなと分からせてくれる一冊です。 
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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） 
 一日中、空気もさらさらしていて涼しくて、日中、断食をしていても苦しくないラマダーン月を過ごしまし

た。深夜に起きてごはんを食べるぞ、そして、昼は家の掃除をしなくちゃと、毎日すごく疲れて、すごく働いて

いる充実感が体に満たされ、ご飯を食べる時間が必要ないぶん日中はクルアーンを詠んだり、夜はラマダーン月

に特別にあるタラウィーフの礼拝をしたりと、心は穏やかになりました。 

ラマダーン月の終わりに、再び、ネットフリックスと契約して、ネットで動画見放題できるようになりました。

毎日、韓国語講座を聞いているので、聞いてわかる韓国ドラマのセリフが増え、時代劇の言葉と、現代劇の言葉

の違いもわかるようになりました。ドラマを見ていると、ドラマを見ながら仕事をするので、日々の家事も捗り

ますが、つい、次へ次へと見続けて、昼寝の時間がなくなり、寝不足になりました。 

最近、ネットフリックスで鑑賞中のドラマ『医心伝心』は、朝鮮王朝時代の医者が、現在の世界にタイムスリ

ップするお話です。朝鮮王朝時代は、貴族と奴婢の身分制がはっきりしていた社会で、医者が奴婢をその主人の

許可なしに治療すると法に触れ、病気を治した医者も、奴婢も罰せられるそうですが、主人公の医者は、貧しい

奴婢に治療を施し、治療をうけた奴婢は結局、その奴婢の主人によって殺され、主人公の医者も棒で殴られる刑

を受けることになってしまいました。また、身分制度が廃止されたはずの、現代の世の中でも、タイムスリップ

した主人公の医者は、外国からの不法滞在者が、病気になっても、不法滞在がばれるのを恐れ、病院に行って治

療してもらうことができないことを知ります。 

２・３日前の朝日新聞の一面に、入館施設で収容中だったスリランカ人女性が死亡した問題により、入管法改

正が今国会で断念されたという記事が取り上げられていましたが、韓国でもおなじように、国籍による人間の区

別がどういうことなのだろうかと考えられているようです。昔は、狭い場所で決められていた身分制が、今では、

世界中に同じような身分制ができて、世界は広く、移動手段も便利になったはずなのに、人の移動が、新たな身

分によって制限されているようです。新たな身分制のなかで、私は、ゆっくり過ごす家も、まんぷくになるだけ

の食べ物も、身に着けるための服も、本を読む時間もある生活を送っています。ずいぶんとアッラーから恵みを

もらっているようです。はい、どうぞ、と誰かに私の持っているこの特権を渡すには、わたしはまだまだ人間が

できていないので、いまはできそうにありません。これらの恵みを、死ぬまでに、誰かにゆずって死ぬことがで

きるといいなぁと、これを目標に置いて、いっぽいっぽ、ゆっくり前に進んでいけますように。アッラーの御助

けがありますように。 

 

ワ アライクムッサラーム ワ バラカートフ（みなさんに平安とアッラーの恵みがありますように。 

アーリファ 


