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クルアーン解説 

第３９章［集団］１９－２０節（９） 

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。 

 

懲罰の御言葉が現実のものとなった者があったとしてもか。おまえは獄火の中にある者を救出するのか。（３

９：１９） 

 

★ジャラーライン 

 『懲罰の御言葉が現実のものとなった者』（『懲罰の御言葉』）つまり、『必ずや、われは・・・満たすであろう』

（第１１章［フード］１１９節と第３２章［跪拝］１３節）です。 

 『おまえは獄火の中にある者を救出するのか』この文章は、仮定節（『懲罰の御言葉が現実のものとなった者が

あったとしてもか』）に対する帰結節です。また、（動詞を受ける名詞で）代名詞である場所に、実名詞（『おまえ

は獄火の中にある者』）が置かれています。また、『’a-fa-‘anta（おまえは・・・か）』の文頭のハムザ（’a）は、

非難の疑問詞です。つまり、意味は、「おまえは、彼を導くことはできず、それで、彼を獄火から救出することも

できない。」ということです。 

 

★イブン・カスィール 

慈悲あまねき慈悲深きアッラーの御名において。 

 

懲罰の御言葉が現実のものとなった者があったとしてもか。おまえは獄火の中にある者を救出するのか。

（３９：１９） 

だが、己の主を畏れ身を守った者、彼らには階上室があり、その上にはさらに建てられた階上室があり、

その下に河川が流れる。アッラーの約束で。アッラーは御約束を違え給わない。（３９：２０） 



3 

 

 かれ（至高なる御方かな）は、「その者は不運に見舞われると、アッラーが書き定めた給うた者を、彼が陥って

いる迷誤と破滅から、救出することが、おまえにできるのか」、と仰せになりました。つまり、アッラーを除い

て、誰も彼を導くことはできない、ということです。なぜなら、アッラーが迷わせ給う者には、導くものはなく、

アッラーが導き給う者には、迷わせるものはないからです。 

  

★クシャイリー 

 『懲罰の御言葉が現実のものとなった者』には、二パターンあり、一つは、獄火という、彼らの懲罰について

の御言葉が彼らに実現した者たちで、もう一つは、現世での（真実からの）覆いという、懲罰の御言葉が彼らに

実現し、それで、現世で、彼らの心の覆いから出ることができず、信仰を有する者ののうちの一人ではあるが、

この道（タサッウフ）を信じることができない者たちです。 

 

だが、己の主を畏れ身を守った者、彼らには階上室があり、その上にはさらに建てられた階上室があり、その

下に河川が流れる。アッラーの約束で。アッラーは御約束を違え給わない。（３９：２０） 

 

★ジャラーライン 

 『畏れ身を守った』かれに服従することによって（『畏れ身を守った』）。 

『その下に河川が流れる。』つまり、上と下の階上室の下に（河川が流れる）。 

 『アッラーの約束で』これは、省略されたその動詞（「約束し給うた」）の目的語です。 

 『御約束』かれの約束。 

 

★イブン・カスィール 

次いで、かれ（誉れ高き威厳ある御方かな）は、かれの幸運なしもべには、楽園で部屋があることを、知らせ

給いました。その部屋は、城で高い塔です。 

 『その上にはさらに建てられた階上室があり』堅固な構造で、装飾が施され、高く建てられた、階の上の階が

あり。 

 アブドゥッラー・イブン・アル＝イマーム・アフマドが、（教友）アリー（アッラーのご満悦あれ）から伝えら

れ、次の話を伝えています。「アッラーの使徒（アッラーの祝福と平安あれ）は言われた。『まことに、楽園には、

外からその中が見え、中からはその外が見えるような、部屋がある。』すると、ある遊牧民（ベドウィン）が尋ね

た。『アッラーの使徒よ、それは誰のためのものなのか。』彼（アッラーの祝福と平安あれ）は答えられた。『（人

に）優しく話しかけ、食べ物を与え、他の人が寝ている夜の時間に礼拝をする者のためである。』」アル＝ティル

ミズィーも同様のハディースを、良好で珍しいハディース（ḥasan gharīb）として伝えています。 

 アル＝イマーム・アフマドは、サハル・ブン・サアド（アッラーのご満悦あれ）から伝えられ、アッラーの使

徒（アッラーの祝福と平安あれ）が次のように言われたと、伝えました。「まことに、あなたがたが、空の眺めに

星を見上げるように、楽園の民は、楽園にある階上室の方を見る。」また、彼（アル＝イマーム・アフマド）は、

「そのことについて、アル＝ヌゥマーン・ブン・アブー・アイヤーシュに、私は伝えました。」と言いました。ま

た、彼（アル＝イマーム・アフマド）は言いました。「私は、アブー・サイード・アル＝フドリー（アッラーのご



4 

 

満悦あれ）が、『あなたがたが、東や西の空の眺めに星を、見上げるように。』と言うのを聞きました。」その言葉

は、２つの正当伝承（ムスリムとアル＝ブハーリー）にもあります。 

 （教友）アブー・フライラ（アッラーのご満悦あれ）から、アターゥ・ブン・ヤサールから、ヒラール・ブン・

アリーから、フライフから、ファザーラから、アル＝イマーム・アフマドに次の話が伝わっています。「アッラー

の使徒（アッラーの祝福と平安あれ）は言われた。『まことに、おまえたちが、昇るものの上に、沈みながら瞬く

星を、見るように、楽園の民は、楽園で、互いに位の優劣を競っている階上室の民を眺める。』そこで、人々が

『アッラーの使徒よ、その者らは預言者たちか。』と尋ねた。彼（アッラーの祝福と平安あれ）は、『いや、私の

魂をその御手にもつ御方に誓うが、アッラーを信じ、使徒たちを正しいと認める者らである。』と答えられた。」

アル＝ティルミズィーもこのハディースを伝え、良好正当伝承（ハサン・サヒーフ）です。 

 かれ（至高なる御方かな）の御言葉『その下に河川が流れる』つまり、それらの間を、人々が望むように、望

む場所に、河川が巡っている。 

 『アッラーの約束で』つまり、われらが述べたものです。『約束』は、アッラーが、かれを信仰する、しもべた

ちに約束し給うたことです。『アッラーは御約束を違え給わない。』 

 

★クシャイリー 

 『アッラーの約束で』アッラーは、従順な者に、楽園を約束し給い、間違いなく、かれは違え給いません。ま

た、かれは、アッラーに立ち戻る者たちに、御赦しを約束し給い、間違いなく、かれは彼らを赦し給います。か

れは、道を歩む者に、発見（wjūd）と到達（wuṣūl）を約束し給い、もし彼らに落ち度がなければ、間違いなく、

かれの御約束は実現します。 
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👀 見てみようアラビア語 

 

クルアーン第３９章２０節から 

 

َۡعلَيۡ ۡأَفََمنۡ  عَِۡهَۡكِلَمةَُۡحقَّ ۡذَاِب.ٱل   
（意訳） 

懲罰の御言葉が現実のものとなった者があったとしてもか。 

 

 أَفََمنۡ 

َمنۡ   فَۡ   أَۡ  
（関係代名詞）（接頭辞）    （疑問詞） 

～の者                    ～か？ 

 

 َحقَّۡ
（動詞） 

実現した 

 

هَِۡعلَيۡ   

هِۡ  َعلَيۡ   

代名詞 前置詞 

彼   ～の上に 

 

عََۡكِلَمةُۡ ذَابِۡٱل   

 名詞   名詞 

 

🐪 
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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９回 

訳著：アーミナ      

 

 

◆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： 

２．すばらしい善行 

 

自分によくしてくれる人を好きになる、というのは、人として自然な事です。人類の中で、どんな人も、預

言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)ほど、全ての人に善いことを行なった方はいらっしゃいませんで

した。それは、人が「信仰」というものを得るための仲介をなさったからです。もし預言者様(彼の上にアッラ

ーの祝福と平安あれ)が存在しなければ、私達はイスラームを知ることができませんでした。預言者様(彼の上

にアッラーの祝福と平安あれ)がいなければ、正しい教えを知ることもできませんでした。彼こそが「ラーイラ

ーハイッラッラー（アッラー以外に神はいない）」を私達に教えてくださいました。彼こそが、私達を【暗黒

から光明に連れ出し】（クルアーン鉄章９節参照）導きを教えてくださった方でした。彼こそが私達をまっす

ぐな道に導いてくださった方でした。どんな善行が、このことよりも偉大でしょうか。 

 

預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)は、生きておられた時、このように私達に十分に善くしてく

ださったように、現在も私達に善くしてくださっています。預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)は

言われました。 

 

≪私の生は、あなた方にとって良いことです。あなた方が話せば、あなた方のためにフクム（イスラーム法学

的見解）が啓示されます。私の死はあなた方にとって良い事です。私にあなた方の行いが提示され、私がその

中の良い行いを見れば、その人についてアッラーを賞讃し、もし悪いことを見れば、あなた方のためにアッラ

ーに許しを請います。≫バッザール伝承 

 

預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)は、イスラームのウンマを導き、アッラーのアマーナ（預か

り物。預言者としての使命）を全て完璧に遂行された後も、ただ、そのお優しさとご慈悲深さによって、私達

のことを心配し、天国の庭園と言われるお墓の中で、今この瞬間も、私達に善くしてくださっています。私達

が間違えるたびに、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)は、私達のために、アッラーにイスティグ

ファール（アッラーに許しを請うこと）をしてくださっています。 
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また、今だけでなく将来も、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)は、私達にもっとも善くしてく

ださるお方です。最後の審判の日に、親も子もなくなり、妻も夫も家族のことすら考えられなくなる日、誰も

が自分のことだけで精一杯になる日、その審判の日に、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)が人類

で一番最初にアッラーに話をするお方で、私達の執り成しをしてくださる方です。 

クルアーン 消息章 ３８節 

 

太陽が地上に近づき、猛烈な暑さに見舞われるその日、自分の行いが清算されて、天国に入る人は天国へ、

地獄に入る人は地獄へと振り分けられる日。その日は、灼熱の中、アッラーの玉座の影に入らない人たちは、

酷暑に喘ぎ、罪の度合いに応じて、自分の汗が喉元まで迫った状態で清算を待ち続けなければならず、その辛

さに耐えかねて人々は、行き先が地獄でもいいからこの状況から何とか逃れたい、と切望するようになりま

す。まさに、そのとき、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)が、皆の前に進み出て、すべての人類

のために、アッラーに、執り成しをしてくださいます。 

 

この執り成しは２種類あり、１つ目は全人類に対してのものです。ムスリムであっても、不信者であって

も、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の執り成しは、すべての清算を待つ創造物たちに与えられ

ます。この全創造物に対する執り成しは、ハディースにも記述があります。 

 

≪私は天国で最初に執り成しをする者となるだろう。≫ ムスリム出典 

 

また、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の執り成しの 2つ目は、イスラームのウンマ（共同

体）だけに対して行われるものです。預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の執り成しによって、誰

でも「ラーイラーハイッラッラー（意味：アッラーの他に神はなし）」と言った者は、地獄の炎から救い出さ

れます。預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)は言われました。 

 

≪すべての預言者には、各一回の懇願のための祈りが認められる機会が与えられています。 

預言者たちは、祈りを急いで行うが、 

私は復活の日まで私の信者の執り成しを祈願するために、残しておくつもりです。 

もしアッラーがお望みになられれば、アッラーに何者をも同位に配することなく亡くなった、 

私の信者に対する執り成しは、認められるでしょう。≫ 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)の執り成しは、最後の審判の日に、すべてのムスリムのため

に使われます。これは、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の私達への大きな愛情を表していま

す。預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)のその執り成しの懇願についてのハディースがあります。 
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≪・・彼（預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)）は両手を上に上げて、「おお、主よ、私のウンマ

を！私のウンマを！（お赦しください！）」と言われ、お泣きになられました。・・・アッラーは言われまし

た。『ジブリールよ、ムハンマドのところへ言って、告げるがよい。＂誠にアッラーは、あなたのウンマに関

し、あなたを満足させるであろう。あなたを悲しませる事はないであろう。＂と。』≫ ムスリム伝承 

 

私達のウンマ、つまり、すべてのムスリムに対する、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)のご心

配と愛情の深さは、どれほどのものでしょうか。預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)は、1400年以

上前から、後々ムスリムになる私達のことを、とてもとても心配し、私達のために、泣きながらアッラーに懇

願されているのです。 

 

このハディースは、クルアーンのドハー（朝）章にある一節 

 

（ワ ラサウファ ユウティーカ ラッブカ ファタルダー） 

クルアーン 朝章 ５節 

 

で言われる、「満足するのである」、という意味が、この世の飾り（お金、地位、名誉、自分の幸せ）などで

はまったくなく、私達ムスリムが全員天国に入ること、であることを示しています。 

 

預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)は、私達のために祈り、私達のために啓示を伝え、私達のため

に尽くしてくださいました。預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)ほど、私達のために親身になって

尽くしてくださった方はいらっしゃいません。その上、最後の審判の日、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と

平安あれ)の執り成しによって救われる私達は、本当に幸せです。 

 

私達が死ぬまで信仰を失わずに、その日にどうか預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)と一緒にいる

ことができますように。 

 

🌿  🌿  🌿  🌿  🌿  🌿  🌿  🌿 

 

預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)のシャマーイル（徳性）をたくさん読みましょう。 

 

※日本語で読めるシャマーイル：サヒーフムスリム 第三巻 功徳の書  

これはネットでも見ることができます。 http://sahihmuslim.jp/hadith/smuslim-top-s.html  （右上の

第三巻をクリックして、その中の「功徳の書」の項目を読むことができます。） 

 

🐪 🐪 

http://sahihmuslim.jp/hadith/smuslim-top-s.html
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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  
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東南アジアのシャーフィイー派 第 ４１回

―チャム人のシャーフィイー派①― 
アフマド塩崎 

 

 

前回は、東南アジアのシャーフィイー派というのが、インドネシアやマレーシア、あるいはブルネイやシンガ

ポールに限らず、アラビア半島のマッカやイエメン、あるいはスリランカや南アフリカ、中南米のスリナムにま

で人のつながりがある、ということを書きました。結局、東南アジアのシャーフィイー派といっても、国の範囲

で区切れるものではなく、どこまでが範囲なのかもあいまいです。 

今回から、東南アジアの中でも、ムスリムが少数派、マイノリティとして生きているいくつかの国を見ていき

たいと思います。まず、東南アジアというのは、東南アジア諸国機構（ASEAN）に加盟している 10カ国のこと

を指す場合が多いです。10 カ国の中で、ムスリムが人口の数％はいても少数派である国、というのは、カンボ

ジア、シンガポール、タイ、フィリピン、ミャンマーということになります。ベトナムとラオスは、ムスリムが

いないということもないのですが、日本と同様、国民の人口の 1％以下で、非常に少ないといえます。 

 東南アジア 10カ国で、ムスリムが多数派である国は、インドネシア、マレーシア、ブルネイです。現代で

は、東南アジアで最もイスラームが盛んに教えられ、学ばれているのは、インドネシアとマレーシアであるとい

えます、しかし、千年以上の歴史を通して、東南アジアでイスラームの知識が深められてきたのは、この 2カ国

だけではない、ともいえます。特に、タイ南部のパターニーについては前に触れましたが、長い間、東南アジア

ではイスラームの学問の中心地、といっていい場所でした。 

東南アジアでマイノリティの立場にあるムスリムを見ていくうえで、まず、チャム人について見ていきたいと

思います。チャム人というのは、どこの国の人たちなのか、というと、昔はベトナム南部の人たちであったもの

の、今は主にカンボジアに住んでいる人たち、といえます。 

チャム人は、今では 50万人ほどの少数民族ですが、2世紀から 19 世紀まで、ベトナム南部にチャム人を中

心とした国を持っていました。チャム人の国、チャンパ王国では、当初はヒンドゥー教や仏教が受け入れられて

いましたが、7世紀にはイスラームが伝わり、11世紀頃には、イスラームが支配的になっていました。 

 東南アジアのシャーフィイー派について考える時、チャム人が重要であるのは、チャム人の社会は東南アジ

アでイスラームが最も早く広まった社会であり、チャンパ王国は最も早くイスラームが支配的になった国である、

という点です。このことは、チャンパ王国の位置が、中国とインド、中東をつなぐ航路の中継地に位置していた

ことが大きな理由でしょう。チャンパ王国の沖合の海、今の南シナ海は、「チャンパ海」と呼ばれ、チャム人たち

自身も、貿易で栄えました。 

チャム人たちは、東アジア各地と交易し、奈良時代以降の日本にも来ていました。戦国時代から江戸時代初期

にかけては、チャンパ王国に住む日本人も多かったので、イスラームに入信した日本人もその中にはいたでしょ

う。 

チャム人たちの主な貿易相手として、ジャワ島がありました。以前、ジャワ島のシャーフィイー派について書

いたところで書きましたが、ジャワ島でイスラームを民衆に広めるうえで大きな働きをした 9人の聖者＝ワリ・
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ソンゴの 1人、スナン・グルシクは、中央アジアで生まれて、まずチャンパ王国に移住して王女と結婚し、その

後ジャワ島に渡ったといわれています。この伝承は、14 世紀ごろのチャンパ王国とジャワ島の間で盛んに貿易

が行われ、人の行き来やイスラームの影響もあったことの表われでしょう。 

チャンパ王国に移住してきた最初期のムスリムはシーア派であったともいわれます。7世紀の終わりごろ、ア

リー家の支持者や、ウマイヤ朝に抵抗したマッカとマディーナの人々が戦いに敗れ、東南アジアの方へ移住して

いったと、14 世紀のアラビア語の地理の本にも書かれています。このことは、証拠もほとんどなく、実際のと

ころはわかりません。ただ、この頃はまだシーア派といっても今のイランにあるような体系だったものができて

いたわけではありません。シャーフィイー派を含め、スンナ派の法学派もまだ成立していませんでした。シーア

派の 12イマーム派というような法学派ができるのはずっと後のことです。その意味では、この言い伝えは、東

南アジアに最初に伝わったイスラームがシーア派だったということにはならず、教友の子供や孫の世代の一部が、

争いの末に、ベトナム南部あたりまで逃れてきていたかもしれない、という話です。 

チャンパ王国は、北の方から南下してくる中国の王朝から圧迫され続けてきました。唐や明といった王朝は、

チャンパ王国への遠征を繰り返しました。16 世紀になると。今のベトナムにあたる国ができて、チャンパ王国

を圧迫するようになり、19 世紀前半にはチャンパ王国は滅亡し、領土は全てベトナムの一部になりました。現

在、チャム人が最も多く住んでいるのはカンボジアで 30万人、ベトナムにも 10万人が住んでいました。他に

も、マレーシアや中国の海南島に移住したチャム人もいます。 

チャム人は、ムスリムとして千年以上の歴史を持ち、自分たちの国は失いながらも、今日までムスリムとして

生きのびています。世界でムスリムがマイノリティとして生きている国は多いですが、中国や東南アジアには、

自分たちの国は持つことがなく、仏教徒などが大多数を占めている国で、マイノリティとして生きているムスリ

ムがいます。マイノリティとして生きるムスリムは、特にヨーロッパやアメリカの例がよく研究され、テレビな

どでもよく取り上げられます。しかし、国のあり方からいっても、社会の宗教や文化からいっても、日本は欧米

よりもこういった東アジアの国々にはるかに近い国であると、個人的には考えています。 

次回は、20世紀にポル・ポト派支配とベトナム戦争というかつてない苦難に見舞われたチャム人のムスリム

について書きたいと思います。 

 

🐪 🐪 🐪 
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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（７） 

カリフ制の再興／大地の解放を目指して 

ハサン中田 

 

６．カリフ政権の性格 

 

 意外に響くかもしれないが、カリフ政権は「世俗的」である。 

 西欧の政治学は、政教関係の分析において、法システムと政治システムの区分の自覚を欠くために、イスラ

ーム政体の性格を有効に記述することができないが、両者の区別ができれば、カリフ政権が「世俗的」である

ことはむしろ自明である。 

 預言者ムハンマドの統治は、「政教一致」であり、「宗教的」であった。既に述べたように、預言者ムハンマ

ドはアッラーの啓示に基づいて統治を行っていた。つまり開戦などの政治的決定も神意に基づいて行われてい

た。そして啓示の多くは、個々の状況に応じた個別の命令の形をとっており、法システムはまだ出来上がって

おらず、政治システムと法システムはまだ未分化であった。 

 預言者ムハンマドの統治は、一般信徒にはアクセスの不可能なアッラーの啓示の神意の超越的な権威に基づ

くという意味において、「宗教的」であり、法システムと政治システムが未分化であったため、法と政治が未分

化な形で共に超越的権威に基礎づけられていたという意味で「政教一致」と呼ぶことができる。預言者ムハン

マドの統治は、神意を体現する宗教者が統治する、という意味において、西欧の政治学で言うところの典型的

な「教強制」「神性政治」であった。ところが啓示は預言者ムハンマドの死によって途絶え、カリフには神意へ

のアクセスはない。カリフの政治的決定には超越的要素はなく、政治的な利害計算によって行われたのであ

り、それはカリフの部下たちについても全く同様であった。 

 一方で法システムについてはどうであろうか。預言者の死によって啓示が途絶えた時点で、アッラーに従う

ことは、クルアーンに従うこと、預言者に従うことは、預言者の残したスンナ（言行）に従うことと再定式化

されたことは既に述べた。個々の状況に応じたアッラーとその使徒の「命令の束」は、クルアーンとスンナが

固定したことによって、その全体から整合的で首尾一貫した一般規範の法体系が演算されることが可能になっ

た。８世紀から１０世紀にかけて法システムとしてのイスラーム法は完成する。 

 預言者ムハンマドの時代には、法と政治は未分化であったため、カリフ政権の初期においてもカリフとその

代官たちは、行政官であると同時に裁判官でもあり、両者の区別は曖昧であった。カリフやその代官たちは、

クルアーンとスンナの自分たちの理解に従って裁判を行ったが、彼らの裁定が神意を表していると看做される

ことはなかった。 

 カリフ・ウマルは、婚資に上限を設けようとしたが、名も無い女性から「ウマルよ、それはあなたの権限で

はない。アッラーは『汝らが妻を別の妻に取り換えようと望んでも、妻に千金を与えていたとしても、それか

らわずかにも取り上げてはならない』（４：２０）と仰せになられている。」と咎められ、「女がウマルと争論

し、彼を言い負かした。」と自説を撤回し、「全ての人がウマルよりはイスラームの理解が深い」と嘆いたと伝

えられている。（アウドゥラッザーク・アル＝サンアーニー、イブン・アル＝ムンズィル、アル＝スユーティー

が伝えている）この逸話はカリフの可謬性、カリフ性が神性政治ではないことをこれ以上ないほどはっきり示

している。 

 イスラーム法体系の揺籃期の８世紀になると、イスラーム法の専門家としての法学者が現れ、こうした法学

者の中から専門職としての裁判官なる者が現れる。これ以降、カリフは預言者の後継者として裁判の任を継承
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するとの理念が失われることはなかったが、カリフはその司法権を法学者に委任することが慣行となり、行政

官と裁判官は完全に分化する。 

 英国の判例法（common law）が法システムであるのと同様に、イスラーム法も結局のところ法システムであ

り、両システム共にその運営は神的霊感とは無縁であり、必要とされるものは信仰による理解ではなく、法的

推論の専門的訓練による理解であるという意味において、両者は理性によっては不可能な非合理的なものでは

なく、完全に合理的なのである。 

 このことは、イスラーム学の伝統において、スーフィーと呼ばれる神からの霊感を受けた神智者の存在が広

く認知されており、法学者の中にも神智者を兼ねる者が多数いたにもかかわらず、裁判の場において、こうし

た霊感が証拠として採用されることは決してなかったことを考えあわせるとより明確に理解できる。 

 イスラーム法体系が成立し、専門家としての法学者が成立してからは、法もまた「世俗化」される。つまり

裁判は、常人にアクセスできない神からの霊感を受けた超越的権威によって行われるのではなく、法的推論の

専門的職業的訓練を受けた法学者によって、教養人であれば誰でも参照の可能な権威の定まった古典法学書の

法規定に基づいて行われるからである。 

 また法の起源に関しては、イスラーム法の起源が神的啓示であるという事実は、その政治・法的制度が神的

であることを意味しない。なぜなら、あらゆる法の起源は建国「神話」に関連しており、したがって、その法

的制度がいわゆる「宗教的」なものであろうと「世俗的」なものであろうと、その起源は必然的に「神聖」か

つ「非合理的」なのであり、起源が神的啓示に基づいているからというだけの理由で、イスラーム法を「宗教

的」と呼ぶのは不適切だからである。（注１） 

 常人にはアクセスのできない神意へのアクセスを有する超越的権威、つまり西欧の政治学が想定するような

意味における本来の宗教的権威は、イスラームにおいてスーフィーと呼ばれる神智者が担っていた。スンナ派

イスラームにおいては預言者ムハンマドの権威は、政治的権威はカリフが、教導的権威（注２）はウラマーゥ

が、狭義の「宗教的」権威はスーフィーによって継承されるのであるが、本稿は主としてイスラームの政治的

側面を扱うため、また偉大なスーフィーによって継承されるのであるが、本稿は主としてイスラームの政治的

側面を扱うため、また偉大なスーフィーは同時にウラマーゥでもあるので、ここでは特にスーフィーの役割に

ついては詳しく論じない。 

 イスラームにおいては、法と宗教と政治は完全に文化しており、カリフ政権は、行政のみならず司法におい

ても、宗教とは分離した「世俗」政体と言えるのである。（注３） 

 カリフ政権の「世俗性」はカリフ政権の立脚するイスラーム法の二元性からも説明することができる。イス

ラーム法は、全ての住民が従うべき公共法（注４）とムスリムだけが従う宗教法とに分けられ、ムスリム以外

には宗教を基礎とした各共同体それぞれの宗教法に従った自治を行うことを認めるゆえに、多元主義的であ

る。（注５） 

 多元主義的イスラーム法に立脚するカリフ政権はイスラーム公共法に基づき全住民に治安を保障し、ムスリ

ムと他の宗教共同体に、宗教的儀式だけではなく家族法及び服装規定等を含む宗教領域における自治をゆだね

るが故に「世俗的」支配なのである。 

 また多元主義的カリフ政権は、反全体主義である。カリフ政権はイスラームに立脚するが、全ての住民にイ

スラームのイデオロギーを強制するわけではない。非ムスリムは、イスラームにいかなる内的コミットメント

も求められることはなくただイスラームの公共法を外面的に遵守すればそれで足りる。ムスリムでさえも、カ

リフ政権は、その心の内面に干渉することはない。カリフ政権の任務は、ただ外面的なイスラーム法の施行の

みである。 

 またカリフ政権は、内心の信仰に干渉いないばかりか、「私的空間」における個人の「プライバシー」にも干

渉しない。「汝らは詮索をしてはならない」（４９：１２）との聖句により、イスラームは、隠れた悪を暴くこ

と、詮索・スパイ行為を厳禁しているからである。カリフ・ウマルは、自ら私邸での飲酒の現場に踏み込みな
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がら、「信徒の長よ、アッラーはあなたにスパイ行為を禁じ給いましたが、あなたはスパイをしました。また無

断で他人の家に入ることを禁じ給いましたが、あなたは無断で他人の家に押し入りました。」とスパイ行為、プ

ライバシーの侵害を咎められ、彼らを逮捕せず、立ち去っている。（注６）カリフ制は警察国家の対極に位置す

るのである。 

 カリフは、公共空間におけるイスラーム法の侵害のみを取り締まるのであり、私的空間における個人の行為

については、その審判はアッラーに任せるのである。 

 全体主義のイデオロギーに立脚する国民国家が、義務教育の名の下に、国民すべての子弟を一定期間、誘

拐、監禁し、公的のイデオロギーで洗脳するのと異なり、カリフ政権においては、教育はそもそもカリフの職

務ではない。歴史上、カリフや王たちが、学校を建てているが、それは彼らの職務ではなく、個人的な寄進で

あった。つまり、カリフ政権においては、教育は、家族と社会に任せられるのである。（注７） 

 多元主義・反全体主義のカリフ政権下での秩序、治安および平和維持のための政治的責任は、いわゆる「民

主的」国民国家制度において、国民の代表制という欺瞞的な虚構の下でのような、すべての市民によって負担

されるものではなく、カリフを長に頂いたウンマ・ムスリム（ムスリム共同体）がカリフの指導下で各人の能

力に応じて負担されることになる。 

 カリフ政権の下では、非ムスリムは彼らが信じないイスラームの大義に対するいかなる政治的責務も求めら

れず、「受動的」市民として納税とイスラーム公共法の外面的遵守の実施を求められるのみであるのに対し、全

てのムスリムは彼らのイスラームの大義への信仰ゆえに、カリフ政権に「能動的」市民として能力に応じて、

裁判官、兵士などとして参加する義務を負うのである。 

 こうした世俗主義、反全体主義、多元主義的カリフ政権こそが、ムスリム共同体が武力に訴えてでも地球全

土に拡大する使命を帯びたイスラーム的秩序の実現を保障する政治システムなのである。 

 

（注１）たとえば、フランスの憲法には「不可譲かつ神聖な権利」と記載されており、米国の独立宣言には

「我らは以下の諸事実を自明なことと見なす。すべての人間は平等につくられている。創造主によって、特定

の侵さずべからざる権利を与えられている。」との記述がある。 

（注２）本稿では超越的霊的権威である「宗教的権威」と区別し、聖典『クルアーン』と「ハディース」を中

核とするイスラーム諸学の学知に基づく知的権威を教導権と呼ぶ。 

（注３）既述の通り、シーア派の場合は預言者の後にも、超越的・宗教的権威であるイマームが存在したが、

最後のイマームが９世紀末に姿を消してからは、政治、宗教、法の権威の分化においてスンナ派と同様の展開

を辿る。 

（注４）ここで見慣れない「公共法」の語を用いたのは、欧米の「公法」との混同を避けるためである。イス

ラーム法では、「刑法」の中にも飲酒罪、姦通罪のようにムスリムにしか適用されないものがある。 

（注５）クルアーンの聖句「もし多神教との一人がお前に庇護を求めてくるなら、アッラーの御言葉を聞く事

が出来るように、その者を庇護してやれ。そしてその後で彼を安全なところまで送り届けよ。彼らが無知な民

だからである。」（９：６）を典拠に、いかなる異教徒も「イスラームの家」に入国、１年以内の滞在が許され

ることに関しては法学派間に合意が成立している。一方、「イスラームの家」に子々孫々永住を認められる庇護

民の範疇に関してはハナフィー派、マーリキー派、及び、ハンバリー派の少数意見では、全ての異教徒である

が、シャーフィイー派、シーア派、及びハンバリー派の多数説では、「啓典の民」、即ち、キリスト教徒、ユダ

ヤ教徒、ゾロアスター教徒だけになる。詳しくは拙稿「シーア派法学における古典ジハード論とその現代的展

開―スンナ派法学との比較の視点から」『山口大学哲学研究』第１５巻、２００８年３月、５－１３頁参照。 

現代では全ての異教徒を許容する学説を採用する方がより適切であろう。事実、「啓典の民」以外を認めないシ

ャーフィイー派が住民の全体多数を占めるにも係わらず、多民族社会の東南アジアのインドネシア、マレーシ

アでは仏教徒やヒンズー教徒との共存が実現している。 
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（注６）アル＝マーワルディー著・湯川武訳『統治の諸規則』慶應義塾大学出版会、２００６年、６０６頁参

照。 

（注７）学校やモスクの建設は個人の寄進であるが、イスラーム学については教師の俸給、学生の奨学金は、

国庫に納められた法定喜捨から支払われる。但し、教育のカリキュラムなどは完全に教師にまかされており、

「国家」が干渉することはない。 

 
🐪 🐪 🐪 🐪 

 

📚 おすすめ読み物 

🥚『やさしい神さまのお話』中田香織著、中田考監修、山本直輝序、百万年書房 

 神さまをとおして、私と、私をとりまく世界とが、ふたたび結び付く。私じしんを見直すきっかけが見つかる

でしょう。 

🥚『食べ歩くインド』小林真樹、旅行人 

ムスリムもたくさん住んでいるインドを、食から知る。地域別にまとめられたレストラン案内や、料理の特徴、

人々の様子など、たくさんの写真を交えて、詳しいのにわかりやすい説明があります。料理や店のたたずまいか

ら、その土地の歴史や人々の生活が見えてきます。 

🥚『ファンド―リンの捜査ファイル トルコ捨駒スパイ事件』ボリス・アクーニン著、名倉友香訳、岩波書店 

 約１００年前に滅んでしまった、カリフを頂点に頂くオスマン帝国。日本文学研究家で小説家のロシア人ボリ

ス・アクーニンが、まだ帝政ロシアが存在る時代のオスマン帝国との戦争を小説で描いています。小説ですので

内容はフィクションですが、現在の国境線で隔てられた国と国の様子とは違う、オスマン帝国が、現在ＥＵに加

盟するヨーロッパの国々と混ざりあいながら共存していた様子を感じることができます。私たちの祖父祖母の時

代には、世界中で、今とは違う、人々の交流があったことに気が付きます。 
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１０歳のためのイスラーム学習（６） 
 

ムジャーヒド松山 

 

著者から一言 

 このページに掲載させて頂くのは、おもに「六信

五行」をテーマに、私家版教材として作ったもので

す。少説明不足な点があったりするかもしれません

が、１０歳前後の子を教える相手に想定しているた

め、あえてざっくりした表現を使っています。その

点、ご容赦ください。本来、自分で使うためにつく

っただけで、公開するような類のものでもないので

すが、なにかの御参考になればと思い、シェアさせ

て頂くことになりました。 
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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 

 

１０．預言者ムハンマド（１）  

 

 預言者ムハンマドは、571 年に、マッカでお生まれになりました。この年は、象の年として知られています。 

 その年、イエメンから軍隊が攻めてきました。かれらはカアバを取り壊そうとしていました。 

 この軍隊のリーダーは、大きな象をつれていました。しかし、アッラーが鳥の群れを送って下さり、鳥たちは、

イエメンからの軍隊に石を浴びせかけて、次から次へと、やっつけてくれました。 

 マッカの人々は、この時はじめて、象を見ました。そのため、マッカの人々は、この大きな動物を見て、たい

そう興奮しました。そいうわけで、この年は、象の年と呼ばれるのでした。 

 ムハンマドの父親アブドゥッラーは、クライシュ族の出身でした。マッカでは、クライシュ族はたいへん重要

な部族でした。かれらは、カアバの管理をしていました。 

 アブドゥッラーは、ムハンマドの御誕生の数カ月前に、亡くなりました。アラブ人の貴族は、生まれた赤ちゃ

んを砂漠でやしなうことが慣習でした。この慣習は、マッカに住むアラブ人の金持ちの間で、いまでも見られま

す。人々は赤ちゃんを生後第 8 日目に砂漠へ送りました。砂漠の澄んだ空気で、健康になるのでした。そして、

砂漠で、よい生活習慣を学ぶのです。 
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練習 

Ａ．次の質問に文章で答えましょう 

 

１．預言者は、いつ、どこで生まれましたか？ 

 

２．軍隊が、イエメンからマッカに来たのは、なぜですか？ 

 

３．なぜ、マッカの人は、その年を「象の年」と名付けたのですか？ 

 

４．軍隊は、カアバを壊すことができましたか？それは、なぜですか？ 

 

５．アラブ人の貴族が、赤子を養育するために砂漠へ送ったのは、なぜですか？ 

 

 

Ｂ．正しい答えを入れましょう。 

 

１．ムハンマドの父親の名前は          です。 

 

２．          族は、マッカで最も重要な部族です。 

 

３．彼らは、カアバの         をしていました。 

 

４．アッラーは、        ためにやって来た軍隊をほろぼすために、 

 

      を送りました。 

 

Ｃ．正しい文章には〇を、間違った文章には×を書きましょう。 

 

１．アブドゥッラーは、ムハンマドが生まれる数カ月前に亡くなりました。 

 

２．アラブ人の貴族は、赤子を町に送って育てさせます。 

 

３．子供は、６才か８才になるまでそこにとどまります。 

 

４．この古い慣習は、今では行われていません。 

 🐪 🐪 🐪 🐪 🐪 

 

 

 

 

 



19 

 

 

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） 

今月もさいごまでムスリム新聞をお読みいただきありがとうございました。アッラーのよき報奨がみなさんに

ありますように。 

ちょっと寒い日が続き、押し入れから毛布を出したのに、しばらくしたら、秋の初めのように暖かくなり、き

ょうは、梅雨のように湿気て雨が降っています。昨年のラマダーンに、できなかった分の断食を、次のラマダー

ン月までに返せるように、こつこつ断食をする日を作っています。断食をするぞ！と、すぐに思い立てるのであ

ればとてもいいのですが、さぁ、明日は断食するかぁ、でもどうしよう、と悩んでいると、次の日が訪れ、なか

なか、断食を始めることができません。困った、次のラマダーンまでに返すことができるのだろうかと、心配で、

胃も痛くなってきましたが、どうもじぶんの気持ちがこの調子ではどうにもならない、と思い、これはドゥアー

するしかないと、じぶんで頑張ろうと思うのはやめて、断食する気分になれるように、ドゥアーをする日々です。

それで、時々、断食することもできます。アル＝ハムドリッラー。このごろは、胃の調子もあまりよくないし、

出かける用事もあまりないので、食べなくて、困った、おなかがすいてこまることはありませんが、なぜか、食

べてはいけない、とか水がのどを通ってはいけない、と思うと、その日がどんな一日になるのか不安で、なかな

か踏ん切りがつきませんが。 

塩崎さんが書いて下さっている「東南アジアのシャーフィイー派」では、東南アジアに暮らす、いろいろな文

化や言葉を持っている民族の名前がたくさんでてきます。今月は、チャム人の名が登場しました。チャム人によ

る国、チャンパ王国はもうすでに滅んでしまいましたが、周辺の国に逃げてチャム人は生き延びているそうです。

韓国の歴史ドラマを見ていると、さまざまな民族の人たちが出てきます。現在の日本にあたる「倭」国の人たち

もよくでてきます。朝鮮半島に住んでいた人たちが、現在の日本列島にも、気軽に訪れていた様子も描かれてい

ます。ロシア人が書いた１００くらい前のロシアからヨーロッパ、トルコのあたりの様子を描いた小説でも、あ

の辺りに住む人たちが、気軽に動き回っているようすが描かれています。現在は、飛行機に乗って、一気に、別

の国に移動することが多いですが、昔は、歩いていたら気づけば別の土地に入っていた、というような、国と国

の境界線がいまよりずっとぼんやりしていたのかもしれません。 

出版社書肆心水から、トルコ元首相のダウトオウル著『文明の交差点の地政学』が出版されました。本の紹介

に、欧米中心ではない視点からの新しい世界秩序の提案と書いてあります。難しい話かもしれませんが、どこか

につながる扉が開くかもしれません。アッラーの導きがありますように。 

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）。 


