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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 

 窓開けると虫の鳴き声が聞こえ、風も涼しくなって朝ごみを出しに出かけても気持ちが良い時もあれば、

日中セミが鳴いて、暑くてエアコンを入れたりする日もあればと、涼しさと暑さが混じったような心と体が

すこし落ち着かない季節になりました。温かいお湯でも飲んで、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］４９－５２節（１９） 

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。 

 

 そして人間を、災厄が襲うと、彼はわれらに祈った。それからわれらが彼にわれらからの恩寵を授けると、言

った。「私がそれを授けられたのは知識に基づくに過ぎない」。いや、それは試練である。だが、彼らの大半は知

らない。（３９：４９） 

★ジャラーライン 

『人間』つまり、人間という種族。 

『われらが彼に・・・授けると』われらが彼らに・・・与えると。 

『恩寵を』慈善を。 

『私がそれを授けられたのは知識に基づくに過ぎない』私がそれにふさわしいとアッラーが知り給うていたか

らである。 

『それは』その主張は。 

 『試練』それによって、しもべ（人間）が悩まされるところの、苦難。 

 『彼らの大半は知らない』（恩寵の）授与が、破滅への誘惑であり、試練であるということを。 

 

★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 

 そして人間を、災厄が襲うと、彼はわれらに祈った。それからわれらが彼にわれらからの恩寵を授けると、

言った。「私がそれを授けられたのは知識に基づくに過ぎない」。いや、それは試練である。だが、彼らの大半

は知らない。（３９：４９） 

彼ら以前の者たちもかつてそう言った。だが、彼らの稼いできたものは彼らの役に立たなかった。（３９：５

０） 

 それで彼らには彼らの稼いだ悪事が降りかかり、彼らのうち不正をなした者たち、いずれ彼らにも彼らの稼

いだ悪事が降りかかる。そして彼らは頓挫させる者ではない。（３９：５１） 

 彼らは知らなかったのか、アッラーが御望みの者に糧を広げ、また、制限し給うことを。まことに、この中

には信仰する民たちへの諸々の徴がある。（３９：５２） 
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 アッラー（称賛され至高なる御方かな）は、人間について教えて、彼らは、災厄の中にあると、アッラー（誉

れ高き威厳ある御方かな）に謙虚になり、悔悟して立ち返り、お願いごとをするが、その後、かれがかれの恩寵

を人に授け給うと、度を越して横柄となり、『私がそれを授けられたのは知識に基づくに過ぎない』と言うように

なると、仰せになりました。 

 『知識に基づくに過ぎない』とは、「アッラー（至高なる御方かな）が、私がそれに相応しいことを知り給うて

いたためであり、もし私がアッラーの御許で特別な者でなかったのならば、かれは私にこれを授け給わなかった

であろう」、ということです。 

 （学者の）カターダは、「私のもつ『知識に基づく』、つまり、私のもつ情報に基づく」と説明しました。 

 アッラー（誉れ高き威厳ある御方かな）は『いや、それは試練である』と仰せになりました。つまり、「それは、

人がそう主張することとは異なり、そうではなくむしろ、われら（つまり、アッラー）は、もともとどうなるか

知っていたけれども、われらは、われらが人間に与えたものを用いて、彼が従うか背くか、彼を調べるために、

彼にこの恩寵を恵んだのである。それゆえ、それは、試練、つまり、試験なのである」ということです。 

『だが、彼らの大半は知らない』それゆえ、彼らは、彼らが言うところの言葉を、言い、彼らが主張するとこ

ろのことがらを、主張するのです。 

 

★クシャイリー 

人々は、災厄においては、（自分にある）価値、適切さ、権能、力に囚われることはありません。しかし、アッ

ラーが彼らから苦難を取り上げ給うと、彼らは不遜な態度で「まことに、これは、われらにある価値ゆえに、与

えられたのだ」と言いました。かれ（至高なる御方かな）は、『いや、それは試練である』と仰せになりました。

しかしながら彼らは知りませんでした。 

それから、アッラーは、彼ら以前の者たちもただただ不遜であるがゆえに、それと同じことを主張しそう見込

んでかかり、そのために災いを蒙ったように、彼らもそれと同じものに襲われるであろうと、教え給いました。 

 

彼ら以前の者たちもかつてそう言った。だが、彼らの稼いできたものは彼らの役に立たなかった。（３９：５

０） 

★ジャラーライン 

 『彼ら以前の者たち』さまざまな共同体のうちの、カールーンや、その言葉を気に入った彼の民のような。 

 

★イブン・カスィール 

 『彼ら以前の者たちもかつてそう言った』つまり、さまざまな共同体の祖先の多くの者は、この言葉を言い、

この主張を唱え、この訴えを願い出ました。 

 『彼らの稼いできたものは彼らの役に立たない』つまり、彼らの言葉は正しくなく、彼らの集団も、彼らが稼

いだものも、彼らを守ることはできませんでした。 

 

 それで彼らには彼らの稼いだ悪事が降りかかり、彼らのうち不正をなした者たち、いずれ彼らにも彼らの稼い

だ悪事が降りかかる。そして彼らは頓挫させる者ではない。（３９：５１） 

★ジャラーライン 

『彼らの稼いだ悪事が降りかかる』つまり、その（彼らの稼いだ悪事の）報いが。 

『彼らのうち』つまり、クライシュ族とマッカの不信仰者たち。 

『そして彼らは頓挫させる者ではない』「われらの懲罰から逃れる者ではない」それで、人々は７年の間、旱魃

に見舞われました。そしてその後、かれは彼らに糧を気前よく与え給いました。 
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★イブン・カスィール 

  『彼らのうち』そこで語られている者たちのうち。 

  『彼らにも彼らの稼いだ悪事が降りかかる』それらのものが降りかかったのと同じように。 

  『彼らは頓挫させる者ではない』これは、かれ（称賛され死至高なる御方かな）が、カールーンについて、

彼の民が彼に『得意然となるな。まことに、アッラーは得意然な者たちを愛し給わない（２８：７６）そしてア

ッラーがあなたに与え給うたもののうちに、来世の住まいを求めよ。そして現世でのあなたの分け前を忘れるな。

アッラーがあなたに対して至善をなし給うたように、あなたも最善を尽くし、この地で害悪を求めるな。まこと

に、アッラーは害悪をなす者を愛し給わない。（２８：７７）』と言った時に、『彼（カールーン）は言った。「私

がそれをあたえられのは、私の許にある知識のみによる（２８：７８）』、それで、『彼は知らなかったのか、アッ

ラーが彼以前にも行く世代ものうちから、彼よりも力が強く、貯えも多かった者を滅ぼし給うたことを。そして

罪人は彼らの罪について問われることはないのである（２８：７８）』（第２８章［物語］７６―７８節）と教え

給うたことと同じです。 

またかれは、『彼らは言った。「われらは財産も子供たちもより多く、われらは罰せられる者ではい」』（第３４

章［サバァ］３５節）と教え給いました。 

 

 彼らは知らなかったのか、アッラーが御望みの者に糧を広げ、また、制限し給うことを。まことに、この中に

は信仰する民たちへの諸々の徴がある。（３９：５２） 

★ジャラーライン 

  『糧を広げ』糧を気前よく与え。 

  『アッラーが御望みの者に』アッラーが、その者に試験を望み給うたところの者に。 

  『制限し給う』かれがその者に苦難を望み給うたところの者を、困窮させ給う。 

  『信仰する民』アッラーを（信仰する民）。 

 

★イブン・カスィール 

  『アッラーが御望みの者に糧を広げ、また、制限したまうことを』つまり、かれが、一方の民に、それ（糧）

を気前よく与え給い、もう一方の民に、それを減らし給うことを。 

  『諸々の徴がある』つまり、教訓と論拠がある。 

 

★クシャイリー 

 たくさん与えられた者から、制限された者まで、糧における人間の状態がさまざまであることを知らないので

しょうか。そして、彼らは誰一人として、分け与えられたものから、減らしたり、もしくは、増やしたりするこ

とはできません。 

 

カールーンって誰？ 

カールーンは、ムーサーの時代に生きていた人物です。彼については、中田香織訳『タフスィール・アル＝ジ

ャラーライン』の第３巻７３―７６頁を参照してください。 

 「伝記学者によると、カールーンはイスラーイールの子らのうち、ムーサーとハール―ンに次いで博学で、最

も良く律法の書を読み、最も美しく、金持ちで、また良い声をしていた。ところが、彼は不正に陥り、不遜とな

り、彼の追従者たちと共に離反した。・・・」（同書第３巻７５頁） 
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👀見てみようアラビア語 
第４３章４９節 

َفِتَ َِهىَ َلَ ب َ
 
ن ة   

いや、それは試練である 

َلَ ب َ  
（接続詞） 

いや 

 ِهىَ 
（代名詞） 

それ 

َفِتَ َ
 
ن ة  
（名詞） 

試練 
 

 

👞  



6 

 

 

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１８回 

訳著：アーミナ      

 

慈悲あまねく慈愛深きアッラーの御名において 

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： 

１０．預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の喜びと満足 

 

預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）のお喜びは、この世の物質に対してやこの世の享楽に対して

でも、この世の地位の高さや財産に対してでもありませんでした。預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あ

れ）のお喜びやご満足は、アッラーのご満足だけにありました。アッラーがお喜びになられる行いだけにありま

した。アッラーがサハーバ達(彼らの上にアッラーのご満悦あれ)にお恵み下さった、夜の任意の礼拝や、任意の

断食や、ジハードへの参加に、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）はお喜びになられ、満足されま

した。人々のイスラームへの入信をお喜びになられ、アッラーのための勝利をお喜びになられました。 

 

アッラーが、クルアーンの中で、【あなたの主は(来世で)、あなたに必ずや(諸々のお恵みを)お授けになり、

あなたは（それに）満足するのである。】(クルアーン暁章 5 節)というアーヤ（節）を啓示したとき、預言者様

（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）はこうおっしゃいました。 

 

≪ではアッラーに誓って、私のウンマの 1 人として火の中にいることに、私は満足しません。≫ 

 

預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）のご満足は、私たち全員が、地獄から救われることにありま

した。私たちの満足は、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）に関することに置かれているでしょう

か。私たちの喜びや満足を、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の喜びや満足を真似て、アッラー

のお喜びになることにおきましょう。預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）のお喜びをお手本にしま

しょう。 

 

こうして預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の内面を模倣し、従うことで、私たちはアッラーに

愛されることを手に入れ、罪の赦しを手に入れます。アッラーはクルアーンの中でこうおっしゃっています。 
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クルアーン 第３[イムラーン家章] ３１節 

 

サハーバのザイド・ルハイル様（アッラーのご満悦あれ）は、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）

に言いました。 

「私はあなたにアッラーがお望みの人の印と、アッラーがお望みでない人の印について尋ねる為に、やって来

ました。」すると（預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）はこうおっしゃいました。 

≪あなたは、どんな状態になりましたか？≫ 

彼は言いました。「私は、善行と善い人たちを好むようになりました。善行の中で、もし私にできることがあ

れば、急いでそれを行い、その報償を確認します。そして、もしそのチャンスを逃してしまったら、それを悲し

み、渇望します。」すると彼（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。 

≪それが、アッラーがお望みの人の印です。≫ タバラーニ―伝承 

 

アッラーが良いことを望まれた人は、善いことを望み、アッラーがそれを自分にさせてくださったら喜び、そ

れを逃しできなかったら悲しむようになる、ということです。どこからこの喜びがやってくるでしょうか？自分

が、努力して善行を手に入れた、という喜びでしょうか？それではウジュブ(自己満足)という心の病につながっ

てしまいます。そうではなく、アッラーが、自分に善い事を望んでそれを実行させてくださったことに対する喜

びです。それが、≪アッラーがお望みの人の印≫であり、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の内

面の喜びです。預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）は、自分やウンマの誰かがアッラーのお喜びに

なられる善行にタウフィーク(アッラーのによる成功)を得たことを喜び、ウンマの誰かがそれを逃してしまった

ことに悲しまれました。 

 

私たちの喜びと悲しみは、どうでしょうか？現世の短い一時的な価値しかないこの世の物質を手に入れたこと

に喜び、それを周りの人に見せびらかしたり、その喜びを他の人たちに現したりしていないでしょうか。私たち

の大きな喜びは、アッラーがタウフィーク(による成功)をくださって、クルアーンを読ませてくださったことに

もあるでしょうか？私たちに礼拝をさせてくださったことにも、その喜びがあるでしょうか。 
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私たちの子ども達の喜びはどうでしょうか？子どもたちの喜びは、何に置かれていますか？サッカーチームが、

相手チームのキーパーを破って、シュートしてボールをゴールに入れたことに立ち上がって喜び、大声を上げて、

飛び上がって喜ぶでしょうか。イスラームでは、スポーツはハラームではなく、許されていることです。アッラ

ーから頂いた体を健康に保つ為、活性化するため、というニヤ（意思）によって、スポーツは善い行いにもなり

ます。しかし、私たちの全ての感情を奪われる程の喜びを、そのチームの勝利に感じ、私たちの全悲しみがその

チームが負けることと一緒にあるのはどうでしょうか。 

 

飼っているペットがご飯を食べたこと、かわいい動作をしたこと、それに私たちの心が喜びを感じる大きさと、

毎日の礼拝にアッラーが同意してくださった喜びとはどちらが強いでしょうか。私たちの喜びを、預言者様（彼

の上にアッラーの祝福と平安あれ）の喜びに結びつけましょう。 

 

ある信仰深い人が、家に戻ると自分の小さな娘が泣いていました。彼が、「娘よ、どうしたんだい？」と尋ね

ると、彼女が、「私は昨日の夜、晩御飯を食べなかったし、今夜もご飯がないの。お腹がすいたわ・・」と泣き

ました。すると、父親は笑い出しました。娘が、「お父さん、どうして笑うの？お腹が空いたと言っているのに。」

と言うと、父親は「私はお前がもっと深刻なことで泣いているのかと思ったよ。お腹がすいているなんて、私た

ちにはすぐに食べ物が来るだろう。預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）やサハーバ達(彼らの上にア

ッラーのご満悦あれ)が経験されたような高貴な空腹を経験するには、私たちは卑し過ぎる者なのだから。私た

ちはアッラーの元でそんな高い地位にあるわけがないのだから、、」父親が言い終わらないうちに、ドアがノッ

クされ食べ物が届きました。娘は大喜びで笑いました。しかし、父親は泣き始めました。娘が「お父さん、どう

したの？食べ物が来たというのに？」と尋ねると、父親は、「私が言ったことが本当だという証拠に、私が言い

終わらないうちに食べ物が来たのだよ。私たちは、アッラーの元で預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あ

れ）のようではなく、ずっと卑しいということだ。」 

 

私たちの喜びと悲しみは、この父親のように、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）と結びついて

いるでしょうか？毎日１食も食べられなかった預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）やサハーバたち

（アッラーのご満悦あれ）と違って、私たちが毎日２食、3 食も食事を食べていることに、私たちが喜んではい

ないでしょうか。今のウンマ(イスラーム共同体)の喜びは、時には、アッラーの禁じるものにさえあります。あ

るムスリムが結婚した、という知らせに、結婚式に行くと、男女が同じ場所に同席して結婚式を行っていました。

これはアッラーがお嫌いになる行為ですが、ムスリムたちはその結婚式に喜んで参加しています。ムスリムの男

女が同席することは、勉強の場など必要な一部の場合を除いてはイスラームでは禁止されているにも拘らず、結

婚式で喜んで男女が同席しています。また、結婚式で大量のご馳走を作り、その多くが食べ切れなくて捨てられ

てしまうということも多く起きています。ウンマの中には、空腹で死んで行く子ども達がいるというのに、ただ、
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人々にケチだと思われない為だけに、自分の虚栄心のために食べ物を浪費し、ムスリムたちがそれを喜んでいる

ことがあります。 

 

また私たちの子ども達や女性達の服装は、テレビや雑誌に掲載されている、ムスリムではないモデルや女優に

影響を受けて、足やアウラが出るような服を買って喜んだり、ムスリムではない人たちの流行の服装をして喜ん

だりしています。今のムスリムたちが喜びを感じるこういったことに、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平

安あれ）の心は悲しんでいます。私たちに天国に行って欲しいと願っている預言者様（彼の上にアッラーの祝福

と平安あれ）にとっては、アッラーの禁止されていることを行うムスリムたちを見ることは、実に大きな悲しみ

です。預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）に従うことを望む私たちの心に、預言者様(彼の上にアッ

ラーの祝福と平安あれ)が感じられている悲しみがあるでしょうか。 

 

いつからムスリムたちの服装が、ムスリムではないモデル達をお手本にし、アウラが出る服装をムスリマの女

性たちがするようになってしまったのでしょうか？そういった醜い服装を美しいと言うようになったのはいつ

からでしょう。私たちは、アッラーを知らない彼女たちの真似をするようこの世に生を授けられ、アッラーに創

られた訳ではありません。預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）に従い、人々へのお手本となり、世

界中の人たちを光へと導く為にアッラーから命を授けられ創られたはずです。女性のみならず男性も、スンナと

は関係ない、こういった流行に大きな影響を受けています。男性があごひげを伸ばすことはスンナですが、最近、

あごひげを伸ばしている若い男性が多いので、マーシャーアッラー、スンナを実行している若者が多い、と言っ

たら、彼らはスンナに従っているのではなく、今の流行が髭を伸ばすことにあるので、流行に従って伸ばしてい

るだけですよ、と言います。預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）は、私たちの喜びと悲しみを、ど

うご覧になっていらっしゃるでしょうか。アッラーよ、どうか私たちの喜びと悲しみを、預言者様（彼の上にア

ッラーの祝福と平安あれ）の喜びと悲しみに結び付けてください。 

 

👞 👞 
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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 ４９回

―ミャンマーのシャーフィイー派②― 
アフマド塩崎 

 

前回は、ミャンマーのムスリムが総人口の 1 割程度でおそらく 500 万人くらいであること、ウラマーが学ん

でいる法学派はほとんどハナフィー派であることなどについて書きました。ミャンマーは東南アジアの国とい

うことになっていますが、東南アジアで学ばれている法学派が、シャーフィイー派だけということはありませ

ん。ミャンマーは、インドネシアやマレーシアよりも、インド、パキスタン、バングラデシュなどの南アジア

のムスリムの伝統に連なっているということも、前回書きました。 

東南アジアのシャーフィイー派の話から外れますが、ここで少し中国のムスリムの話をしておいた方がいい

かもしれません。南アジアからミャンマーにつながる南アジアのムスリムの伝統は、中国のムスリムにまでつ

ながっているからです。 

中国のムスリムは、現在は、新疆ウイグル自治区を除けば、北西部の甘粛省あたりに特に多く住んでいま

す。しかし、19 世紀までは、南西部、現在の雲南省に最も多く住んでいました。日本人にはなじみが薄い地域

ですが、地図で見ると、雲南省はミャンマーと国境を接しています。現在でも、この雲南省とミャンマーの国

境をまたぐ地域に、中国語を話すムスリム、回族がすんでいます。 

19 世紀の中国を代表するウラマー、馬徳新は、雲南出身で、雲南からマッカまでの巡礼、さらにエジプトや

トルコ、東南アジアを旅した巡礼記を書いています。馬徳新は、まず雲南からミャンマーに入り、ミャンマー

で第 2 の都市であるマンダレーに向かっています。マンダレーを流れているエーヤワディー川で船に乗って、

あとはアラブビア半島のターイフまで船で移動しています。雲南省の国境からマンダレーまでは 200 キロほど

ですが、マンダレーまで行ってしまえば、あとは船でマッカのすぐ近くまで行けるのが雲南省、といえます。 

雲南は、19 世紀の半ばまでは中国のムスリムの中心地といえる地域でした。14 世紀に大艦隊を率いて東南

アジアや南アジア、中東、アフリカへの航海を繰り返したことで知られる鄭和も、元々は雲南出身のムスリム

でした。しかし、1856 年から 1873 年にかけて、雲南では大規模な回族の反乱が起きました。杜文秀という

指導者が、「スルターン・スライマーン」を名乗り（回族は、中国風の名前の他に、アラビア語風のムスリム

名を持っています）、独立を目指して反乱を起こしました。馬徳新もこの反乱の指導者の 1 人でした。17 年に

渡る反乱で、死者は 100 万人を超え、敗れた後、多くの回族が中国各地、あるいは国境を接するミャンマー、

タイ、ラオスなどに逃げのびていきました。この後、雲南のムスリム人口は大幅に減少してしまいました。 

回族の間では、法学については、ハナフィー派絶対主義といっていいくらい、ハナフィー派だけが学ばれて

いました。四大法学派でも、ハナフィー派以外は学ぶのも取り入れるのも否定されていたくらいです。このハ

ナフィー派の伝統は、一つには、インドからミャンマーを経て雲南省につながるルートで入ってきました。あ

とは、中央アジア経由で中国北西部に入ってくるルートもありました。 

一方、法学で見た東南アジアのムスリムの大多数、シャーフィイー派の伝統は、シャーフィイー派の主な根

拠地の一つであるイエメンから、インド南西部のマラバール地方を経て、インド洋経由で東南アジアに伝わっ

てきました。インドネシア、マレーシア、タイ南部、フィリピン、ベトナム南部にあったチャムパ王国などで

す。 

このように、東南アジアのシャーフィイー派の歴史と、ミャンマーや雲南のハナフィー派の歴史は別の系統

といえるのですが、両者は無関係ということはなく、あちこちで影響しあっているところもあります。 

そして、別系統ではあっても、中国のムスリムの歴史は、東南アジアのムスリムの歴史にとって非常に重要

です。1 つには、経済的に豊かな中国との貿易を望むアラブ人やインド人の商人がインド洋経由で中国を目指
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し、途中でアチェやマラッカ、パターニー、チャムパに立ち寄ったことで、東南アジアにイスラームが広まっ

ていきました。 

それから、中国のムスリムが東南アジアへと南下してきたことも数多くありました。鄭和の航海や、杜文秀

の反乱が敗れた後の回族の東南アジアへの逃亡は、大規模な例です。それ以外にも、中国のムスリムが貿易や

出稼ぎのために東南アジアへ移動することは、中国のムスリムの千年の歴史を通して続いてきたことで、この

ことは東南アジアのムスリム社会にかなりの影響がありました。東南アジアのムスリムの方が中国に留学や働

きに行ったりするのが増えたのは、21 世紀になってからですが。 

このように、現代のミャンマーでも、雲南省と接する地域を中心に、回族のムスリムはミャンマーのムスリ

ムの中の重要な一員です。他に、ミャンマーの西方、インドやバングラデシュと歴史的なつながりを持つムス

リムがいて、人口はこの人たちが一番多いです。あとは、人口は一番少ないですが、南方のマレー語を共通語

とする地域とつながりを持つムスリムもいて、タイ南部と国境を接するミャンマー南西部を中心に住んでいま

す。ミャンマーは、様々な人々が行き交う交通路にあたる国といえます。その結果、多民族多宗教の国になっ

た、ということもいえます。 

次回は、ミャンマーのムスリムの中でも最大多数である、インドやバングラデシュと歴史的なつながりを持

つ人たちについて見ていきたいと思います。 

 

 

👞 👞 👞 

📚 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 

今月読んで、印象に残った一文はこちらです。 

「２．創造主」（１８頁） 

 科学の進歩のおかげで今の人には、むかしの人にはできなかったこともできるようになりました。牛の小さな

細胞から一頭の牛を作ることにも成功しました。でも、何もないところから何かを作りだすことは、今日の科学

はできません。未来の科学でもできないことでしょう。 

 むかしにくらべると、時間もかけず、手間もかけず、ただ機械を動かしているだけで、ご飯ができたり、洗濯

が終わったり、それだけでなく、遠くの国まで出掛けられたりできるようになりました。できることが多すぎで、

できなくなることが恐ろしく感じたり、受け入れることができません。医療の発達した高齢化社会では、人生に

おいて、できることが多い若い時は短く、できないことの増える老いていく期間は長いので、現代はまさに心を

穏やかに過ごすことの困難な時代なのだと感じます。 
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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（１７） 

カリフ制の再興／大地の解放を目指して 

ハサン中田 

 

１７．イスラーム世界の外へのイスラームの宣教 

 

我々はここまで、現代におけるイスラームの広宣の全体像を素描してきた。最後に、イスラームの宣教の原

点に戻ろう。 

 イスラームとは、預言者に服従することであった。預言者ムハンマドの死後には、その政治的権威はカリフ

に、宗教的権威はウラマーゥに継承された。しかしカリフもウラマーゥも無謬ではなく、カリフもウラマーゥ

も単独ではイスラームを伝える預言者の権威を体現していない。単独で預言者の権威を継承できる者がなく、

権威が分化、分散したために、正しいイスラームは、彼らが補完しあうことによってしか、示すことができな

い。 

 即ち、ウラマーゥが学問的に合意し、ウラマーゥが合意していること自体をカリフが政治的に裏打ちして、

それが初めて、イスラームの正しい教えと認められるのである。 

 現代世界にはカリフ政権なく、「公式」の宣教が存在せず、預言者の相続人であるウラマーゥにも宣教の統一

見解がなく、無条件に信ずべき権威はない。では我々何を基準に、宣教の真偽を見分ければよいのか。 

 それはイスラームの根本教義、即ち、信仰告白句に照合することである。 

 第一告白はアッラーの唯一性である。アッラー以外に服従すべきものは何物もない。第二告白は預言者ムハ

ンマドの使徒性である。アッラーに従うとは何を意味するのかを示すことができるのは預言者ムハンマド以外

に誰もいない。 

 第一告白は、人間の人間に対するあらゆる支配を否定し、第二告白は、預言者ムハンマド以外がアッラーの

代弁者として語ることを禁ずる。たとえアッラーと預言者の名の下にであれ、他人に自分への服従を強制しよ

うとする者は、イスラームの宣教者ではない。なぜなら現在、人々が服従することが義務であった預言者の権

威を継承し、自分の言うことに従うことが預言者に従うことだと言うことの許される者はいないからである。 

 預言者への服従が義務であったのは、（１）彼の信頼性が人々の間で周知であったこと、そして（２）奇跡

（mu‘jizah）によって使徒性を証明されていたからである。 

 預言者ムハンマドは「正直者（amīn）」の異名をとる信用のある商人であったが、公に宣教を始めるにあたっ

ては、まずサファーの丘にマッカのクライシュ族の全ての部族を呼び集め、「あの山の麓から騎馬隊が襲ってく

ると私が言ったなら、あなたがたは私を信じますか」と尋ねられた。そして、「あなたが嘘つきであったことは

ない」と人々が答えるのを確認してから、「実は、私はあなたがたへの目前の激しい懲罰の警告者です」と宣言

されたのであった。（注１） 

 それゆえまず宣教者は社会の中での信用を勝ち得なければならない。社会の中で全幅の信頼を置かれる者の

みが宣教者の名に値する。そして預言者を支えた「奇跡」は預言者の逝去後にはもはや存在しない。（注２）現

代において、預言者の「奇跡」を証明する者は、その歴史的記録のみなのであり、それゆえ宣教者は、預言者

の「奇跡」を記録し保存した歴史資料の厳密な知識を自らが有していることが必要なだけでなく、その真正性

を非ムスリム社会の市井の民の誰にでも理解せせることができるように、イスラームの政治的権威とそれを裏

書する当該社会の政治的権威からの公式な認定を得ることが必要となる。ところがそうしたイスラームの政治
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的権威はカリフが空位の現在は存在しないため、預言者の権威を継承する宣教は今日では不可能なのである。 

 但し、イスラームを受け入れる義務が、その真理性を証明する歴史的学問的考証の後に始めて生ずる、とい

うことは、そうした学問的証明手続きを踏まないイスラームの入信が無効であることを意味しない。イスラー

ム学は、一般民衆のタクリード（証明によらない信用）によるイスラームの入信の有効性を認めているのであ

る。それは義務付加（taklīf）のない未成年の礼拝が有効なのと同じである。信徒の模範であるアブー・バクル

が預言者ムハンマドの言うことであれば無条件に全てを受け入れたように、学問的検証ではなく宣教者の人格

への信頼が、信仰の深化の常道であることは古今を通じて変わらない。 

 宣教と知識の伝達の区別は既に述べた。 

 現代の宣教者に求められるのは、宣教ではなく、知識の伝達である。誰にも自分の意見を押し付けようとせ

ず、その典拠となる知識を厳密、正確に教え、判断は聞くものに委ねる自制した態度こそが宣教者に相応しい

のである。 

 では知識の伝達だけで宣教になるのか。イスラームの歴史や文化ではなく、クルアーン、ハディース、そし

てその解釈などのイスラーム学の知識であっても、知識の伝達だけではそれは宣教にならない。知識の伝達が

宣教になるのは、その知識が生きられた知識であること、つまりその教える者がその知識を体現していること

が、言葉ではなく、その生き方から伝わること、教わる者が自らの生きる手本にしようと思う人格性を備えて

いることである。 

 非ムスリムにイスラーム紹介のパンフレットや入門書によってイスラームを知らしめる、といった発想はイ

スラームには本来存在しない。それは西欧キリスト教の伝達の猿真似に過ぎない。イスラームには万巻の書が

著されているが、前近代においては、非ムスリム向けに書かれたイスラームの入門書の類は一冊も知られてお

らず、むしろイスラーム関連の書物を異教徒に触れさせることすら忌避されていた。（注３）それはイスラーム

とは預言者に聴き従うことであり、イスラームは言葉ではなく、イスラームを体現する人格を介してしか伝え

られない、とのイスラームの宣教概念の現れであったのである。 

 知識として、６信５行などのイスラームの教養、あるいはイスラームの政治システム、経済システムなどを

非ムスリムに語ることと、イスラームへ招くことを区別する必要がある。イブン・アッバースは以下のような

ハディース（アル＝タラバーニー）を伝えている。 

 

 アッラーの御使いはウフドの戦いで伯父のハムザを殺したワフシーの許に使いを送り、彼をイスラームに招

かれた。すると、ワフシーから彼に「あなたが私をあなたの宗教に呼び招くことがどうしてあろうか。あなた

は、人を殺した者、多神教をなした者、姦通した者には罪があり、彼には懲罰が倍加されると主張するが、私

はすれらをすべてなした」との返書が届いた。その時アッラーは「ただし、悔いて戻り、信仰し、善行をなし

た者はべつで、それらの者はアッラーが彼らの悪行を善行に換え給う・・」（２５：７０）を啓示し給うた。す

ると、ワフシーは言った、「この条件は厳しい。私はそれができないかもしれない。これ以外のものはないの

か」。すると、アッラーは、「まことにアッラーは彼に同位者を置くことを赦し給わず、それ以外のことは御望

みの者には赦し給う・・・」（４：１１６）を啓示し給うた。すると、ワフシーは言った、「依然、私は彼が私

許し給うのかそうでないのか曖昧なままである」。すると、アッラーは、「言え、己自身に仇して度を越したわ

がしもべたちに、「アッラーの御慈悲に絶望してはならない。まことに、アッラーは罪をそっくり赦し給

う・・・」（９：５３）を啓示し給うた。すると、ワフシーは、「よし。今こそなんの条件も見出さない」と言

い、イスラームを受け入れた。（注４） 

  

 アル＝タバラーニーの伝えるところでは、預言者は「これは全てのムスリムに当てはまる」と言われてい

る。このエピソードは、イスラームの教義の説明の言葉遣いと、入信の呼びかけの語り口が異なることを示し

ている。 



15 

 

 

 イスラームへの入信を呼びかけるにあたっては、いかなる義務を行うとの条件もいかなる禁令を守るとの条

件も課すことなく、むしろあらゆる罪が許されることだけを告げるべきなのである。 

 イスラームが勧善懲悪の教えであるのは確かであるが、その宗教的メッセージの根幹が、「殺人などのいかな

る大罪を犯そうとも、アッラー唯独りに崇拝を捧げさえすれば、全ての罪は許されて救われる」、という究極の

救済の福音にあることが忘れられてはならない。文化的啓蒙として、イスラームの教えの完全性、素晴らしさ

を語ること自体は咎められるべきことではないが、それを宣教と混同することは厳に慎まなければならない。 

 宣教において「語るべきこと」は、「ムスリムがいかに素晴らしいか」ではなく、「いかに罪深くともムスリ

ムは救われる」である。「ムスリムがいかに素晴らしいか」は「語るべきこと」ではなく、宣教者たちが自らの

生き方の中で「示すべきこと」である。言葉ではなく行動による宣教をマレー／インドネシア語で dakwa 

bilhal（心境行状による宣教）と呼ぶが、「イスラームの素晴らしさ」は、非ムスリムとの日常的交際の中でそ

の生き方においてこの dakwa bilhal を実践することによってのみ伝えることができるのである。 

 

 現世での秩序の維持の権力と責任が、ムスリムの手中にない今日において、宣教者に求められているのは、

イスラームのメッセージに根本、つまり多神崇拝を避けアッラーのみを崇めることだけで救済が保障されるこ

とを伝え、その土地の住民がクルアーンとスンナのテキストを自分で理解できるために必要な情報とスキルを

提供すると同時に、言葉ではなく行動によって人々にイスラームの素晴らしさを実感させ、手本とされるよう

な生き方をすることなのである。 

 カリフ政権と「イスラームの家」が不在の現状での宣教に必要とされるのは、（１）アッラーの唯一性の意味

を伝えること、（２）服従を求める押し付けを一切排したイスラーム学の正確な知識の伝達、（３）宣教者が

人々から手本として慕われる生きた知識の体現者であることである。そしてそれは、カリフ政権、「イスラーム

の家」が再興され、イスラームの教えの護持と秩序の維持に責任を負う権力者が現れるまで変わらないのであ

る。 

 

（注１）中田香織『タフスィール・ジャラーライン』第三巻、日本サウディアラビア協会、２００６年、６２

９頁参照。Al-Jamal, al-Futūḥāt al-Ilāhīyah, Beirut, 1994, 

vol.8, p.449. 

（注２）伝統イスラーム学においては、「クルアーン」自体が最大の「奇跡」であることにコンセンサスが成立

しているが、「クルアーンの奇跡性（i‘jāz al-Qur’ān）」を理解するためには古典アラビア語の深い学識が要求さ

れる。 

（注３）但し、歴史的存在である預言者のメッセージについては、学問的吟味なしに信ずること（タクリー

ド）が許されていることは合意事項であるが、歴史を超越したアッラーの存在については、自らの理性で考え

た上で納得する必要がある、との説も有力である。 

（注４）Cf, Ibn Mawdūd, al-Ilhtiyār, n.p., n.d., bol4.P.389. 

（注５）中田香織訳『タフスィール・アル＝ジャラーライン』第三巻、日本サウディアラビア協会、２００６

年、２５３頁参照。 

 

 

  

 

👞 👞 👞 👞
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イスラーム学習３ 
著者アブドル・アジーズ 

訳者：アーイシャ吉成 

監訳：ハビーバ中田香織 

２．アッラーは不滅 

 

アッラーは不滅です。 

彼は決して眠りません。 

アッラーは決して生まれたのではありません。 

彼はいつでもおられました。 

彼はいつまでもおられることでしょう。 

 

アッラーに子供はいません。 

アッラーに息子はいません。 

彼に娘はいません。 

彼に妻はいません。 

彼はひとりです。 

彼はアッラー、おひとりにして唯一のアッラーです。 

 

彼おひとりだけがあらゆることについて完全な知識を持っておられます。 

彼は陸と海にあるすべてを知っておられます。 

彼に知られずに木から落ちる木の葉は一枚もありません。 

彼は人々の前にさらされているすべてを知っておられます。 

彼は人々の後ろにかくされているすべてを知っておられます。 

アッラーはすべてを見ておられます。 

 

アッラーはわたしたちが隠していることすべてを知っておられます。 

アッラーはわたしたちが明らかにしていることすべてを知っておられます。 

実際、すべてのことは彼の視界の中にあります。 

彼は最も美しい名前をもっておられますが、それは９９あります。 

彼はアッラー、創造する御方、物を造る御方、形を作る御方です。 

彼の名前は最良の名前です。 

天と地にあるすべてのものが彼を称えています。 

彼は力強い御方です。 

彼は知恵の御方です。 

 

アッラーはわたしたちの近くにおられます。 

彼はわたしたちの世話をして下さいます。 

わたしたちは皆、彼のものです。 

彼はアッラー、おひとりにして唯一のアッラーです。 

アッラーに始まりはありません。 
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アッラーに終わりはありません。 

 

アッラーは他のどのような人とも、どのような物とも似ていません。 

アッラーは生命をお与えになります。 

アッラーは死をお与えになります。 

彼はあらゆることをおひとりでなさいます。 

彼は誰の助けも必要とされません。 

 

本当のムスリムはアッラーを信じ、 

彼のすべての力を信じています。 

 

作業 

A.欠けている言葉をおぎないなさい。 

１．アッラーに      はいません。 

２．彼に       はいません。 

３．彼はアッラー、      御方です。 

４．彼       があらゆることについて       を持っておられます。 

５．彼に       に木から落ちる木の葉は一枚もありません。 

６．彼は人々の後に         いることを知っています。 

  

B．正しい文に〇、間違った文に✕をつけなさい。 

１．アッラーに妻はいません。 

２．アッラーには息子がいます。 

３．アッラーはわたしたちが隠していることを知ることはできません。 

４．本当のムスリムはアッラーと彼の力を信じています。 

５．アッラーは人々の前にさらされているすべてを知っています。 

  

C.左右を結んで文にしなさい。 

１．彼は最も        １．９９あります。 

２．その名前は       ２．アッラーの視界の中にあります。 

３．実際、すべてのことは  ３．美しい名前を持っています。 

 

 

👞 👞 👞 👞 👞 
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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） 

 一日の日照時間もだんだん短くなり、台風もたびたびやってきて、それに伴い、空気の温度もだんだん下がっ

て来て一日が過ごしやすくなってきました。４年半飼ってきたキンカチョウが老鳥となりだんだん足元がおぼつ

かなくなってきましたが、毎月ムスリム新聞を作るために使っているこのノートパソコンも動作が鈍くなり、ワ

ードで文字を打っていても途中で動かなくなってしまったりして、こちらもいつまで一緒に仕事ができるのかわ

かりません。 

 元気だった時には、美しく鳥はないて、部屋の中をどんな高いところにも飛んで行って、見ているだけで、人

間も元気になりました。パソコンは、私がキーボードをたたいて指示を与えれば、瞬時にそれにこたえて画面に

答えを表示してくれました。元気でなくなった鳥は、あまり声を出すこともなく、鳥かごの中でじっとしている

時間がどんどん増え、パソコンは、私がキーボードをたたいて指示を与えても、画面が動かず、上の方に、「（応

答していません）」と出ます。 

 アッラーの恵みや、偉大さに気が付くのは、上手に鳥が飛べたり、すらすらパソコンが動いていた時よりも、

むしろ、それらがあまり動かなくなってきた時で、あたりまえのようにじぶんのもとにあったものが、実は、じ

ぶんにあるのがあたりまえでなく、じぶんがあたりまえのようにできていたことが、実は、じぶんでできていた

ことではなかったことがわかり、気が付き、そうわかります。なくなっていくことはとても悔しいし、悲しいし、

喪失感に、さらにからだの元気がなくなっていきそうですが、すべての心楽しいできごとはじぶんが作り出した

ものではなく、アッラーから一から十までそっくり全部もらっていたものだったんだと、気が付いたなら、静か

にその現実を受け入れ、アッラーを称えるよい機会となるのでしょう。 

 今月のクルアーン解説に、『それからわれらが彼にわれらからの恩寵を授けると、言った。「私がそれを授け

られたのは知識に基づくに過ぎない」。いや、それは試練である。だが、彼らの大半は知らない。（３９：４９）』

というアッラーの言葉が出てきました。鳥の衰えや、パソコンの衰え、そして自分自身の衰えに立ち会うことと

なったこの時に、まさに、アッラーから、わたしへの、戒めの言葉として、届きました。 

 今月の「イスラームの使命」のなかで、「アッラーの御慈悲に絶望してはならない。まことに、アッラーは罪

をそっくり赦し給う・・・」（９：５３）というアッラーの言葉がでてきました。じぶんの不甲斐なさをかみし

めつつ、アッラーの御慈悲に絶望せず、じぶんにできることをすこしでもやって一日を過ごしていきたいです。

アーミン。 

 

 ワアライクムッサラームワバラカートフ（みなさんにアッラーの平安と恩寵がありますように） 

アーリファ 


