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 ムスリム新聞読者のみなさん 

  ラマダーンカリーム！紫の藤の花が咲く季節に、ラマダーンがやってきました。それほど寒くもなく、

暑くもなく、日中、過ごしやすいです。ラマダーン月に、どうぞ、こっそりひっそりと一人になって、新聞
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クルアーン解説 

第３９章［集団］３２－３５節（１４） 

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。 

アッラーについて嘘を言い、正しさについて、それがもたらされた時に嘘と否定した者より不正な者が誰かあ

ろうか。火獄には不信仰者たちの住まいがないというのか。（３９：３２） 

★ジャラーライン 

 『アッラーについて嘘を言い』アッラーに多神を配し、また、子供をかれに付すことによって。 

 『正しさについて』クルアーンについて。 

『～より不正な者が誰かあろうか。』つまり、「そのような者は誰もいない」。 

 『住まい』住居。 

 『～ないというのか』つまり、「いやそれはある」ということです。 

 

★イブン・カスィール 

 アッラー（誉れ高き威厳ある御方かな）は、アッラーについて嘘を捏造し、かれに、神々を配し、天使たちを

アッラーの娘だと主張し、アッラーに息子がいると主張する多神教徒について、教え給いました。かれ（至高な

慈悲あまねき慈悲深きアッラーの御名において 

アッラーについて嘘を言い、正しさについて、それがもたらされた時に嘘と否定した者より不正な者が誰か

あろうか。火獄には不信仰者たちの住まいがないというのか。（３９：３２） 

だが、正しさをもたらし、それを正しいと認めた者、それらの者、彼らこそ畏れ身を守る者である。（３９：

３３） 

彼らには彼らの主の御許に望むものがある。それが善を尽くした者たちの報いである。（３９：３４） 

アッラーが彼らから彼らのなした最悪を帳消しにし給い、彼らがなしてきた最善によって彼らの報酬を彼ら

に報い給うためである。（３９：３５） 
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る御方かな）は、それらのことから離れ、いと高く偉大なる御方であらせられます。またこれと同時に、彼らは、

アッラーの使徒たち（アッラーの祝福と平安がありますように）の舌を通じて、彼らの許に真実がもたらされる

と、彼らは、その真実について嘘だと否定しました。 

 そのために、かれ（誉れ高き威厳ある御方かな）は、『アッラーについて嘘を言い、正しさについて、それがも

たらされた時に嘘と否定した者より不正な者が誰かあろうか。』と仰せなりました。つまり、「これより不正な者

は、誰一人としていない。」ということです。なぜなら、アッラーについて嘘を捏造し、アッラーの使徒を嘘つき

呼ばわりする、ということ、それは過ちの集大成だからです。彼らは、過ちを述べ、真実に背きました。そのた

めに、かれ（威厳極まれし御方かな）は、嘘だと否定する彼らに、警告して、『火獄には不信仰者たちの住まいが

ないというのか』と仰せになりました。 

 

★クシャイリー 

 そこで、言われているのは、理解していない事について示す者、味わったこともないことによって、アッラー

からの恵みの実体験を説明する者のことです。アッラー（至高なる御方かな）は、『復活の日、アッラーについて

嘘を捏造する者たち、彼らの顔は、黒い。』（第３９章［集団］６０節）と説明し給いました。 

 また別説によると、彼らは不信仰者ではなく、むしろ、ある事柄を説明しているけれども、実はその事柄を理

解していない者のことです。それで、彼は、まだ味わったことも見出したこともない心のあり様によって、彼自

身を説明するために、彼の主についてではなく、彼自身について、嘘をついています。その一方で、実体験者以

外について言えば、それはアッラーについて嘘を捏造する者です。彼は、真実なる御方（アッラー）の属性につ

いて、アッラーがそれよりもはるか高みにおられるものによって語る属性否定者で、疑人神論者です。 

 

だが、正しさをもたらし、それを正しいと認めた者、それらの者、彼らこそ畏れ身を守る者である。（３９：３

３） 

★ジャラーライン 

 『正しさをもたらし』つまり、それは預言者（アッラーの祝福と平安あれ）です。 

 『それを正しいと認めた』それは、信仰者たちです。 

 『・・・者』（関係代名詞・単数形）「alladhī（・・・者）」は（関係代名詞・複数形）「alladhīna（・・・者た

ち）」の意味です。 

 『畏れ身を守る』多神崇拝から（身を守る）。 

 

★イブン・カスィール 

 それから、かれ（威厳あり至高なる御方かな）は、『だが、正しさをもたらし、それを正しいと認めた者』と仰

せになりました。  

 （クルアーン解釈者）ムジャーヒド、カターダ、アル＝ラビーゥ・ブン・アナスとイブン・ザイドは、「『正し

さをもたらし』た者は、アッラーの使徒（アッラーの祝福と平安あれ）である」と説明しています。 

 アブドゥッラフマーン・ブン・ザイド・ブン・アスラムは、「『正しさもたらし』た者は、アッラーの使徒（ア
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ッラーの祝福と平安あれ）で、『正しいと認めた者』はムスリムである。」と説明しました。 

 『それらの者、彼らこそ畏れ身を守る者である。』について、（教友）イブン・アッバース（アッラーのご満悦

あれ）は、「彼らは、多神崇拝から身を守った。」と説明しました。 

 

★クシャイリー 

 正しさをもたらした者、彼の行為には、忠誠があり、彼の心の状態には、誠実さがあり、彼の心の奥底には、

真の理があります。 

 

彼らには彼らの主の御許に望むものがある。それが善を尽くした者たちの報いである。（３９：３４） 

★ジャラーライン 

 『善を尽くした』彼らの信仰によって、彼ら自身に（善を尽くした）。 

 

★イブン・カスィール 

 『彼らには彼らの主の御許に望むものがある。』つまり、「楽園には、彼らが熱望するものは何でもある。」とい

うことです。 

 

★クシャイリー 

 『それが善を尽くした者たちの報いである』の『善を尽くすこと』は、預言者（アッラーの祝福と平安あれ）

の言葉に「あたかもおまえがアッラーを目の当たりにしているかのように、かれに仕えること。」とある通りで

す。現世で、継続したアッラーの目撃の状態にあり続ける者には、来世においても、継続したアッラーとの謁見

があるでしょう。（現世で）そうでないものは、（来世も）そうではありません。 

 

アッラーが彼らから彼らのなした最悪を帳消しにし給い、彼らがなしてきた最善によって彼らの報酬を彼らに

報い給うためである。（３９：３５） 

★ジャラーライン 

 『最悪』と『最善』は、「悪行」と「善行」のことです。 

 

★イブン・カスィール 

 前節とこの一節は、クルアーンの別の節で、かれ（誉れ高き威厳ある御方かな）が、『それらの者は、われらが

彼らのなしたものの最善を彼らから受け入れる者たちで、われらは、楽園の住人たちの間彼らの悪事を大目に見

る。彼らが約束された真実の約束として。』（第４６章［砂丘］１６節）と仰せになった通りです。 

 

★クシャイリー 

 信仰する者でない者は、この文脈の一党には含まれません。信仰が備わった者について言えば、彼から、彼が

なした最悪が帳消しにされるのであれば、その最悪の彼の行為とは、大罪のことです。そして、もし、それが許
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されたのであれば、アッラーは、彼らに、彼らの最善の行為について、報い給うでしょう。 

また、信仰者の最善の行為とは、信仰と真実についての知識です。そして、もし、信仰心が、一時的であるな

らば、その報奨も一時的であり、信仰心が、持続的であるならば、その報奨も持続的です。さらに、最善の行為

には、最善の報奨が相応しく、最善の報奨とは、アッラーとの謁見です。そして、それは継続した状態にあるこ

とが必要です。これは、揺るがない結論です。 

 

👀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３４節から 

 

اۡيََشاُءوَنِۡعندََۡرب ِِهمۡ ۡلَُهمۡ  ۡمَّ  
（意訳）彼らには彼らの主の御許に望むものがある 

 

 لَُهمۡ 

ُهمۡ   لَۡ  
（人称代名詞） （前置詞） 

彼ら       ～に（ある） 

 

ۡاۡمَۡۡ ۡ َرب ِِهمۡ ۡ     دَِۡعنۡ ۡۡيََشاُءونَۡۡ  
             （前置詞）  （動詞・複数形） （関係代名詞） 

             の御許に    彼らが望む     ～のもの 

َۡرب ِۡ ۡ ِۡهمۡ  ۡ  
（人称代名詞）   （名詞） 
彼らの       主 

 

🌖  
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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１６回 

訳著：アーミナ      

 

聖クルアーン 日亜対訳注解：https://bit.ly/3dDxZt8 

 

私たちは、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の時代に戻って、預言者様(彼の上にアッラーの祝福

と平安あれ)に実際にお目にかかってそのすばらしい言動を見ることはできませんが、アルハムドゥリッラー、

１４００年以上離れた２１世紀に生きる私たちでも、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)のことを知

り、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)への愛情を持つことができるのは、彼（アッラーの祝福と平

安がありますように）の徳性について、山のような書籍があり、それらを今でも読むことができるおかげです。

こういった、サハーバたち(彼らの上にアッラーのご満悦あれ)からタービイーンたちへ、またその後世の人たち

へと伝承の鎖で伝わった預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の行いや性格などの徳性をたくさん読

むことで、今でも、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)のすばらしい性格を、まるで目の前に見るか

のように感じ、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の偉大さに触れることができます。 

 

著名なハディース学者イブン ハジャル師(アッラーの慈悲あれ)によると、6 万（！！！）もの膨大な数あるハ

ディースの中の、4000 か 5000 のハディースがフィクフ（イスラーム法学：礼拝の仕方、ザカートの計算など

ムスリムの行動規範に関わること）についてのハディースで、残りの５万以上のハディースは、フィクフに関係

のない預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の徳性についてのハディースだと言われているそうです。

人類史上もっとも高い徳性を備えた預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)のすばらしい性格や、彼（彼

の上にアッラーの祝福と平安あれ）のお姿などについてのハディースが、実に６万のうちの５万以上を占めてい

るのです。預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の動作、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あ

れ)の沈黙、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)のお顔の表情まで、預言者様(彼の上にアッラーの祝

福と平安あれ)についてのすべての詳細な著書があります。預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の乗

り物に関するハディースだけを集めた書籍があり、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の刀について

のみ記述された書籍があり、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の遺品について、子孫について、行

動について、など数々の詳細な書籍があります。 

 

預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)を目の前に見て、一緒に生きたサハーバ達(アッラーのご満悦

あれ)が、いかに彼（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）を愛していたか、フィクフにも関係のないこれらのハ

ディースの詳細さと膨大な数は彼らの預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)への憧憬の結晶とも言え

ます。 

 

日本語でもその一部を簡単に読むことができるのでここにご紹介しておきます。 
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※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。） 

・『愛すべき預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)』（P654～） 

https://dinimizislam.com/Download/Pdf/Sevgili_Peygamberim_JP.pdf  

 

預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の徳性はクルアーンでこう言われているとおりです。 

  

【また本当に(使徒よ)、あなたこそは、この上ない（よき）品性を備えている。】クルアーン 第６８筆章 ４節 

 

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。 

《実に私は、高潔な性格を完成させるために遣わされました。》アハマド伝承 

 

預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)がこのように完成された高潔な性格を持ってこの世に遣わされ

た理由を、アッラーはこうおっしゃっています。 

 

【また、(使徒よ、)われらがあなたを遣わしたのは、全創造物への慈悲ゆえに外ならない。】聖クルアーン 第

２１預言者章 １０７節 

 

キリスト教の司祭シェイフ ヌーフという方は、年をとってからイスラームに入信し、シャーム地方でアラビ

ア語とイスラーム学を修め、多くの書籍の英訳をされ、欧米で多くの弟子を持つ有名な先生となりましたが、エ

ジプトのアズハル大学のシェイフ ウサーマ師（アッラーのご加護あれ）が彼に、「何があなたをこの宗教にひき

つけましたか？」と尋ねると、彼は「この宗教に心を奪われた理由は、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安

あれ)の徳性から受け継がれている素晴らしい性格の奇跡です。」と言われたそうです。現代にも受け継がれてい

るイスラーム学者の先生方の完璧な高潔な性格は、周囲への見せ掛けのものでもなく、無理やりしているもので

もなく、世界中のどの文化にも見られない徳性があります。彼らの性格の中に見るはっきりとした預言者様(彼

の上にアッラーの祝福と平安あれ)の徳性、それが脈々と受け継がれた結果としての高い徳性を備えた彼らの性

格そのものが、イスラーム特有のすばらしい奇跡です。 

 

私たちが彼らのように、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)を模倣として、また世界中のムスリム

が、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)が遣わされた理由【全創造物への慈悲ゆえに】を理解して、

外側も内側も預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)に近づこうとできる限りの努力をするならば、イン

シャーアッラー、イスラームは勝手にどんどん広がっていくことでしょう。 

 

また、私たちは預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)を模倣することで、アッラーの愛情を得ること

ができます。 
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【（使徒よ、）言うのだ。「もし、あなた方がアッラーのことを（真に）愛しているのなら、私に従うのだ。（そ

うすれば）アッラーもあなた方を愛して下さり、あなた方のために、その罪をお赦し下さる。アッラーは赦し深

いお方、慈愛深いお方なのだから。】クルアーン 第３[イムラーン家章] ３１節 

 

預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の外側にも、また預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あ

れ)の内側にも、その両方に私たちは注意を払うことが必要です。 

 

外側というのは、イスラーム法として知られている行動の規範で、これは多くの人に知られているものです。

例えば、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の礼拝の仕方を私たちは今、行っています。礼拝でファ

ーティハ（開端）章を読む時、同じように預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)がお読みになられたこ

とを思い出してみましょう。預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)と全く同じ言葉を唱えて、私たちは

礼拝しています。また、生活の中で、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)が言われた様々なドゥアー

があります。（下記参照）家を出る時、家に入る時、トイレに入る時、出る時、食べる時、食べた後、人と会っ

た時、別れる時、眠る時、起きた時、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)がされていたこういったド

ゥアーを同じように口にすることで、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の言動を模倣することがで

きます。 

参照：ドゥアー集：ムスリムの砦http://d1.islamhouse.com/data/ja/ih_books/single/ja_Hisn_Almuslim.pdf 

  

そして預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の内側というのは、預言者様(彼の上にアッラーの祝福

と平安あれ)が何を愛し、何を考え、何に心を痛めておられたか、ということです。 

 

【あなた方自身の内から一人の使徒（ムハンマド）が、確かにあなた方のもとに到来した。あなた方が苦しむの

は、彼にとって辛いこと。（彼は）あなた方に対して懸命で、信仰者たちにこそ哀れみ深く、慈愛深いのだ。】

クルアーン悔悟章 １２８節 

 

外側だけでなく、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の内側も模倣する努力をしましょう。模倣す

るためには、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)が何をされていたか、知らなければできません。ど

うしたら私たちが預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)のようになれるか、彼（彼の上にアッラーの祝

福と平安あれ）に近づけるか、を考えながら、これからも、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の徳

性を見て行きましょう、インシャーアッラー。 

 

  

 

 

🌖🌓 
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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 ４４回

―フィリピンのシャーフィイー派②― 
アフマド塩崎 

 

前回は、フィリピンが 16 世紀まではほとんどムスリムに統治されていたこと、その後スペインに植民地化さ

れてキリスト教徒が増えていったことなどについて書きました。「フィリピン」というのは、スペイン人が植

民地化した島々を勝手に一まとめにしてそう名付けただけなので、「フィリピンのムスリム」というのは、あ

まり意味が無いくくりともいえます。特に 16 世紀以前はそういえます。 

フィリピンのムスリムは、16 世紀から徐々にミンダナオ島などの南部の方へ追いやられていきました。しか

し、従来通り、東南アジアのムスリムとのつながりは維持されていました。つまり、マレー語でイスラームの

学問をして、法学的にはシャーフィイー派、アキーダのうえではアシュアリー派、という点で、インドネシア

やマレーシアのムスリムと変わりはありませんでした。また、マッカに巡礼に行き、現地に何年も住んでイス

ラームの学問を続けるウラマーがいたことも同じです。 

東南アジアの中で、フィリピンから他の地域に移動してイスラームの学問を続けるウラマーもいました。18

世紀の後半、当時の東南アジアではイスラームの学問の中心地の一つであったスマトラ島のアチェに、アブド

ゥルマジード・アル＝ミンダナウィーというミンダナオ島出身の学者が滞在していて、彼の書いたアキーダの

本が残っています。 

18 世紀の後半に、ミンダナオ島のラナオ地方出身のサイイディナー・トゥアン・ムハンマド・サイードとい

う人がいました。この人は、言い伝えられるところによれば、12 歳の時に、親からマッカに行くようにいわれ

ました。船に乗って、リアウ地方のリンガ島、マレー半島のジョホール、スマトラ島のパレンバン、イエメン

のアデンなどに立ち寄り、立ち寄った先で勉強したりしながら何年もかけてマッカまでたどりついています。 

ムハンマド・サイードは、マッカでは巡礼の他に、イスラームの学問のために 7 年間滞在しました。その後フ

ィリピンへ帰ることにしましたが、来た時と同じように、いくつかの場所に滞在し、やはり何年もかけて帰っ

ています。ムハンマド・サイードはその間に 3 回結婚していて、子供も何人か生まれています。こういう 10

年以上かけた巡礼と勉学の旅は、東南アジアの歴史で有名なウラマーのほとんどと共通しています。 

ムハンマド・サイードは、故郷のラナオ地方に帰ってきてから、地元のムスリムの有力者たちの話し合い、

ラナオ地方のムスリムのために、「タルティーブ・アゴ・イジュマー」という決まりごとをつくったと伝えら

れています。タルティーブはアラビア語で「調整」、アゴは現地のマラナオ語で「と」、イジュマーはアラビ

ア語で合意ですから、「調整と合意」という意味になります。このことは、東南アジアのムスリムの地域社会

で、シャーフィイー派の法学がどのように普及していったのか考えるうえで、興味深い例です。 

これまで、東南アジアのシャーフィイー派のウラマーが、ナワウィーやザイヌッディーン・アル＝マリバリ

ーといった古典的なシャーフィイー派のウラマーがアラビア語で書いた法学書を元にして、マレー語の法学書

を書いた、ということを見てきました。しかし、20 世紀になるまでは本の数自体が非常に限られていて、自分

でシャーフィイー派の法学書を読んで、内容を理解して実践する、というような人も非常に限られていまし
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た。マレー語で法学書が書かれたから、あとはみんなそれを読めばわかるだろう、というわけには全然行きま

せん。 

マレー語で書かれた法学書は、プサントレンやポンドックといった学びの場で教えられていました。しか

し、学校に行けない人も多かったし、行っても法学書を読むところまでいけない人の方がずっと多かったで

す。クルアーンをよむことから学び始めることを考えればわかりますが、それだけでまず何年もかかります。 

15 世紀にマラッカ王国のスルタンが定めたといわれるマラッカ法典のように、統治者がシャーフィイー派法学

にもとづいて定めた法典もありました。しかし、こういった法典は、商売とか刑法とか、政府が関わるような

ことについてのものです。日々の礼拝とかラマダーン中の斎戒とかザカートとかといった、個人のイバーダに

ついてのものではありません。 

個人のイバーダについて身につけていくのは、家庭やモスク、ご近所で日々周りの人間を見て、教えながら

身につけていきます。村とか町内といった範囲の地域社会が基本になります。そういう地域社会で間違った理

解が行き渡ってしまうこともあります。葬儀とか、婚姻とか、地域のムスリム社会の決まりごとをつくってお

く必要もあります。また、地域社会には従来からの決まりごとや慣習もあり、イスラームの教えと合わない場

合もあるので、調整が必要になります。そういうために、ムハンマド・サイードのような、マッカでの 7 年間

も含めて長年イスラームの学問をしてきたウラマーが、地域の実情に合わせて、いくつもの村で調整と合意を

通して決まりごとをつくっていく、ということがあったでしょう。 

シャーフィイー派の法学の本があるだけではだめで、現地の実情をよく知る生身のウラマーが人々と話し合

いながら解決していく、という方が望ましいといえます。こういうふうにシャーフィイー派の法学を実際の社

会で生かしていくということは、多くの場合、植民地化されようと、フィリピンという国家ができようと関係

なく、地域社会で続いてきました。 

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の変化について見ていきたいと思います。祝福さ

れたラマダーンをおすごしください。 

 

🌒🌓🌔 
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📚 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。 

 

🥚『イスラーム法とは何か？（増補新版）』中田考著、作品社 

 この本の中で、語られていることは、言われると、それはそうだと思い、気づかされることがたくさんありま

す。 

「ムスリムに求められていることは実はただ一つであり、それはいまここで神のしもべである自分が何をすべき

か、を知ることです。」２４７頁 

「人間だけが、自らの意志と責任において善を行うか悪を行うかを選択する、という特別な存在様態を有するの

です。ですから人間が単に善を行うことには何の意味もありません。森羅万象のすべては万物の善なる行いなの

であり、善であること自体にはんら特別な意味などないからです。重要なのは「善を行うこと」それ自体ではな

く、自らの「自由な選択として」善を行うことです。なぜならそれだけが、人間だけの特別に可能なことだから

です。その意味で、自由に善を行う、神の命に自らの自由な選択として従うことだけに人間の栄光は存ずるので

す。」１２１～１２２頁 

 「学問としてのフィクフは行為を義務、推奨、合法、忌避、禁止に類型化しますが、実はムスリムにとっては、

行為が形式的に合法か不法かは問題ではないのです。それが自らの意志で神だけのために選び取られたことだけ

が、つまりイスラームの代弁者を騙る者への盲従からでなく、世間の目を気にしてでもなく、国家の罰への恐怖

からでもなく、ただ神に対する敬慕と畏怖の念だけから神が嘉される善行を自ら進んで行ったことだけが問題に

なるのです。」１２２頁  

実際に、クルアーンとハディースから自らのやるべきことを演算するのは、一生かかってもできないかもしれ

ません。そして、行為をアッラーのためだけに選択することが、一生のうちでいつできるようになるでしょうか。

わかりやすく書いてありますが、自らの一生をかけて根気よく実践しなければいけません。 

この本は、蛇になったり、海を割ったりして人々導いた、預言者ムーサーの杖のように、分かったつもりでい

たイスラームの教えを、もう一度考えさせ、そして、ふたたび、イスラームの道をあらたに歩み続けるための、

あなたの杖になってくれるでしょう。  
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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（１１） 

カリフ制の再興／大地の解放を目指して 

ハサン中田 

 

１１．イスラーム世界の外への啓蒙 

 

 我々は先ず自分たち自身によるカリフ政権の再興の努力に専心しなければならないが、それは、イスラーム

世界の外への発信を後回しにすることを意味しない。我々は、非イスラーム世界、特に西洋に対しても、カリ

フ政権と「イスラームの家」について、彼らの理解できる言語で語ることが求められている。なぜか。それは

ムスリム諸国の政権の背後には西欧がいるからであり、西洋との対話は、ムスリム諸国の政権との戦いの一部

だからである。 

 現代世界では国家は単独で存在することは出来ない。現代世界は、西洋の「領域国民国家」のイデオロギー

に覆いつくされており、個々の国家はこの世界システムの一部として承認されることにより、初めて存在する

ことができる。ムスリム諸国の独裁、専制体制が、民衆の支持を欠きながらも命脈を保っているのは、西洋諸

国から外交的、経済的支援を得ているからに他ならず、その打倒には、その背後に控えている西洋との闘いが

避けられないのである。 

 カリフ政権、「イスラームの家」は、西洋の民族主義のイデオロギーによって支配された（ruled according 

to their hateful ideology）「暴力的な政治的ユートピア（a violent political utopia）」「全体主義的イスラー

ム帝国（a totalitarian Islamic empire）」と呼び、グローバルな戦いを呼びかけたように、カリフ政権再興の

阻止のためにグローバルなテロとの戦いの名の下にムスリム諸国との協力関係を強めているからである。 

 非イスラーム世界との対話には２つの目的がある。第１の目的がカリフ政権再興への敵対を軽減するという

意味で「消極的」であり、第２の目的は「積極的」なカリフ政権の再興の支持者の獲得である。 

 先ず、西欧の心ある知識人、民衆に、カリフ政権の真実を伝えることである。西欧では、所謂「民主主義」

がまがりなりにも機能しているため、民意はある程度政治に反映される。カリフ政権のイメージを故意に歪曲

し「暴力的な政治的ユートピア」「全体主義的イスラーム帝国」などと呼び対立を煽る悪意あるデマゴーグたち

とは対話の余地がないが、西欧の良識的な知識人、民衆には、多元主義的・反全体主義的・世俗的なカリフ政

権の実像とムスリム諸国の専制、独裁政権の腐敗堕落と人権蹂躙の真相を正しく伝えることができるならば、

いたずらに文明の衝突を煽り形振り構わずカリフ政権の再興の阻止をはかる政権の暴走に一定の歯止めをかけ

ることも期待できるのである。 

 今日の厳格主義的なイスラーム主義者の間には、全ての非ムスリムが本性的にイスラームに敵対する「悪

魔」であり対話の余地がないとの被害妄想に憑かれた者が多いが、そうした考えは除去されなければならな

い。８年にわたって預言者ムハンマドと戦ったマッカの多神教徒たちでさえ最後にはイスラームに改宗し、預

言者もそれを受け入れられたのである。その中には預言者をよく知る親戚でありながらマッカの多神教徒軍を

率いたリーダーであったアブー・スフヤーンや、その妻のヒンド（注１）も含まれていた。預言者ムハンマド

の身内でありながら預言者自身と戦った確信犯の多神教徒ですら悪魔ではなかったのなら、単に自分たちにと

って「他者」であるというだけの理由でイスラームに結果的に「敵対」することになっている現代の非ムスリ

ムたちを「本性上イスラームの敵である悪魔」視することは非現実的である。非ムスリムの大半はイスラーム

に敵意を持っているわけではなく、単に知識がなく無関心なだけであり、敵意を抱く者たちですら、それは悪

魔的本性によってではなく、無知、誤解、偏見からであることが殆どだからである。 
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 次に、積極的なカリフ政権の再興の支持者の獲得である。初期のカリフ政権が、その公正な税制と異教徒に

対する寛大な政策によって被征服地の異教徒の住民からも一定の支持を得ていたため、急速な拡大が可能にな

ったのと同様に、異教徒であっても国家から抑圧、搾取されている民衆がカリフ政権を歓迎することは十分に

可能である。特に国境の廃絶、人種、民族の壁を越えた移動の自由の保障は、魅力的に映ると思われる。また

西欧人でも、彼らが口にする人類の「自由」、「平等」、「人権」を誠実に信じているのであれば、「国民」と「非

―国民」を差別し、人々を「国境」という牢獄に囲い込み、ナショナリズムの洗脳によって「国民」を鋳造す

る領域国民国家イデオロギーの欺瞞に気付き、カリフ政権への移住を選択する者がいても決して不思議ではな

いのである。 

 ただし、イスラーム世界の外に住む異教徒に対してカリフ政権について明らかにすることは、カリフ擁立の

ための努力の一部ではあるが、そうした人々を相手に話す機会が多く、相手の言語と倫理を熟知して語ること

ができる知識人や外交官などの専門家にのみ課された義務となろう。 

 カリフ政権について異教徒に解説することは、その広宣とは全く異なる。我々は、ここで、イスラームにつ

いての客観的な情報提供である説明と、使徒の代理人としてのイスラームの入信を呼びかけ、信仰か不信仰か

の決断を求める宣教との違いを明らかにしておこう。 

 以下は、現代におけるジハードの解除条件としてのイスラームの宣教について詳細に論じたハイカルの議論

の引用である。 

  

 西洋と東洋におけるイスラームについての単なる周知（istifāḍah）は、イスラーム法学書の一部に書かれ

ていることから理解されるかもしれないように、その周知の枠内の諸民族、諸国家に対して、その状況下では

宣教が到達したとみなされ、それゆえその想定下に諸規則が施行される立証となるであろうか？それともイス

ラーム権力からその諸民族、あるいはその諸民族を代表する者に対して、彼らの許に宣教が届いたことが確認

されるために、公式な伝達が必要であろうか？ 

 私の考えでは、イスラーム国際法に関しては、イスラーム権力からその諸民族、あるいはその諸民族を代表

する者に対して、彼らの許にダウワが届いたことが確証されるために、公式な伝達が必要である。その結果と

して、彼らには記述のように宣教が到達した者に対する規定が適用されるのである。 

 単なる周知はそこで宣教の条件がそろったことを示していない。その条件とは既述の通り明白な伝達なので

ある。その根拠は今日の世界の多くの地では、人々はイスラームについて聞いているが、彼らはそれについ

て、またその信徒について人々をイスラームから遠ざけ、それを望ませないようなゆがんだ考えを持っている

のである。このような状態では、それらの諸民族は、「明白な伝達」の形で、イスラームが彼らに到達した、

と言われない。 

 宣教において「明白な伝達」の条件を適えるものは、ただ既述の条件を満たす形でのダウワの義務を負うイ

スラーム的権力からの公式な呼びかけ（khiṭāb）だけであり、その場合には宣教された側にそれについての疑

問や質問があれば、その公式権力がそれらの疑問、質問に回答を与えるのである。（注２） 

 

 イスラームとはアッラーへの服従を呼びかける使徒の呼びかけに従うことであり、その呼びかけがイスラー

ムの宣教（ダウワ、呼びかけ）であった。そして使徒の逝去の後には、使徒の後継者がその使命を引き継ぐこ

とになり、使徒の後継者による呼びかけだけが、イスラームの宣教の名に値する。 

 スンナ派は預言者の政治的権威はカリフが、宗教的権威はウラマーゥが継承したと考える。 

 ウンマ（イスラーム共同体）の内部では、イスラームを教え伝えるのはもっぱらウラマーゥである。社会の

中で信徒たちとの間にあって彼らを教え導くのがウラマーゥの勤めだからである。しかし対外的にイスラーム

を代表するのはカリフしかいない。なぜならイスラームにおけるウラマーゥとは公式な官職ではなく、誰がウ

ラマーゥであるのかは、社会の内部の合意によってしか決まらないが、広大なイスラーム世界では、誰がウラ
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マーゥであるのかについて、宗派、学派、地域を越えた合意は存在せず見解が分かれており、対外的にイスラ

ームを代表することはできないからである。 

 マスメディアの流す歪曲された情報や、オリエンタリストによる学問研究はいうに及ばず、たとえムスリム

の言葉であっても、対外的に預言者の後継者と認められた者以外の言葉は、外部の者が信用しなければならな

い理由はないからである。預言者の後継者カリフによる公式な宣教以外による虚実ないまぜのイスラームにつ

いての情報の氾濫をハイカルは「周知（istifāḍāh）」と名付けているが、そのような周知がいかになされていよ

うとも、カリフ不在の今日の世界においては、イスラーム世界のその地は宣教は届いていないことになるので

ある。 

 ここで再確認しておくと、宣教の到達はジハードの許可の条件であるため、カリフが不在で、カリフからの

宣教がない以上、イスラーム世界の外に対してジハードを行うことは許されない。また「みかけ上の戦争の

家」に「イスラームの家」を回復するための闘いもまた武力によるものではないことは既に論じた。現在のム

スリム共同体に求められているのは、専制、独裁政権の弾圧を恐れぬ勇気をもって、カリフ政権と「イスラー

ムの家」の再興の義務を勇気をもって人々に知らしめ、その樹立のために徒手空拳で尽力することだけなので

ある。 

 但し、異教徒の侵略を受けた場合はカリフの存在の有無に拘らず、ムスリムは自分の生命と財産を守ってジ

ハードを戦う義務があるため、パレスチナ、イラク、アフガニスタンなどで、侵略者とのジハードが行われる

ことは避けられない。侵略者との義務は、一義的には、侵略を蒙った土地のムスリムの義務であるが、彼らだ

けでは撃退できない場合には、ムスリム共同体全体の義務となる。クルアーンに虐げられた同胞の救出が命じ

られているからである。「虐げられた男や女や子供たちが、『我らの主よ、民が不正を為すこの町から救出して

ください。私たちにあなたの御許から庇護者を送ってください。私たちにあなたの御許から援助者を送ってく

ださい。』と訴えているのに、お前たちはなぜアッラーの道に戦わないのか」（４：７４） 

 ムスリムの人命が失われ、土地、財産が奪われているのを黙認していることで、ムスリム全体が罪に陥って

いるのである。ムスリム諸国の軍隊は、支配者たちの権益を守るだけに存在しており、同胞たちが侵略を蒙っ

ていても何らの行動もとらない。「領域国民国家」のナショナリズムのイデオロギーに洗脳された軍には、「自

国（の支配階層の権益）」の防衛は義務であっても、「他国」のために戦うことなど思いもよらないのである。

ムスリムの土地を異教徒の侵略から解放するために戦っている者たちの血が無駄に流されることなく、戦うべ

き者が戦うべき目的のために戦うことができるようなるために、先ずこの「新部族主義」のイデオロギーとの

闘いが必要となるのである。 

 

（注１）彼女は、ウフドの戦いでムスリム軍の戦死者の遺体を切り刻み、預言者の叔父のハムザの生き胆を食

べて吐き出した、と言われている。 

（注２）Cf. Muḥammad Khair Haikal,al-Jihād wa al-qitāl fī al-Sharī‘ah al-Islāmīyah, Beirut, 1996, 

vol.1,pp789. 

  

 

 

🌒🌓🌔🌗
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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 

２０．イスラームの柱  

 

 ザカー（清めのための義務の施し）を支払わなければ、お金持ちのムスリムは、ほんとうのムスリムとはいえ

ません。ザカーは、アラビア語です。この言葉を、日本語にいいかけることはむずかしいことです。なぜならば、

ザカーという言葉は、とても意味深い言葉だからです。ザカーという言葉には、「何かを清める」という意味があ

ります。 

 

 それでは、ザカーは何を清めるのでしょうか？ザカーを支払えば、富を清めます。ザカーを支払えば、心を清

めます。石鹸が、汚れた布をきれいにするように、ザカーは富を清めます。 

 

 お金のあるムスリムは、自分の富の一部を支払います。これは、自由な施しではなくて、ムスリムの義務です。

それは、クルアーンにしるされています。 

 ザカーを支払った後の残されたお金は、清められます。 

 ザカーを支払った後の残された金や銀や、清められます。 

 ザカーを支払えば、心が清められます。 

 ほんとうのムスリムは、喜んでザカーを支払います。 

 

練習 

Ａ．a,b の文章のうちで、正しい方を選びましょう 

 

１．ザカーを支払うことは、すべてのムスリムの義務ですか？ 

a. はい、すべてのムスリムの義務です。 

b. いいえ、お金持ちだけ、ザカーを支払わねばなりません。 

 

２．お金のあるムスリムは、自分が望んだ場合に、ザカーを支払うのですか？ 

a. はい、彼は自分が望んだ場合に、ザカーを支払います。 

b. いいえ、お金のあるムスリムは、必ずザカーを支払わなくてはなりません。クルアーンに、そのように書か

れています。彼が好もうと、好まざるにかかわりません。 

 

Ｃ.        に言葉を入れましょう 

  

１．ザカーを支払った後の      は、清められています。 

 

２．     を支払った後の        や       は、清められています。 

 

３．      を支払うことは、わたしたちの      を清めることです。 
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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） 

 ラマダーンカリーム！みなさん、ラマダーン月をいかがお過ごしでしょうか。 私は、夜の１時に起きて、

いろいろ用事を済ませて、３時くらいからご飯を食べて、４時にファジュルの礼拝をして、それから寝て、こど

もを送り出すために、７時に起きて、それから、８時過ぎにラジオのハングル講座と中国語講座を聞いて勉強し

て、それから、また昼の１時くらいまで寝て、ズフルトアスルの時間帯に掃除洗濯をして、それから、マグリブ

の礼拝をして、ご飯を食べて、イシャーの礼拝をして寝る、ということをここ１週間くらい続けています。 

この春から、私は、ラジオで、ハングル講座と中国語を勉強しはじめました。朝の８時からラジオの前に座っ

て、教科書を開いて、ハングルを発音して練習しています。韓ドラ歴は５年くらいにはなりそうなので、ちょっ

とした会話のフレーズや、単語を知っているので、気軽に勉強できる！と思っていましたが、だんだん、会話が

難しくになるにつれて、勉強についていけるか心配になります。ハングル文字もなかなか覚えられず、無事１年

間続けられたら、どれくらい話せるようになるか、楽しみでもあります。 

中国語講座は、ハングル講座のすぐ後にあるので、ついでに聞くようになったのですが、ドラマ三国志で話さ

れていた言葉が少しでも理解できるといいなと楽しみながら勉強しています。講座の最初２週間は、母音と子音

の発音練習が続いたのですが、母音と子音がたくさんあることは理解できましたが、覚えていません。発音も、

アラビア語よりも難しいんじゃないか！と感じました。 

語学の勉強と言えば、アラビア語の勉強ですが、はじめて２０年近くになりました。このごろ、アラビア語動

詞の活用形を覚える気になりました。もちろんアラビア語の動詞に活用形があるのはずっと知っていたのですが、

より自覚的になったのは最近です。こんなに長くやっていても、あまり身についていないので、アラビア語の才

能は私にはなさそうですが、アラビア語を勉強してクルアーンをすこしでも理解しようとすることはムスリムに

とってとても大切な仕事だからか、人よりできなくてもこつこつやり続けることで、アッラーからその報奨とし

てか、楽しさや充実さなどが勉強にくっついてやってきます。１５年くらい前にはじめて読んだアラビア語の本

（『クシャイリーの書簡』）が、ここ最近まで、遠い世界の出来事を訳しているような、難しい専門用語を訳し

ているような感覚で、いったいこれが自分自身に具体的に何の役に立つのか分からなかったのですが、ようやく

最近になって、自分と世界を読み解くための手掛かりとなる本として向き合えるようになりました。この本の翻

訳は、趣味のような感じで、時間があるときにしているので、まだ三分の一を訳せたか訳せていないかです。死

ぬまで読み続けられて、訳し終えることができるのか、皆目見当が経ちませんが、気長に訳していこうかなと思

っています。インシャーアッラー。 

では、よいラマダーン月をお過ごしください。 

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 


