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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。 

秋よりも寒く、でも雪も降らずそれなりの寒さが続いています。温度

管理が上手くできずに、飼っているつがいの鳥のうちメス鳥が体調を崩

してしまいました。小鳥なので体調を崩していると今にもそのままアッ

ラーの許に帰っていってしまいそうでした。今は元気になりました。ア

ル＝ハムドリッラー。どうぞ部屋を暖かくして新聞をお読みください。 

م سم الله الرحمان  الرحي   ب 
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クルアーン解説 

第４０章［赦す御方］７９―８１節（２１） 

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。 

 アッラーはおまえたちに家畜を作り給うた御方、おまえたちがそのあるものに乗り、また、あるものを食

べるためにである。（７０：７９） 

 またおまえたちにはそれの中に益があり、また、それに乗っておまえたちの胸中にある要用を果たすため

でもあり、それに乗って、また舟に乗っておまえたちは運ばれる。（４０：８０） 

 そして、かれはおまえたちにかれの諸々の徴を見せ給う。一体、アッラーの諸々の徴のいずれをおまえた

ちは否定するのか。（４０：８１） 

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。 

 

 アッラーはおまえたちに家畜を作り給うた御方、おまえたちがそのあるものに乗り、また、あるものを食べる

ためにである。（７０：７９） 

★ジャラーライン 

 『家畜を』ここでは特にラクダのことを意味しています。字義としては、牛や羊を指します。 

 

★イブン・カスィール 

 かれ（至高なる御方かな）は、かれのしもべに対する恩寵として彼らのためにかれが創造し給うた家畜につい

て、言及し給いました。また、『家畜』とはラクダと雌牛と羊を意味し、それらは彼らの乗り物であり、またそれ

らを彼らは食べました。ラクダは乗ること食べることができ、乳が取れ、遠い町への旅行や広い地域の周遊にお

いてその背の上に重い荷物を置いて運ぶことができます。雌牛は食べることができ、その乳を飲むことができ、

大地を耕すことができます。羊は食べることができ、その乳を飲むことができ、羊毛を取ることができ、テント

や服や調度品を作ることができます。同様のことが、クルアーンの第６章［家畜］や第１６章［蜜蜂］の中で既

に述べられ詳しく明らかとされています。それで、かれ（誉れ高き威厳ある御方かな）はここでこの（４０：７
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９，８０）言葉を仰せになったのです。 

 

 またおまえたちにはそれの中に益があり、また、それに乗っておまえたちの胸中にある要用を果たすためでも

あり、それに乗って、また舟に乗っておまえたちは運ばれる。（４０：８０） 

★ジャラーライン 

 『益』乳、子ども、柔らかい毛、毛などです。 

 『要用を果たす』それは、国に重い荷物を運ぶことです。 

 『それに乗って』陸上で。 

 『また舟に乗って』海では船舶に。 

  

 そして、かれはおまえたちにかれの諸々の徴を見せ給う。一体、アッラーの諸々の徴のいずれをおまえたちは

否定するのか。（４０：８１） 

★ジャラーライン 

 『かれの諸々の徴』かれの唯一性を示すもの。 

 『否定するのか』非難の疑問文です。（『’ayya』は）男性形。それを女性形とする（『’ayyata』）よりもより

一般的です。 

  

★イブン・カスィール 

 『諸々の徴を（見せ給う）』つまり、地平線において、そして自分自身の中に、かれの証拠と根拠を。 

 『一体、アッラーの諸々の徴のいずれをおまえたちは否定するのか』つまり、「おまえたちが頑迷で傲慢である

ゆえに、おまえたちはかれの諸々の徴のうちのひとつを否定するのである。」ということです。 

 

★クシャイリー 

 アッラーは諸々の家畜を使役させることによってかれの偉大な恩寵を思い起こし給いました。それで、かれは、

「かれは、乗ることや荷を運ぶことや仕事をすることにおいておまえたちがそれを役立て、また、おまえたちが

その乳を飲み、また、おまえたちがその肉と脂を食べ、また、その毛などを使い、また、それ乗って遠い距離を

渡れるように、おまえたちのためにそれを作った。諸々の家畜に乗って、また、舟でおまえたちは色々な地域を

移動する。われは、おまえたちにこれらを容易くし、おまえたちにそれを役立てるよう勧めた者である。それゆ

え、それについて信用し認めよ。」と仰せになりました。 
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見てみようアラビア語 

クルアーン第４０章７９節から 

 

. َم ـ  عَ نۡ ۡلَ ٱلَِّذى َجعََل لَُكُم ٱأهلَلُ   
（意訳） 

アッラーはおまえたちに家畜を作り給うた御方。 

 

 أهلَلُ 
（名詞）アッラー 

لَِّذىٱ  
（関係代名詞）who 

 َجعَلَ 
（動詞）作った 

  لَُكمُ   ← ُكمُ  +َل  
        （代名詞） （前置詞） 

 おまえたちに おまえたち ～に 

مَ ـ  عَ نۡ ۡلَ ٱ  
（名詞・複数形） 

家畜 
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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１回 

 アーミナ 

 

７世紀のアラビア半島で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）がアッラーの啓示を受

け、文盲のたったひとりの彼から始まったイスラームという教えが、１４００年以上経った今、世界人口の４

分の１を占めるムスリムたちに受け継がれている、という事実を知れば、預言者様（彼の上にアッラーの祝福

と平安あれ）について興味を抱くのは自然なことです。しかし、１４世紀も昔の人物のことを知ろうとする

時、彼ほど詳細な記録があり、簡単にその人物像を知ることができる歴史上の人物はいないしょう。しかもそ

れが信憑性の定かではない伝説や昔話などでなく、厳密に、正確に、その人物のことが記された記録書が数多

く残るという点において、歴史上おそらく預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の右に出る人はい

ません。それは、クルアーンのみならず、正確な伝承者たちによって受け継がれた伝承の鎖で守られている彼

の詳細な言動録『ハディース』が、１４世紀という時を超えて現代にも伝わっているためです。 

ハディースというのは、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）が語った言葉、行った行為、彼の

認めたこと、彼の外見について、伝承者たちから伝承者たちへと伝えられた伝承者の鎖によって伝わる記録の

ことです。ペンもなく記録すること自体が容易ではなかった７世紀（日本では飛鳥時代）という時代背景にも

関わらず、ハディースとして伝えられた記録は驚くほど詳細です。その細かさのレベルは、７世紀に生きた彼

が何を食べ、何を飲んだか、あるいは、町の中のどこで立ち止まり、どこに座ったか、という細部にまで至

り、更には、彼の爪の切り方までもが正確に伝わっていると聞けば、現代の俳優やアイドルたちも顔負けで、

その詳細さは驚嘆の一言に尽きます。ではなぜ、ここまで詳細に、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安

あれ）に関する情報が伝わったのでしょうか。 

ハディースがここまで詳細に正確に伝わった原因は、ひとえに、預言者（彼にアッラーの祝福と平安あれ）

と同時代に生き、彼を慕い、家族にも勝る親愛の情と絶対的な信頼を寄せた、彼の教友（サハーバ）たち（ア

ッラーのご満悦あれ）の存在が大きな役割を担っています。預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）

に対する敬愛の情から、彼に関することはひとつも聞き漏らさず見逃すまいとする、その熱意と親愛の情によ

って、一人の人物に関する奇跡的ともいえる詳細な記録が現代にまで伝わりました。サハーバたち（アッラー

のご満悦あれ）の預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）に対する敬愛は決して、ただの感情や思い

入れだけではなく、全精力を尽くして彼に従い、彼を目指し、彼をお手本とし、人生における全ての模範とす

る、という熱烈な敬愛でした。言わば、このハディースの詳細さと正確さとその膨大な量は、彼と同時代に生

きた人々にとって、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）がいかに輝かしく魅力的な人物であった

かを証明する証でもあるのです。 

アメリカ人の歴史研究者であり作家のマイケル・ハートは、ベストセラーとなった彼の著作『歴史を創った

１００人』の中で、人類史上最も歴史に影響を与えた人物のトップに、預言者ムハンマド（彼にアッラーの祝

福と平安あれ）を選び、その理由をこう述べています。（２位にはニュートン、３位にイエスが選ばれていま

す。） 
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「ムハンマドを世界史に最も影響を与えた人物のトップに選んだことは、読者の驚きと疑問を引き起こすか

もしれないが、彼はまさに歴史上、宗教と世俗の両レベルで、この上ない成功を収めた唯一の人物なのであ

る。この世俗と宗教両面での類を見ない影響力の一体化こそ、ムハンマドが人類史において最も影響力のあっ

た人物に値すると私が感じる理由である。」 

預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）が預言者であり、国家君主であり、軍事指揮者であり、ま

た教師であった、という公的な面とは別の、個人的な面、彼が一体どんな性格だったのか、家族にはどう接し

ていたのか、という私的な人物像を知るには、彼の最も身近にいた奥様の証言が一番でしょう。 

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）の死後、奥様のアーイシャ様（アッラーのご満

悦あれ）は、ある教友に「預言者さまは、家ではどのようでしたか？」と尋ねられ、こう語っています。 

「彼は、私達のうちの一人のようでした。服につぎをあてたり、靴を修繕したり、家をホウキで掃除したり、

家族のために仕事をされていました。（ハディースには続きがあります）」〔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）は一国の主にふさわしくその容貌も大変威厳のある方でし

たが、家庭では奥様を助け、自ら掃除をしたり、裁縫をしたり、パンをこねたりして家事を手伝っていまし

た。これは、女性解放が叫ばれた１９世紀以降の話ではなく、そこから１０００年以上も前の、彼が生きた７

世紀の話です。男女平等を掲げる２１世紀の現代、社会的に成功している男性たちの中の、果たして何パーセ

ントが、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）のように、家でも奥様を手伝って家事をしているで

しょうか。しかも、奥様のアーイシャ様（アッラーのご満悦あれ）はキャリアウーマンで仕事をしていたわけ

でも、ご夫婦が共働きであったわけでもなく、彼女は完全な専業主婦でした。この２１世紀の現代でさえ、外

では会社の経営者として、もしくは、一国の総理や大臣として、または大学の教授や研究者として、人々の尊

敬を集めている男性たちが、家では、座ったら最後、一歩もそこから動かない、と奥様に言われている、とい

うようなことはないでしょうか。 

女児が生まれたら生き埋めにしてしまうような慣習が残っていた７世紀、イスラームが女性の遺産相続を初

めて認めたという偉業のみならず、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）が女性の権利をいかに擁

護し、女性を大切に扱っていたか、他のハディースを証拠としてあげるまでもなく、この奥様の証言は、イス

ラーム＝男尊女卑という図式が捏造された妄想であることの明らかな証拠となりうるでしょう。 

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。その一部を次回からご紹介して

いきましょう、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 ３２回 
― ジャワ島のシャーフィイー派 ９― 

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）がマッカでの勉学

の後、ジャワ島に帰り、自分の学校であるプサントレン・トゥブ・イルンを設立したこと、そして 1920 年代に

中東での変動をきっかけに、インドネシアで社会的に大きな役割を果たすようになっていったことについて書き

ました。 

マッカで学んできたハーシム・アシュアリーが、インドネシア国内で政治的な役割も求められるようになった

背景には、時代の変化がありました。1920 年代は、第一次世界大戦後、サウディアラビアやトルコなど、中東

で新しい国が次々とできていくような大きな変化のあった時代です。その変化に、インドネシアでも関心が持た

れるばかりではなく、あまり発言力はなかったとはいえ、中東での国際会議に代表団まで送る、というのは新し

いことでした。19 世紀までは、今のような国境やパスポートはなかったとはいえ、実際問題として、技術や経

済の発展度合いからいって、東南アジアと中東の間を行き来するムスリムの人数は非常に限られていました。 

もう一つの変化は、ムスリムが大きな政党や NGO をつくるようになった、ということがあります。ムスリム

の社会では、王朝でも部族でもタリーカでもない、巨大な組織（法人）というのはほとんどありませんでした。

この頃エジプトでムスリム同胞団が結成されたように、イスラームを原則として掲げる政党や NGO というのは、

この頃から出てきたといえます。 

1928 年、ハーシム・アシュアリーらが送り出したインドネシアのウラマーの代表団は、マッカを含むアラビ

ア半島の大部分を占領したサウード家の当主、アブドゥルアズィーズ・イブン・サウードに面会し、インドネシ

アからの巡礼団の安全やマッカにおけるシャーフィイー派の勉学についての保障を得ました。これをもって、「ヒ

ジャーズ委員会」として結成されたインドネシアのウラマーの会議は、目的を達成しました。しかし、インドネ

シアのシャーフィイー派のウラマーが、今後も政治的・社会的な問題に取り組んでいくための組織が必要である

という意見が強くありました。そこで、ヒジャーズ委員会は、新たな組織、ナフダトゥル＝ウラマー（ウラマー

の覚醒）へと発展させることが決まり、ハーシム・アシュアリーは初代の総裁に選ばれました。 

ハーシム・アシュアリーが、次に大きな社会的役割を求められたのは、1930 年代のことです。当時、オラン

ダの植民地であったインドネシアでは、ムスリムにとって二つの大きな問題が持ち上がりました。一つは、ムス

リムの婚姻法（民法）をつくろうとする動き、もう一つは、ムスリムを含めた徴兵制度の問題でした。 

① ムスリムの婚姻法 

 これは、一夫多妻を禁じるもので、インドネシアのイスラーム団体の間で反対の声があがりました。植民地

統治であっても、近代的な行政のためには住民の家族構成などを把握必要があり、英国やフランスの植民地でも

こういうムスリム向けの法律はつくられていました。ただ、英国植民地の場合、一夫多妻が禁じられることはあ

りませんでした。 

 近代的な民法にムスリムが組み込まれるというのは、ムスリム諸国でも起きていることだし、欧米諸国や中
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国、日本に生きるムスリムにとっても小さくはない問題です。多くの場合、ムスリムはシャリーアに則った婚姻

の契約をするとともに、役所にも書類を届けます。しかし、そのどちらか一方しかしない夫婦、その国の法律で

は一夫多妻は認められていないものの実際には一夫多妻である家庭など、近代的な民法とは異なる結婚をしてい

るムスリム家庭もあります。 

② ムスリムを対象とした徴兵 

 これも、欧米の強大化と植民地が始まってから起きた問題で、現在まで続く問題です。それ以前は、異教徒

の指揮下で他のムスリムと戦う、というムスリムの例は、それほどありませんでした。中央アジアや中東、アフ

リカ、インド、東南アジアが植民地化されるにおよんで、ムスリムが欧米人の下で他のムスリムと戦う、という

ことが増えました。現在でも米軍や英軍、フランス軍の兵士としてイラクやアフガニスタン、西アフリカなどで

他のムスリムと戦うムスリムはたくさんいます。 

 インドネシアでも、オランダの植民地統治に対して反乱を起こすムスリムがいて、それを鎮圧するオランダ

軍の兵士も、多くはムスリムでした。そういう事態がさらに増えることを懸念するのは、ハーシム・アシュアリ

ーやナフダトゥル＝ウラマーの面々にとっても当然のことであったでしょう。もっとも、オランダが現地のイン

ドネシア人を徴兵しようとしたのは、第二次世界大戦が近づいており、 

 

 主にこの二つの問題に対処するために、1937 年、全インドネシア・イスラーム評議会（MIAI）が結成され

ました。この評議会は、ナフダトゥル＝ウラマーに加えて、ムハンマディアとイスラーム協会（シャリカット・

イスラーム）という二つの組織が加わっていました。これらの組織は、法学などについてはそれぞれ考え方の違

いがありましたが、第二次世界大戦とその後の独立戦争が近づいていた時期で、イスラーム団体の協同の必要が

強く意識されたといえます。 

次回は、ハーシム・アシュアリーの人生でも、最も政治・社会的に大きな波乱があった、第二次世界大戦と

その後の独立戦争の時期について書きたいと思います。 

 

 

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（２） 

１. 解放党の歴史と組織 

ハサン中田 

 

 解放党の創立者タキー・アル・ディーン・アル＝ナブハーニーは、１９０９年パレスチナのハイファ近郊のイ

ジュズィム村に生まれた。高名なイスラーム学者でありカーディリー教団のスーフィーでもあった母方祖父ユー

スフ・イスマーイール・アル＝ナブハーニーの薫陶を受ける。１９２８年にエジプトに留学しアズハル高校に入

学し、１９３２年ダール・アル・ウルームとアズハル大学を卒業する。同年に帰国し、ハイファの公立学校とイ

スラーム学校で、イスラーム学を教える。１９３８年以降、パレスチナのイスラーム裁判所の職を歴任し、１９

４８年にはエルサレムのイスラーム上告法廷判事に任命されるが、１９５１年には職を辞し、イスラーム学の教

職につくが翌年には解放党の結成のために辞職、１９５３年に解放党を創立する。 

 解放党は１９５２年に内務省に政党登録を申請するが、翌１９５３年に却下された。政党登録申請の拒否後、

解放党は公的には政治活動を禁じられている。ナブハーニーはモスクでの説教の禁止、教職からの追放、逮捕、

国外追放などヨルダン治安当局から様々な弾圧を被り、ダマスカスを経てレバノンに移住し、レバノンから解放

党を率いた。 

 １９７７年にアル＝ナブハーニーが死亡すると、アブド・アル＝カーディム・ザッルームが党首の座を継いだ。

ザッルームは１９２４年にパレスチナのヘブロンのイスラーム学者の家系に生まれ、エジプトのアズハル大学に

留学し、１９４９年にイスラーム法学の博士号を取得し、帰国後イスラーム学の教職についた後、１９５２年に

アル＝ナブハーニーに出会い、解放党の創立に加わり、１９５６年以降中央指導部委員となり、１９７７年に党

首となり、２００３年に死去するまで、党首の座にあった。 

 ２００３年に第３代党首に就任したアター・アブー・ラシュタは１９４３年にヘブロンに生まれ、エジプトの

カイロ大学工学部で社会開発工学を学び、１９６６年に卒業している。アターは１９５０年代に解放党に入党し、

アラブ諸国で活動した後、１９８０年に解放党ヨルダン支部で頭角を現し、党の初代のスポークスマンに任命さ

れ、２００３年に第２代党首ザッルームが亡くなるとその跡を継ぎ、イスラーム学者ではない「俗人」出身者と

して初めての党首として第３代党首となり、現在に至っている。 

 解放党はその組織構造、メンバーシップ、党員のリクルートなどについて、１９３０年代にアラブに現れた厳

格なイデオロギー統制と高度な中央集権制を特徴とするナショナリスト・コミュニストの政治組織をモデルとし、

以下のようなピラミッド型の組織を構成している。 

（１）党首（amīr）を長とする中央指導委員会（注１） 

（２）支部長（mu‘tamad）を長とする地域（wilāyah）委員会 

（３）区長（naqīb）を長とする地区委員会 

（４）監督（mushrif）を長とする学習サークル（ḥalqah） 
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 このうち地域員会が党の実質的な活動を担う中核であり、現行の国民国家の一国から数カ国に相当する領域を

管理する単位であり、中央指導委員会の目入れを受け地方でそれを実行する役割を有する。地域委員会の長「支

部長（mu‘tamad）」と地域委員会委員は、全ての党首によって二年に一度の選挙で選ばれる。（注２）支部長

は、中央指導委員会から当確地域の監督の全権を委任され、地域委員会は、それぞれの都市部に区長をリーダー

とする地区委員を任命する。（注３） 

 地域支部はシリア、イラク、レバノン、トルコなどから始まったようであるが、現在の地域支部の正確な数は

分からない。２００７年には４５以上の国で解放党の活動が観察されていると報告されている。（注４）独立に

ウエブサイトを経営している支部以外にも、ロシア支部、オーストラリア支部、パキスタン支部、ウクライナ支

部、スーダン支部、ケニア支部が存在していることが、解放党系列のウエブサイトから確認される。中央アジア

では、１９９９年代後半以降に、解放党の活動が顕在化しており、ウズベキスタンを中心に、来る具スタン、タ

ジキスタンでも勢力を伸ばしつつある、それぞれが正式な支部を有するか否かは不明である。 

 ２００８年のアメリカ大統領選挙では、アメリカ支部が、在米ムスリムに選挙のボイコットを求めるビラを配

布したと伝えられている。 

 正確な党員数は不明であるが、２００４年の時点でシブ・マリクはおよそ１００万人と見積もっている。（注

５） 

 

（注１）中央指導委員会（lajnah al-qiyādah）は最高意志決定機関であり、党の諸規則や憲法草案などの作成・

修正の一切の権限を独占する。党結成時点で成立した最初の細胞組織を原型とするイスラーム学者の集団であり、

党首によって任命される。 

（注２）イギリス支部は、そのウエブサイト上で、２００８年に行われた２年に１度の役員選挙の結果を公表し

て い る 。 http://www.hizb.org.uk/hizb/who-is-ht/promient-members/hizb-uk-elections-1429-h-

2008.html 

（注３）区長の最も重要な任務は、学習サークルの組織と監督であり、それぞれの監督は、主宰する学習サーク

ルの進展状況、メンバーの入会・脱退などを区長に報告する。地区委員会は、学習サークルで所定の学習を終え

た新人を、正式党員として認めるかどうかの判断を下す権限を有する。 

（注４）Madeleine, op. cit., p.7. 

（注５）Cf., Shiv Malik, “For Allah and the caliphate”, New Statesman,  

2004/9/13(http://www.newstatesman.com/200409130018) 

 

続く、インシャーアッラー。 

 

  

http://www.hizb.org.uk/hizb/who-is-ht/promient-members/hizb-uk-elections-1429-h-2008.html
http://www.hizb.org.uk/hizb/who-is-ht/promient-members/hizb-uk-elections-1429-h-2008.html
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🐓 お知らせ 

 

💐先月号「イスラームの風」の解説付け加え  

先月号の「イスラームの風」（家を出る時に言う言葉、７頁）の中で、（アラビア語）≪ ََل ،ِ ِ، تََوكهْلُت َعلَى َّللاه بِْسِم َّللاه

ةَ إَِله بِاّللهِ  の（解説）のひとつに「＊≪至高至大のアッラーの他にいかなる威力も強大なるものもありませ≪َحْوَل َوََل قُوه

ん。≫：アッラーのご同意による成功なしには何もせず、アッラーのご加護なしには悪事を放棄しません、とい

うこと。」とありましたが、さらにわかりやすく解説すると「アッラーのご同意による成功なしには、何もなし

得ず、アッラーのご加護なしには、悪事を避けることはできない、ということ。」ということです。 

 

🍂 お便り 

 

💐質問（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：ムスリムがたくさん住む地域では、国が運営する日本の小学校や中学校のようなものとは別

に、昔から続いているイスラーム学校があります。そちらでは「神が人間を作った」と教育するのでしょう。日

本の小学校や中学校などと同じような、近代にみられる教育施設ではどのように教えているのか、私は知りませ

ん。読者の方でこの件について知っていらっしゃる方がいらっしゃいましたら教えてください。お便りお待ちし

ております。 
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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） 

 先月の「お便り」で教えてもらった『ザ・クラウン』はレンタルショップには置いておらず、ネットフリック

スというインターネット上の会社で契約して見るしか方法がないとその後、読者の方に教えてもらいました。ネ

ットフリックスでは限られているとはいえ本当にたくさんのドラマや映画の中からじぶんで選んで見ることが

できます。ポッチっと押すだけで面白いお話が目の前で始まるのでパソコンがまるで魔法の箱のようです。スブ

ハーナッラー（アッラーこそ超越者）。 

 さて、年末に、放っておいた口の中の虫歯を治すために歯医者に行きました。虫歯の状態がひどく神経を抜か

なければならなくなり、ドリルで穴を歯に開けるために麻酔の注射を４本打たれました。お医者さんと傍にいる

歯科衛生士さんが前回の虫歯の治療の時よりもとても残念そうな顔をしているように見えて、どんな怖い治療に

なるのかと悲しくなりました。治療しやすいように緑のビニールを治療箇所だけが外に出ている様に口を開いて

つけての治療で、口を無理やり開けさせられて歯に穴をあけているドリルのうぃーンという音が頭に響いて、い

つ激痛が襲ってくるのか怖くてうまく呼吸ができません。痛いのはすごく嫌いだし痛いものは痛いのです。そこ

で口は動かないので頭の中でクルアーンの第一章［開端］を読んでアッラーに助けを求めることにしました。す

ると呼吸が上手くできるようになり心も落ち着いて気づけば治療が終わりました。アル＝ハムドリッラー。 

 石牟礼道子『花びら供養』で「人間の仇ば取るぞとばかり考えよった。親の仇、人間の仇とばかり、思い詰め

よりました。それで疼きも一段ときつかったわけじゃ。許すという気持ちで祈るようになってから、今日一日ば、

なんとか生きられるようになった」（１１頁）と水俣病で体がひどい状態になった女性が語っていました。 

 祈った結果は私と彼女は同じで気分が楽になった、ですが、私の歯の治療の痛みと彼女の痛みは雲泥の差が。

そして祈る際のその内容も雲泥差で、私は私のために痛みのやわらぎを、彼女はこのような痛みの原因となった

仇への許しを。そこでじぶんの心の至らなさを反省し、その次の歯医者の治療の時は、自分ではなく他の人のた

めに祈ることにしました。無事、その時の治療も乗り切ることができました。アル＝ハムドリッラー。 

痛みをかかえているひとたちにアッラーの癒しと赦しがありますように。アーミン。 

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 


