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 ムスリム新聞読者のみなさん 

  すっかり暖かい空気が体を包むような春になりました。みなさんお元気でお過ごしでしょうか。ファジ

ュルの礼拝も少しづつ早くなって、２度寝したいけど、すると、朝寝坊で困ったことになるようになりまし

た。柔らかい陽ざしの中で、うとうとしながら、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］２７－３１節（１３） 

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。 

 

われらは人々にこのクルアーンの中であらゆる譬えを挙げた。きっと彼らも留意するであろうと。（３９：２

７） 

【ジャラーライン】 

 『挙げた』作った。 

 『留意するであろう』訓戒を得るであろう。 

 

【イブン・カスィール】 

 かれ（至高なる御方かな）は仰せられます。『われらは人々にこのクルアーンの中であらゆる譬えを挙げた。』

つまり、「『きっと彼らも留意するであろうと』、われらは、人間に、その中で、さまざまな譬えを挙げることによ

って、明らかにした。」とういことです。 

 なぜなら、譬えは、その意味するものを、より容易く理解させるからです。 

慈悲あまねき慈悲深きアッラーの御名において。 

われらは人々にこのクルアーンの中であらゆる譬えを挙げた。きっと彼らも留意するであろうと。（３９：２

７） 

曲がったところのないアラビア語のクルアーンとして、きっと、彼らも畏れ身を守るであろう。（３９：２

８） 

アッラーは譬えとして、相対立する共有者たちが所有する男と、一人の男に平和な男を挙げ給うた。二人が

譬えとして同じであろうか。称賛はアッラーに属す。いや、彼らの大半は知らない。（３９：２９） 

おまえは死ぬ者であり、彼らも死ぬ者である。（３９：３０） 

その後に、まことにおまえたちは、復活の日におまえたちの主の御許で言い争うのである。（３９：３１） 
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 かれ（称賛されし至高なる御方かな）が、『かれはおまえたちに、おまえたち自身から譬えを挙げ給うた。』（第

３０章［ローマ］２８節）と仰せになった通りです。つまり、おまえたちは、おまえたち自身のうちに、それを

知る、ということです。 

 また、かれ（誉れ高き威厳ある御方かな）は『そしてそうした譬えが、われらが人々に挙げるものである。だ

が、知識ある者しかそれを悟らない。』（第２９章［蜘蛛］４３節）と仰せになりました。 

 

★クシャイリー 

 つまり、「われらは、彼らに、これらの節を明らかにし、そして、彼らを、さまざまな物事の真理のうえに、置

いた。」ということです。 

 

曲がったところのないアラビア語のクルアーンとして、きっと、彼らも畏れ身を守るであろう。（３９：２８） 

【ジャラーライン】 

 『曲がったところ』多様で曖昧なところ。 

 『アラビア語のクルアーンとして（qur’ānan ‘arabīyan）』（文法的に）これは、強調の意味を付加された形

です。 

 『彼ら』不信仰者。 

 

【イブン・カスィール】 

 かれ（威厳あり至高なる御方かな）の御言葉『曲がったところのないアラビア語のクルアーンとして』つまり、

明瞭なアラビア語によるクルアーンである、ということです。そこには、変なところや曖昧なところがありませ

ん。むしろ、それは、はっきりとした明証です。まことに、アッラー（至高なる御方かな）は、それを、そのよ

うなものとされ、それをそのようにして、下し給いました。 

 『きっと、彼らも畏れ身を守るであろう。』つまり、「彼らは、その中にある警告を警戒し、また、その中にあ

る約束を知るであろう。」ということです。 

 

★クシャイリー 

 『曲がったところない』それに従う者にも、それに逆らう者にも、誤りが、与えらえることのない。 

 

アッラーは譬えとして、相対立する共有者たちが所有する男と、一人の男に平和な男を挙げ給うた。二人が譬

えとして同じであろうか。称賛はアッラーに属す。いや、彼らの大半は知らない。（３９：２９） 

【ジャラーライン】 

 『譬えとして』多神教徒と唯一神教徒の（譬えとして）。 

 『譬えとして、男を』（文法において）『男を』は『譬え』の言い換えです。 

 『相対立する共有者』相手の悪しき性質を互いに主張し合う者たち。 

 『（一人の男に）平和な（男）』誠実な。 
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 『二人が譬えとして同じであろうか』つまり、集団に仕える者と、一人に仕える者とは、同じでない。 

第一の者は、彼を所有する者たちがみなで同時に、仕えるよう彼に求めたなら、混乱します。これが、多神教

徒の譬えです。 

第２の者は、唯一神教徒の譬えです。 

 『譬えとして』（文法的に）識別するための副詞です。 

『称賛はアッラーに属す』唯一なる御方である（アッラーに）。 

『彼らの大半』つまり、マッカの住人たちの。 

『知らない』最終的に彼らが得ることとなる懲罰を（『知らない』）。それゆえに、彼らは、多神崇拝をなすので

す。 

 

【イブン・カスィール】 

 次いで、かれは『アッラーは譬えとして、相対立する共有者たちが所有する男と、一人の男に平和な男を挙げ

給うた。』と仰せになりました。 

 『相対立する共有者たち』は、彼らの間で共有するしもべについて、主張し合っています。 

 『一人の男に平和な男』つまり、安全で忠実な男のことを意味し、その男を所有する者はただ一人です。 

 『二人が譬えとして同じであろうか』つまり、「これとそれは同じではない、ということです。そのように、ア

ッラーと共に、さまざまな神に仕える多神教徒と、唯一にして並ぶものなきアッラー以外のみに仕える忠実な信

仰者は、同じではないのではないのか、これとそれを比較してみよ。」ということです。 

 （預言者の教友）イブン・アッバース（アッラーのご満悦あれ）と、（学者）ムジャーヒドらは、「この一節は、

多神教徒と忠実な者についての譬えとして、挙げられている。」と説明しました。 

 この譬えが、明瞭な証拠であるがゆえに、かれは『称賛はアッラーに属す。いや、彼らの大半は知らない。』と

仰せになりました。 

『称賛はアッラーに属す』つまり、彼らを論証することに対して。 

『いや、彼らの大半は知らない』それゆえに、彼らは、アッラーに多神を配します。 

 

★クシャイリー 

アッラーは、不信仰者と、不信仰者によって仕えられるものたちとを、互いに口論し合う者たちが共有する奴

隷によって、譬え給いました。 

『相対立する共有者たちが所有する（男）』とは、複数の集団が祈りを捧げる偶像のことです。ある集団は「私

がそれを作った」と主張し、また、別の集団は「私がそれを使役した」と主張し、また、第三の集団が、「私がそ

れに仕えた」と主張します。 

一方、信仰者と言えば、彼は、アッラー（誉れ高き威厳ある御方かな）にのみ忠誠を捧げ、「ある一人の男に平

安なしもべ」に擬せられます。つまり、口論や反逆から平安である、ということです。 

また別の説明によると、『相対立する共有者たちが所有する男』とは、子供や家の用事などさまざまな用事や心

配事といった現世の用事によって、小突き回される者のことです。 
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 一方、信仰者は、アッラーに対して忠実です。誰も、彼について取り分がありません。また、現世には、彼を

使役するものはありません。それで、現世のうちには、何もありません。また、ある（来世の）用事が、彼を満

足させることもありません。それで、それによって指図されるような、従うべき行為は、彼にありません。総じ

て、彼は、アッラーに忠実なのです。かれ（至高なる御方かな）は（預言者）ムーサ―に、『われはわれ自身のた

めにおまえを仕上げた』（第２０章［ターハー］４１節）と仰せになりました。つまり、「われの他に相応しいも

のがおまえにはないがゆえに、われはわれのために、おまえを留め置いた。」ということです。 

 『称賛はアッラーに属す。いや、彼らの大半は知らない。』『称賛はアッラーに属す』とは、かれにこそ褒め称

えられることは属す、ということです。かれこそ、威厳のあるさまざまな属性に相応しき御方であらせられます。 

 

おまえは死ぬ者であり、彼らも死ぬ者である。（３９：３０） 

【ジャラーライン】 

『おまえは・・・』これは、預言者への語らいです。 

『おまえは死ぬ者であり、彼らも死ぬ者である。』つまり、「将来おまえは死ぬのであり、彼らも死ぬのである。

その死には、悪意のある喜びはない。」ということです。 

この一節は、彼らが、彼（アッラーの祝福と平安あれ）の死を、待ち焦がれている様子に対して、下されまし

た。 

 

【イブン・カスィール】 

 かれ（称賛されし至高なる御方かな）は仰せられました。『おまえは死ぬ者であり、彼らも死ぬ者である』。こ

れは、アッラーの使徒（アッラーの祝福と平安あれ）の死に際し、誠実な者アブー・バクル（アッラーのご満悦

あれ）が、引用したクルアーンの節の一つです。また、かれ（誉れ高き威厳ある御方かな）の御言葉『そしてム

ハンマドは一人の使徒にすぎず、かつて彼以前にも使徒たちが逝った。それなのに、もし彼が死ぬか、殺される

かしたら、おまえたちは踵を返すのか。そして踵を返す者がいたとしても、アッラーをわずかにも害することは

ない。いずれアッラーは感謝する者たちに報い給う。』（第３章［イムラーン家］１４４節）とともに、この一節

によって、人々は使徒の死を悟りました。 

 この一節の意味は、「おまえたちは、必ず、この現世から出ていくであろう。そして、おまえたちは、来世でア

ッラー（至高なる御方かな）の御許に集められるであろう。そして、おまえたちは、現世でおまえたちの、唯一

神信仰と多神信仰について、アッラー（誉れ高き威厳ある御方かな）の御許で、議論するであろう。それから、

かれは、おまえたちの間を裁き、真実を開示し給う。かれは、知り開く御方であらせられる。そうして、唯一神

崇拝をなし忠実で信仰する者たちは救済され、真実を嘘とみなし多神崇拝をなし頑迷で信仰しない者たちは懲罰

を受ける。」ということです。 

 さて、その一節の意味が前述の通りであり、また、その文章の内容が、信仰者と不信仰者に関し、彼らの間の

口論について述べられているのであれば、その一節は、現世で互いに主張し合う者たちすべてを含んでいます。

そして、彼らには、来世においても、口論が再び起きるのです。 
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【クシャイリー】 

 アッラーは、彼（預言者、アッラーの平安あれ）に、彼の死を知らせ給いました。また、かれは、ムスリムた

ちに、彼らの死を知らせ給いました。それゆえ、彼らは、みなで、彼らの罪に、怯えました。けれど、通常、３

日以上の喪がないように、この状態にとどまることは嫌われます。彼の自我の罪や彼の関心事から、自由でない

者は、この語らいに、すこしの得るところもありません。彼の心が、彼の自我の語らいや、この世界全てから自

由になって初めて、彼の主からの、善なるものを、見出すでしょう。この語らいは、彼らが彼らから消えた後で

しか、役に立ちません。 

それである人々は、 

おまえたちへのわれの文 われの死後 夜に書く  

わが死後 われ文書くとは われ知らず 

と詩を詠みました。 

 

その後に、まことにおまえたちは、復活の日におまえたちの主の御許で言い争うのである。（３９：３１） 

【ジャラーライン】 

 『おまえたちは、言い争うのである。』人間たちよ、（おまえたちは）おまえたちの間にあるいろいろな悪行に

ついて（言い争うのである）。 

 

【イブン・カスィール】 

 イブン・アビー・ハーティム（アッラーのご慈悲あれ）が、イブン・アル＝ズバイル（アル＝ズバイルの息子）

（アッラーのご満悦あれ）から聞いて、次のように伝えました。 

 『その後に、まことにおまえたちは、復活の日におまえたちの主の御許で言い争うのである。』が下された時、

アル＝ズバイル（アッラーのご満悦あれ）は「アッラーの使徒よ、われらに、議論が、たびたび生じるのでしょ

うか。」と尋ねた。アッラーの使徒（アッラーの祝福と平安あれ）は、「そうだ」と答えられた。アル＝ズバイル

（アッラーのご満悦あれ）は、「まことに、事があれば、それはとても激しいものである。」と説明した。 

 アフマドは、アル＝ズバイル・ブン・アル＝アウワーム（アッラーのご満悦あれ）から聞いて、次のように伝

えました。 

 『まことに、おまえたちは死ぬ者であり、そして、彼らも死ぬ者である。（３９：３０）その後に、まことにお

まえたちは、復活の日におまえたちの主の御許で言い争うのである。』という、一節が、アッラーの使徒（アッラ

ーの祝福と平安あれ）に下された時、アル＝ズバイル（アッラーのご満悦あれ）は、「アッラーの使徒よ、つまる

ところ、現世でわれらのあいだにあることが、特別な懲罰として、われらに再来するのでしょうか。」と尋ねた。

アッラーの使徒（アッラーの祝福と平安あれ）は、「そうだ、権利が、その権利を持つ各々の者に、帰されるまで、

それは、おまえたちに、くりかえされる。」と答えられた。アル＝ズバイル（アッラーのご満悦あれ）は、「アッ

ラーに誓って、まことに、そのことは、とても激しい。」と説明した。 

 アル＝ティルミズィーもその伝承を伝え、「（伝承経路が）良好で正当なものである。」と説明しました。 

 アリー・ブン・アブー・タルハは、イブン・アッバース（アッラーのご満悦あれ）から聞いて、次のように伝
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えました。 

 彼（イブン・アッバース）は『その後に、まことにおまえたちは、復活の日におまえたちの主の御許で言い争

うのである。』について、「誠実な者は嘘つき者と、被害者は加害者と、導かれた者は迷った者と、謙虚な者は傲

慢な者と言い争う。」と説明した。 

 『霊魂の書（kitāb al-rūḥ）』の中で、イブン・マンダは、イブン・アッバース（アッラーのご満悦あれ）から

伝えられる、次の伝承を伝えています。 

 人々は、復活の日、言い争い、ついには、霊魂が肉体と、互いに言い争うようになる。それで、霊魂は肉体に

向かって、「おまえがやったんだ。」と言う。そして、肉体は霊魂に向かって、「おまえが命じ、そそのかしたん

だ。」と言う。それから、アッラーは、彼らの間を裁く天使を送り給う。そして、天使はそれらに向かって、「ま

ことに、おまえたちの譬えは、目が見えるが、足の動かない男と、目が見えないが、足の動く男のようである。

二人が、とある庭に入ると、足の動かない男が、目の見えない男に、『ほんとうに、私は、そこに、さまざまな果

実を見る。しかしながら、私はそれにたどり着けない。』と言う。目が見えない男は、『私に乗りなさい。そうす

れば、おまえはそこにたどり着く。』と言う。そこで、目が見える男は、目が見えない男に乗り、そこにたどり着

いた。それでは、どっちが、法を犯した者であろうか。」と言った。すると、その二つは、「断じて、二人である。」

と言う。そこで、天使は、それらに、「おまえたちは、おまえたち自身に対して、判決を下した。」と言う。つま

り、肉体は霊魂にとって乗り物のようなものであり、それを乗せるのである。 

 イブン・アビー・ハーティムは、サイード・ブン・ジュバイルから、そして、イブン・ウマル（アッラーのご

満悦あれ）に遡る、次の伝承を伝えました。 

 彼（イブン・ウマル）は言った。この一節が下ると、われらは、『その後に、まことにおまえたちは、復活の日

におまえたちの主の御許で言い争うのである。』の句が、何について、下ったのか分からなかった。また、続け

て、彼（イブン・ウマル）は言った。そこで、われらは「われらは誰と言い争うのか。われらと、啓典の民との

間には、言い争いはない。では、われらは一体誰と言い争うというのか。」と言った。すると、それから（ムスリ

ム同士の）内乱が起きた。そして、イブン・ウマル（アッラーのご満悦あれ）は、これこそが、われらの主（誉

れ高き威厳ある御方かな）がわれらに、われらが言い争うと約束し給うたものだったのだ、と言った。 

 アル＝ナサーイーも、その伝承を伝えています。 
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👀見てみようアラビア語 
クルアーン第３９章３０節から 

 

 َوإِنَُّهۡم َمي ِتُونَ 
ࣱ
 إِنََّك َمي ِت

（意訳）おまえは死ぬ者であり、彼らも死ぬ者である。 

 

 إِنَّكَ 

كَ    +إَنَّ     
（人称代名詞） （接頭辞） 

おまえは     ほんとうに 

 

 
ࣱ
 َمي ِت
（形容詞・単数形）              

死んでいる 

 

 َوإِنَُّهمۡ 

هم  +   إِنَّ      وَ   
（人称代名詞） （接頭辞）  （接続詞） 
彼らは      ほんとうに  そして 

 

 َمي ِتُونَ 
（形容詞・複数形） 

死んでいる 

 

🌸  
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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１５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： 

４．アッラーのご満足だけを求めていらしたこと 

 

アッラーは、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）のことを、全人類の中で最も愛されました。誰

も預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）のように愛された方はいらっしゃいませんでした。預言者様

（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）が行なうことは、すべてアッラーのご満足なさることで、人間が行うこ

との中で最もアッラーがお好きなことでした。 

 

そのため、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）に従って、自分の周りの人たちと、また、自分の

状況に対して、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）がなさったように、預言者様（彼の上にアッラ

ーの祝福と平安あれ）の真似をして行動する人は誰でも、その預言者的な品行によって、アッラーの愛を得て、

預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）のようなアッラーとの関係、アッラーとの対話の甘美さ、アッ

ラーに対する振る舞いの光の秘密を味わうことになります。 

 

また、預言者的な品行を行なうことによって、この世にアッラーのご意志を生かすことができます。つまり、

私達が人間として生を受けた本当の目的である、アッラーがお望みのように、この世でアッラーの代理人として

の生を生きることです。 

 

【(ムハンマドの共同体よ、)あなた方はもとより、人類へ遣わされた最良の共同体なのだ。あなた方は善事を命

じて悪事を禁じ、アッラーを信仰する。】聖クルアーン イムラーン家章 １１０節 

 

私達が、アッラーのご満足を求めて、自分の周りの人たちに、善い事を薦め、悪い事を禁じていくことによっ

て、私達の周りの人は幸せになることができます。それによって、私たちは、アッラーに選ばれた、人類最良の

ウンマ(共同体)になるのです。ムスリムが、人類最良の共同体である理由は、他の何の理由でもなく、只々、ア

ッラーとのつながりによるのです。私達が、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の品行に従って、

善いことを善いと言い、悪いことを悪いと言い、どんなに時代が変わっても、どんなに環境や人々の価値観が変

化しても、決して変わらずに、アッラーの元での善いことと悪いことを人々に示していくこと、このことによっ

て、また自分を創造し命を与えてくださった神であるアッラーとの良い関係によって、この世にアッラーの光を

届け、アッラーの光によってアッラーの代理を勤め、人々をまっすぐな道へと導くことによって、私たちは、【人

類へ遣わされた最良の共同体】となるのです。預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の道に従うこと

のすばらしさは、私たちにとってどんなに益のあることかわかりません。 
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しかし、もし、反対に、私たちムスリムが、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の道から外れ、

このことを怠ると、すべてが狂っていきます。今の時代に、見られる通りです。アッラーへと辿り着くためにア

ッラーがお与えくださった手段（自分の体や命、周りの人々や、物、状況、自分に起こることすべて）を、私達

が、アッラーのお望みのように使うことを忘れて、アッラーのことを忘れて、それらのものを、生きる「手段」

から、生きる「目的」にした途端に、すべては狂ってきます。 

 

預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の道を行く人に対して、従順な側近のような存在であったす

べての物や人は、一転して、主人、支配者へと１８０度変わります。預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安

あれ）の道から外れた人は、それらの物や人の奴隷となり下がります。彼は、物を手に入れるために、または、

誰かに気に入られるために、朝を迎え、夜を過ごし、疲労困憊して働き、神経をすり減らします。動物のように、

食べたり飲んだりすることだけに、貴重な全人生を使い果たします。彼は、周りの人たちの顔色をうかがい、こ

の人は自分に嘘をつき、あの人は盗みを働き、この人は、自分にこんなことをし、あんなこともした、と気が休

まる間もありません。一体どこから、彼を取り巻くこういった人間関係の困難さや、生活の苦労が彼に訪れたの

でしょうか？それは、すべて、私達の、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の道からの逸脱による

ものです。預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）はそのことについて私たちに教えてくださいました。 

 

≪アッラーは、この世に命じました。「おまえに仕える者を疲れさせなさい。そしてわれに仕える者に仕えなさ

い。」≫ ダイラミー伝承 

 

私達が、この世の物や人に執着すればするほど、それらのものに私たちは使われ、それらのものの奴隷として

の人生を送ることになるのです。そして反対に、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）に従い、アッ

ラーのご満足を求める為にそれらのものを使えば、自ずと、それらのものが、自分の僕となって付いて来るばか

りか、望むと望まないとに関わらず、彼はアッラーの代理人としてこの世にアッラーの光を届けることになるの

です。 

 

この法則をよく考えてみましょう。よく考えて、今のこの世界を見てみましょう。すると、文明が発達した先

進国と言われている国々で、本当に人間としての幸せが達成されているか、という疑問が沸いてきます。そこに

は物質的な、文明の発展はあっても、人間性の発展がありません。人々は、物質の奴隷になり、人間性を忘れて

いる状態が往々にして起こっています。ある国では、飼っている犬や猫のために豪華な車を購入し、毎日献身的

にそれらの世話をしていますが、自分の年老いた母親は、老人ホームに入れて、年に一回誕生日にプレゼントを

持って会いに行く、もしくは、会いにも行かずにただ郵送する、ということが、実際に日常的に起こっています。

これが、人間としての正しい行いでしょうか。それを不思議に思わない社会、というのは、本当に発展している

と言えるのでしょうか。こういったひどい現象が実際に起こっている原因の根本は、その社会が、人類のお手本

である預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の道に従うことから逸れてしまっていることです。 
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一方、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の道を歩いているムスリムが、どんなに年老いた両親

を大切にして、彼らに仕えているか、年老いた老人たちが、そこではどんなに尊敬し称えられているか、息子た

ちや娘たちが、老いた親のどんな小さな頼みごとでも、すぐに立ち上がってそれを実行しているか、考えてみて

ください。年をとることは、ムスリムの社会では決して嫌悪されることではありません。反対に、尊敬を受ける

ことです。先進国では老人は社会のお荷物のように見られ、目障りな存在として扱われているため、誰もが年を

とることを忌み嫌い、若返りを目指し、お金と時間をつぎ込んでいます。 

 

この世の飾りを追った人生の最後が、人間の真の幸せに行き着かないのは、預言者様（彼の上にアッラーの祝

福と平安あれ）が教えてくださったように、「おまえに仕える者を疲れさせなさい。」という、この世へのアッ

ラーのご命令に拠ります。なぜなら、この世は、アッラーが支配し、アッラーが所有しているものだからです。

そのすべてを所有するアッラーのしもべという幸せな状態に、私たちを気づかせてくださる為に、この世を追う

人生は虚しいのです。 

 

私たちは、アルハムドゥリッラー、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）が教えてくださったこの

法則を知っている者として、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の道に従うことで、自分の身も、

周りの人たちをも救うことができます。それは、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）のスンナ（慣

習）を実行することで実現できます。それによって、アッラーを理解することへの偉大な扉が開かれ、アッラー

の知識を受け継がせて頂くこともできるのです。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。 

 

≪誰でも知っていることを実行した者は、アッラーが、彼の知らないことを（教え）受け継がせます。≫アブー・

ナイーム伝承 

 

【そして、アッラーを畏れよ。アッラーはあなた方にお教えになる。アッラーは全てをご存知のお方。】聖クル

アーン 雌牛章 ２８２節 

 

知識の中でも、アッラーを畏れる事で与えられる知識、タクワー（アッラーへの畏怖）と実行によって得られ

る知識があります。タクワー、というのは、アッラーのご命令を守り、禁止事項を避けることです。そうするこ

とで、アッラーは、私たちにもっと寛大に教えてくださいます。日々、自分の知っている、預言者様（彼の上に

アッラーの祝福と平安あれ）のスンナを、少しづつでも実行して行くことが大切です。 

 

  

 

 

🌸🌸 
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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 ４３回

―フィリピンのシャーフィイー派①― 
アフマド塩崎 

 

前回までは、19 世紀に滅亡したムスリムの国、チャンパ王国とその住民であったチャム人ムスリムについて

書いてきました。チャム人たちは王国の滅亡後も何とか共同体を維持していて、今はカンボジアに多く住んでい

ます。自分たちの国を無くして仏教徒が多数の国にマイノリティとして生きる、というムスリムは東アジアに多

く見られますが、まさに日本に住むムスリムと近い状態といえます。 

シャーフィイー派の法学を含むチャム人のイスラームの伝統は、かなり失われたともいえるし、非常な苦難を

重ねながら、保たれている部分もあるともいえます。マレーシアなどに移住することで、ムスリムとしての生き

方を保った人たちもいます。 

今回から、フィリピンのムスリム、シャーフィイー派について書いていきたいと思います。やはり、マイノリ

ティとして生きているムスリムです。ただし、フィリピンの場合は、多数派なのはキリスト教徒です。 

東アジアのムスリムの歴史を大雑把にいうと、8世紀にはアラブ人やペルシア人、インド人のムスリムが頻繁に

往来するようになっていて、だんだんムスリムが統治する王国なども出てきます。しかし、16 世紀くらいにな

るとだんだんヨーロッパ人や現地の仏教徒の国に領土を奪われるようになり、国を失ったりしました。チャンパ

王国がどんどん領土を失っていったのもこの頃です。結局、ムスリムが多数の国はインドネシア、マレーシア、

ブルネイだけとなり、他の国ではムスリムはマイノリティになりました。 

もしフィリピンもムスリムが統治する国のまま 20世紀まで続いていれば、日本にもある程度影響があったで

しょう。2020年 6月時点で、日本には 28万人のフィリピン人が住んでいます。ムスリム諸国で最も多いイン

ドネシア人は 6 万 6 千人です。日本のカトリック教会は、今では日曜礼拝は日本人よりもフィリピン人の方が

多いところも多いですが、もしフィリピン人の大多数がムスリムのままであれば、日本のモスクで金曜礼拝に集

まるのもフィリピン人が大多数になっていたでしょう。 

フィリピンは 16世紀までは、現在首都のマニラがあるルソン島を含めてほぼ全体がムスリムに統治されてい

ました。ただ、フィリピン全土が 1つのムスリムの国だったわけではなく、いくつかの王国がこのあたりにあっ

て、それぞれスルタンと名乗っていました。もう少し正確にいうと、今あるフィリピンという国の国境は、スペ

インが植民地化したからできたものです。今のブルネイやマレーシア、インドネシア、フィリピンにまたがる地

域の島々にいくつかの王国がありました。ブルネイは現在では小さな国ですが、16 世紀は、今のマレーシアの

ボルネオ島やフィリピンのかなりの部分まで含む広大な領土を持っていました。 

フィリピンやマレーシア、インドネシアというのは 20世紀にできた国で、それまではマレー語を共通語とす

る人々が海を越えて自由に移動していました。その名残は今でもあり、国境を越えて親戚がいたり、国境をあま

り気にせずに移動して、昔ながらの貿易をしていてそれが現在では密輸ということになったりします。 

これまでも、マレー語が東南アジアのムスリムの広い範囲で共通語であったということは繰り返し書きました。

外交や交易などに使うだけではなく、イスラームについて学ぶ際にもマレー語は共通語でした。インドネシアや

マレーシアだけではなく、今のタイ南部のパターニーやチャム人の間でもイスラームについて学ぶ時にはマレー

語の本が使われました。また、マッカやカイロに学ぶために住んでいた多くの東南アジア出身者たちの間の共通

語もマレー語でした。シャーフィイー派法学のたくさんの古典もアラビア語からマレー語に訳されました。ある
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いはアラビア語の古典に基づいてマレー語でわかりやすく書き直されたりして、そういうマレー語の本が広く読

まれることで、東南アジアのシャーフィイー派がムスリムの生活に密着したものとして機能できるようになって

いきました。 

フィリピンのムスリムもまた、マレー語を共通語とする東南アジアのムスリムの一員でした。ただし、インド

ネシアなどでもそうであるように、フィリピンのムスリムは日常生活でマレー語を話しているわけではありませ

ん。マレー語に近い言葉ではありますが、南部だとマラナオ語やタウスグ語といった現地の言葉を話しています。

フィリピンの公用語で、フィリピン語とも呼ばれるタガログ語を母語にしている人もいます。 

現在のフィリピンに相当する島々にやって来たスペイン人の探検家が、この島々一帯のことを、当時のスペイ

ン王フェリペ 2世にちなんで「フィリピン」と勝手に名付けたのは 1542年のことです。1571年、それまでス

ライマーンというムスリムの王が治めていたマニラの町は、スペイン軍に占領されました。以後、ムスリムの領

土は徐々に奪われていき、フィリピンのムスリムは、現代まで自分たちの土地を守るために戦い続けることにな

ります。 

次回は、16 世紀以降、スペインによる植民地化が進んでいく過程の中のムスリムの状況とフィリピン出身の

シャーフィイー派のウラマー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、ふたたび結び付き、私じしんを見直すきっかけが見つかる

でしょう。持って読むのにちょうどいい大きさと、きれいな装丁がまず目に入ります。序文を書かれた山本先生

の文章も、日本の漫画の話が取り上げられたりして、この本を読む手がかかりを与えてくれます。忘れていた大

切なことに出会える一冊です。 

 

🥚『大川周明』臼井陽著 青土社 

 大正、昭和の日本によるアジア地域への侵略の思想的中心人物として、東京裁判にかけられた人、大川周明。

彼は、中国の文化、ドイツやインドの哲学にも理解が深く、それと同時に、イスラームへ、そして、預言者ムハ

ンマドに、強く惹かれ、戦後、クルアーン全訳に取り組みました。臼井陽による『大川周明』は、大川周明のイ

スラーム理解を知る、助けとなる一冊です。漢文の知識を有する彼のクルアーン意訳は、読むと、日本語の文章

の音がとても、力強く綺麗です。 

 本書で取り上げられる、大川の言葉の引用の中で、東アジアに広がる儒教文化とイスラームにはよく似たとこ

ろがあると指摘されています。イスラームにおける信仰と政治にも関心を持っていた大川は、日本人によるアジ

ア征服と言うよりも、イスラームのカリフによる世界征服を目論んでいたのでは、と思わされる一面もあり、昭

和初期で、カリフ制がまだ存在する世界であれば、そのような思想や、夢を持つ人が日本にも表れるのだと気が

付きました。しかし、トルコのアタチュルクによるスルタン・カリフ制の廃止やインドからのパキスタン分離な

どで、彼の夢は潰えてしまったようです。 

 大川周明のイスラーム理解の中に、日本で育った人が、イスラームを理解するための鍵みたいなものが、見つ

かるかもしれません。  



15 

 

 

『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（１０） 

カリフ制の再興／大地の解放を目指して 

ハサン中田 

 

１０．カリフ政権再興への障害 

 

 残念なことに、現在のムスリム諸国は、イスラーム法の施行されない「見かけ上の戦争の家」であるだけでは

なく、スハルト独裁政権崩壊の「百花繚乱、百花争鳴」のインドネシアを除き、体制への批判を厳しく弾圧する

独裁、専制体制であり、それらの政権の反イスラーム性、支配の正当性の不在、カリフ政権再興の義務を公言す

ることは困難である。既にイブン・ハルドゥーンの時代において、ウラマーゥは職業人と化し、預言者の相続人

と呼ばれるに相応しい勇気と廉直を失っていたが、現在のウラマーゥたちも、多くは政府の公務員であり、反イ

スラームの政権に奉仕する御用学者に成り下がっており、カリフ政権の再興の義務を明言するウラマーゥは殆ど

いない。しかし、そうした厳しい政治状況の中でも、ハイカルのように真実を語る勇気と法学者としての厳密な

論証の才を併せ持つウラマーゥも少数ながら存在しており、求める者に真実を知る道は完全には閉ざされていな

い。著者もまた、薄学菲才の身にもかかわらず、真実を知る機会を恵まれた者として、それを伝える義務を負う。 

 今日、カリフ政権と「イスラームの家」の再興の義務を口にできるか否かが、ウラマーゥの信頼性を見極める

試金石となる。その義務に言葉を濁す者は、いかに学識があろうとも、人々を真実から目をそらせるターグート

（邪神）の手先に過ぎない。（注１） 

 反イスラームの政権を支えているのは、体制に迎合するウラマーゥだけではなく、むしろ西欧化された「ムス

リム知識人」たちが、反イスラーム・プロパガンダの主役である。また預言者ムハンマドが、「たとえこのムハ

ンマドの娘のファーティマであろうと、もし盗みを犯せば私は彼女の手を切り落とす」（ハディース：アル＝ブ

ーハーリー、ムスリム）とその執行義務を強調されているように、法定刑はまだ麻酔などのない医療が発達して

いない時代においてさえ、執行が厳命されていたのであれば、手厚い医療処置が可能で遥かに苦痛なく安全に実

施できる現在においては尚更執行しなくてはならないと考えるべきであろう。またカリフ政権による広大なイス

ラーム世界の統一が、インター・ネット、テレビ、ラジオ、電話は言うに及ばず、飛行機も自動車もない時代に

可能であったなら、コミュニケーション手段が格段に発達したこの現代においては、「イスラームの家」とカリ

フ政権の実現はより容易である。そもそもイスラームは、当時のアラブの風習、制度、文化に根本的な改革をも

たらしたのであり、それゆえ当初大きな抵抗も受けたのであり、歴史状況に還元できるものではもとよりない。

イスラームの教えに敵対するものは、現在存在するように当時も存在していた。そして彼らは、クルアーンを「昔

の人々の御伽噺」（８：３１、１６：２４，２３：８３，２５：５，２７：６８，４６：１７，６８：１５，８

３：１３）と嘲笑していた。「時代錯誤」は、今も昔もイスラームの敵たちがイスラームを攻撃する時に使う常

套句なのである。 

 イスラームの教えは、当時よりはるかに現在の環境のほうが実践易しくなっているのである。カリフ政権やイ

スラーム法の施行を「時代錯誤」として反対する「ムスリム知識人たち」の「批判」は、自らのイスラームへの

嫌悪の表明以上のものではない。 
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 シーア派では、預言者の後継者（イマーム＝カリフ）の認識、服従は、アッラーへの信仰、預言者ムハンマド

への信仰と並ぶ、信仰の要件であり、イマームの認識、服従無しには、礼拝や斎戒等の崇拝行為も全て無効にな

る（注２）。スンナ派では、預言者の後継者の問題を信仰の有無のメルクマールとみなすほどには重要視はしな

いが、それが他の義務に先立つ最優先事項であることは先に述べた通りである。イブン・タイミーヤも述べてい

る。「政治的権威の確立こそ宗教の最大の義務の一つであること、いやそれ無しではそもそも宗教も俗事も立ち

行かないことを知らねばならない。」（注３） 

 そのことを真に理解するなら、カリフ擁立の義務を怠っているムスリム共同体の罪の大きさが自覚されよう。

「戦争の家」の法規について既に述べた通り、ムスリは本来、イスラーム法の施行できない場所には居住が許さ

れない。我々はこの地上に、身の置き場がないのである。それを自覚し、我々が今なすべきは、謙虚に頭を垂れ

て自らのカリフ擁立の義務の履行に専念することであって、イスラーム世界の堕落、悲惨の責任を異教徒に転嫁

し批判し、抗議を行ったり、イスラーム文化の優越性を自画自賛したりすることではないことに気付かない限り、

我々はいつまでもこの恥ずべき惨状から抜け出すことはできないだろう。 

 カリフの擁立は連帯義務であるが、カリフが不在である限り、全ての責任能力のあるムスリムが実現を目指す

べき義務となる。前述の通り、ムスリム諸国ではイスラームに敵対する専制、独裁政権によって言論統制が行わ

れているため、カリフ擁立の義務については誹謗中傷を除いて表立って語られることは殆どない。カリフ政権の

再興のためには、先ずその義務を人々に知らせなければならない。ムスリム諸国でカリフ政権の再興のためには、

先ずその義務を人々に知らせなければならない。ムスリム諸国でカリフ政権再興について語るのは確かに勇気の

いることではあるが、「不正な権力者の許での真理の言葉は最高のジハード」（ハディース：アフマド）なので

ある。西欧や日本のような一定限の言論の自由が保障されている国では弁解の余地はない。特に、イスラーム世

界からのムスリム移民たちには、帰国しカリフ政権とイスラームの家の再興のために奉仕できるように、金曜集

団礼拝などあらゆる場を利用して、カリフ政権再興の義務が教えられなければならない。 

 

（注１）但し、それはウラマーゥが、四六時中、カリフ政権と「イスラームの家」の再興の義務を誰彼問わず説

きまわっていなければならない、ということを意味しない。ウラマーゥには膨大なイスラーム学の伝統を継承す

るという本務があるからである。彼らに求められるのは、真摯に真実を求める者の問いに、目を逸らさずきっぱ

りと真実を告げることだけである。 

（注２）スンナ派の６信（１．アッラー、２．預言者、３．啓典、４．天使、５．最後の審判、６．予定）と異

なり、シーア派の信仰の要件は、１．アッラーの唯一性、２．アッラーの正義、３．預言者、４．イマームの４

柱である。特殊シーア派的信仰（īmān akḥāṣṣ）がイバーダートの有効性の条件であることは、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、１６頁参照。cf.,Muḥammad Ḥasan al-Njadī, Jawāhir al-Kalām fī Sharḥ Sharā’I’ al-

Islām, Beirut, 1981, vol.3, p.39. 

（注３）Ibn Taimīyah, Majmū‘ah Fatāwā Ibn Taymīyah, 2001, al-Manṣūrah, p.216. 

 

🌸🌸🌸🌸
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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 

１４．預言者イーサーの物語  

 アッラーは、それぞれの時代の人々に、預言者を送られました。この世に全部で何人の預言者が送られて来た

かは、アッラーのみがご存じのことです。 

 イーサー（彼に平安あれ）は預言者のお一人でした。 

 ある人々は彼のことをイエスとお呼びしました。イーサーのお誕生日については、すばらしい事実があります。 

 イーサーの母親の名前はマルヤムです。彼女の清らかで、アッラーのことをよく考えていました。ある日、と

ても不思議なことが、マルヤムの上に起こりました。アッラーの天使が、美しい男の人に姿を変えて、彼女の前

にあらわれました。彼女は、おどろきました。彼女は、その美しい男の人に、彼女のもとから去るように、とた

のみました。そして、アッラーをおそれるように、と言いました。 

 

 けれども、その男の人は、アッラーのもとから送られてきた天使でした。彼は、 

「まもなくあなたは、息子を授かるでしょう」と、言いました。 

 マルヤムは、これを聞いて、さらにおどろいて言いました。「どうして、わたしに息子が授かるというのでしょ

う？わたしは結婚をしていませんし、だれもわたしに触れていませんのに・・・」。 

 天使は答えました。「アッラーが、そのようにお望みだからです。アッラーにとっては、そうするのはたやすい

ことです。」 

 こうして、アッラーは、マルヤムに息子を授けました。その時、彼女は結婚をしていませんでした。 

 この子は、イーサーと呼ばれました。マルヤムは、ナツメヤシの木の下でイーサーを生みました。 

 マルヤムには、十分な食べ物がありました。彼女が、少し木をゆらすだけで、新鮮で熟したナツメヤシの実が

落ちてきたからです。 

 しばらくして、マルヤムは、人々のところへ、戻りました。人々は、好奇心から尋ねました。「この息子は、ど

うやって授かったのですか？」 

 マルヤムは、自分で答えるかわりに、息子を指さしました。人々は、言いました。「ひざの上にすわっているよ

うな小さな子供に、どうして話すことができるでしょうか？」 

 まさにその時、奇跡が起こったのです。その小さな子供が、話し始めたのです。「わたしは、アッラーのしもべ

です。アッラーは、わたしに、お祈りはアッラーただおひとりにささげ、母に従順であるよういんと、おっしゃ

いました。」 

 これが、マルヤムの息子イーサーでした。 

 アッラーは、イーサーに、インジールと呼ばれる聖なる本をお授け下さいました。アッラーは、イーサーに数々

の奇跡をお授け下さいました。イーサーには、病人を治すことができました。死人を生きかえらすこともできま

した。盲人に視力をもたらすこともできました。 

 こうしたことは、すべてアッラーのお許しによって、なされたものでした。けれども、このようなことができ

たにもかかわらず、イーサーは預言者にすぎませんでした。預言者は預言者であって、神ではありません。イー

サーはマルヤムの息子であって、アッラーの息子ではありません。 

 アッラーには、子供も妻もいらっしゃいません。 

 アッラーは、お生まれになってはいませんし、だれもアッラーから生まれてもいません。 
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練習 

Ａ．次の質問に、答えましょう。 

１．この世には、何人の預言者が、送られて来ましたか？ 

 

２．イーサーとは、どなたですか？ 

 

３．イーサーの母親の名前はなんといいますか？ 

 

４．ある日、マルヤムに奇跡が起こりました。それは、どのようなことですか？ 

 

５．マルヤムは、天使になんと答えましたか？ 

 

B.下の言葉をおぎなって、文章を完成させましょう。 

 

１．マルヤムは       

 

２．マルヤムは     、イーサーを生みました。 

 

３．アッラーは      をイーサーにお授け下さいました。 

 

４．イーサーは       病人を治すことができました。 

 

５．イーサーは      ではありません。 

 

A.アッラーのことをよく考えていました。 

B.ナツメヤシの木の下 

C.インジールという聖なる本 

D.アッラーのお許しによって 

E.神 

 

C.正しい文には〇、間違った文には×をつけましょう 

 

１．イーサーは、マルヤムの息子です。 

２．イーサーは、アッラーの息子ではありません。 

３．アッラーは、子供を、お持ちではありません。 

４．イーサーは、ご自分の意志で、盲人に視力をもたらすことができます。 

５．イーサーは、預言者であて、神ではありません。 

🌸🌸🌸🌸🌸 
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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） 

 桜が咲く季節になりました。冬が終わって、すっかり春になりました。ぽかぽか暖かい陽気の中で本を読ん

でいると、ついつい毛布をひっぱりだして、床でごろごろと昼寝をしてしまいます。エアコンがなくても天然の

温風で体がほかほかと温まります。木の枝に、赤や白や黄色などさまざまな色をした花の蕾がくっ付いて、春の

温かさを感じます。そのまま暖かい陽ざしの中でのんびりしていたいところですが、そうしてばかりいると、家

の中も片付かないし、アラビア語の翻訳も進まないので、ごそごそ起き上がって、仕事をします。 

さて、もうすぐラマダーンがやってきます。ラマダーン月の断食をはじめて約２０年が経とうとしていますが、

一向に、この断食に慣れることはありません。朝起きて、子供のためのお弁当を作り、朝ごはんの準備をして、

こどもを送りだしたら、自分のためにパンを焼きコーヒーを作る。昼になれば、みそ汁を作りご飯を食べる。そ

して、夕方には、晩御飯の準備をする。これがいつも私の生活時間ですが、ラマダーン月は、この生活時間が全

く違います。今年なら、朝の３時からスフール（断食前の食事）のための準備をして、家族みんなでご飯を４時

過ぎまでに食べ終わる。そして、そのあとは、しばらく食べるための活動はない。１８時半過ぎのマグリブ前ま

でに、イフタールの準備をする。マグリブになったら、水と軽食を口にして、それからマグリブの礼拝をする。

それから、本格的なイフタールのご飯を食べる。 

私は日中、特に決まった仕事があるわけではないので、自分のペースで毎日仕事をして暮らしていますが、ラ

マダーン月はおなかもすいて元気がないので、現世の仕事はいつもの月よりも少なめです。何もやりたいことが

ないと、時間がなかなか進んでいきません。こんなに、時間を持て余す月もないでしょうが、こんなに時間とい

うものを、ありありとした存在として、手に掴んでいるような感覚が持てる経験は、断食以外にはないでしょう。

時間に余裕が出ると、心に浮かぶ、やりたいこと、やらなければいけないこと、に支配されていたことに気付き、

どうして、こんなにせかされているのだろう、なにをじぶんはやりたいのだろう、そして、そのやりたいことは

そんなに急いでやらなくていけないことなのか自問自答します。ラマダーンは、そんな風に、じぶんが何をやろ

うとしていて、それは誰に命じられているのか、ということを考えさせてくれる月です。そうすると、ふしぎと、

だんだん、時間が余っていることも、反対に、少ないことも、あまり怖くはなくなって、退屈もしなくなってき

ます。不思議な時間の中に身を置くことのできるラマダーン月だと思えば、慣れることがなくってもあったり前

だな！と前向きに、この非日常を楽しめるようになるかもしれません。 

ラマダーン月に、アッラーの導きがわたしにもみなさんにもありますように。アーミン。 

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

アーリファ 


