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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へ  

 おもいのほか今年の梅雨は長く続き、たくさんの雨が降りました。わたしにとっては涼しい日々に体を休

めることもできますが、やすらぐ家が無くなってしまった方々にアッラーのお助けと導きがありますよう

に。さいきん蝉が夏を待ちわびてみんみんみんみんと家の外でなくようになりましたが、もう少し涼しい日

が続いてもいいかなと家でごろごろしているわたしは思ったりもします。では、残り少ない涼しい日々にど

うぞ今月のムスリム新聞をお読みください。 
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クルアーン解説 

第３９章［集団］９節（５） 

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。 

（それとも、）夜の時間に謙り、跪拝し、立礼し、来世を警戒し、その主の御慈悲を期

待する者がか。言え、「知っている者たちと知らない者たちが同じであろうか」。賢慮を備

えた者たちだけが留意する。（３９：９） 

 

（それとも、）夜の時間に謙り、跪拝し、立礼し、来世を警戒し、その主の御慈悲を期待する者がか。言え、

「知っている者たちと知らない者たちが同じであろうか」。賢慮を備えた者たちだけが留意する。（３９：９） 

 

★ジャラーライン 

『夜の時間に』その数時間に。 

『謙り』とは、服従行為の日課の礼拝に立つことです。 

『跪拝し、立礼し』礼拝において。 

 『来世を警戒し』来世の懲罰を恐れ。 

 『御慈悲を』楽園を。 

 『夜の時間に謙り～（中略）～期待する者がか』「夜の時間に謙り～期待する者が不信仰やそれ以外で不従順

な者と同様なのか」ということです。 

の読み方は『’a man』と『’aｍman』と子音のミームの文字を単音で読む読み方と、２重にして読む読『أمن』

み方とがあります。（訳者注：ジャラーラインとクシャイリーは前者の読み方です。）『’amman』と読む読み方

では、『’am』は「bal（それとも）’a（～か）」という意味になります。（訳者注：イブン・カスィールはこち

らの読誦法を取ります。） 

 『同じであろうか』つまり、２つは同じではない。知っている者と無知な者は一緒ではないのと同様に。 

 『賢慮を備えた者たち』健全な理性を持つ者たち。 

 『留意する』訓戒を得る。 

 

★イブン・カスィール 

 かれ（誉れ高き威厳ある御方かな）は「それとも、性質がこのようである者が、アッラーに並ぶものを置き、

またかれに同等のものを配す者の様であるのか。」と仰せになりました。 

 かれ（至高なる御方かな）が『彼らは同等ではない。啓典の民のうちにも廉直（れんちょく）の共同体があり、

彼らはアッラーの諸々の徴を夜間に読み、彼らは跪拝する。』（第３章［イムラーン家］１１３節）と仰せにな

った通りです。 
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 また、かれ（称賛されし至高なる御方かな）は『（それとも、）夜の時間に謙り、跪拝し、立礼し・・・・者

がか。』と仰せになりました。つまり、彼が跪拝した状態においても、立礼した状態においても謙虚である者、

ということです。 

 （教友）イブン・マスウード（アッラーのご満悦あれ）はこれについて、「アッラー（誉れ高き威厳ある御方

かな）とかれの使徒（アッラーの祝福と平安あれ）とに謙り服従すること」と説明しています。 

 （教友）イブン・アッバース（アッラーのご満悦あれ）、アル＝ハサン、アル＝スッディー、イブン・ザイド

によると、「『夜の時間帯に』は真夜中に」、ということです。 

 かれ（至高なる御方かな）の御言葉『来世を警戒し、その主の御慈悲を期待する者』つまり、崇拝の状態にお

いて畏れ期待する者、ということです。崇拝には必ずこれ（畏れ）かそれ（期待）がなければならず、人生の途

上においては畏れる気持ちが（期待する気持ちよりも）より強くあるべきで、また、死に際では期待する気持ち

がより強くあるべきです。それゆえ、かれ（至高なる御方かな）は『来世を警戒し、その主の御慈悲を期待する

者』と表現し給いました。 

 イマーム・アブド・ブン・フマイドは（教友）アナス（アッラーのご満悦あれ）から伝わる伝承経路で次のよ

うに伝えています。アナスは「アッラーの使徒（アッラーの祝福と平安あれ）がある男のところに訪問された。

その男はもう息も絶え絶えであった。そこで、彼（アッラーの祝福と平安あれ）はその男に『どのような心持ち

ですか。』と尋ねました。すると彼は答えた。『私は期待し、そして畏れています。』そこで、アッラーの使徒

（アッラーの祝福と平安あれ）は『このような事態にしもべの心にその二つの気持ちが同時に起きるというので

あれば、必ずアッラーはそのしもべに彼が期待しているものを与え、彼が畏れていることについて彼に安全を与

え給うのです。』と言われた。」と言いました。 

 アル＝ティルミズィーとアル＝ナサーイーが日夜の書の中でその伝承を伝えています。イブン・マージャは、

ジャアファル・ブン・スライマーン経由で伝わるシヤール・ブン・ハーティムのハディースの中で、この伝承を

伝えています。アル＝ティルミズィーは珍しい伝承経路による伝承であると説明しています。 

 イマーム・アフマドは、タミーム・アル＝ダーリー（アッラーのご満悦あれ）から次の伝承を伝えています。

タミーム・アル＝ダーリーは言いました。「アッラーの使徒（アッラーの祝福と平安あれ）は言われた。『一夜

に１００節クルアーンを読誦した者は、その夜ずっと謙り礼拝をしていた者として（帳簿に）書き留められる。』。」 

 アル＝ナサーイーもこの伝承を日夜の書の中で記述しています。 

 かれ（至高なる御方かな）の御言葉『言え、「知っている者たちと知らない者たちが同じであろうか」。』つ

まり、この節で述べられた者と、アッラーの道から（人々を）逸らせるためにアッラーに同等のものを立てるよ

うな前節で述べられた者と同じであろうか。 

 『賢慮を備えた者たちだけが留意する』つまり、「賢慮つまり理性ある者だけが前者と後者の間の違いを知っ

ている」、ということです。アッラーが最も良くご存知であらせられます。 

 

★クシャイリー 

 『謙り』謙ること（al-qunūt）とは、礼拝に立つこと、または、長く礼拝に立つこと、ということです。つま

り夜と昼の時間に義務の服従行為として礼拝に立つ者が意図されています。夜と昼の時間とは、すべての時間に

おいて、ということです。 
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 文頭に置かれている『’aman』のハムザ（’a）は疑問詞です。つまり、「謙る者が謙らない者のようであろう

か。謙る者がすでに述べられたような不信仰者のようであろうか。そのようではない。」ということです。 

 また『謙り』とは、心身ともに落度のなく奉仕の礼節に則って礼拝に立つこと、とも言われます。 

 『警戒し』とは、来世に約束された懲罰について警戒することであり、『期待し』とは、約束された報奨につ

いて期待することです。『警戒』とは、畏れ（khawf）という意味です。 

 『言え、「知っている者たちと知らない者たちが同じであろうか」。』つまり、「この二つは同じであろうか。

一方は諸々の美徳の中でも最も高貴なものであり、もう一方は諸々の悪徳の中でも最も醜悪なものであるという

のに。」ということです。 

 『知っている者と』知識には、被造物（人）による表現において、二つの分類があり、それはしもべに獲得さ

れるものと主の御許から贈られるものです。また別の説明によると、作成されるものと配置されるものです。ま

た別の説によると、証明（burhān）の知識と開示（bayān）の知識であり、そして霊的直観（’ilhām）の条件下

で生じるものを除いて、宗教の諸知識は証明されるものです。 
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👀 見てみようアラビア語 
 

クルアーン第３９章９節から 

 

ِب.ـ  بَ لۡ ٱۡلَ  لُوا  إِنََّما يَتَذَكَُّر أُو       
（意訳） 

賢慮を備えた者たちだけが留意する 

 

 إِنََّما
（接頭辞） 

truly 

本当に 

 

 يَتَذَكَّرُ 
（動詞・男性単数） 

留意する 

 

َ              لُوا  أُو   بِ ـ  بَ لۡ ٱۡل  
（名詞・複数形）  （名詞・複数形） 

 賢慮         持ち主たち 

 

🐣 🥚    🥚    🥚    🥚   🥚    🥚 🥚 🥚     🥚 🥚 🥚  🥚 🥚        🥚 🥚 

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。 

 

 

🕋 
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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６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 

 

これからこのシリーズでは、私達がよりアッラーに近づくことができるように、より預言者様(彼の上にアッ

ラーの祝福と平安あれ)に近づくことができるように、アッラーが最も愛し、私たちに「彼を愛しなさい」とクル

アーンで言われた預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)のことをもっと知るために、預言者様(彼の上

にアッラーの祝福と平安あれ)の人徳について、ご紹介したいと思います、インシャーアッラー。 

 

預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の人徳を知ることには、大きな意味があります。預言者様(彼の

上にアッラーの祝福と平安あれ)の歩き方、お姿、食べ方、飲み方、話し方、すべての行動を知ることで、もっと

もっと預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)のことを好きになって、心の中が満たされると、彼（彼の

上にアッラーの祝福と平安あれ）と同じようにしたい、真似したい、という気持ちが沸いてきます。預言者様(彼

の上にアッラーの祝福と平安あれ)が、右手で食べ物を食べられた、と読めば、右手で食べたい！と切望し、それ

を実行すると、私達の表面的な振る舞いが変わるようになり、私達の内面的な性格や信仰にも大きな影響が出て

きます。なぜならば、こういった内面的なものは、外面的なものとつながっているからです。アッラーが私達の

心を、彼（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）への愛情で揺り動かしてくださいますように。 

 

◆預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の美しい人徳：         

 

１．謙虚さ 

 

□預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の誰に対しても謙虚な姿勢は、相手が偉い人でも地位のない貧

しい人でも、また奴隷や使用人であっても、変わる事はありませんでした。 

あるとき預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)は、奴隷の少女のために、自ら 4 ディラハムのお金を

持って、彼女の服を買うため市場へ出かけました。すると、そこに別の奴隷の少女が泣いていました。預言者様

(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)が、 

「どうして泣いているのかね？」とお尋ねになると、少女は、 

「預言者様、私の女主人たちが、2 ディラハムで必要なものを買うために私を市場へ使いに出しましたが、その

2 ディラハムを落としてしまったのです。」 

すると預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)はご自分のお手元にあった 4 ディラハムのうち、2 ディ

ラハムを少女に与えました。また少し行くと、道に物乞いがいて、彼（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）に

助けを請いました。そこで、残りの 2 ディラハムをその物乞いに与えると、預言者様(彼の上にアッラーの祝福

と平安あれ)の手元には、1 ディラハムも残らず、服も買わずに家に戻りかけました。すると、最初に泣いていた

奴隷の少女が、また泣いていました。すでに手一杯に買った品物を持っていました。 

「どうして泣いているのかね？お使いの物はもう買ったのではないのかね？」と尋ねると、 
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「はい、預言者様。でも買い間違えてしまったので、それを女主人たちに咎められるのではないかと恐れている

です。」 

「どうしたらいいかね？」 

「預言者様、お願いしてもいいですか？」 

「何をだね？」 

「もしあなたが私と一緒に来てくださって、彼女たちに話し、私のために許しを乞うてくださったら、彼女達は

きっと私を咎めないでしょう。」 

「喜んでそうしましょう。あなたの女主人の家はどこかね？」 

「町の一番はずれです。」 

「あなたと一緒に行きましょう。」 

預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)は、その謙虚な人徳とそのご慈悲深さから、町のはずれまで少

女と一緒に向われました。家に着くと、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)は、サラームを送られま

した。 

「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（あなた方の上にアッラーの平安と

慈悲と祝福がありますように。）」 

女主人の一人が他の女性たちに「小さな声で答えて。」と言い、彼女達は声をひそめて 

「ワアライクムッサラーム ワ ラフマトゥッラーヒ ワ バラカートゥフ（あなた方の上にもアッラーの平安

と慈悲と祝福がありますように。）」とささやきました。 

預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)がもう一度サラームを送っても、ひそひそ声で返すので聞こえ

ません。３度目に言うと、やっと今度は、女性達は大きな声で「ワアライクムッサラーム ワ ラフマトゥッラ

ーヒ ワ バラカートゥフ！！預言者様よ！」と返答しました。 

預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)が、 

「一回目にサラーム（平安）を送ったときに、今のように返さなかったのはなぜですか？」とお尋ねになられる

と、 

「預言者様、私たちは、一回目で応えなかったら、あなたが３回サラーム（平安）を送られることを知っていま

した。ですからあなたが私たちに３回サラーム（平安）を送ってくださることを望んだのです、そうしたら私た

ちはあなたのサラーム（平安）の祝福を多く得ることができるのですから。」と言いました。預言者様(彼の上に 

アッラーの祝福と平安あれ)は微笑まれると、こう言いました。 

「私はある用があって、あなた方のところへ来ました。」 

「それは何でしょうか、預言者様。」 

「あなた方が使わしたこの奴隷の少女は、買い間違いをしたので、あなた方が彼女のことを咎めるのではないか

と恐れています。実に私は彼女を許してもらうためにやって来ました。」 

「何なりと喜んでしますとも、預言者様よ！あなたを私達のところへ連れて来た原因、あなたが訪れる原因とな

ったのですから、アッラーの道において、彼女は奴隷の身分から解放される価値があります！」 

こうして預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)が訪問した事により、彼への歓迎の意味を込めて、少

女は奴隷の身分から解放されました。これは、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の美しいお優しさ

の結末でした。 

 

□預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)は大変威厳のあるお方で、戦いにおいては、彼（彼の上にアッ

ラーの祝福と平安あれ）を見た敵がひるんで逃げ出してしまうほどでしたが、奥様のアーイシャ様（アッラーの

ご満悦あれ）は、あるサハーバに「預言者様は、家ではどのようでしたか？」と尋ねられ、 

「私達のうちの一人のようでした。 
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服につぎをあてたり、靴を修繕したり、家をほうきで掃除したり、 

家族のために仕事をされていました。 

ただ礼拝の時間になると、礼拝に（イマーム（先導者）として）立ち、 

まるで私達のことを知らないかのようである以外は（私達のうちの一人のようでした）。」 

とおっしゃいました。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)のご慈悲は、ムスリムに対してだけではなく、彼を攻撃し害す

る多神教徒たちに対しても注がれていました。ターイフという町で町の人たちから石を投げつけられ負傷し、そ

の尊い御足から血を流された時にも、天使がその町を滅ぼす許可を取るため、預言者様（彼にアッラーの祝福と

平安がありますように）のところへやって来て、「彼らを山の間に埋めましょう。」と言ったときにも、「いや、

彼らの子の中から、同位者を置かず、アッラーおひとりのみを崇拝する者が出てくることを望みます。」と言わ

れました。その町は、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)のご慈悲と祈願によって、今ではムスリム

の町となっています。 

 

□預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)さまのご慈悲は、また彼を害する多神教徒たちだけでもなく、

人間以外の動物たちにも注がれていました。あるとき猫が預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の部屋

に入ってきて、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)さまの小さい器を見ていました。預言者様(彼の上

にアッラーの祝福と平安あれ)はその猫のために自分の器を傾けて、猫が飲みやすいようにすると、中の水を飲

ませてあげました。猫は水を飲んで満足すると出て行きました。アーイシャ様（アッラーのご満悦あれ）が「そ

のようにされるのですか？預言者様」と言うと、「そうですよ。彼女は清浄です。」と言われました。 

 

預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)は、人類の中で最も完璧な人徳をお持ちのお方でした。人間の

持つ性質の中で賞讃されるものはすべて預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)が最も完璧な形でお持

ちでした。それらを知れば知るほど、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)への愛情が増えていきます。 

 

アッラーが私達の心に、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）への愛情をお恵みくださいますよ

うに。 

 

🕋 🕋 
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📓クルアーン無料レッスンのお知らせ  

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、少しず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 ３５回 
― リアウ地方のシャーフィイー派 ３― 

アフマド塩崎 

 

前回は、リアウ地方の最も有名なウラマーの一人、アフマド・ユーヌス・アル＝リンギについて書きました。

リアウ地方は、現在のインドネシアのスマトラ島中部からマレーシアのジョホール州の沖合あたり、多くの島々

を含む地方です。スマトラ島とマレー半島に挟まれた位置で、多くの船が通ります。リアウ地方、特にリンガ島

にあった宮廷が、マレー文化の中心地の一つになったのは、この地理的な位置によるところが大きかったでしょ

う。そして、東南アジアのイスラームの知においても、リンガ島の宮廷は、多くのウラマーが集まる中心地の一

つであったといえます。 

東南アジアのイスラームといっても、地理的にかなり広く、いくつかのまとまりに分けることもできます。言

語のうえでも、ウラマーの間では、アラビア語とマレー語が歴史的には主な共通語であったとはいえ、様々な言

語を話す人々がいます。リアウ地方は、現在のスマトラ島中部、シンガポール、マレーシアのジョホール州やマ

ラッカと交流が活発な一つのまとまった地域であったといえます。 

この連載の途中で、リアウ地方のシャーフィイー派のことを書こうと急に思ったのは、マレーシアでムヒディ

ン・ヤシン氏が 2020 年 3 月に首相に就任したからです。ムヒディン首相の父親ムハンマド・ヤシン・ムハンマ

ドは、ジョホール州のムアルという都市で、イスラーム学校の教師を務めていました。高名なウラマーというほ

どの人ではありませんでしたが、リアウ地方のシャーフィイー派の伝統の中にいた人です。ムヒディン首相自身

は、マラヤ大学経済学部卒で、ジョホール州の公務員を務めた後、政治家になっています。先祖代々ウラマーの

家系であっても、20 世紀の半ばくらいには、大学に行って経済学部や法学部、あるいは医学部や理工系の学部

に行く、というのは、東南アジアのムスリムに限らず、中東や南アジアでもよくあることです。これはやはり世

界中で起きた時代の変化によるもので、せっかく勉強ができるのなら、医学部や工学部に行った方が将来得にな

る、という発想がムスリム諸国でも広がったからです。ただ、ある程度富裕な家庭なら、祖父とか叔父とか近い

親戚に、全国的に有名なウラマーがいる、という場合は多く、そのあたりは入信したばかりの日本人ムスリムと

は、ウラマーという人々への距離感が違います。 

ムヒディン首相の父親は、一介のイスラーム教師でしたが、彼の師匠にあたるアブー・バクル・ハサン（1875

～1938）はかなり高名なウラマーでした。ジョホール州ムアルで生まれたアブー・バクルは、6 歳の時マッカ

に渡り、34 年間現地で学び、かつ教育や著作などを行っていました。マッカでのアブー・バクルの主だった師

匠の一人は、リアウ地方を代表するウラマー、アフマド・ユーヌス・アル＝リンギでした。 

その後、アブー・バクルはジョホールに帰って来て、ジョホールのスルタンに仕えて、生まれ故郷の街ムアル

のカーディーになりました。カーディーというのは、一般には裁判官のことですが、マレーシアの場合は、ムス

リムの間の結婚や離婚について立ち会う業務や、合法性を確認する業務が多いです。アブー・バクルは、次いで、
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短期間でしたが、ジョホールのスルタンのムフティー（イスラームの教義についての回答官）となりました。一

般に、ウラマーが宮仕えをする場合は、モスクの管理者や学校のイスラーム教師から始まって、カーディーや裁

判官の仕事があり、統治者のムフティーになるのがキャリアの頂点です。マレーシアの場合は、現在でも、この

ような宮仕えするウラマーのキャリアのあり方は変わりません。 

アブー・バクルは、ムフティーを務めた後は、故郷のムアルで、マドラサ・アル＝アラビーヤ・アル＝ハイリ

ーヤというイスラーム学校を創設し、教育や著作活動に余生を送りました。主な著作は、天文学の本や、遺産相

続についてのフィクフの本などです。ムヒディン首相の父親、ムハンマド・ヤシンが働いていたのはこのイスラ

ーム学校です。ムハンマド・ヤシンは、自分自身で著作を書いたりする人ではありませんでしたが、師匠である

アブー・バクルの原稿を整理して出版するなどして協力しました。 

これが、ムヒディン首相が生まれ育ったムアルでの身近にあった環境です。父親にしても、アブー・バクルに

しても、全国的に有名なウラマーというほどではありませんが、こういう人たちが東南アジアのムスリム社会の

津々浦々にいて、多くのムスリムには身近な存在である、ということが理解しやすい一例です。また、一口にマ

レー人ムスリムといっても、祖父がインドのケーララ州から移住して来て、タイとの国境の近くのクダー州で生

まれ育ったマハティール前首相とムヒディン首相では、それなりに出自が異なる、ということも理解しやすいか

と思います。 

次回からは、インドネシアの主だった島の一つ、スラウェシ島のシャーフィイー派について見ていきたいと思

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 

イスラームの使命（３） 

カリフ制の再興／大地の解放を目指して 

ハサン中田 

 

２．預言者ムハンマド権威の継承 

 

 イスラームにおける権威のありかたを示す典拠は、クルアーンの節「アッラーに従い、アッラーの使徒とお

前たちの中の権威ある者に従え。そしてお前たちが何事であれ争うなら、それをアッラーとその使徒に持ち込

め。・・・」（４：５９）である。この節は、後段では、裁定の最終権威がアッラーとその使徒であることを示

しているが、前段では、使徒に権威ある者を付加している。クルアーンの啓示の時点においては、この「権威

ある者」とは使徒の派遣した軍の司令官を指示していた、と伝えられる。（注１）この節が啓示された時期には

ムスリム信徒団の拡大に伴い預言者ムハンマドは「都市国家」マディーナの首長として、全ての信徒の諸事を

自ら指揮、指導することはできなくなり、派遣軍の司令官などの代官を立てて職務の一部を委ねるようになっ

ていたからである。 

 「私に従った者は、アッラーに従ったのであり、私に背いた者はアッラーに背いたのである。私の代官に従

った者は、私に従ったのであり、私の代官に背いた者は私に背いたのである。」とハディースにもある通り、使

徒の代官たちへの服従は使徒自身への服従とみなされる。但し、使徒の代官たちの権威が使徒の権威に由来す

るのは、使徒の権威がアッラーの権威に由来するのと同じ論理構造であるが、アッラーに選ばれた使徒が無謬

であり、使徒の命令がアッラーの命令と同一視されるのと違い、使徒の選んだ代官たちは可謬であり、使徒の

代官たちへの命令への服従はアッラーとその使徒の命令に反しない限り、との条件付きとなる。 

 使徒の代官たちは可謬である、と述べたが、使徒の逝去後には、イスラームの教えを護るために、使徒は特

別な無謬な後継者を任命された、との主張が現れた。シーア派のイマーム論である。 

 シーア派は前述の（４：５９）の「権威ある者」を預言者の後継者の「無謬のイマーム」と考える。一方、

ムスリムの多数派を形成するスンナ派は、使徒はそのような無謬の後継者を任命されることはなかった、と考

える。（注２） 

 スンナ派が使徒の初代の後継者とみなすアブー・バクルのカリフ就任演説における「私がアッラーとその使

徒に従う限り私に従いなさい。もし私がアッラーとその使徒に背いたなら、あなたがたには私に従う義務はな

い。」（アル＝タバリー）との言葉は、スンナ派の考える使徒の後継者「カリフ」が、使徒の存命中の可謬の代

官たちと同質であったことを明確に示している。 

 既に述べた通り、アッラーのメッセージを伝えうる者は預言者ムハンマドの存命中は、彼だけであり、アッ

ラーに従うとはムハンマドに従うことに他ならず、イスラームとは彼の教えに他ならなかった。しかし、預言

者の逝去後、事情は徐々に変わってくる。 

 先ず、アッラーに従うことと預言者に従うことが区別される。預言者ムハンマドは、アッラーの使徒であっ

たが、預言者ムハンマドに臨んだアッラーの御言葉と、彼自身の言葉は彼自身の生前から彼自身にとっても信

徒たちにとっても概念的ににも実体的にもはっきりと区別されていた。アッラーの御言葉は独特の韻文であ

り、それらの全体は「一冊の書物（キターブ）」であり、「クルアーン（読誦されるもの）」と呼ばれ、礼拝の中
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で読誦されるのは、このクルアーンであった。しかしクルアーンは預言者の生前は、口承で教え記憶されるも

のであり、書物として流布していたわけではなかった。クルアーンが文字に書かれた書物の形をとるのは、預

言者の没後十数年が経った６４５年頃、第三代カリフ・ウスマーンの時代である。 

 預言者ムハンマドの存命中は、アッラーに従うとは、アッラーの御言葉クルアーンを読み聞かせる使徒ムハ

ンマドの人格に従うことに他ならなかった。しかしこのカリフ・ウスマーンの欽定クルアーンの成立以降は、

アッラーに従うことの意味は書物としての「クルアーン」を読み、その言葉の意味を自ら解釈しつつ聴き従う

ことになっていくのである。 

 預言者ムハンマドに従うことの意味の場合、事はより複雑であり、その確定には長い年月がかかった。預言

者の直弟子たちの存命中は、一般の信徒にとって預言者に従うことは、預言者の高弟たちからイスラームを学

び彼らに聞き従うことであった。それゆえ預言者がその地で亡くなり、その後もその高弟たちの多くが暮らし

たマディーナの慣習こそが、預言者預言者の教えを体現しているものと考えられた。他方、預言者の生前の言

行（スンナ）の口頭伝承（ハディース）を丹念に記録、集成し、書物の形に纏める作業が身を結び始めるの

は、預言者の逝去後、１００年ほど経ってからのことであり、スンナ派の重んずる六大ハディース集成『サヒ

ーフ・アル＝ブハーリー』、『サヒーフ・ムスリム』、『スナン・アル＝ティルミズィー』、『スナン・アブー・ダ

ーウード』、『スナン・アル＝ナサーイー』、『スナン・イブン・マージャ』の成立は預言者没後２００年以上が

過ぎた西暦９－１０世紀である。 

 アッラーに従うことの意味が、非人格的な『クルアーン』への服従に読み替えられていったのに続いて、預

言者に従うことの意味もまた預言者の言行録「ハディース集成」、つまり書物への服従として「非人格化」され

ていったのである。（注３） 

 預言者の権威の継承の問題をめぐって、イスラームの教義の保持のためには、無謬の指導者「イマーム」が

預言者の後継者である必要があるとのシーア派の主張が現れたことは既に述べた。このシーア派の考え方は、

イスラームとはアッラーのメッセージを伝える無謬の預言者その人に従うことである、との預言者の存命中の

「人格的イスラーム」理解の延長線上にあるものとも考えられる。ところが、少数派として弾圧されたシーア

派のイマームたちは、時の政権によって監視、軟禁されており、シーア派信徒たちとの個人的接触は極めて難

しく、あまつさえシーア派の最後のイマーム（第１２代ムハンマド・アル＝ムンタザル／アル＝マフディー）

は、９世紀末に「神隠し」にあい、シーア派信徒の前から姿を消してしまう。それゆえシーア派においても生

きたイマームに対する直接的な人格的服従は不可能となり、スンナ派に少し遅れて１０－１１世紀には、預言

者ムハンマドとその後継者たる１２人のイマームの伝承を集めた権威ある４つのハディース集成『アル＝カー

フィー』、『アル＝タフズィーブ』、『アル＝イスティブサール』、『マン・ラー・ヤドゥルフ・アル＝ファキー

フ』が成立し、預言者及びイマームに従うことの意味はやはりこれらのハディース集成への「非人格的」服従

へと転化したのである。 

 イスラームの教義の護持には、預言者と同じく無謬の生きた人格「イマーム」の存在が不可欠であると主張

するシーア派においても、そのイマームは９世紀末に信徒の前から姿を消したため、イスラームには、イスラ

ームを体現すると看做される無謬の生きた人格的権威は存在しなくなる。 

 それゆえ、次章以下では主にスンナ派の知的伝統に基づいて、預言者ムハンマドのイスラームの宣教の継承

のありかたを明らかにしよう。 

（続く、イシャーアッラー） 
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（注１）Cf., al-Fakhr al-Rāzī, Tafsīr al-Fakhr al-Rāzī, n.p., n.d. vol, p.149. 

あた「権威ある者」とは実力者、ウラマーゥ、後述のシーア派の無謬のイマームを指すとも言われる。Cf., al-

Tabarsī, Majma‘ al-Bayān,  Beirut, 1986, vol.3,p.100. 

（注２）スンナ派では「我がウンマ（ムスリム共同体）は誤りにおいて一致することはない」とのハディース

（イブン・マージャ）を典拠にウンマが全体として預言者の無謬性を継承したと考える。このハディースはス

ンナ派イスラーム法源学では、イジュマーゥ（コンセンサス）の法源性の典拠とされたが、政治論においては

ウンマの無謬性が理論的に展開されることはなかった。 

（注３）Cf. Muḥammad Khair Haikal, al-Jihād wa al-qitāl fī al-Sharī‘ah al-Islāmīyah, Beirut, 1996, 

vol.1, p.133, Ibn ‘Abbās, Tanwīr al-Miqdās Tafsīr Ibn ‘Abbās, Beirut, 1992, p.95. 

 

 
🕋 🕋 🕋 🕋 

 

 

📚 おすすめ読み物 

💐中田香織・中田考「やさしい神さまのお話」 

百万年書房ＬＩＶＥ！： 

http://live.millionyearsbookstore.com/category/yasashiikamisama/ 

 

💐山本直輝「スーフィズム入門」 

集英社新書プラスのＨＰ： 

https://shinsho-plus.shueisha.co.jp/column 
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１０歳のためのイスラーム学習（２） 
 

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、私個人が、自分の子供が小さいときに、六信五行について教える材料として何

年も前に作った電子冊子からの抜粋です。あくまで、個人で印刷して使う、私家版教材として書いたものです。少し

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。 

 今回の３枚のページでは、特に３枚目のクルアーンの訳は正確とは言えません。ただ、１０歳に満たない子供に、

口頭でおおまかな意味を教えることを考慮して、（昔の私は）このように訳しました。２枚目の「問題」の部分は、子

供にはなかなか難問かもしれません。何かのご参考になれば幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🕋 🕋 🕋 🕋 🕋   
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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 

 

４．イスラームの５つの柱 

 

イスラームには、５つの柱があります。 

 

１「アッラーのほかに神はなく、ムハンマドはアッラーの使徒である」と宣言すること。これを「シャハーダ（信

仰告白）」と言います。 

２ 一日５回、礼拝を捧げること：「サラー」 

３ 自分を清めるために、義務のお金を支払うこと：「ザカー」 

  ふつう、一人の財産の４０分の１を支払います 

４ ラマダーン月に、毎年、断食すること：「サウム」 

５ もし、できるならば少なくとも一生に一度は、マッカに巡礼をすること：「ハッジ」 

 

練習 

Ａ．左の文章と、右の用語をむすびましょう。 

１．ラマダーン月に、断食をすること・        ・１．サラー 

２．マッカに、巡礼をすること・           ・２．ザカー 

３．一日５回、礼拝をすること・           ・３．サウム 

４．自分を清めるために義務のお金を支払うこと・   ・４．ハッジ 

 

 

Ｂ．かけている言葉を、補いましょう 

１． 信仰告白（シャハーダ）とは、      のほかに神はなく、 

ムハンマドは       であると、宣言することです。 

２．ふつう、一人の財産の       を       として支払います。 

 

Ｃ．画用紙に、イスラームの５つの柱を、それぞれ違う色で描いてみましょう。 

 

🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 
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お知らせ🍂 

💐『俺の妹がカリフなわけがない！』 

晶文社・ハサン中田考著 

  

新刊情報です。 

いまから数年前にムスリム新聞で掲載した『俺の妹がカリフなわけがない！』がついに一般書店で販売され

ました。アッラーフアクバル（アッラーは偉大なり）！ 

 「カリフ」とは、預言者ムハンマド（アッラーの祝福と平安あれ）が亡くなった後に、預言者の志を継ぎ、

ムスリムの社会を纏めるただ一人のリーダーのことです。 

 今月のムスリム新聞にも掲載している『イスラームの本質と目的』の中にも「カリフ」が説明されていま

す。むかしむかしに書かれたイスラームの政治についての本マーワルディー『統治の諸規則』（湯川武訳、慶応

義塾大学出版会）でも「カリフ」を知ることが出来ます。 

 『俺の妹がカリフなわけがない！』略して『オレカリ』は天川マナル先生が漫画にして売ってくださってい

ました。天川先生はほかにも『ハサン中田考のまんがでわかるイスラーム入門』（サイゾー）でも作画を担当さ

れています。こちらもイスラームについてまんがで学べて読みやすく面白いです。 

 日本の高校がお話の舞台で、生徒会長を決める生徒会選挙を皮切りとしてお話が展開していきます。ラノベ

学園物語ですので、難しい説明書とは違って楽しみながら読めるでしょう。 

💐「やさしい神さまのお話」 

百万年書房ＬＩＶＥ！http://live.millionyearsbookstore.com/ 

ハビーバ中田香織訳著 

ハサン中田考監修 

 

 「『やさしい神さまのお話』の在庫はありませんか？」と、以前からムスリム新聞社と問い合わせがたくさん

ありました。でも、残念ながら在庫はなく、再版する目途も立たず困っていました。ですがなんとアッラーか

らのすばらしい采配によって「やさしい神さまのお話」をたくさんの方に読んでもらえる機会が訪れました。 

「売れる売れない二の次で かっこのよろしい本つくり 読んでもらえりゃ万々歳  そんな私は傾奇者 人呼ん

で百万年書房と発しやす」と自己紹介されている通り良い本を作ることを目指している百万年書房さんが「や

さしい神さまのお話」を百万年書房ＬＩＶＥで毎日一話づつアップされています。いずれは書籍化してくださ

るそうです。インシャーアッラー（アッラーがお望みなら）。 

百万年書房からは『１３歳からの世界征服』、『７０歳からの世界征服』の２冊がハサン中田先生の本が出版

されています。幼き頃に世界征服を夢見た方もいらっしゃるかもしれません。ヒーローもののアニメでは、悪

者が世界征服を目指し、ヒーローは既存の社会そしてルールをまもるためそれら悪者を阻むというのがお話の

ルールでしたが、既存のルールを守る者がヒーローである理由はありません。預言者ムハンマド（アッラーの

祝福と平安あれ）も悪しき既存の社会ルールを打ち破り、正しき道を人々に示すため、懸命に戦われました。 

 既存のルールがどうもじぶんには居心地が悪いなぁと感じる方、世界征服して見ませんか！？ 
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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） 

 今月もムスリム新聞をさいごまで読んでくださってありがとうございます。アッラーのよき報奨がみなさん

にありますように。最初のページにあいさつを書いた季節は春と夏の境目の梅雨でした。後記を書く時には蝉が

朝からみんみんなく夏へと季節が移ったようです。蝉の声を聞くと暑くて誰も歩いていない道を思い浮かべて少

し悲しくなります。春に金魚を２匹飼い始めた私ですが、あらたにヤマトヌマエビ２匹と石巻貝１匹を水槽に向

かえました。ちなみに金魚の名前は帆千（ぽち）と珠（たま）で、ヤマトヌマエビは２匹の見分けがつかないの

でとりあえずエビワン、エビツーで、石巻貝はイシマキくんと名づけました。 

もうすぐヒジュラ暦でズー・アル＝ヒッジャ月です。ハッジの季節がやってきました。けれど今年はコロナウ

イルスが世界で蔓延しているため、世界各地からマッカでムスリム同胞が集まることができないでしょう。イン

シャーアッラー。ハッジにまつわるお話が過去のムスリム新聞に載っていたなぁと、過去のムスリム新聞を取り

出して探しました。私達が住む今の世界では至る所で食べ物もなく、やすらぐ家もない同胞がたくさん生きてい

ます。ハッジはムスリムにとってとても大切な仕事ですが、それと同じほどの重みをもつ大切な義務をわたしに

思い出させてくれました。ハッジができない今こそぜひお読みください。 

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

 

★ 🌙 ★ 🌙 ★ 🌙 ★ 

ムスリム新聞第 20号 1994年 2月 

 

靴直しのハッジ 

「あなたの兄弟を愛せよ、あなたの隣人を愛せよ」 

（クッラム・ムラード作、マラク訳） 

 

 夢はいつも正夢であるとは限りません。けれども預言者や敬虔な人々の夢は時として正夢であることもあるの

です。 

 ある年、アブドゥッラー・ビン・ムバーラクはハッジに行きました。ハッジを終えるとアブドゥッラーは眠気

を覚え、床に寝込んでしまいました。眠りながら彼は２人の天使が天から降りてくるのを見ました。二人の天使

はハッジについて話していました。一人の天使が言いました。「今年はハッジに何人来ましたか。」 

 もう一人が言いました。「６０万人です。」 

 「そのうち何人が幸運に恵まれたのですか。」 

 「一人もいません。誰のハッジも受け入れられませんでした。」そう二人目の天使は答えました 
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 （何ということだ・・・）とアブドゥッラー・ビン・ムバーラクはつぶやきました。アブドゥッラーは、ハッ

ジを行うためにたいへんな骨を折って遠く離れた地から旅をして来た人々すべてを気の毒に思いました。二人の

天使は、なおも話し続けました。アブドゥッラーは二人目の天使がこう言うのを聞きました。「ダマスカスにア

リー・ビン・アルムワッフィクという名の靴直しがいます。彼はハッジに来ませんでしたが、彼のハッジはアッ

ラーに受け入れられました。そして彼のハッジのおかげで今年ハッジを行った人々はすべて祝福されました。」 

 アブドゥッラーは目が覚めた後も二人の天使が交わした会話を覚えていました。彼はダマスカスのアリー・ビ

ン・アルムワッフィクという名前も覚えていました。アブドウッラーは彼に会いに行くことに決めました。 

 そいうわけでアブドゥッラーはダマスカスに行き、アリー・ビン・アルムワッフィクという名の靴直しついて

人々に尋ねました。アブドゥッラーがその家を見つけると扉を叩きました。すると、ひとりの男が出て来ました。 

 「兄弟よ、あなたの名は」アブドゥッラーは尋ねました。 

 男が答えました。「アリー・ビン・アルムワッフィクです。」 

 アブドゥッラーは尋ねました。「なにを生業としますか。」 

 男は答えました。「靴の修理をします。私は靴直しです。」 

 それからアブドゥッラーは自分のハッジに関する夢のこと、そして天使の会話にういてアリーに話しました。

「さあ」とアブドゥッラーは言いました。「あなたのことをすっかりお話しください。」 

 アリーは初めのうちためらっていましたが、アブドゥッラーに励まされて、気を落ち着けると次のように語り

始めました。 

 「３０年間、私はハッジのためにお金を貯えてきました。３０００ディルハムのお金が貯まったので、私は今

年ハッジに行こうと計画していました。ちょうど私の妻は妊娠中でした。ある日、妻は、隣の家に行って彼らが

料理しているミートカレーを少し分けてもらってきてくれるよう私に頼みました。それで私は隣に行き、カレー

を少しばかりくれるように頼みました。隣人は言いました。『ここ 7日というもの私の子供達はなにも食べてい

ません。私は子供達が飢え死にするのを見ていられませんでした。たまたま私は裏通りで死んだロバを見付けた

ので、それから肉片を切り取り、料理したのです。私はこのカレーをあなたに差し上げるわけにはいかないので

す。許された食べ物ではないのです。あなたの奥様やあなたが食べていいものではないのです。』それを聞いて、

私は自分がたいへん恥ずかしくなりました。ここに私は３０００ディルハムも持っているというのに、隣人は 7

日間なにも食べていなかったのです。そこで私は家に戻って３０００ディルハムを取り、隣人に差し出しました。

『さあ、お受け取りなさい。』と私は言いました。『お金が続く限りこれであなたの子供達を食べさせておあげ

なさい。これが私のハッジとなるでしょう。』・・・」 

 アブドゥッラーは満ち足りて家に帰りました。「私の夢の中の天使たちは正しかったのだ」彼はそうつぶやき

ました。 

                  ★ お ★ わ ★ り ★ 


