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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。

ご一読いただければ幸いです。 

暑い日が続きますが、熱中症にお気を付けください。 

では今後とも、ムスリム新聞をよろしくお願いいたします。 



クルアーン解説 

第４０章［赦す御方］１０～１４節（４） 

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・アル＝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・アル＝ディーン・アル＝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（Latā’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」はすべてアッラーのことです。 

 

慈悲あまねき慈悲深きアッラーの御名において 

信仰を拒んだ者たち、彼らは呼びかけられる。「アッラーの憎悪こそはおまえたちの己自身への憎悪より

も大きい。というのも、おまえたちは信仰に呼びかけられながら、拒むからである」。（４０：１０） 

彼らは言った。「われらが主よ、あなたはわれらを二度死なせ、二度生かし給い、そしてわれらはわれらの

罪を認めました。それで、脱出への道はあるのですか」。（４０：１１） 

「そうしたことは、アッラーお独りが呼びかけられた時、おまえたちは信仰を拒み、かれに共同者が配さ

れると、おまえたちは信じたがゆえである。それゆえ、裁決は至高にして至大なるアッラーに属す」。（４

０：１２） 

「かれこそはおまえたちにかれの諸々の徴を見せ、おまえたちに天から糧を降し給う御方であらせられる。

だが、悔いて帰る者しか留意しない。（４０：１３） 

それゆえ、アッラーに宗教をひたすら捧げてかれに祈れ。たとえ、不信仰者たちが嫌がったとしても。（４

０：１４） 

 

信仰を拒んだ者たち、彼らは呼びかけられる。「アッラーの憎悪こそはおまえたちの己自身への憎悪よりも大

きい。というのも、おまえたちは信仰に呼びかけられながら、拒むからである」。（４０：１０） 

 

★ジャラーライン 

 『彼らは呼びかけられる』彼らが火獄に入る際、彼らは彼ら自身を憎悪し、そしてまた天使たちから（『呼びか

けられる』）。 

 『アッラーの憎悪』おまえたちへの（憎悪）。 

 『おまえたちは信仰に呼びかけられながら』この現世において。 

 

★イブン・カスィール 

 アッラー（至高なる御方かな）は、不信仰者たちについて（次のように）告げ給いました。不信仰者たちは復



活の日、呼びかけられますが、その時、彼らは燃え盛る炎の中にいます。だれも耐えることのできないアッラー

（至高なる御方かな）の懲罰を彼らは受けています。それで、彼らは、みずからを火獄へと導いた自らの悪行ゆ

えに、彼ら自身を憎み、はげしく嫌悪します。すると、その時、天使たちは重大な知らせを不信仰者たちに伝え、

「この事態に、自分自身を罰する者たちよ、あなたたちの憎悪よりも、不信仰者たちが信仰を提示されたにもか

かわらず（それを）信じなかった時の、現世におけるアッラーの不信仰者たちへの憎悪は激しい」と知らせまし

た。 

 カターダはかれ（至高なる御方かな）の御言葉『アッラーの憎悪こそはおまえたちの己自身への憎悪よりも大

きい。というのも、おまえたちは信仰に呼びかけられながら、拒むからである』について、「現世において、迷誤

の民に信仰が提示されると、彼らはその信仰を捨て、彼らが（一度）受け入れたものを拒絶する。そういった者

らへのアッラーの憎悪は、彼らが復活の日にアッラーの懲罰を目の当たりにした時に、彼ら自身を憎悪するもの

よりも甚だしい」と説明しました。 

 このように、アル=ハサン・アル＝バスリー、ムジャーヒド、アッ＝スッディー、ザッル・ブン・ウバイドゥ

ッラー・アル＝ハマダーニー、アブドゥルラフマーン・ブン・ザイド・ブン・アスラム、イブン・ジャリール・

アッ＝タバリー（彼ら全てにアッラーのご慈悲あれ）らは説明しています。 

 

★クシャイリー 

 真実なる御方（アッラー）が、彼ら（人間）にもたらし給うた過酷な懲罰は、かれの不満と怒りの刻印です。

また、かれが、彼らにもたらし給うた素晴らし恩寵は、かれの彼らへの満足の刻印です。来世で、不信仰者が、

彼への彼の主の怒りを悟ると、そのことよりも、彼の心に重荷であるものはありません。なぜなら、彼の涙は役

に立たず、苦役をなしたとしても、彼がいる場所から助け出されることもなく、懇願しても聞き入れられず、期

待の余地がないことを彼は理解したからです。 

 

彼らは言った。「われらが主よ、あなたはわれらを二度死なせ、二度生かし給い、そしてわれらはわれらの罪を

認めました。それで、脱出への道はあるのですか」。（４０：１１） 

 

★ジャラーライン 

 『二度死なせ』２つの死を。 

 『二度生かし』２つの生を。 

 というのも、彼らは、生命のない精液でしたが、その後、生を受け、それから死を与えられ、それから、甦り

において生を受けたからです。 

 『われらはわれらの罪を認めました』甦りについてのわれらの不信仰を（『認めました』）。 

 『脱出』火獄からの（『脱出』）と、われらの主へ従うための現世への立ち戻り（『への道はあるのですか』）。 

彼らへの返答は、「ない」です。 

 『道（sabīl）』路（ṭarīq）。 

 

★イブン・カスィール 



 アッ=サウリーは、アブー・イスハークから、そしてアブ・ル＝アフワスから、そしてイブン・マスウード（ア

ッラーの御満悦あれ）から次のように伝えました。「この節は、かれ（至高なる御方かな）の御言葉『どうしてお

まえたちにアッラーを否定できようか。死んでいたおまえたちを生かし給うた御方であり、それからおまえたち

を死なせ、それから生かし給い、それからおまえたちはかれのもとに戻されるというのに』（第２章［雌牛］２８

節）と同じである」このように、イブン・アッバース、アッ＝ダッハーク、カターダ、アブー・マーリクも説明

しています。これは全く疑念の余地のない正しい答えです。 

 ここでの趣旨は、復活の日の広場で、不信仰者たちがアッラーの御前に立ち（現世への）帰還を求めることで

す。『われらが主よ、われらは目にし、聞きました。それゆえ、われらを帰し給え。われらは善行をなすでしょう。

まことにわれらは確信する者です』（第３２章［跪拝］１２節）とかれ（誉れ高き威厳ある御方かな）が仰せにな

っている通りです。しかしながら、彼らには返答がありません。そして、彼らが火獄を眺め、目の当たりにし、

そこへ到着し、懲罰と処罰を見出すと、彼らは、以前彼らが懇願したもの時よりもさらに激しく、（現世への）帰

還を乞うでしょう。アッラー（至高なる御方かな）は『そしてもしおまえが、彼らが獄火の前に立たされるのを

見るならば。その時、彼らは言う。「ああ、戻されることがあればよいものを。そうすれば、われらはわれらの主

の諸々の徴を嘘だと否定せず、信仰者たちの中にあるものを」。（６：２７）いや、以前から彼らが隠していたも

のが彼らに明らかになったのである。またもし彼らが戻されたとしても、禁じられていたことに戻ったであろう。

そしてまことに彼らは虚言の徒である（６：２８）』（第６章［家畜］２７，２８節）と仰せになりました。それ

から、彼らが火獄に入り、火に触れ、火の燃える音を聞き、鎖の拘束具と鉄棒の拷問具に晒されると、彼らの帰

還の懇願は、さらに激しく大きいものとなります。『そして彼らはそこで助けを求めて叫ぶ。「われらが主よ、わ

れらを救い出し給え。われらは、われらがなしていたことではない善行をなしましょう」。「われらは留意する者

が留意するだけのものをおまえたちに長生きさせなかったか。そしておまえたちに警告者が訪れたのである。そ

れゆえ、味わえ。不正な者たちには援助者などいない」』（第３５章［創始者］３７節）『「われらが主よ、ここか

らわれらを出し給え。もし戻ることがあれば、その時こそわれらは不正な者でしょう」。かれは仰せられた。「そ

の中に追い払われよ。われらに語りかけるな」』（第２４章［御光］１０６、１０７節）これらの節で、彼らは懇

切丁寧に頼み、これらの言葉の前に、次のように言っています。『われらが主よ、あなたはわれらを二度死なせ、

二度生かし給い（ました）』（４０：１１）つまり、「あなたの御力は偉大であり、まことに、あなたはわれらが死

んでいた後に、われらを生かし、それから死なせ、それから生かしました。それゆえ、あなたはあなたが望み給

うことに対して力を持つ御方であらせられます。そして、われらは、すでに、われらの罪を認めました。まこと

に、われらは現世の世界においてわれら自身に対し不正な者でした」。『それで、脱出への道はあるのですか』つ

まり、「それであなたは、われらがかつてなしていたこととは違うことをなすために、現世の世界にわれらを戻す

ことについて、われらにお応えくださいますか。というのも、まことに、あなたはそれについて力を持つ御方で

あらせられるからです。もし、われらが、われらがかつてあった状態に戻るのであれば、その時はわれらこそ不

正な者でしょう」すると、彼らは「おまえたちに現世の世界への帰還も、帰途もありはしない。そうしたことか

ら妨げられる原因は、真実（al-ḥaqq）を受け入れず、必要ともしない、そうではなくむしろ、それを拒絶し、

否定するおまえたちの性質によるものである」と返答されます。それでかれ（至高なる御方かな）は次節のよう

に仰せになります。 

 



★クシャイリー 

 最初の殺害（アッラーによって死を与えられること）は、現世での彼らの殺害で、ついで、墓の中で彼らは生

かされます。次いで、彼らは殺されます。それは、2 番目の殺害です。また、最初の生き返しは墓の中にあり、

2 番目は復活の時です。 

『そしてわれらはわれらの罪を認めました』彼らは、彼らの罪が、確かなものであると認めました。しかし、

その時には、その承認は彼らの役に立ちません。 

『それで、脱出への道はあるのですか』われらがあるところの懲罰から。まことに、彼らは、後悔も承認も彼

らの役に立たない時に、そのように言うのです。それで、彼らには、次節のように答えられるのです。 

 

「そうしたことは、アッラーお独りが呼びかけられた時、おまえたちは信仰を拒み、かれに共同者が配される

と、おまえたちは信じたがゆえである。それゆえ、裁決は至高にして至大なるアッラーに属す」。（４０：１２） 

 

★ジャラーライン 

 『そうしたことは』つまり、おまえたちが只中にあるところの懲罰は。 

 『アッラーお独りが呼びかけられた時』現世で。 

 『おまえたちは信仰を拒み』かれの唯一性を認めること（タウヒード）を（『拒み』）。 

 『かれに共同者が配されると』かれに共同者が作られると。 

 『おまえたちは信じた』その共同者たちを（『信じた』）。 

 『・・・がゆえである』原因である。 

 『裁決』おまえたちが懲罰を受けることについての。 

 『至高にして』かれの被造物に対して。 

 『至大なる』大いなる。 

 

★イブン・カスィール 

 『そうしたことは、アッラーお独りが呼びかけられた時、おまえたちは信仰を拒み、かれに共同者が配される

と、おまえたちは信じたがゆえである』つまり、もしあなたがたが現世の世界に戻ったとしても、アッラーが『ま

たもし彼らが戻されたとしても、禁じられていたことに戻ったであろう。そしてまことに彼らは虚言の徒である』

（第６章［家畜］２８節）と仰せになっているように、あなたがたはこの節（４３：１２）で言われている通り

のままなのです。 

 かれ（威厳あり至高なる御方かな）の御言葉『それゆえ、裁決は至高にして至大なるアッラーに属す』つまり、

かれはかれの被造物に対して裁決を下し、不正をなすことなく正義をなす御方であらせられます。また、かれは

かれが望み給うた者を導き、かれが望み給うた者を迷わせ、かれが望み給うた者に慈悲をかけ、かれが望み給う

たものを罰し給います。かれ以外に神はありません。 

 

★クシャイリー 

『かれに共同者が配されると』おまえたちは、多神教徒の不信仰ゆえに、彼らを真実（を述べる者たちである



と）と認めます。 

彼ら多神教徒らの殺害（アッラーによって死を与えられること）は数に限りがあります。一方、（アッラーを）

愛する者たちは、あらゆる時に、死と生が存在します。彼らの言葉には次のようにあります。 

わたし（人）があなた（アッラー）を失う時 わたしは死にそして生きる 

それゆえ わたしはあなたがゆえに 何度生き何度死ぬのか 

 まことに、真実なる御方（超越せしかな）は、かれのしもべたちのうちで選ばれた者たちを、消滅（fanā）と

継続(baqā)の状態、生と死、消去（maḥw）と定着（’ithbāt）の間で、漂わせ給います。 

 

「かれこそはおまえたちにかれの諸々の徴を見せ、おまえたちに天から糧を降し給う御方であらせられる。だ

が、悔いて帰る者しか留意しない。（４０：１３） 

 

★ジャラーライン 

 『諸々の徴』かれの唯一性の承認（タウヒード）の指示と、かれの力の証拠。 

 『天から糧を降し給う』雨によって。 

 『悔いて帰る者』多神崇拝から離れて立ち戻るもの。 

 『留意しない』教訓を得ない。 

 

★イブン・カスィール 

 かれ（威厳極まれる御方かな）の御言葉『かれこそはおまえたちにかれの諸々の徴を見せ（給うた御方）』つま

り、かれらが、天上から下界に至るかれの創造物の中に目撃する、その創造者、管理者、育成者としての完全性

を示す偉大な徴によって、かれは、彼の創造物に対するかれの力を、明らかなものとし給いました。 

 『おまえたちに天から糧を降し給う御方であらせられる』（『糧』）それは雨のことで、それによって諸々の種子

や実が生じます。それらは色、味、香り、形というさまざまな感覚によって知覚されます。それ（雨）は、ひと

つの水ですが、アッラーは偉大なる力によって、これらの物を多種多様になし給いました。 

 『悔いて帰る者しか』つまり、アッラー（称賛されし至高なる御方かな）に注意を向け、悔い立ち戻る者しか。 

『留意しない』つまり、訓戒を得ず、これらの物について深く考えず、これらの物によって、それらの創造者

の偉大さへと導かれません。 

 

★クシャイリー 

 かれは、かれが彼らを優しく取り扱い給うことの中に、かれの恵み（ファドル）の徴を彼らに見せ給いました。

また、かれは、かれが彼らに知らしめ給うたことの中に、かれの支配の徴を見せ給いました。また、かれは、彼

らが（彼らの罪から）後悔した時、かれのお赦しの徴を、彼らが援けを求めた時、かれの寛大さの徴を、彼らが

畏れ敬い消え去る時、かれの崇高さの徴を、彼らが立ち帰り聞き従う時、かれの美しさの徴を、見せ給いました。 

 『おまえたちに天から糧を降し給う』 

つまり、あなたがたの体に諸々の戦いの実現を、あなたがたの心に、諸々の洞察の実現を、あなたがたの心奥

に交流と恵みの増加を降し給いました。 



 『だが、悔いて帰る者しか留意しない』『悔いて帰る』とは、慣習から崇拝行為へと、疑念から確信へと、被造

物から真実なるものへと、無知から知へと、否認から認知へと立ち戻ることです。 

 

 それゆえ、アッラーに宗教をひたすら捧げてかれに祈れ。たとえ、不信仰者たちが嫌がったとしても。（４０：

１４） 

 

★ジャラーライン 

 『アッラーに宗教をひたすら捧げて』多神崇拝から離れて。 

『かれに祈れ』かれに仕えよ。 

 『不信仰者たちが嫌がったとしても』アッラーへのおまえたちの純正さを。 

 

★イブン・カスィール 

 かれ（誉れ高き威厳ある御方かな）の御言葉『それゆえ、アッラーに宗教をひたすら捧げて祈れ』つまり、「ア

ッラー御一人に、崇拝行為、祈りをひたすら捧げよ、そして、多神崇拝者たちのやり方や考え方において、彼ら

に従ってはならない」、ということです。 

 アフマド師は、アブドゥッラー・ブン・アッ＝ズバイルが、毎回の礼拝の後に、次のように言っていたことを

伝えています。「唯一で、並ぶものなきアッラーの他に神はなし。かれにこそ王権は属し、かれにこそ称賛は属す

る。かれはあらゆるものに対して力ある御方であらせられる。アッラーによる他、力も権能もない。アッラー以

外に神はない。われらはかれにのみ仕える。かれにこそ恩寵は属し、かれこそ恵みは属し、かれにこそ素晴らし

き賛辞は属す。アッラー以外に神はなし。宗教をかれにひたすら捧げる。たとえ、不信仰者たちが嫌がったとし

ても」 

 また、アフマド師は、預言者（アッラーの祝福と平安あれ）が毎回の礼拝の後に、前述の文句で「アッラー以

外に神はない」ことを述べられていました。（ハディース収集者の）ムスリム、アブー・ダーウード、アン＝ナサ

ーイーなどがそのように伝えています。 

 また、イブン・アッ＝ズバイル（アッラーの御満悦あれ）から伝わる正伝承において、義務の礼拝の直後に、

アッラーの使徒（アッラーの祝福と平安あれ）が次のように言われていたことが確定されています。「唯一、並ぶ

ものなきアッラーの他に神はない。かれに王権は属し、かれに称賛は属す。かれはあらゆるものに力ある御方で

あらせられる。かれによる他、力も権能もない。アッラーの他に神はない。われらはかれにのみ仕える。かれに

恩寵は属し、かれに恵みは属し、かれに素晴らしき賛辞は属す。アッラーの他に神はない。宗教をかれにひたす

ら捧げる。たとえ、不信仰者が嫌がったとしても」 

 

★クシャイリー 

祈り（ドゥアー）の前提条件は、あなたが誰に呼びかけているのかを知る知識（ma‘rifah）の先行です。次い

であなたは、あなたになくてはならないような必要な物を頼まなければならない。次いであなたは、あなたが気

付かないうちに、あなたが求めたものをすでに彼があなたに与えて下さったかどうかを考えなければならない。 

（祈りの）義務は、かれの御命令に背く内容を含む事柄をあなたが望まないこと、下賤な物事や現世的なことを、



あなたの願いから遠ざけること、あなたの主人があなたのために選んだ物にあなたが満足することです。 

祈りの際の純粋さには、かれから以外のものに返答を期待しないこと、かれの恵みによるのであってあなた自

身に（返答されるに）相応しい資格があると思わないこと、まことに祈りは崇拝行為の核心であるがゆえに、あ

なたがあなたの分け前である求める物についてあなたが頼み続ける時、あなたはあなたの主の権利であるかれの

崇拝行為から離れているのではないことをあなたが知ることがあります。 

 また、祈りの際の純粋さには、それを始めることがあなたに罪とならず、あなたが重大な罪を犯すことが必然

となるようなものについて、あなたが困り果てている状態であることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



見てみようアラビア語 

クルアーン第４０章１１節から 

.َسبِيلۡ ِۡمنۡ ۡج ِۡإلَىُۡخُروۡفََهلۡ   
（意訳）それで、脱出への道はあるのですか 

فََهلۡ ۡ   ←َۡۡهلۡ    +َفۡۡ  

                           （疑問詞）           （接続詞） 

それで・・・ですか    ・・・ですか           それで          

ج ُۡخُرو إِلَىۡۡ  
（名詞）  （前置詞） 

                    脱出      ～へ 

َسبِيلۡ ۡ ِمنۡ   
（名詞）         （前置詞） 

                                          道          ～のうち 

 

ۡۡۡۡ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

慈悲あまねく慈愛深きアッラーの御名において 

イスラームの風 NASIM ISLAM 
 

著：イーマーン・アル＝キッル先生 

訳：ダマスカス留学生有志 

            

【聖月（１）～これから始まるハッジ巡礼と聖月について～】                                    

 

（イスラーム暦のシャウワール月が終わると、ズルカアダ月、ズルヒッジャ月、ムハッラム月と三ヶ月間聖月が

続きます。前回までの「聖クルアーン」については、ハッジ巡礼の時期が終了した後、再開します、インシャー

アッラー）                        

聖月については、聖クルアーンでこう述べられています。 

｛本当にアッラーの御許で、（１年の）月数は、１２ヶ月である。 

アッラーが天と地を創造された日（以来の）、かれの書巻のなか（の定め）である。 

その中４（ヶ月）が聖（月）である。それが正しい教えである。 

だからその聖月中にあなたがたは互いに不義をしてはならない。｝【悔悟章：36 節】                                       



 聖月の四ヶ月は、ラジャブ月だけが離れていて、残りの三ヶ月、ズルカアダ月、ズルヒッジャ月、ムハッラム

月は続いています。これらの月は、イスラーム以前の時代にも、神聖なものとされ、この期間内の戦いが禁じら

れていました。 

これらの月がなぜ神聖視されていたのか、明確な理由についての資料は残っていませんが、その時代の事実の検

証結果は、これらの月が、巡礼の季節であったことを示しています。ラジャブ月は、アッラーの聖なる家への訪

問の季節であり、ハッジ巡礼やこの訪問は、アッラーの使徒イブラーヒーム様(平安あれ)からから受け継がれて

いる宗教的遺産でした。                                   

 イブラーヒーム様(平安あれ)は、息子のイスマーイール様(平安あれ)と共に、カアバ神殿建立を成し遂げた方

です。イブラーヒーム様(平安あれ)が聖なる家を建立した時から、ハッジ巡礼や訪問が制定され、聖クルアーン

が啓示されるまで、それは合法とされていました。                           

 しかし、イブラーヒーム様(平安あれ)の死後、時が経ち、人々はカアバ神殿の周りに偶像を建立し、それを至

高なるアッラーと並べて崇拝するなど、彼らの巡礼の作法は正しいものではありませんでした。偶像信仰は正し

いことではありませんでしたが、ハッジ巡礼や訪問の季節があったことは事実であり、彼らは、これらの季節を

神聖視し、この期間の巡礼者や聖なる家への訪問者達に安全を保障していました。                   

 そこにイスラームが到来し、これらの月を聖なる月として確立し、ハッジ巡礼とウムラ巡礼の作法を洗練させ、

偶像崇拝や多神崇拝を廃止しました。 

                                       

この続きは、次回の投稿で、インシャーアッラー。 

 

  



【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 
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東南アジアのシャーフィイー派 第 1９ 回 
― 東南アジアのデーオバンド派とインドからの影響 ２ ― 

  

アフマド塩崎悠輝  

 

  前回は、東南アジアのデーオバンド派について書き、シャーフィイー派が他の法学派や様々なイスラームの学問にも影響

を受けながら発展してきたことについて書きました。また、マレーシアを含め東南アジアにはインドから移住してきたムスリム

が多いことについても書きました。ただし、東南アジアでデーオバンド派が広がっていったのは、インドから移住してきた、イ

ンド人ムスリムと呼ばれる人々の働きだけによるわけではありません。東南アジアの歴史を通して、二千年以上の間、インド

は宗教的に大きな影響を及ぼしてきました。イスラーム以前に東南アジアで支配的であった仏教、ヒンドゥー教もインドから

伝わってきました。イスラームが広がるうえでも、インドから来たムスリムが大きな役割を果たしました。また、東南アジアのム

スリムがイスラームについて学びにインドへ行くということも現在までずっと続いていて、デーオバンドやラクナウ（インドでデ

ーオバンド派と並ぶもう一つの有力なウラマーのネットワークであるナドワトゥル＝ウラマーの本拠地）にはインドネシアやパ

ターニーから来た数百人の学生が見られます。カイロに比べれば少ないですが、イエメンやマディーナと並んで、イスラーム

を学ぶための主要な留学先の一つであるといえます。 

19 世紀の後半にインドでデーオバンド派が各地に広まっていくうえで力があったのは、デーオバンド派の大衆部門ともい

うべきタブリーグ・ジャマアトです。タブリーグは、個々人のイバーダを実践しようとする人々の集団で、宣教のためということ

で各地をグループで旅行してモスクなどを訪れて回ることでも知られています。タブリーグの活動とデーオバンド派の研

究・教育はまた別のことですが、タブリーグは元々デーオバンド派のウラマーの指導で発足しました。タブリーグの活動が東

南アジアに広まっていったのに伴い、活動の参加者たちの中には、子供たちにデーオバンド派式の教育を受けさせようとす

る人々が出てきました。デーオバンドやパキスタンのカラチにあるデーオバンド派の学校、大学へ留学する子弟も増えました

が、東南アジアでデーオバンド式の教育をするマドラサも 1980 年代くらいから設立されていきました。東南アジアにある

デーオバンド派式のマドラサで勉強してから、インドやパキスタンへ留学するという子弟もいます。 

東南アジアにあるデーオバンド派式の学校で最大のものは、インドネシアのジャワ島、東ジャワ州マゲタン県のトゥンボロに

あるプサントレン・アル＝ファタハです。ここでは 2 万人もの教師と生徒が暮らしています。トゥンブロは「カンポン・マディー

ナ（マディーナ村）」とも呼ばれ、この学校を中心に、イスラームの学びと実践を共に行おうとする大きな共同体になってい

ます。マレーシアだとクアラルンプール郊外のプタリン・ジャヤとトレンガヌ州にデーオバンド派式の学校があります。これらは、

それぞれ 5百人程度の教師と生徒が暮らしています。他にも、従来からあったプサントレンやポンドックがデーオバンド派式

のカリキュラムを取り入れているところもあります。他にもパターニーやカンボジアなどでもタブリーグの活動が見られ、デー

オバンド式の学校で学ぶためにインドやパキスタン、あるいはインドネシアのトゥンボロへ赴く学生たちがいます。 

デーオバンド式の教育の特徴で、特に広く認められているのは、ハディース学が徹底していることです。元々、デーオバンド

派は 18 世紀にインドで起きたハディース学の復興の流れをくみます。18 世紀のハディース学の復興は、この時期のウン

マで起きた最も重要な知的な変革ですが、インドだけではなく、トルコやアラビア半島など各地で起きて、現在まで続いて



いるハディース学に基づくイジュティハードの試みを引き起こすことになりました。インドでは、シャー・ワリーウッラー（1703

～1762）らのウラマーがハディース学の復興とそれに基づく法学の方法論（ウスール・フィクフ）の再検討を行いました。 

インドネシアやマレーシアにあるデーオバンド式のマドラサでは、男女で校舎や寄宿舎の敷地が別ですが、授業はハーフィ

ズ・コースとアーリム・コースに分かれています。ハーフィズ・コースではクルアーンの正しいよみ方を学び、暗唱することが

中心的な内容です。アーリム・コースでは、クルアーン学やアキーダ、フィクフを学びますが、特に高学年になるほどハディー

ス学の授業が増えていき、いくつかのハディース集を学びます。このようなカリキュラムはインドのデーオバンド派のマドラサ

を踏襲したものです。シャー・ワリーウッラーのタフスィールやデーオバンド派の重鎮であったムハンマド・イドリス・アル＝カン

ダフラウィーのハディース集も教えられています。ただし、法学については、インドのデーオバンド派で教えられているハナフ

ィー派ではなく、シャーフィイー派の古典が教えられています。このように、東南アジアにあるデーオバンド派のマドラサは、東

南アジアに何万とあるイスラーム学校の中でも、ハディース学とシャーフィイー派の古典が合わせて学べるという点では際

立っています。 

次回は、もう少し東南アジアの中でも最も早くイスラームが広まった場所の一つ、インドネシアのスマトラ島にあるアチェに

おけるシャーフィイー派について書いていきたいと思います。。 

 

【関連書籍の紹介】 

★ 『国家と対峙するイスラーム ー マレーシアにおけるイスラーム法学の展開』 

塩崎 悠輝（著）、作品社。 

★ 『クルアーン的世界観――近代をイスラームと共存させるために』 

アブドゥルハミード・アブー・スライマーン (著)、 塩崎 悠輝  (翻訳)、 出水 麻野 (翻訳)、作品社。 

 

 

お知らせ 

以下東京ジャーミィ HP より 

・・・・・・・・・・・・・・・・ 

特別セミナー「ムスリム諸国への留学と就職」 

日本で育ったムスリムの若者のための進路セミナーを開催します。海外留学をどのように実現させるか（英語による教育、費用な

ど）卒業後の様々な進路、就職のアドバイスをマレーシアでの事例を中心にお話します。参加者には無料のおやつあり、Q&A コ

ーナーでは自由に質問もできます。 

日にち：２０１８年８月５日（日） 

時間：13：00～14：30 

場所：東京ジャーミイ１階多目的ホール 

参加費：無料、おやつ付き 

言語：英語  ※日本語通訳付き 

申込み：参加ご希望の方はメールにてお申込みください。 

担当: 塩崎悠輝 (マレーシア国際イスラーム大学) 

shiozakiyuki@hotmail.com 
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ハサン中田考著『イスラーム革命の本質と目的 ―大地の解放のカリフ制―』より 

イスラーム政治論概説 （６） 
 

５．「力」と自由 

 

 何物にも束縛されない人間の抽象的「自立・自律」、「自由」などというものをイスラームは認めない。人間

は無一物で自然の中、社会の中に産み落とされる。人間の行為も思考も、適当な温度、湿度、酸素濃度、重力

などの整った自然環境の中で、協働する人間と共に身体技術、発話などの文化を見につけることによって可能

になる。それらの自然的、文化的環境の全てが揃って初めて人間の行為も思考も可能となるのであるが、それ

らのどれ一つとってもその人間が創り出したものではなく、恵み授けられた所与である。 

 人はそれぞれに具体的に相異なる身体能力、知的能力、経済力、知識、情報、文化資本などの恵みを与えら

れている。それらの具体的な所与の総体が「力」であり、その「力」の認識が、各人の行為空間を定める。各

人が、各々の「力」、「行為空間」を、宗教儀礼、財産法、商法、家族法、訴訟法、刑法、訴訟法、戦時国際

法などの法規定、精神修養の身体技法、修行道などの生活の全領域をカヴァーするクルアーンとハディースの

教えである豊かな聖法の全体と照らし合わせることにより、ムスリムの行動指針は定まる。 

 イスラーム法は、人間の行為を決議論的に（１）義務、（２）推奨、（３）中立、（４）自粛、（５）禁止

の 5 範疇に分類する。このうちで神から厳命されておりその違反に来世での懲罰が定められた（１）義務と

（５）禁止を除いた、（２）推奨、（３）中立、（４）自粛が、人間が「自由」に選ぶことが出来る行為の領

域となる。 

 ムスリムは、各人が神に与えられた固有の恵みの総体としての「力」の広がりとしての行為空間を、神に命

じられた義務行為を果たし、禁止行為を除外することによって縮減し、その残された「自由」な領域の中で、

その時点での自己の信仰の度合いに応じてできる限り神の意に沿う行き方を選ぼうと努める。 

 この世界観の中には、他の束縛を一切受けない自立・自律した個人に固有の抽象的な「自由」などという観

念の入り込む余地はない。人間の行為空間を形作る「力」は具体性を持った神の恵みとしての所与の全てであ

り、それは全て神の命令を行うために神から与えられた神授の信託であり、神の定めた義務と禁止の外の恵み

の領域が、人間の「自由」に任されているに過ぎないからである。 

 イスラームにあっては、人間の「力」の全てを恵み与えた主なる神によって定められた義務と禁止の外の行

為空間が、「自由」の領域であることは、論理必然的に自明である。 

 カントの呪縛に幻惑され真実が隠蔽されているものの、「自由民主主義」社会であっても「自由」が存在す

るわけではない。いずれの世界であれ「自由」は存在せず、ただ禁止されていないことが「自由」として表象



されるだけに過ぎない。「自由」とはドーナツの穴のようなものであり、実在するのはドーナツであり、ドー

ナツの穴はドーナツの不在としてしか「存在」しないのである。 

 本邦を例に取っても、服装の「自由」とは、「公然わいせつ罪」に抵触しない範囲では何を身に着けようと

犯罪とはみなされないという意味であり、飲酒の「自由」は、道路交通法や未成年者飲酒禁止法に抵触しない

範囲での飲酒行為が許されていることでしかない。日本には服装は自由で、飲酒も認められているが、イスラ

ーム社会には服装の自由がなく、飲酒の自由もない、ということではない。ただ日本とイスラーム社会では服

装、飲酒の禁じられる範囲が異なり、それに応じて自由度も異なる、ということに過ぎない。言論の自由は、

詐欺、不当表示、著作権などの無数の禁令による制限を蒙っており、昨今では、ポリティカル・コレクトネス

概念の普及により差別用語の禁止が強化され、セクシャルハラスメントなどのケースでは刑事罰が課されるこ

ともあり、ますますその範囲が曖昧になってきている。 

 自由とはドーナツの穴に過ぎず、それ自体として実在するものではない。人間が自由であるとの錯覚、幻想

に陥っている西欧人は、単に自分たちを縛る文化拘束性に無自覚に隷属し、その存在すら目に入らなくなって

いるに過ぎない。 

 人間の本質的被拘束性を自覚するイスラームは、人間の「自由」を、神の命令の実現のために授けられた神

の恵みである「力」の行使の許容範囲と考える。イスラームにおいては「自由」の想起には神から授かった恵

みと神に課された義務の自覚が構造的に伴っているのである。 

 いかなる社会であれ、法の禁令があり、その禁令の及ばない自由な領域がある。ただ、そのことに完全に自

覚的であり、それを主体的に引き受ける社会はイスラームをおいて他には存在しないのである。 

続く、インシャーアッラー。 

 

関連書籍の紹介 

中田考著『みんなちがって、みんなダメ』ベストセラーズ 7 月 25 日発売予定 

アマゾン HP より《内容紹介》 

イスラーム法学者の第一人者にして博覧強記の怪人・中田考がはじめて語り下ろした極辛劇薬人生論。そこに〝愛〟はあるのか!?  

————要するに自分が頭がいいとか、身体能力が高いというのはあまり重要ではなくて、自分の能力をちゃんと理解して分相応

に生きるのが賢いということです。人間であっても、ミミズであっても、そこをまちがえると、どんなに身体能力が高くても知的

能力が高くてもバカなんです。自分が賢いと錯覚したバカな人間は分を知ったミミズより劣ります。そういう意味で今の世界の教

育はバカを作っているんです。分相応以上に自分ができると思っている人間を作っている。……それはたいていの場合、人を不幸

にするんです。(本文中より抜粋)  

————人が知るべきことは「自分が何をしたいのか」、そして「自分には何ができるのか」の二つしかありません。殆どの人は

本当に自分がしたいことに気付いておらず、また自分に本当はできることをできないと信じこんでおり、逆に本当はできないこと

をできると思い込んでんいます。それがバカであり、本当の意味でダメな人です。 本書の目的は、本当に知るべきこと、つまり、

自分が何をしたいか、自分に何ができるか、を気付く手掛かりを読者に与えることにあります。 実のところ、人が知るべきことは

本当は二つではなく、三つです。その三つ目とは、「自分は何をなすべきか」です。……(あとがき抜粋) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国のムスリムにはどのような民族がおり、

どのような生活をしているのか。また、独自の

宗教実践や、中国史における位置づけを解説。

中国のムスリムの様々な側面を知るための一

冊。 

『イスラームの深層 「遍在する神」とは何か』

鎌田繁 

『中国のムスリムを知るための 60 章』 

中国ムスリム研究会 

神秘家や哲学者の神論、世界論、霊魂論など

をたどりながら、アッラーが「偏在する神」

として崇拝されるイスラームの「深層」に迫

る。 

『聖なる学問、俗なる人生―中世のイスラー

ム学者』谷口淳一 

ウラマーは何をどう学び、どのように生きて

きたのか？ 中世を生きたイスラームの宗教

知識人＝ウラマーの生を探る一冊。 

イスラームの地理的展開、および宗教として

の体系化の過程が簡潔に書かれている。門外

漢にも読みやすい入門書。 

『イスラームの歴史〈1〉イスラームの創始と

展開』佐藤次高 

『中東と IS の地政学』山内昌之編 『イスラーム圏で働く――暮らしとビジネス

のヒント』桜井啓子編 

米、露、イスラーム諸国にとって、現代中東の

政治的混迷はどのような意味があるのか。政

治、経済、宗教、社会、様々な観点から中東問

題の諸相を知ることができる良書。専門的だ

が読みやすい。 

観光・航空・商社などの諸分野で、イスラーム

圏と関わる業務をしている（していた）方々の

体験談を集めたもの。 

クルアーンの中に見いだされるユダヤ・キリ

スト教的教説はどのような特徴を持つのか？ 

また、イスラームはどのようなイエス観を有

するのか？ キリスト教の立場から「コーラ

ンの中のキリスト教」を検討している。 

スハルト体制下および崩壊後にインドネシア

都市中間層がヴェールを着用し始めた背景と

は？ インドネシアのイスラームがどのよう

な特徴を持ち、どう変化してきたのかを、ヴェ

ールを糸口に探る。 

『コーランの中のキリスト教』グニルカ 『インドネシアのムスリムファッション』 

野中葉 

イスラーム 一日一読（６） 
ムジャーヒド松山 日本語で書かれたイスラーム関連書籍をご紹介します。 



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最後までお読みいただきありがとうございました。 

暑い日が続きます。このごろ連日、小学生や中学生が熱中症で亡くなった、倒れた、とニュースになっていま

す。わたしにも小学生のむすめがいますが、重い荷物を背負って、暑い日差しの中、毎日元気に学校に出かけて

いきます。わたしも小学生の時は同じように重い荷物で暑い中、学校に通っていたのだと思いますが、おとなに

なったいまではその生活がひどく大変なものに感じられます。 

イスラームでは、やらなくてはいけないこと、やってはいけないこと、やってもやらなくてもいいこと、など、

行動指針はっきりしています。日々、そのように考えて行動する癖がつくと、むかしはやるのが当たり前だと思

っていたことも、そこから一歩じぶんの視点を引いて、どうしてやるのが当たり前なのかな、と考えるようにな

り、普遍的に“当たり前”なんていうものはなく何かの社会規範の範疇においては“当たり前”なのだな、などと考

えて、やりたくないことでむかしは自然に体がやっていたことも、いまは体が動かなくなりました。 

みんながやっているから、とじぶんの体も自然と同じようにやった方が、社会的に便利なこともあるでしょう。

一度、やる前に立ち止まる癖がつくと、自然と体が動くことは難しく、じっとして頭で考える時間がいぜんに比

べて増えました。では最後に、ひとつ預言者の言葉（ハディース）をご紹介します。 

 بداۡاالسالمۡغريباۡثمۡيعودۡكماۡبداۡفطوبىۡللغرباء
（意訳）イスラームは奇妙なものとして始まった、そして始まった時と同じように奇妙なものに戻る。奇妙な

者たちに幸あれ。  （サヒーフ・ムスリムより）               アーリファ松山 

 

◆おすすめ本の紹介 

『アジアに生きるイスラーム』 

笹川平和財団 HP より 

著者：石川和雅、岩城考信、小河久志、香川めぐみ、日下部尚徳、久志本裕子、斎藤紋子、櫻田智恵、佐々木葉月、鈴木佑記、拓

徹、中村沙絵、見市建、山田協太、渡邉暁子 

◆本書の概要 

つまり、中東だけじゃないってこと。  

東南アジアの人口の半分がムスリムって知っていますか? 

イスラームというと、一般的に中東や北アフリカの国々を思い浮かべる人が多い。だが実は、ムスリム人口の多い国の中でも

上位を占めるのはアジアの国々だ。 

現在、世界で最もムスリム人口の多い国はなんとインドネシア。東南アジア諸国連合(ASEAN)人口の半分である約 3 億人が

ムスリムである。ヒンドゥーが最大の宗教であるインドにも約 1 億 8000 万人のムスリムが住んでいる。 

アジアにはさまざまな文化と融合し、育ってきたイスラームが存在する。固定概念を覆す、多様なイスラームの一端をのぞい

てみよう。こんな「イスラーム」知らなかった! 

本書では、フィリピン、インドネシア、マレーシア、タイ、ミャンマー、バングラデシュ、インド、スリランカ。アジアをフ

ィールドに 13 組 15 名の研究者が、暮らしや文化に息づく「アジアのイスラーム」に実際に触れ、その欠片を集めてきてい

る。多様性に富んだ「アジアに生きるイスラーム」を身近に感じるための一冊。 


