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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  

 日本のお盆の季節が過ぎ日の光が厳しい夏の終わりが近づいてきました。暑いために体を細くした雀が

水を求めて家のエアコンの室外機から出る水を飲みにやってくるのをみては、気の毒に思っていました。雀

のためにも暑さに疲れた私のためにも涼しい風の吹く秋を待っています。熱中症にならないようにこまめ

に水を取りながらどうぞ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］１０－１２節（６） 

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。 

 

 

言え、「信仰するわがしもべたちよ、おまえたちの主を畏れ身を守れ。この現世で善を尽くした者たちには良き

ことがある。そしてアッラーの大地は広い。忍耐強い者たちは彼らの報酬を清算なしに十全に与えられる。（３

９：１０） 

 

★ジャラーライン 

 『おまえたちの主を』つまり、「かれの懲罰を」。 

 『畏れ身を守れ』つまり、「かれにおまえたちが従うことによって（身を守れ）」。 

 『善を尽くした』つまり、「服従行為によって」。 

 『良きこと』つまり、「楽園」。 

 『そしてアッラーの大地は広い』それゆえ、不信者のところから移住し、嫌悪すべきものを見てしまうことか

ら離れなさい。 

 『忍耐強い』つまり、「服従行為や、彼らが苦しんでいる試練に」。 

慈悲あまねき慈悲深きアッラーの御名において。 

言え、「信仰するわがしもべたちよ、おまえたちの主を畏れ身を守れ。この現世で善を尽くした者たちには

良きことがある。そしてアッラーの大地は広い。忍耐強い者たちは彼らの報酬を清算なしに十全に与えられ

る。（３９：１０） 

言え、「私は、アッラーに、宗教を専ら捧げて仕えられるように命じられた」。（３９：１１） 

「また、私は、帰依者たちの最初の者となるよう命じられた」。（３９：１２） 
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 『清算なしに』つまり、「計量も秤もなしに」。 

 

★イブン・カスィール 

 アッラー（至高なる御方かな）は、信仰するしもべに、かれへの服従行為と畏怖の念を保つようにお命じにな

りました。 

 『この現世で善を尽くした者たちには良きことがある』つまり、現世で良い行いをなした者には現世と来世で

良いものがあります。 

 かれの御言葉『そしてアッラーの大地は広い』について、（クルアーン解釈者）ムジャーヒドは、「それゆえ、

その（迫害の）地から移住し、努力して諸々の偶像を退けよ。」と説きました。 

 かれ（至高なる御方かな）の御言葉『（忍耐強い者たちは）彼らの報酬を清算なしに十全に与えられる』につい

て、アル＝アウザーイーは、「それ（彼らの報酬）は彼らに重さを測られることも、大きさを測られることもな

く、彼らのために十全に注がれる。」と説明しました。また、アル＝スッディーは『忍耐強い者たちは彼らの報酬

を清算なしに十全に与えられる』について、「それ（報酬）は楽園にある」と説明しました。 

 

★クシャイリー 

 （『おまえたちの主を畏れ身を守れ。』つまり、）「アッラーに服従し、かれの御命令に背かぬよう警戒せよ。」 

 『この現世で善を尽くした者』とは、「服従行為を礼儀正しく行うことによって（善を尽くした者）」というこ

とです。「善を尽くす（イフサーン）」とは、できる限りを尽くすことです。 

『そしてアッラーの大地は広い』つまり、敵による迫害があなたの（悪行の）責任を免れる理由にはなりませ

ん。たとえ、住んでいる場所があなたがたにとって住みづらくなったとしても、あなたへの人々の敵意や妨害が

あなたの（悪行の）責任を免れる理由とはならず、また、その理由は聞き入れられることはありません。なぜな

ら、アッラーの大地は広いからです。それゆえ、その（迫害の）地から出て行き、崇拝行為がきちんとなせるよ

うな別の場所に移り住まなければなりません。 

 『忍耐強い者たちは彼らの報酬を清算なしに十全に与えられる』忍耐（サブル）とは、自我（ナフス）が嫌う

ものにそれを従わせることです。また、別の説では、嫌がらずアッラーからの定めの流れをそっくり受け入れる

ことです。また、別の説では、あえて試練の場に身を置くことです。 

 

言え、「私は、アッラーに、宗教を専ら捧げて仕えられるように命じられた」。（３９：１１） 

 

★ジャラーライン 

 『専ら捧げて』多神崇拝から離れて。 

 

★イブン・カスィール 

 『私は、アッラーに、宗教を専ら捧げて仕えられるように命じられた。』つまり、「私は、唯一にして並ぶもの

なきアッラーに、専ら崇拝を捧げることを命じられた」、ということです。 
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★クシャイリー 

 『私は、アッラーに、宗教を専ら捧げて仕えるように命じられた。』この言葉の実践は専心（イフラース）を意

味します。ある伝承によると、「専心（イフラース）は、アッラーとかれのしもべとの間の秘密である。」とアッ

ラーは仰せになりました。 

 また、別の説では、専心は、悪魔たちが害すことも、天使たちが窺い知ることもできません。 

  

 「また、私は、帰依者たちの最初の者となるよう命じられた」。（３９：１２） 

 

★ジャラーライン 

 『帰依者たちの最初の者』この共同体の。 

 『li-‘an(～となるよう)』は「bi-‘an」の意味で「～を（命じられた）」ということです。（動詞「命ずる（’amara）」

は目的語を取り場合、前置詞「bi」を伴います。） 

 

★クシャイリー 

 つまり、「私は、私の時代、私の聖法において、最初の帰依者になるように命じられた。」ということです。「イ

スラーム（服従）」とは、あらゆることにおいて、アッラーに服従することです。 

 

👀 見てみようアラビア語  

 
 

クルアーン第３９章１０節から 

عَة  ا وَ ٱلله َوأَْرُض       .سه
（意訳） 

そしてアッラーの大地は広い。 

وَ    

（接続詞） 

そして 

ٱلله أَْرُض   

（名詞） （名詞） 

アッラーの 大地 

عَة  اوَ  سه  

（形容詞） 

 広い 

 

🗝🚪 今月のキーワード  

 

・服従行為（ターア） 

・善を尽くすこと（イフサーン） 

・忍耐（サブル） 

・専心（イフラース）→じぶんの心をアッラーにの

み傾けること 

・自我（ナフス）→悪に傾きやすい心 

・清算（ヒサーブ）→最後の審判の日にじぶんの悪

行と善行が秤で計られること 
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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７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 

 

２．すばらしい善行 

自分によくしてくれる人を好きになる、というのは、人として自然な事です。人類の中で、どんな人も、預

言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)ほど、全ての人に善いことを行なった方はいらっしゃいませんで

した。それは、人が「信仰」というものを得るための仲介となった方だからです。もし預言者様(彼の上にアッ

ラーの祝福と平安あれ)が存在しなければ、私達はイスラームを知ることもできませんでした。預言者様(彼の

上にアッラーの祝福と平安あれ)がいなければ、正しい教えを知ることもできませんでした。彼こそが「ラーイ

ラーハイッラッラー（アッラー以外に神はいない）」を私達に教えてくださいました。彼こそが、私達を【暗

黒から光明に連れ出し】導きを教えてくださった方でした。彼こそが私達をまっすぐな道に導いてくださった

方でした。どんな善行が、このことよりも偉大でしょうか。 

 

預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)は、生きておられた時このように私達に十分に善くしてくだ

さったように、現在も私達に善くしてくださっています。預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)は言

われました。 

 

≪私の生は、あなた方にとって良いことです。あなた方が話をすれば、あなた方のためにフクム（イスラー

ム法学的見解）が啓示されます。私の死はあなた方にとって良い事です。私にあなた方の行いが提示され、私

がその中の良い行いを見れば、その人についてアッラーを賞讃し、もし悪いことを見たら、あなた方のために

アッラーに許しを乞います。≫バッザール伝承 

 

預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)は、イスラームのウンマを導き、アッラーのアマーナ（預か

り物。預言者としての使命）を全て完璧に遂行された後も、ただ、そのお優しさとご慈悲深さによって、私達

のことを心配し、天国の庭園と言われる彼のお墓の中で、今この瞬間も、私達に善くしてくださっています。

私達が間違えるたびに、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)は、私達のために、アッラーにイステ

ィグファール（アッラーに許しを請うこと）をしてくださっています。 

 

また、今だけでなく将来も、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)は、最後の審判の日に私達にも

っとも善くしてくださるお方です。親も子もなくなり、妻も夫も家族のことすら考えられなくなる日、誰もが

自分のことだけで精一杯になる日、最後の審判の日に、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)が人類

で一番最初にアッラーに話をするお方で、私達の執り成しをしてくださる方です。 

 

【聖霊と天使たちが、整列して立つ日、慈悲深き御方から御許しを得て正しいことを言う者以外には、 



6 

 

誰も口をきくことが出来ない。】クルアーン 消息章 ３８節 

 

太陽が地上に近づき、猛烈な暑さに見舞われるその日、自分の行いが清算されて、天国へ行く人は天国へ、

地獄へ行く人は地獄へと振り分けられる日。その日は、灼熱の中、アッラーの玉座の影に入らない人たちは、

酷暑に喘ぎ、罪の度合いに応じて、自分の汗が喉元まで迫った状態で清算を待ち続けなければならず、その辛

さに耐えかねて人々は、行き先が地獄でもいいからこの状況から何とか逃れたい、と切望するようになりま

す。まさに、そのとき、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)が、皆の前に進み出て、すべての人類

のために、アッラーに、執り成しをしてくださいます。 

 

この執り成しは２種類あり、１つ目は全人類に対してのものです。ムスリムであっても、不信者であって

も、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の執り成しは、すべての清算を待つ創造物たちに与えられ

ます。この全創造物に対する執り成しは、ハディースにも記述があります。 

 

≪私は天国で最初に執り成しをする者となるだろう。≫ ムスリム出典 

 

また、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の執り成しの 2 つ目は、イスラームのウンマ（共同

体）だけに対して行われるものです。預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の執り成しによって、誰

でも「ラーイラーハイッラッラー」と言った者は、地獄の炎から救い出されます。預言者様(彼の上にアッラー

の祝福と平安あれ)は言われました。 

 

≪すべての預言者には、各一回の懇願のための祈りが認められる機会が与えられています。 

その預言者たちは、祈りを急いで行うが、私は復活の日まで私の信者の執り成しを祈願するために、 

残しておくつもりです。もしアッラーがお望みになられれば、アッラーに何者をも同位に配することなく死ん

だ、私の信者に対する執り成しは、認められるでしょう。≫ ムスリム伝承 

 

預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の執り成しは、最後の審判の日に、すべてのムスリムのため

に使われます。これは、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の私達への大きな愛情を表していま

す。預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の懇願についてのハディースがあります。 

 

≪・・彼（預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)）は両手を上に上げて、「おお、主よ、私のウン

マを！私のウンマを！（お赦しください！）」と仰り、お泣きになられました。・・・アッラーは言われまし

た。『ジブリールよ、ムハンマドのところへ言って、告げるがよい。＂誠にアッラーは、あなたのウンマに関

し、あなたを満足させるであろう。あなたを悲しませる事はないであろう。＂と。』≫ ムスリム伝承 

 

私達のウンマ、すべてのムスリムに対する、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)のご心配と愛情

の深さがどれほど大きなものかがわかります。預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)は、1400 年以上

前から、後々ムスリムになる私達のことを、とてもとても心配し、私達のために、泣きながらアッラーに懇願

されます。 

 

このハディースは、クルアーンのドハー（朝）章にある一節、 

【やがて主は、あなたの満足するものをお授けになる。 

（ワ ラサウファ ユウティーカ ラッブカ ファタルダー）】クルアーン 朝章 ５節 
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で言われる、「満足するもの」、というのが、この世の飾り（お金、地位、名誉、自分の幸せ）などではまっ

たくなく、私達ムスリムが全員天国に入ること、であることを示しています。 

預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)は、私達のために祈り、私達のために啓示を伝え、私達のた

めに尽くしてくださいました。預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)ほど、私達のために親身になっ

て尽くしてくださった方はいらっしゃいません。その上、最後の審判の日、預言者様(彼の上にアッラーの祝福

と平安あれ)の執り成しによって助けられる私達は、本当に幸せです。 

 

私達が死ぬまで信仰を失わずに、その日にどうか預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)と一緒にい

ることができますように。 

 

🌿  🌿  🌿  🌿  🌿  🌿  🌿  🌿 

 

預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)のシャマーイル（徳性）をたくさん読みましょう。 

 

※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。） 

 

🐑 🐑 
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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 ３６回 
― スラウェシ島のシャーフィイー派 １― 

アフマド塩崎 

 

前回までは、インドネシアのリアウ地方について書いてきました。リアウ地方は、現在ではインドネシアの

スマトラ島の一地方ですが、歴史的には、対岸にあるマレーシアのジョホール州やシンガポールとも、ウラマー

の往来が活発でした。今回からは、同じインドネシアですが、東の方にあるスラウェシ島出身のシャーフィイー

派のウラマーについて書いていきたいと思います。 

スラウェシ島というのは、日本人の大部分にとっては、なじみがないでしょう。昔は、セレベス島と呼ばれて

いました。インドネシア全体の中では北西部に位置しています。島といっても、日本でいえば本州より少し小さ

いくらいで、かなり大きな島です。スラウェシ島は、全体では、ムスリムの人口が 80％くらいですが、キリス

ト教徒も 20％ほどいます。 

ムスリムの多いスラウェシ島南部は、ゴワ王国というムスリムの国が 20 世紀までありました。ゴワ王国の王

は、17 世紀にイスラームに入信し、スルタンを名乗るようになりました。スラウェシ島のムスリムの中でもブ

ギス人と呼ばれる人々は、東南アジア各地をつなぐ貿易で中心的な役割を果たし、シンガポールやマレー半島各

地などに移住してきました。東南アジアのムスリムの共通語であるマレー語は、特にこのブギス人によって最も

よく使われていたといえます。 

スラウェシ島のキリスト教徒は、特に島の北部に住んでいます。たとえば、トラジャ・コーヒーの産地として

知られるトラジャ地方のトラジャ人などは、ほぼキリスト教徒です。北部のキリスト教徒が最も多く住む都市が、

北スラウェシ州の州都マナド市です。このマナド市や、やはり北部にあるミナハサ地方の人々を、マナド人とい

ったり、ミナハサ人といったりします。 

ミナハサ地方は、戦前、数百人の日本人が住んで、漁業などの仕事をしていました。特に、カツオをとって、

カツオ節に加工して日本に輸出していました。現在でも、ミナハサ地方でとれた冷凍カツオは日本に輸出されて

います。カツオ節も生産されて、やはり日本に輸出されています。 

茨城県の大洗町というところがあり、近年は戦車のアニメで有名になりましたが、漁業が盛んなところです。

大洗町には、インドネシア人がつくったキリスト教会が 4 か所もあります。いずれも、ミナハサ地方から来たイ

ンドネシア人キリスト教徒がつくった教会です。ミナハサ地方は、戦前から現代にいたるまで、日本との関係が

深く、大洗町だけで 400 人のミナハサ地方出身者が住んでいます。 

現在、日本には約 6 万人のインドネシア人が住んでいます。ほとんどが技能実習生と留学生です。そのうち、

9 割くらいがムスリムと考えられますが、日本に住むムスリムの過半数はインドネシア人であるといえます。こ

れは、台湾でも香港でも韓国でもそうで、中国と北朝鮮を除けば、ムスリムの過半数はインドネシア人です。日

本の場合、インドネシア人の過半数は技能実習生として働きに来ていて、製造業や農業も多いですが、漁業で働
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くインドネシア人も多いです。そのため、宮城や茨城、千葉、静岡といった漁業が盛んな県では、それぞれ数千

人のインドネシア人が漁業に従事しています。スラウェシ島は、ミナハサ地方に限らず、南部のムスリムも含め

て漁業が盛んなところで、日本に来ているインドネシア人には、スラウェシ島出身者が比較的多いのではないか、

という印象を私は持っています。 

スラウェシ島で最も有名なムスリムというと、まず、ゴワ王国のスルタン、ハサヌッディーン（1631～1670）

でしょう。17 世紀半ばに、オランダからの介入に抵抗して戦争を始め、かなり善戦したことで知られています。

オランダには敗れましたが、ゴワ王国は 20 世紀まで存続しました。その後、スラウェシ島南部のブギス人は、

従来以上に航海と貿易を活発に行い、東南アジア各地の戦争にも参加するようになりました。現在のマレーシア

のスランゴール州やパハン州のスルタン家のように、元々はブギス人で、現地の戦争などに参加して、スルタン

にまで成り上がった例もあります。 

この連載のテーマは東南アジアのシャーフィイー派ですから、スラウェシ島について書くにあたっては、ゴワ

王国のスルタン、ハサヌッディーンのことよりも、スラウェシ島の歴史で最もよく知られたウラマー、ユースフ・

アル＝マカッサリー（1626～1699）について書きたいと思います。ユースフは、インドネシア史上、特にタサ

ウウフの分野で最も優れた著作を残したウラマーの一人といえます。そして、オランダに対する抵抗運動で、最

も活躍したウラマーの一人でもあります。 

ユースフは、17 世紀半ばから各地で起きたオランダに対する抵抗運動に参加しましたが、オランダ側に捕わ

れ、南アフリカへ流刑にされました。しかし、その結果として、南アフリカのムスリム社会の歴史に大きな足跡

を残すことになりました。この機会に、南アフリカのインドネシア系ムスリム社会についても書きたいと思いま

す。 

次回からは、ユースフ・アル＝マカッサリーの生涯のことを書い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（４） 

カリフ制の再興／大地の解放を目指して 

ハサン中田 

 

３．ウラマーゥ：預言者の相続人 

 

 ヒジュラ（聖遷）によって預言者がマディーナに移住し、そこのムスリム信徒団を中心とする「都市国家」を

創設して以降、イスラームは、徴税、刑罰の執行、戦争など、一元化された強制権力を必要とする事柄、即ち統

治システムにも、その教えを広げていった。そして預言者ムハンマドは、当時の２大世界的国であった東ローマ

帝国とササン朝ペルシャ帝国の皇帝に、イスラームへの帰依を呼びかける宣教の書簡を送った。（注１）つまり預

言者の治世の後半には、イスラームは、地方の「国家」のレベルを超えた「世界帝国」の統治システムをも視野

に入れるまでの展開を遂げていたのである。 

 従って預言者のイスラームの宣教がいかに継承されたかを知るためには、預言者が伝えた狭義の宗教的教えの

内容についての歴史的・学問的記録の継承のみならず、その政治的システムとその権威の継承について論を進め

よう。 

 預言者の生前には、イスラームとは、アッラーの啓示を携えた預言者の人格に従うことであったが、その逝去

後には、アッラーの御言葉である啓典『クルアーン』と預言者ムハンマドの言行録「ハディース」集成という「書

物」を読み解きその読解を実践することに「非人格化」されていったことは既に述べた。 

 アッラーに従うことが『クルアーン』に従うこと、預言者に従うことが、「ハディース」に従うこととして再定

式化され、「非人格化」されたことが事実であったとしても、イスラームの教えの継承から、人格的要素が完全に

失われたわけではない。史上最高の歴史家とも言われるイブン・ハルドゥーン（１４０６年没）の言葉を以下に

引こう。 

 

「ウラマーゥは預言者の相続人である」というムハンマドの言葉を理解するためには、次のことを知らねばなら

ない。すなわち今日や少し以前の法学者たちは、主として信仰の上で守るべき行為やイスラーム教徒相互間の関

係のあり方を決めるという点でシャリーアを代表する者たちであって人々の行動の規範となる規則を定める。こ

れが彼らの最大の目的であって、彼らの資格は限られたものであり、ある一定の条件においての専門家にすぎな

い。他方、初期の宗教家や敬虔なイスラーム教徒は、あらゆる面でシャリーアを体現し、シャリーアそのもので

あり、シャリーアにもとづく道を熟知していた。シャリーアの伝達によらずに体現する人々は「相続人」と呼ぶ

ことができる。たとえばそれはアル＝クシャイリーの『書翰』（スィーフィズム入門書）に記されているようは

人々であり、［学知と神智の］二つの知識を併せ持つ人こそがウラマーゥで、真の「相続人」である。すなわち第

二世代の法学者や最初期のイスラーム教徒、四法学者の祖師たち、および彼らを手本としてその足跡をたどった

ひとたちである。（イブン・ハルドゥーン著・森本公誠訳『歴史序説』岩波書店、１９７９年、４４９頁、一部改

訳） 

 

 冒頭の「ウラマーゥは預言者の相続人である」とのハディースは、スンナ派、シーア派の共に認めるハディー
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ス（アル＝ティルミズィー、アル＝クライニー）である。ウラマーゥ、つまりイスラーム学者が預言者の後継者

であることをイブン・ハルドゥーンは否定しないが、シャリーア、つまりクルアーンとハディースの教えを自ら

の人格の中に体現していた初期のウラマーゥたちは、預言者の相続人と呼ばれるに相応しかったが、社会文化が

進んだ１４世紀にあって「専門人」と化していたウラマーゥは既に預言者の相続人たる資格を失っていると考え

ていた。しかしイブン・ハルドゥーンのこの言葉とは逆に１４世紀に至っても、預言者の後継者は「あらゆる面

でシャリーアを体現し、シャリーアそのものである」ような「人格」でなければならないとの「理念」はなお脈々

として生きていたことを示してもいる、とも言えるのである。 

 イスラームの教えの真の継承は、クルアーンとハディースのテキストを厳密に確定し、それを正確に保持する

こと、そしてそのテキストの訓詁学的研究に尽きるわけではなく、その意味を体現する人格なしにはなされ得な

い、と考えられていたのである。 

 ムーサー（モーセ）の律法は、一枚の書板として下された、と伝えられている。アッラーは、クルアーンを一

冊の書物として人々に配られることも可能であった。しかし、アッラーの啓示は、啓典を携えた使徒の派遣とい

う形をとって為された。 

 クルアーンの文言だけが伝えられるのではなく、そのクルアーンの言葉に従っていかに生きるかを教える生き

た手本が必要だったのであり、クルアーン自体の中に「既にお前たちにはアッラーの使徒の中に良き手本があ

る・・・」（３３：２１）と述べられている通り、その手本が預言者ムハンマドに他ならなかった。つまり言語学

の用語を借りるなら、イスラーム、即ちアッラーへの絶対帰依を実現するためには、アッラーの御言葉である啓

典『クルアーン』の語句の意味論的意味を知るだけでは十分ではなく、生の文脈での中でクルアーンの御言葉が

いかに具体的に適用されるべきかを示す語用論的意味が教えられねばならず、そのためにはクルアーンの精髄を

体現する生きた手本として範を取るべき預言者の人格の存在が必要であったのである。 

 アッラーと預言者ムハンマドへの服従が、それぞれクルアーンとハディースのテキストの読解と実践として

「非人格的」に再定式化された後も、その語用論的読解には、イスラームを体現する預言者の薫陶を受けた教え

の継承者たる高弟たちから学ぶ必要があることには合意が存在したのであり、教えの継承における人悪的要素が

完全に消滅したわけではない。 

 そしてイスラーム世界の中でも社会分化が進み学問が専門化し、ウラマーゥが専門職業人化した後も、イスラ

ームの人格的体現の理念は残ったのであり、それゆえイスラーム学の伝統においては、書物の独学には価値がな

く、必ず預言者ムハンマドに遡る相伝の師匠について学ぶことが義務づけられているのである。 

 既述の通り、預言者ムハンマドの後継者としての無謬のイマームの存在を主張するシーア派と異なり、スンナ

派では、預言者の後には、無謬な個人の存在を認めない。イスラームの知の継承者であるウラマーゥにイスラー

ムを体現する人格性が求められるとしても、それは完全なものではない。時を経るに連れてそうした高い人格性

は徐々に失われていき、イスラームの学知の形骸化が進むことになる。 

 預言者ムハンマドの伝えたイスラームのメッセージは、最後の審判に至る大破局の混迷の日々に至るまで正し

く保持される。しかしそれはあくまでテキストの文言のレベルで会って、イスラームを体現するウラマーゥの消

滅によりその真意の理解は失われる。 

 「アッラーは人々から知識を取り上げるといった形で知識を取り上げられるのではない。そうではなくウラマ

ーゥを取り去ることによって知識を取り去られる。そしてついには一人のアーリムも残されないことになり、

人々は無知な指導者を仰ぎ、彼らは知識なく、回答し、自ら迷い、人々をも迷わせる」とのアル＝ブハーリーの

伝えるハディースもおそらくこのことを指しているのであろう。 
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 イブン・ハルドゥーンは、第二世代の法学者や四法学祖（アブー・ハニーファ、マーリク、アル＝シャーフィ

イー、イブン・ハンバル）らを「預言者の相続人」と呼ばれるに相応しい真のウラマーゥであると認めているが、

彼らは確かに学知と神智をその人格の中に統合する学者であったが、政治的指導者ではなかった。（注２） 

 そこで次章では、預言者の世俗的権威がいかに継承されたかを概観しよう。 

 

（注１）ローマ皇帝宛の宣教の書簡の内容は以下の通り。 

「慈悲遍く慈悲深きアッラーの御名において。アッラーの僕、アッラーの使徒ムハンマドから、ローマ皇帝ヘラ

クレイオスへ。私はあなたにイスラームの宣教を呼びかける。イスラームに帰依しなさい。そうすれば安寧を得

よう。イスラームに帰依しなさい。そうすればアッラーはあなたに二重の報償を授け給おう。しかしあなたが背

くなら、あなたは臣民の罪をも負おう。『啓典の民よ、我々とあなた方の間で共通の言葉、「我々はアッラー以外

を崇めず、彼に何ものも並べず、アッラーを差し置いて我々の仲間のうちの者を主としない。」の許に来たれ。も

し彼らが背くなら、我々がムスリムであることを証言せよ、と言いなさい。』（３：６４）」（ハディース：アル＝

ブハーリー、ムスリム） 

（注２）この「ウラマーゥは預言者の相続人である」とのハディースから、ウラマーゥが預言者の政治的権威

をも継承するとの解釈を引き出したのは、イラン・イスラーム革命の指導者ホメイニーが最初である。 

 
🐑 🐑 🐑 🐑 

📚 おすすめ読み物 

💐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（３） 
 

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、

私の子供が小さかったときに、六信五

行について教える材料として自作した

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。少説明不足な表現もあります

が、１０歳前後の子に教えることを想定し、あえ

てざっくりと書いています。その点、ご容赦くだ

さい。なにかの御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 

 

５．モスク  

 

マディーナにあるモスクは、「預言者モスク」とよばれています。 

預言者ムハンマド（彼に平安あれ）が、ご自分でそれをお作りになりました。 

マディーナはサウディアラビアにあります。 

このモスクのつくりはとても簡素（かんそ）でした。 

壁（かべ）はレンガと土でできていました。 

屋根（やね）はヤシの葉でできていました。 

預言者もこのモスクを一緒に作りました。 

このモスクは、今とても美しい建物です。 

世界中にはモスクがあります。 

モスクは、ムスリムが礼拝するところです。 

マスジドとは、アラビア語でモスクのことです。 

たいていのモスクは、美しい建物です。 

たいていのモスクには、高い塔（とう）がついています。 

この塔は、ミナレットと呼ばれます。 

いくつかのモスクでは、礼拝を呼びかける「アザーン」が、このミナレットから発せられます。 

 

モスクは聖なる場所ですから、清潔にしておくことがとても大事です。 

だれも靴のままで、モスクの中には入りません。 

どのモスクにも、大きな礼拝場があります。そして、そこには壁のくぼみがあります。 

それは、ミフラーブと呼ばれます。ミフラーブは、カアバがどの方角にあるかを示（しめ）すものです。 

カアバは、マッカにあるもっとも古い礼拝の家です。 

カアバは、礼拝のためのもっとも神聖（しんせい）な場所です。 

ムスリムはカアバを崇（あがめ）めません。ムスリムが崇めるのは、ただアッラーおひとりです。 

カアバは聖なる場所ですので、ムスリムがサラー（礼拝）をする時は、みなカアバの法学に向かいます。マッカ

のカアバの方角は、どのモスクでも、ミフラーブによってはっきりと示されています。 
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練習 

Ａ．次の質問に答えてください。 

 

１．預言者のモスクは、どこにありますか？ 

２．マディーナは、どこにありますか？ 

３．預言者のモスクは、初めはどのような建物でしたか？ 

４．このモスクを建てるとき、預言者も一緒でしたか？ 

５．モスクをアラビア語では何と言いますか？ 

 

Ｂ．正しい言葉を選んで、文章を完成させましょう。 

 

（聖なる キブラ ムスリムたち 世界  マッカ カアバ 塔 ミナレット） 

 

１．モスクは         じゅうどこにでもあります。 

 

２．モスクは         が、礼拝をすることころです。 

 

３．モスクは         場所です。 

 

４．ミフラーブは          を示します。 

 

５．        は、         にあるもっとも古い礼拝場です。 

 

６たいていのモスクには           があります。 

 

７．これらの塔を         と呼びます。 

 

Ｃ．モスクへ行って、ミフラーブがどこにあるか、自分で見てみましょう。 

 

Ｄ．画用紙にミフラーブを描いてみましょう。 

 

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🍂 

💐祝『やさしい神さまのお話』再版！！ 

百万年書房さんから『やさしい神さまのお話』が再版されました。 

中田香織著、中田考監修、山本直輝序文。 

 本屋さんでもアマゾンからでもご購入可能です。 

 手にすっぽりと収まり、触り心地の良い表紙と、ページの綺麗の額のなかに素敵な文章が入っています。 

すでにムスリム新聞社から購入された方もぜひこちらも家の本棚に一緒に並べてほしいです。 

山本先生の書かれた序文は、いま、日本で、この本を読むことの大切さが書かれています。山本先生にはい

ぜんムスリム新聞で「フトゥーワ：イスラーム騎士道」を連載いただきました。山本直輝著『フトゥーワ、イ

スラーム騎士道精神』（作品社）も絶賛発売中です。 

新しい本では、ハビーバ中田香織さんが書かれた前書きと後書きが載っていなかったので、ここに転載しま

す。 

 

 🌙 ★ 🌙 ★ 🌙 🌙 ★ 🌙 ★ 🌙 🌙 ★ 🌙 ★ 🌙 🌙 ★ 🌙 ★ 🌙 🌙 ★ 🌙 ★ 🌙 

（前書き） 

 本書「やさしい神さまの話」は中世の神学者アルスラーンによって書かれた小さな本が元になっています。 

 この翻案を始めるきっかけを作ったのは、私の姪でした。ヴィザの話をしたのも、当時不登校気味だった姪

が自分の居場所を見つけあぐねているのかと思ったからでした。彼女は、実家のすぐ近くに住んでいて、私が

里帰りをする度「ありがたい話」をせがむ彼女の母親とは別のムスリマの妹と一緒に小学校に上がる前から私

のイスラームの話を聞くのを楽しみにしてくれていました。 

 ある年の冬、私は、私の先生にこの本を紹介され、一緒に読んだ直後に里帰りをし、話の素材に取り上げる

ことを思いつきました。 

 今、読み直してみると最初から終わりまで著者の言わんとすることはただ一つ、あらゆる二元論を退けてタ

ウヒード（神の唯一性）の中に没入する、ということです。最初に出てくるペアの話もヴィザの話も原著には

まったく出てきません。数回の連載を進めるうちにほぼ原著に忠実に沿った内容に変わっています。最初の部

分を新たに書き直そうかとも思いましたが、せっかくなので元のままに残すことにしました。 

 ここに書かれたことは、理屈ではわかってもじっさいにそれを生きることは極めて困難でしょう。神の恩寵

に触れ、そのような瞬間を味わう時を神の御許に召される前に知ることができるよう祈るばかりです。 

 なお、タイトルの「やさしい」は「神さま」ではなく、「話」にかかります。やさしい言葉でタウヒードを解

説したものですが、その内容は「やさしい」どころか、非常に難解です。やさしい表現に誘われて、ひとつひ

とつゆっくりゆっくり味わいながらお読みください。 
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🌙★ 

 

（後書き） 

「やさしい神さまの話」はムスリム新聞の１０１号から１８７号まで連載したものです。途中、私は乳がんの

脳転移の症状が出て放射線の全脳照射を受け、その約一年後にはガンマナイフ（放射線の集中照射）を受けた

後、半年後新たに脳浮腫の症状が出て救急車で運ばれそのままホスピスに入院して今日で一カ月半になりま

す。 

 症状的には入院前よりはずっと良好で、こうしてパソコンに向かう元気も出ています、アルハムドリッラ

ー。 

 この本はムスリムだけでなく、普通の方の目にも触れて手に取っていただきたく思い、ムスリム新聞社では

あえて百部のみの私家版限定出版とし、いずれ一般の出版社と交渉しようと考えています、インシャーアッラ

ー。 

 なお、後書きを終えるにあたってムスリマ（女性のムスリム）のメーリングリストに私が書いたものの一部

を以下に抜粋します。 

 ・・・「やさしい・・・」は読み直してみてすごいことが書いてあります。そしてもっとすごいのは、今私た

ち（私と夫シャイフハサン）が、それを実感させられている、ということです。イスラームの信仰はラーイラ

ーハイッラッラーに始まり、その完成を目指すことですが、今まさにその方向に向かいつつある感がありま

す。 

 これまでは礼拝でもなんでも自分がしている気になっていましたが、今はすべてアッラーにさせてもらうと

いう心境で、下半身に軽い麻痺があってガスが出やすいのでこのウドゥーで礼拝を全うさせてくださいという

祈りの中で礼拝し、ここに再びサジダ（跪拝）を許されたという感謝の中でサジダしています。カダル（定

命）と自由意思の問題も所詮二元論の話で、タウヒードの境地では論ずるまでもないということがよくわかり

ました。病という恩寵をくださったアッラーに感謝するばかりです。・・・ ２００８．３．３．                                                                        
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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） 

今月もさいごまでムスリム新聞をお読みいただきありがとうございました。アッラーのよき報奨がみなさんに

ありますように。 

暑い夏がやってきて家の外へでて買い物をしたり、動物園に行ったりすることがとてもおっくうなので、毎日

掃除をしたり本を読んだり韓国・中国ドラマを見たて炊事をして家の中で体を動かしています。 

水を張った水槽の中でひらひら水草に戯れながら泳ぐ金魚がとても涼しそうです。ペットショップの水槽か

ら網で金魚を掬って買ったときには、掬われたくない一心で広い水槽の中を逃げまどってなかなか網の中に入っ

てくれませんでしたが、いまではゴミを拾ったり抜けた水草を植え直すために水槽の中に手を入れると、餌をね

だって水槽に入れた私の手の回りに金魚たちがくねくねとまとわりついてきます。はじめてみるヤマトヌマエビ

が恐くて物の陰に隠れたり、食べ物を巡って喧嘩をしたり、毎日見ていますが飽きません。ちなみにヤマトヌマ

エビは水槽の中を、魔法使いが魔法の杖で空を飛ぶみたいにぴゅーんと泳ぎます。 

この夏はドストエフスキーの書いた『カラマーゾフの兄弟』を読んでいて、登場人物の一人キリスト教徒のゾ

シマ長老に「動物を愛するがよい。神は彼らに思考の初歩と穏やかな喜びを与えているからである。動物を怒ら

せ、苦しめ、喜びを奪って、神の御心にそむいてはならない。人間よ、動物に威張り散らしてはいけない。動物

は罪を知らぬが、人間は偉大な資質を持ちながら、その出現によって大地を腐敗させ、腐った足跡を残している。」

（ドストエフスキー著、原卓也訳、中巻、１４１頁、新潮社、２０２０年。）というセリフがありました。これ

またこの夏に読んだ『７０歳からの世界征服』（中田考、田中真知、矢内東紀著、百万年書房）の中で「そう、

基本的には１日５回の日課の礼拝ができれば、それで生きている務めは果たしたことになりますからね。人は神

に仕えるために生きているので、その務めを果たすための命を維持する目的で働いているわけだよね。食べ物が

なくて飢えて死んでしまうと礼拝もできないから働いているわけです。」（８７頁）と中田考先生が仰っていま

すが、この世での生き物の仕事は神に仕えることで、動物はあるがままで神に仕えているのだけれど、人間は動

物にはできないような特別な行為をいやだなぁと思いながらわざわざやったりして神に背くことも多々ありま

す。私が飼っている鳥も金魚も毎日同じ餌でも何も文句も言わないし、明日を思い煩うこともなく、神にすべて

を委ねて毎日暮らしています。金魚先生と小鳥先生に見習って私もこうありたい。アーミン。 

 

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）。 


