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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 

  お元気でお過ごしでしょうか。夜寝ているときに、厚くかけ過ぎて、気づくと布団を蹴ってしまう季節

になりました。気づくともうラジャブ月で、ラマダーン月まで残り僅かですね。外から入って来る暖かい空

気を吸いながら、どうぞ、新聞を広げてみてください。 

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

第３９章［集団］２４－２６節（１２） 

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。 

復活の日、懲罰の悪を己の顔で防ぐことになる者がか。不正な者たちには言われる。「おまえたちが稼いでき

たものを味わえ」。（３９：２４） 

【ジャラーライン】 

 『懲罰の悪』最も厳しい懲罰。獄火の中で、両手で己の首を絞めること。 

  『懲罰の悪を・・・防ぐことになる者がか』つまり、『懲罰の悪を・・・の者が』、楽園に入りそれから安

全である者と、同じであろうか。 

 『防ぐ』被る。 

 『不正な者たち』マッカにいる不信仰者。 

 『おまえたちが稼いできたもの』その報い。 

  

【イブン・カスィール】 

 かれ（至高なる御方かな）は仰せられました。「復活の日、懲罰の悪を己の顔で防ぐことになり、不正な同類

の者たちと共に『おまえたちが稼いできたものを味わえ』と、叱責される者が、復活の日、安全を賜る者と、同

じであろうか。」と。 

 同様に、かれ（誉れ高き威厳ある御方かな）は、 

慈悲あまねき慈悲深きアッラーの御名において。 

復活の日、懲罰の悪を己の顔で防ぐことになる者がか。不正な者たちには言われる。「おまえたちが稼いでき

たものを味わえ」。（３９：２４） 

彼ら以前の者たちも嘘と否定した。そこで、彼らが気づかないところから彼らに懲罰が訪れた。（３９：２

５） 

そしてアッラーは彼らに現世の中で屈辱を味合わせ給うた。だが、来世の懲罰はさらに大きい。もし、知っ

ていたならば。（３９：２６） 
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『己の顔をうつ伏せにして歩く者がより導かれているのか、それとも真っすぐな道の上を姿勢良く歩く者がか。』

（第６７章［王権］２２節） 

『彼らが獄火の中を顔の上で（顔を下にして）引きずられる日、「猛火の感触を味わえ」。』（第５４章［月］

４８節） 

『獄火に投げ込まれる者が良いか、それとも、復活の日に安全にやって来る者か。』（第４１章［解説された］

４０節） 

と仰せになっています。 

 さて、これらの節で、来世での二グループ中の一グループについての説明は十分でしょう。 

 

【クシャイリー】 

 つまり、己の顔で懲罰の悪を防ぐ者が、そうではない者と同じであろうか。 

 また別の説明によると、まことに、獄火を被る不信仰者は、まず、彼の顔でその火を被るのです。なぜなら、

彼はその中に逆さにして投げ込まれるからです。一方、信仰者は、そのことから守られています。本当に、彼（信

仰者）は栄華と歓喜と栄誉を被ります。彼は満面に笑みをたたえています。 

 

彼ら以前の者たちも嘘と否定した。そこで、彼らが気づかないところから彼らに懲罰が訪れた。（３９：２５） 

【ジャラーライン】 

 『彼ら以前の者たちも嘘と否定した』懲罰の到来について、彼らの使徒を（嘘と否定した）。 

 『彼らが気づかないところから』彼らの心に思い浮かばない方面から。 

 

【イブン・カスィール】 

 かれ（偉大さ極まれし御方）の御言葉『彼ら以前の者たちも嘘と否定した。そこで、彼らが気づかないところ

から彼らに懲罰が訪れた。』つまり、過ぎ去りし時代に、使徒たちを嘘つき呼ばわりして非難した者で、アッラ

ーは、彼らの罪ゆえに、彼らを滅ぼし給いました。彼らに、アッラーからの守護はありませんでした。 

  

【クシャイリー】 

 最も素晴らしい喜びは、予期せぬものであるように、最も厳しい懲罰は、突発的なものです。 

 移住や別離といったものには、予め分かっていたものではなく、突発的なものがあります。それは、心に、最

も大きいダメージをもたらし、最もはげしい悲痛を心に残します。このような意味の詩をわれらは歌いました。 

 おまえが善と共に夜を過ごすなら われの激しき口論も静かになる 

おまえがある日目覚めるなら 苦難の日々もまた戻る 

 そして、最も素晴らしい歓喜は、予期せぬものによって引き起こされます。彼らは詩を読みました。 

 来訪を望む気持ちが彼とわれの間を巡ると 

アッラーはわれらの間を集め給うてわれら会う 

このように約束もなく突然に 
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そしてアッラーは彼らに現世の中で屈辱を味合わせ給うた。だが、来世の懲罰はさらに大きい。もし、知って

いたならば。（３９：２６） 

【ジャラーライン】 

 『屈辱』裏切り、殺戮などの不名誉や恥辱。 

『もし、知っていたならば。』嘘つき呼ばわりする者たちが、彼らが嘘つき呼ばわりしたことに対するその（来

世の）懲罰を（『知っていたならば』）。 

  

【イブン・カスィール】 

 『そしてアッラーは彼らに現世の中で屈辱を味合わせ給うた』彼らに下される懲罰と、彼らへの信仰者の復讐

の成就によって、です。そして、それは、話を聞かされた者たちに警戒させるためです。というのも、彼らは、

使徒たちの中で最も素晴らしい、そして、預言者たちの封印である者（アッラーの祝福と平安あれ）を、嘘つき

呼ばわりしていたからです。アッラー（威厳極まれる御方）が彼らのために、来世で、激しい懲罰として準備し

給うているものは、現世で彼らを襲うものよりも、もっと辛いものです。それゆえ、かれ（誉れ高き威厳ある御

方かな）は、『だが、来世の懲罰はさらに大きい。もし、知っていたならば。』と仰せになったのです。 

 

 

👀見てみようアラビア語 
クルアーン第３９章２２節から 

ِسبُونَ تَك   ذُوقُو َما ُكنتُم    
（意訳）おまえたちが稼いできたものを味わえ。 

 

 ذُوقُو

（動詞・命令形） 

味わえ 

 

ِسبُونَ تَك         َما            ُكنتُم    

（動詞）             （be動詞）          （関係代名詞） 

おまえたちが稼ぐ  おまえたちが・・・であった  ～のもの 

 

🐎  
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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１４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： 

３．すばらしい善行（３） 

聖クルアーンを伝えてくださったこと（後半） 

預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）への愛情の扉から、クルアーンの光へと、クルアーンの性格

へと入ることができます。昔の敬虔な方達のクルアーンへの関心の深さ、忠実さは、真実のクルアーンの光から

遠ざかってしまっている現代の私達とは雲泥の差がありました。 

 

かつてイスラームの国がヨーロッパにまで広がっていた時、アンダルシア（スペインのアンダルシア地方）の

あるシェイフ（先生）には、とても不思議な現象がありました。それは、人々が干ばつになると彼の元へやって

来て、雨が降らないことを嘆き、アッラーにドゥアーをしてくれるよう頼むと、シェイフは、「あなたが望むだ

けの雨の量に応じたお金を、孤児の誰々たちと、貧者の誰々たちに与えなさい。」と言い、人々がサダカ（任意

の喜捨）を孤児や貧者たちに配り終えると、「あなた方の土地に雨が降る準備をしておきなさい。」と告げ、人々

が準備を終えると、彼は両手を上げて、アッラーへとドゥアーをし、彼がその手を下ろすと、必ず大雨がその人

の土地に降る、という現象でした。 

 

人々がその現象に驚き、シェイフに理由を尋ねると、「クルアーンのバラカ（祝福）によるものです。」と答

えました。「どういうことですか？」と尋ねると、「実に、アッラーが私に尊厳をお与えくださり、私は３回ク

ルアーンをハタム（完読）します。一回目は毎週一回ハタムし、その目的は、ティラーワ（読誦）のご褒美を得

るためです。なぜなら、クルアーンの全ての文字、一文字ずつに、１０の善行からその７００倍、またアッラー

のご意志によっては更にそれ以上の善行が書かれるからです。ですから一週間に一度ハタムを普通の速度で読誦

します。また、もうひとつのハタムは、月に一回読み終えます。それは、ゆっくりと美しく丁寧にクルアーンを

読むハタムです。また、私にはもうひとつのハタムがあり、１５年間読んでいますが、未だにそのハタムを読み

終えていません。」 

 

人々が驚いて、「１５年間読んでいて、まだあなたは読み終わらないのですか？なぜですか？」と尋ねると、

「それは、クルアーンを実行しながら読誦するハタムだからです。 
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実に私は、すべてのアーヤ（節）を、一単語、一単語、熟考しながら読み、知識のある学者達のその節の解釈

を読んで理解した上で、その真の意味の理解が私の心の中に投げ込まれると、それを実際に自分で実行します。

一単語も、決して実行せずに読み飛ばすことはしません。 

あるとき、私はこの章を読みました。 

【アッラーは公正を命じます。】【 ِيَأُْمُر بِاْلعَْدل َ  聖クルアーン 蜜蜂章 ９０節【إِنَّ ّللاه

 

この章を読んだ時に、アッラーのこのご命令を、どうしたら実行できるか？を探求し、このアーヤの真実を実

践するには何をすべきなのか？と考え抜いた末、アッラーのご命令である「アドル（公正さ）」を実行するため

に、「公正に」私の財産を２つに分配することにしました。そして、二等分した半分を貧しい人たちにサダカ(任

意の喜捨)として配布し、残りの半分を自分の手元に残しました。 

そして、クルアーンのアーヤに戻り、読み進めると、その続きには、 

【（アッラーは公正）と善行を（命じます。）】【 َِواإِلْحَسان】聖クルアーン 蜜蜂章 ９０節 

 とありました。そこで、「イフサーン（善行）」について、よくよく考え抜きました。そして、私は「イフサ

ーン（善行）」を実行するために、「イフサーン（善行）」によって、残った半分の財産を、またニ等分しまし

た。なぜなら、「イフサーン」というのは、「アドル（公正さ）」の段階よりももっと上の段階だからです。そ

のニ等分した半分（つまり元の財産の４分の１）だけを残し、残りの半分を持って、困窮者達のところへ行き、

それをまた配りました。すると私を呼ぶ声がして、『実に貴方は、雨を降らせることにおいてドゥアーが叶うこ

とになったのだ。』という声がしたのです。」と言いました。 

 

なぜこのようなことが現実に起こるのでしょうか？それは、シェイフの、預言者様（彼の上にアッラーの祝

福と平安あれ）に従うことにおける誠実さ、クルアーンへの忠実さによってです。私達のクルアーンに対する接

し方はどうでしょうか？クルアーンを読みながら、ぜひ、自分はアッラーのお言葉を読んでいる、アッラーが自

分に語りかけている、と考えながら、クルアーンを聞いたり、読んだりしてみましょう。 

 

アルハムドゥリッラー、今は日本語のクルアーンの訳もネットでも見ることができます（ 

聖クルアーン 日亜対訳注解：https://bit.ly/3dDxZt8 ）。また、クルアーンの詳細な解説（イスラーム

勉強会ブログ https://blog.goo.ne.jp/qurtaf/c/012185fd1ffd513a659e8fecc96187e2 ）を読んで、ク

ルアーンの内容をもっと深く知ることによって、クルアーンの光が心に入って来やすくなるでしょう、インシャ

ーアッラー。 

アッラーが、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の心をクルアーンの光で満たしてくださったよう

に、私達の心をその光で満たしてくださいますように。 

 

 

https://bit.ly/3dDxZt8
https://blog.goo.ne.jp/qurtaf/c/012185fd1ffd513a659e8fecc96187e2
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◇クルアーンに関する預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の有名なドゥアー： 

 

34．苦悩と悲しみの際のドアー （『ムスリムの砦』 Ｐ１０５，１０６） 

أََمتَِك ، نَاِصيَتِي بِيَِدَك ، َماٍض فِيَّ ))اللَُّهمَّ إِنهِي َعْبدَُك ، اِْبُن َعْبِدَك ، اِْبُن --120

ْيَت بِِه نَْفَسَك، أَْو أَْنَزْلتَهُ  ُحْكِمَك ، َعْدٌل فِيَّ قََضاُؤَك، أَْسأَلَُك بُِكلهِ اْسٍم ُهَو لََك ، َسمَّ

 ، أَْن ْيِب ِعْندَكَ فِي ِكتَابَِك ، أَْو َعلَّْمتَهُ أََحداً ِمْن َخْلِقَك ، أَْو اْستَأْثَْرَت بِِه فِي ِعْلِم الغَ 

ي((  تَْجعََل القُْرآَن َربِيَع قَْلبِي ، َونُوَر َصْدِري ، َوَجالَء ُحْزِني ، َوذََهاَب َهمهِ
 

アッラーフンマ インニー アブドゥク。イブヌ アブディク。イブヌ アマティク。ナースィ

ヤティー ビヤディク。マーディン フィーヤ フクムカ、アドゥルン フィーヤ カダーウク。

アスアルカ ビクッリスミン フワ ラカ、サンマイタ ビヒ ナフサク。アウ アンザルタフ 

フィー キタービク。アウ アッラムタフ アハダン ミン ハルキク。アウィスタアサルタ ビ

ヒ フィー イルミルガイビ インダク。アン タジュアラルクルアーナ ラビーア カルビー。

ワ ヌーラ サドゥリー。ワ ジャラーア フズニー。ワ ザハーバ ハンミー。 

 

「アッラーよ、私はあなたのしもべです。あなたの男のしもべの息子で、あなたの女のしもべの息子です。私の

前髪はあなたの御手に委ねられています1。あなたの私に対する裁定は既に成され、私に関するあなたの判決は

公正です。私はあなたが自らそう名付けられた、あるいはあなたの啓典の中で下された、あるいはあなたがあな

たの創造物に教えられた、あるいはあなたが不可視なる知識においてそれを占有されている全ての御名において、

クルアーンを私の心の春とし、私の胸中の光とし、私の悲しみや不安を取り除くものとして下さい。」 

 

 

🐎 🐎 

 

                                                             

 



8 

 

 

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 ４２回

―チャム人のシャーフィイー派②― 
アフマド塩崎 

 

前回は、19 世紀に滅亡したムスリムの国、チャンパ王国について書きました。現在のベトナムの南部にあた

る地域にあった国です。よく日本に最も近いムスリムの国としてマレーシアがあげられますが、もしチャンパ

王国が存続していれば、マレーシアよりずっと近いところにムスリムの国がある、ということになっていたで

しょう。 

チャンパ王国は滅亡しましたが、その住民であったチャム人は現在もムスリムとして生き続けています。カ

ンボジアに 60 万人、ベトナムに 20 万人ほどです。1832 年にチャンパ王国が滅亡した際、チャム人ムスリム

の多くは隣のカンボジアに逃れました。一部はマレーシアのクランタン州に逃れています。クランタンはこの

頃すでにチャム人との関係が深く、マレー人にはチャム人の先祖を持つ人もかなりいます。 

東南アジアで広まったイスラームが、日本には広まらず、日本に本格的にムスリムが住むようになったのは

20 世紀になってからだった、ということを考える時、チャンパ王国の滅亡はかなり重要なことです。ベトナム

とフィリピンでムスリムが人口の過半数を超えていれば、日本人にとってイスラームはだいぶん身近なものに

なっていたでしょう（そうはいっても、江戸時代の日本人がベトナムやフィリピンの真似を積極的にしようと

したとはあまり考えられませんが）。フィリピンのシャーフィイー派については、また別の回で書きたいと思

います。 

ベトナム南部に残ったチャム人たちは、様々な困難と向き合いながら、現在まで自分たちのコミュニティを

保ち続けています。現在のベトナムでは、ムスリムの人口は 1％程度です。ただ、ベトナムのチャム人ムスリ

ムは、今の世界で標準的とされているイスラームから見ると、かなり奇妙なところがあります。たとえば、ラ

マダーンの時にいろいろな儀礼があり、1 日 5 回の礼拝もするのですが、この期間に先祖の霊が家に帰ってく

るとされていて、帰ってきた先祖のために食べ物を供えたりします。チャム人ムスリムは、ラマダーンの時に

は先祖のお墓参りをします。かなり日本のお盆と似たようなことになっています（日本のお盆も、元々のイン

ドの仏教徒はあまり関係ないものですが）。 

カンボジアのチャム人ムスリムの場合、ベトナムと比べると、「標準的な」イスラームのあり方であるよう

に見えます。ただし、これは特にカンボジアの都市部の話で、山奥の村などに行くと、ベトナムのように昔な

がらのチャム人の伝統を続けているところもあります。 

この状況の違いは、ベトナムがベトナム共産党の統治下にあって、外部からの影響を受けにくい、というこ

とが大きいでしょう。つまり、ベトナムから外国へ留学すること、特に宗教について勉強するために留学する

ことは簡単ではありません。また、カンボジアにはサウディアラビアやアラブ首長国連邦、トルコ、マレーシ

アなどのイスラーム団体がたくさん支援に来ています。そういった、外国の団体、特に宗教に基づいた団体の

支援は、ベトナム政府は許可しません。 

 カンボジアには中東やマレーシアのイスラーム団体がたくさん支援に来ているのですが、彼らの支援は、今

の世界の「標準的な」イスラームを教えるのとセットです。支援団体はモスクや家を建ててくれたり、食べ物

をくれたり、学校をつくってくれたりします。学校にはアラブ人やトルコ人、マレーシア人の先生が来て、

「正しい」イスラームの知識を教えます。「ラマダーン中に先祖の霊が帰って来る」というような、チャム人

の伝統的な考えは否定します。 

 特に 1990 年代、カンボジアは、世界のイスラーム団体が最も集中して支援に来ている国の 1 つでした。今

でも、カンボジアはミャンマーと並んで、東南アジアでは最も貧しい国ですが、当時は今よりも貧しかったで
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す。それは、支援する側からすれば、「費用対効果がいい」ということでもあります。大きなモスクを建てる

のでも、1000 人の児童用の小学校を建てるのでも、1000 万円もあれば十分でした。日本のムスリムを支援し

たりするよりも、同じ金額ではるかに多くの人数のムスリムが助かるといえます。貧困であったことに加え

て、カンボジアのムスリムは様々な面で大きな痛手を抱えていて、教育を受けたムスリムもごく少数でした。 

 カンボジアのチャム人ムスリムが受けた痛手というのは、1970 年代のカンボジア共産党、ポル・ポト派と

もいわれる政府の統治によるものです。宗教全般を否定するポル・ポト派はカンボジア国民全般の多くを死に

追いやりましたが、ムスリムはその中でも際立ってひどく迫害されました。殺害や拷問、投獄、餓死の結果、

数十万人のチャム人ムスリムが死に、人口が半減しました。特にウラマーが殺害され、クルアーンをはじめと

するイスラームの知識に関わる本が焼かれ、モスクも破壊されました。世界史上で見ても、ムスリムが受けた

迫害の中で最も悲惨であるといえます。人も知識も失われました。現在のカンボジア政府はムスリムをむしろ

優遇していて、留学も巡礼も行けるので、ましになりました。 

日本は、ムスリムがマイノリティの立場にある国の中でも、仏教徒が多数を占める東アジアの国に近い社会

であると私は考えています。つまり、ベトナムやタイ、カンボジアやミャンマーです。日本に住むムスリムの

置かれた環境は、ヨーロッパやアメリカよりも、こういう東南アジアの国、あるいは中国に近い、と私は見て

います。そういう意味で、チャム人の歴史、彼らがどのように生き抜いてきたのか、自国の政府や外国の団体

との関係、あるいは社会に従来からある伝統をどうするか、といったことは、非常に参考とするべきところが

あるといえます。 

次回は、やはり東南アジアでマイノリティとして生きるムスリム、フィリピンのシャーフィイー派について

見ていきたいと思います。 

 

🐎 🐎 🐎  
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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（８） 

カリフ制の再興／大地の解放を目指して 

ハサン中田 

 

９．カリフ擁立、「イスラームの家」の再興の義務 

 「見かけ上の戦争の家」に住むムスリムは、「イスラームの家」の再興の義務を有する。 

 ところが、現在の「見かけ上の戦争の家」は名目的にはムスリムの統治者が支配する「領域国民国家」の集

合である。既に述べたようにカリフはウンマ全体の唯一の政治権威であり、オスマン・カリフ国の滅亡後、カ

リフは存在せず、現在の「領域国民国家」の支配者たちはカリフではない。イスラームの教えに照らして、彼

らの支配に正当性はないが、非ムスリムによる支配の場合と同じであれば、イスラーム法の施行を求めること

で、殺害される恐れがあるなら、「イスラームの家の再興」は当面断念して忍従することは許される。 

 不正なカリフへの服従の義務については、既に見た。ところが、不正なカリフへの反抗を禁じ服従の義務を

説くハディースは、一方で、「ただし、アッラーがそれについてお前たちに明証のある明らかな不信仰を見た

場合は別である。」と、そのカリフが不信仰に陥った場合はを例外とし、放伐を命じている。（注１） 

 現在の「領域国民国家」の支配者たちはカリフではないため、このハディースは直接には、現在の問題には

かかわらない。しかし、イスラーム法は、生来の不信仰者と背教者を明確に区別しており、非ムスリムの支配

には服従が許されても、名目的ムスリムの場合は、イスラーム法の施行を阻んだ時点で背教したことになり、

服従は許される放伐が義務付けられるのではないか、との議論が可能になる。 

 これについては、ハイカルは、現在の「領域国民国家」の権力装置は、イスラーム法の想定する「自然人」

ではなく、国家機構という「法人」であり、国家機構が不信仰に立脚することと、個人としての支配者が不信

仰に陥ったことを区別すべきだとして、支配者個人が背教した場合については、法学者の通説が放伐の義務で

あるとした上で（注２）、「たとえ支配者自身が不信仰に陥っていなくても、支配機構、即ち不信仰の信条に

立脚した支配機構の設立の中に具現化する明確な不信仰」が存在する、と述べ、イスラーム世界に分立する生

体が全て「明確な不信仰」に立脚していることを認める。しかし彼は、前記のハディースで武力蜂起が認めら

れるのは、「明確な不信仰」が存在する場合ではなく、それが新たに現れた場合であるとする。 

 「ムスタファー・ケマル（アタチュルク）の政権が、それ以前には存在しなかった『明確な不信仰』を齎し

たが故に、その（それによるカリフ政権の廃止の）時点で、そのイスラーム国家（オスマン・カリフ国）の全

地域のムスリムに、ムスタファー・ケマルの政権との戦いが義務であった」が、現代のイスラーム世界におけ

る「明確な不信仰」は、「我々がその試練と汚濁の中に産み落とされた」ものであり、武力蜂起を正当化する

新たに現れた「明確な不信仰」には当たらないのである（注３）。 

 現在のイスラーム世界はカリフを失い、全土が「みかけ上の戦争の家」に転化している。 

 最初に明らかにした通り、イスラームとは、預言者に従うことであり、預言者の逝去後は、預言者の教えが

いかに継承されるかが、ウンマにとって、最も重要な問題となる。そしてそれは、カリフによるイスラーム公

共法の施行により、治安の確保と国土の統一の許に、全住民が、人種、言語、民族、宗教の違いを超えた生

命、財産、名誉の安全、自由な移動と経済活動が保障された環境で、クルアーンとスンナが、預言者の相続人

であるウラマーゥの範に倣って、人格に体現された生きる言葉として教えられることによって実現する。そし

てそのためには全土を統一しイスラーム法を施行するカリフの擁立が不可欠なのである。 
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 預言者ムハンマドは「忠誠誓約をせずに死ぬ者は皆、ジャーヒリーヤ（無明）時代の死に方をしたことにな

る」（ムスリム）と言われたが、忠誠誓約が与えられるのはカリフのみであり、このハディースはカリフの擁

立が義務であることを示している。 

 カリフとはイスラーム法の施行の責任者であり、また「イスラームの家」の一体性の象徴でもある。それゆ

えカリフの擁立の義務とは、イスラーム世界を分断する西欧の民族主義のイデオロギーと世俗主義の法制によ

って支配する「領域国民国家」群を廃絶し、単一の法治空間「イスラームの家」を生み出す義務でもあるので

ある。 

 カリフの擁立はイスラーム法上の義務であるが、カリフの存在こそ、イスラームの使信の理解の要であると

すれば、カリフの擁立は、他のいかなる義務にも優先すべき最重要事項でなければならない。そのことは政治

的にはパレスチナ、イラク、アフガニスタンなどが異教徒に侵略、占領されており、経済的にも湾岸産油国が

空前の投機ブームを謳歌している一方で、国民の多くが飢餓に苦しむ国が存在することを考えれば容易に理解

できよう。イスラーム世界は地球の石油の７４％、天然ガス５７％、１兆ドルの金・証券の資産と、アメリカ

と中国の兵力の合計を上回る４７０万人の兵力を有する。その統一こそ政治的、経済的諸問題解決の鍵なので

ある。 

 カリフの擁立はイスラームの法治空間を全世界に拡大する広宣の前提条件でもあるが、なによりも我々ムス

リム自身の間で先ず実行すべき義務であり、異教徒への宣教の前に、先ず「見かけ上の戦争の家」となったイ

スラーム世界を「イスラームの家」に戻さなければならない。 

 カリフ政権、「イスラームの家」の再興の手段は、イスラーム法の施行を求める者たちを処刑、投獄により

弾圧する反イスラーム的体制に対して、闇雲に戦いを挑み、武装蜂起することではない。先ず、（１）カリフ

再興の義務がイスラームの広宣の最優先事項であることをイスラーム学の典拠に基づき確信すること、次いで

（２）自分たちがその義務を怠っていることを自覚し深い罪悪感を持つこと、最後に（３）アッラーの敵たち

の迫害を恐れずカリフ再興の義務をすべてのムスリム同胞に伝えること、これが我々に求められていることで

ある。 

 

（注１）Muḥammad Khair Haikal, al-Jihād wa al-qitāl fī al-Sharī‘ah al-Islāmīyah, Beirut, 1996, vol.1, p.130. 

（注２）背教者に庇護契約が与えられないことは、イスラーム法のコンセンサスであり、全ての多神教徒、偶

像崇拝者が庇護民となれるとするハナフィー派、マーリキー派も例が出はない。Cf., Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh 

al-Islami wa adillatu-hu, vol.8, Damascus, 1997,5881. 

‘Abd al-Raḥmān bn Muḥammad bn Ḥusain bn ‘Umar, Bughyah al-Mustarshidīn, Cairo, 1952, pp.254-255. 

（注３）Haikal, op.cit., p.130. 

（注４）Idid.,p.139. 

 

🐎 🐎 🐎 🐎 
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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 

１３．預言者ムハンマドの教え  

 

 わたしたちの預言者ムハンマド（彼にアッラーの平安と祝福あれ）は、この世でど

のように生きるべきかを、わたしたちに教えて下さいました。 

 ムハンマドは、ご自身の行いによって、わたしたちに教えてくださいました。ムハ

ンマドは、ご自分の言葉によって、わたしたちに教えてくださいました。 

 

「たとえ、それが辛いことであっても、本当のことを言いなさい。」 

「自分は腹一杯に食べて、隣人をひもじいままに放っておくのは、ムスリムではあり

ません。」 

 そう、わたしたちの預言者ムハンマドは、教えてくださいました。 
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お便り 🐐 

🍂マスクと二カーブ（A さん） 

現在、私の住む N 州は、公共施設の屋内や公共交通機関内でマスクをしないと、２００ドルの罰金です。 

なので、皆、マスクをしています。 

以前は、フランスで、二カーブをしているムスリマが罰金を払っていたのに、今となっては、ムスリムではな

い男女全員を含めて、マスクをしないと罰金を取られるようになったのです。 

アッラーが望めば、なんとでもなるんだなーと思いました。 

誰かのドゥアーが受け入れられたのかな、とも思いました。 

こちらは、コロナはそんなにひどくないのですが（今の所）、日本は政府も地方自治体も、お願いするだけで

何もしてない感じで、怖いです、外部から見ると。 

アッラーのご加護と祝福がありますように 

🍂 ユースフ章について（N さん） 

アッサラームアライクム ワラフマトゥッラーヒ ワバラカートフ 

ムスリム新聞でアーリファさんが、ユースフ章を読むことをお勧めされているのを読んで、私もユースフ章に

ついて書いてみたいと思い立ちました。 

 

ユースフ章は、よく知られていることですが、聖クルアーンの章の中では珍しく、タイトル通りの「ユースフ

as の生涯」というテーマが初めから終わりまで一貫して語られています。イブラーヒーム章、ヌーフ章、ムハン

マド章など、預言者たちの名前がそのタイトルになっている章は、聖クルアーンの中にたくさんありますが、ど

の章でも、タイトルにある預言者についてだけでなく、それ以外のテーマについても語られています。 

逆に、ユースフ章以外でユースフ as に関して語られる箇所はとても少なく、2 箇所のみ、それも彼の名前だ

けが語られています。(家畜章 6:84、赦す御方章 40:34) 

ユースフ章は色々な意味で興味深い章です。私にとっては、この章の読誦がとても難しく、何度練習してもつ

っかえてしまいます。 

 

ユースフ as が弟ビンヤーミンに再会した後、ユースフ as は杯をビンヤーミンの荷物の中に入れて、それが元

でビンヤーミンがそれを盗んだという罪に問われ、結果的にビンヤーミンはユースフ as の下に留まる、という

出来事がユースフ章 70 節以降において語られます。 

私の主人の親戚の女性が自宅でタフスィールのクラスを開いています。そこで学んだことですが、ユースフ as

がビンヤーミンの荷物に入れたものは杯(スィカーヤ)で、紛失したと騒いでいたものはカップ(スワーア)であり、

別のものであったとのことでした。 

 

私が調べた限り、スィカーヤとスワーアは、同一のものとして翻訳されていることがほとんどです。 

(ムスリム協会訳 スィカーヤ、スワーア共に「盃」、ハサン先生監訳クルアーン スィカーヤ「杯」スワーア「枡

(杯)」 

 

タフスィール アルジャラーラインでは、スィカーヤ「杯」スワーア「カップ」と翻訳され、注釈文には、ス

ィカーヤは「宝石が散りばめられた金のカップ」、一方スワーアは「桝」となっていて、スィカーヤとスワーア
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が同一でないことが示唆されています。しかし 70 節及び 76 節の注釈文では、杯(スィカーヤ)とカップ(スワー

ア)は区別されておらず、同一のものとみなされています。 

 

マウドゥディ先生のタフスィール「Tafheem ul Quran」では、タフスィール アルジャラーラインと同様、

翻訳文ではそれぞれ違う訳語が充てられていますが、注釈文では、ユースフ as が自ら、ビンヤーミンとの同意

のもとに盗みの疑いをかけ、結果的にビンヤーミンがユースフ as の下にとどまることになったとの注釈がつけ

られていますので、同一のものを違う単語で言い換えていると認識されています。 

  

聖クルアーンの中では、同一のものを違う単語で言い換えることはよくあるようです。ユースフ章 70 節以降

においても、ユースフ as は杯(スィカーヤ)を弟(ビンヤーミン)の荷物(ラフル)に入れました。(70 節)そしてそ

れを弟(ビンヤーミン)の袋(ウィアー)から探し出しました。(76 節)この場合には、荷物(ラフル)と袋(ウィアー)

は同一のものとみなされています。 

 

しかし、もしユースフ as が弟ビンヤーミンの荷物に入れた杯(スィカーヤ)と、紛失した王のカップ(スワーア)

が別のものであったとしたら、この出来事は以下のように推測されます。 

 

兄弟たちが出発する時が迫っていた時、ユースフ as は自分の杯を、贈り物として、愛する弟ビンヤーミンの

荷物の中にこっそり入れました。ユースフ as は、ビンヤーミンが家に戻って荷物を解いた後に、自分からの贈

り物を見つけてもらうつもりでした。 

その時、偶然に、王のカップ(スワーア)が紛失しました。カップの責任者は、遠路はるばるパレスチナから来

ていた出発間近のユースフ as の兄弟たちに目をつけ、彼らが盗んだのではと疑いました。(兄弟たちの中には、

世界の美の半分を与えられたユースフ as の弟ビンヤーミンもいました。つまり、目立つ一行でした。) 

ユースフ as の兄弟たちは、自分たちは盗みを働かないことと、仮に盗みを働いたとしたら、盗んだ人は盗ま

れた人の奴隷となるという罰を受けると返事しました。これは彼らの出身であるパレスチナ地方、またはヤアク

ーブ as の一族における刑罰でした。エジプト地方においては、盗みを働いた刑罰は、盗んだ人への鞭打ちか、

または盗品の 2 倍の罰金でした。 

兄弟たちの袋をあらためると、ビンヤーミンの袋から杯(スィカーヤ)が見つかりました。 

76 節で「それを弟の袋から探し出した」と語られている「それ」は、アラビア語の女性形です。スィカーヤ

(杯)は女性形の単語で、スワーア(カップ)は男性形です。なので、ビンヤーミンの袋から出てきたのは、スィカ

ーヤ(杯)だったと推測され、理にかなっています。 

紛失して探していたものは王のカップ(スワーア)でしたが、見つかったのは杯(スィカーヤ)でした。どちらに

せよ、荷物の中から、そこにあってはならないものが見つかったため、ビンヤーミンは盗みの罪の償いとして、

ユースフ as の下にとどまることになりました。 

 

ここでユースフ章 76 節の後半につながります。 

(前略)こうしてわれらはユースフのために策を弄した。アッラーが御望みにならなければ、彼は王の支配下で

は弟を捕えることが出来なかったのである。われらは望む者に位階を高める。そして、あらゆる知者の上にはさ

らなる知者がいるのである。(ユースフ章 12:76) 

 

つまり、ユースフ as は、最初から、弟ビンヤーミンの同意の上とはいえ自分の兄弟に無実の罪を着せるよう

な、アッラーの預言者にあるまじき意図は全く無かったこと、また、仮に無実の罪をビンヤーミンに着せたとし

ても、そのためにビンヤーミンが自分の下にとどまるとは限らなかったこと、(ユースフ as の兄弟たちが、エジ
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プト地方の刑罰である体罰でなく、パレスチナ地方の刑罰である奴隷となる罰を望んだ。)これらをまとめると、

ユースフ as の杯に関する出来事は、最初から最後まで至高のアッラーによる計画であり、アッラーが御望みに

ならなければ、起こりえないことであったこと、被造物のどんな知者の上にもさらなる知者である至高のアッラ

ーがおられることの、揺るぎない証拠であると結論づけられます。 

 

聖クルアーンの中のたった 2 語、杯(スィカーヤ)とカップ(スワーア)について考察するだけで、至高のアッ

ラーの偉大さ、人間の知識が至高のアッラーの知識に比べられないほどわずかなものであると思い知らされま

した。 

 

 

 

📚 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。 

 

🥚後藤明『イスラーム世界史』角川文庫 

 預言者ムハンマド（アッラーの祝福と平安あれ）のご逝去の後、その権威の相続を巡り、さまざまなドラマが

ありました。世界各地で、カリフを名乗る者や、その地域を支配しようとする権力者があらわれました。現代は、

カリフ（預言者の代理人）はいませんが、１９世紀にオスマン帝国が滅びるまで、世界の各地には、どこかにカ

リフと名乗る人がいて、それを支える軍隊がありました。少し前に、シリア・イラクの地域に出来たイスラーム

国から、カリフを名乗る人物が出ましたが、また、誰もいなくなってしまいました。なかなか覇を唱えるのは難

しいようです。 

  預言者ムハンマド（アッラーの祝福と平安あれ）の時代から現代まで、ムスリムの動きを視点として、東ア

ジア・中央アジアからアフリカまで、たくさんの王朝が成立し、そして、壊れていき、そして、また別の権力者

があらわれるなど、世界の動きが描かれています。現代も、その流れの一つの通過地点で、これから先にも、今

とは違う世界が現れるのだと考える視点を与えてくれます。 

 本書の前書きにある「多くの例祖を学び、歴史の見方を変えれば、そのたびに、現在の捉え方も、未来の予測

も変わってきます。多様な考えが共存することが、現在求められているのではないでしょうか。」との著者の言

葉にも深く考えさせられます。ＳＮＳの普及により、個人がそれぞれに意見を持っていなければいけない雰囲気

を身の回りに感じますが、広い世界の動きは複雑で、それがさらに時間という別の次元まで加わると、現在起き

ている一つの出来事さえ、正しく理解することは難しのだと、気が付かせてくれる一冊です。 
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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） 

すこしずつ寒さも安らいで、寒くて体が動かなくなって冬眠していた水槽の小エビも、目を覚まし、隠れ家か

ら出て姿を見せるようになりました。近所のスーパーで売っていた桃の枝も、蕾が開いて、ピンクのかわいい花

を咲かせています。飼っている小鳥も、冬服の羽を少しずつ脱いで、鳥かごのそこにはたくさんの抜けた羽が落

ちていて、ついでに鳥の嘴にも脱いだ羽がくっついています。 

このごろ、中国の大河ドラマの三国志を、結構長いのですが、生まれてはじめて鑑賞しています。中国ドラマ

は、人の心を知ることの困難さを教えてくれます。登場人物は、自分の思っていること考えていることを、直接、

相手に言わないだけでなく、反対のことを言ったりします。怒っていても、内心実は、すごく喜んでいるという

こともあります。礼儀を尽くすことで、自分の本心を隠したりもします。礼儀を大切にするのは、賢さの表れの

一つのようです。作り物のお話の中でさえ登場人物の心は複雑で理解することは難しいのであれば、ドラマの外

の、この世界であれば、さらに他人の心を理解することは言うまでもありません。 

イマーム・アル＝クシャイリーは、「鬱（al-qabd）の原因が、本人に曖昧であることもあるでしょう。彼は、

心に、鬱を感じますが、その動機も、原因も分かりません。この鬱の症状の場合には、この時間が過ぎるまで、

身を任せるしかありません。無理にそれを無くそうとしたり、鬱が自分を襲う前に無理にその状態になるとすれ

ば、彼は鬱をよりひどくするでしょう。そのことは、彼にとって、悪しき礼節とみなされるでしょう。時の規則

に身を任せるならば、鬱が消えるのはすぐです。まことに、真実なる御方（超越せしかな）は仰せになりました。

『アッラーは、締め付け給い（鬱にし）、また広げ給う（躁（al-basṭ）になし給う）のである。』（第２章［雌

牛］２４５節）躁にも、その原因がわからないまま、突如起きたり、たまたま生じるものもあり、その持ち主を

揺さぶり、興奮させます。その所有者のできることは静かにすることと、礼節を守ることです。本当に、この時

には、重大な危険が潜んでいます。それゆえ、その持ち主は、隠れた策謀に警戒しなければなりません。」と話

しています。 

他人の心だけではなく、自分自身の気持ちや感情も理解するのは難しいようです。心に表れた感情や気持ちは、

その気持ちや感情に、自分がどう対応するのか、アッラーからの与えられたテストだとわかります。以前、韓国

ドラマの中で、「盗みは悪いことだけれど、一番悪い盗みは、人の心を奪うことだ」というセリフがありました。

現世は、お金であったり、名誉であったり、幸せであったり、人の心を奪おうとするもので満ちていますし、自

分自身でさえも、心をコントロールしようと画策します。 

心を迷わせるものの多い世界から、アッラーがわたしの心を掴み、最後の日までまっすぐ歩んでいけますよう

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 


