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クルアーン解説 

第３９章［集団］２３節（１１） 

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。 

アッラーは御語りの最良のものを互いに似た繰り返しの啓典として垂示し給うた。己の主を懼れる者の肌はそ

れに震える。それから、彼らの肌と彼らの心はアッラーの想念・唱名に和らぐ。それがアッラーの導きで、彼は

それによってお望みの者を導き給う。アッラーが迷わせ給う者、彼には導き手などない。（３９：２３） 

 

★ジャラーライン 

 『最良のものを・・・啓典として』『啓典として』は、『最良のもの』の言い換えです。これはクルアーンのこ

とです。 

 『互い似た』文体などが、あるひとつのものと、また別のもう一つのものとで、似通っている。 

 『繰り返しの』その中で、約束や警告などが繰り返されています。 

 『懼れる』主を恐れる。  

『震える』アッラーの警告についての言及に身震いする。 

 『アッラーの想念・唱名に』つまり、アッラーの約束についての言及に。 

『和らぐ』安らぐ。 

 『それが』つまり、「この啓典が」。 

 

★イブン・カスィール 

 この文言は、アッラー（誉れ高き威厳ある御方かな）の神聖なる使徒に垂示された、クルアーンという、偉大

慈悲あまねき慈悲深きアッラーの御名において。 

アッラーは御語りの最良のものを互いに似た繰り返しの啓典として垂示し給うた。己の主を懼れる者の肌は

それに震える。それから、彼らの肌と彼らの心はアッラーの想念・唱名に和らぐ。それがアッラーの導きで、

彼はそれによってお望みの者を導き給う。アッラーが迷わせ給う者、彼には導き手などない。（３９：２３） 
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なる啓典への、かれからの賛辞で、『アッラーは御語りの最良のものを互いに似た繰り返しの啓典として垂示し

給うた』と、かれは仰せになりました。 

（クルアーン解釈者）ムジャーヒドは、「その意味は、クルアーンのそれぞれの箇所は、互いに似た繰り返しで

ある、ということである。」と説明しました。 

また、（クルアーン解釈者）カターダは、「ある一節は、別の一節と似ていて、ある文字は別の文字と似ている。」

と説明しました。 

 （クルアーン解釈者）アル＝ダッハークは、「『繰り返しの』とは、言葉が度重なることで、それは、彼らの主

（称賛されし至高なる御方かな）について、彼らがよく理解するためである。」と説明しました。 

（クルアーン解釈者）イクリマとアル＝ハサンは、「その中で、アッラーは（かれの）決定事項を繰り返してお

られる。」と説明しました。それに続けて、アル＝ハサンは「ある章に、ある節があり、それとよく似た別の節が、

別の章にある。」と説明しました。 

（クルアーン解釈者）サイード・ブン・ジュバイルは、（教友）イブン・アッバース（アッラーのご満悦あれ）

から伝えられるものとして、「『繰り返しの』とは、クルアーンのある部分が別の部分と互いに似通っていて、ま

た、その一部が別のところで再度繰り返されている、ということである。」と説明しています。 

あるイスラーム学者たちは、スフヤーン・ブン・ウヤイナから伝わるものとして、「かれ（至高なる御方かな）

の御言葉『互いに似た繰り返しの』とは、つまり、クルアーンの文脈が、一つの内容を述べている場合には、『互

いに似たもの』であり、信仰者についての言及の後に不信仰者についての言及が続くものや、楽園の描写の後に

火獄の描写が続くものなどの、ある事柄とそれとは真逆の事柄を述べている場合には、『互いに似ているもの』で

はなく、『繰り返しのもの』である、ということである。」と説明する者もいます。  

アッラー（誉れ高き威厳ある御方かな）の御言葉に、 

『まことに、敬虔な者は至福の中にあり、（８２：１３）そして、背徳者たちは焦熱地獄の中にいる。（８２：

１４）』（第８２章［裂けること］１３，１４節） 

『断じて、まことに背徳者の書はスィッジーンの中にある。（８３：８）～断じて、敬虔な者たちの書はイッリ

ーユーンの中にある。（８３：１８）』（第８３章［量りをごまかす者たち］８―１８節） 

『これは訓戒である。そして、まことに畏れ身を守る者たちには良い帰り処がある。（３８：４９）～こうであ

る。そしてまことに、無法者たちには悪い帰り処がある。（３８：５５）』（第３８章［サード］４９－５５節） 

とあります。これらは、さまざまある文脈の一つで、すべて『繰り返しのもの』つまり、二つの内容を有するも

のです。 

ある一つの文脈に、一つの内容だけが言及される場合は、あるひとつのものが、あるもうひとつのものと互い

に似ているのであり、それは『互いに似たもの（mutashābih）』なのですが、かれ（至高なる御方かな）の御言

葉『その中には確固たる諸々の徴がある。そらは啓典の母であり、他は曖昧なものである（mutashābihātun）』

（第３章［イムラーン家］７節）に出てくる『mutashābihātun』とは違う意味です。そこで言われているものは、

（「曖昧なもの」という）別の意味です。 

かれ（至高なる御方かな）の御言葉『己の主を懼れる者の肌はそれに震える』つまり、これは、強制者（al-

jabbār）、統制者(al-muhaymin)、威力比類なき御方（al-‘azīz）、よく許し給う御方（al-ghaffār）の御言葉を
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聴いた時の、敬虔な者の特徴です。彼らは（アッラーの）警告と威嚇を理解し、恐怖のために、彼らの肌と心が

震えます。 

 『それから、彼らの肌と彼らの心はアッラーの想念・唱名に和らぐ』彼らが、アッラーのご慈悲と、お優しさ

に、希望と期待を持つときの様子です。 

彼らは、次の点において、彼ら以外の背徳者と異なります。 

まず一点目は、彼らは、クルアーンの読誦を聞き、彼ら以外の者は歌手が歌う詩の旋律を聞くことです。 

次に２点目は、敬虔な者たちは、慈悲あまねく御方の一節が詠まれると、（アッラーの懲罰への）懼れと、（ア

ッラーのご慈悲への）期待と、（アッラーに対する）愛情と、（アッラーの徴についての）知識と理解を表す礼節

とで、泣きながら跪拝し崩れ落ちることです。かれ（称賛されし至高なる御方かな）が 

『信者たちはただ、アッラーが言及されると心が慄き、かれの諸々の徴が読み聞かされると信仰を増し、主に

一任する者たち、（８：２）礼拝を遵守し、われらが彼らに糧として与えたものから（善に）費やす者たち、（８：

３）それらの者、彼らこそ真に信仰者である。彼らには彼らの主の御許にいくつもの位階とお赦しと栄誉ある糧

がある。（８：４）』（第８章［戦利品］２－４） 

『また、彼らの主の諸々の徴によって訓戒されたときに、それに対して聾者か盲人のように倒れたのではなか

った者たちである。（２５：７３）』（第２５章［識別］７３節） 

と仰せになった通りです。つまり、彼らは、それを聞いた時に、無関心を装ったり、別のものに忙しくなるこ

とはなく、注意深く聞き、その意味について、深く考え洞察する者たちでした。 

次に、３点目は、彼らが、それを聞くときに、礼節を守り続けたことです。教友（アッラーのご満悦あれ）が、

アッラーの使徒（アッラーの祝福と平安あれ）の読誦から、アッラーの御言葉を聴く時に、彼らの肌が震え、彼

らの心と一緒にそれに従った様子と同じです。 

彼らは、奇声を発することもなく、彼らに課されたものでないことを義務とはみなしませんでした。彼らは、

動じることなく平静を保ち、礼節と恐れを備えていました。そのことで、彼らに匹敵する者はだれもいませんで

した。それゆえ、現世と来世において、彼らは至高なる主からの賞賛を賜るのです。 

 アブドゥッラッザークは、マゥマルから、次の話を伝えています。 

 カターダ（アッラーのご慈悲あれ）が『己の主を懼れる者の肌はそれに震える。それから、彼らの肌と彼らの

心はアッラーの想念・唱名に和らぐ。』（３９：２３）を読誦していた。彼は、「これはアッラーの友の特徴である。

アッラーは、彼らを、彼らの肌が震え、彼らの目は泣き、彼らの心はアッラーの想念・唱名に安らぐ、という特

徴で描写し、彼らの理性は飛んでいるとか、彼らの意識は正常ではないというふうには描写し給わなかったので

ある。それは、異端の者たちの描写であり、悪魔に由来するものである。」と解説した。 

 かれ（至高なる御方かな）の御言葉『それがアッラーの導きで、彼はそれによってお望みの者を導き給う』つ

まり、これは、アッラーが導き給うた者の特徴で、その特徴と違う者は、アッラーが迷わせ給うた者です。『アッ

ラーが迷わせ給う者、彼には導き手などない。』ということです。 

 

★クシャイリー 

『御語りの最良のもの』（『最良のもの』であるのは）それ（クルアーン）が創られたものではないからです。 
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『互いに似た（啓典）』真似ができないところや、その使信において。 

『繰り返しの（啓典）』その（啓典の）中で、イスラームの規則が繰り返しでてきます。また、その啓典を何度

読誦しても疲れることはありません。その啓典は、アッラーの権力と至善への賛美、そして、楽園と火獄と約束

と警告についての特徴、この二種類のことを表しています。 

『己の主を懼れる者の肌はそれに震える』彼らが、警告の徴を読み聞かされたときの様子です。 

『それから、彼らの肌と彼らの心はアッラーの想念・唱名に和らぐ』の彼らが、御約束の徴を読み聞かされた

ときの様子です。 

 また別の説明によると、それら（彼らの肌と心）は、（アッラーに対する）恐れと期待の気持ちで、震えたり、

和らいだりします。 

 また別の説明によると、塞いだ気分（qabḍ）と、開けた気分（basṭ）とによって、そうなります。 

 また別の説明によると、怯えと親しみの気持ちとによって、そうなります。 

 また別の説明によると、（アッラーの特徴の）流出と隠ぺいによって、そうなります。 

 

見てみようアラビア語 

クルアーン第３９章２２節から 

  .َهاد   ِمن  و هللُ فََما لَهُ ٱِلِل َوَمن يُض  
（意訳） 

アッラーが迷わせ給う者、彼には導き手などない。 

 

 َو      َمن
（関係代名詞） （接頭辞） 

～の者       そして      

 

هللُ ٱِلِل يُض   ～の上に 
（名詞） （動詞） 

アッラー 迷わせる 

 

 فََما

َما فَ   
（否定詞）（接続詞） 

～ない そうであるならば、 

ولَهُ   

هُ  لَ   

（人称代名詞）（前置詞） 

彼       ～に 

 

ِمن   
（前置詞） 

～のうちのもの 

 

  َهاد  
 （名詞） 

導き手 

 

📖  
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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１３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（前編） 

 

アッラーの御言葉、聖クルアーンは、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の心に、降りてきたも

のです。クルアーンが預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の心に下された事をアッラーはこうおっ

しゃっています。 

【 لَه ُُفَإِنَّه ُ قا ُُللاُُِّبِإِْذنُُِقَْلبِكََُُعلَىُنَزَّ َصّدِ ْؤِمنِينََُُوب ْشَرىَُوه د ىُيََدْيهُُِبَْينَُُلَِّماُم  ِلْلم   】 
【実に、彼（天使ジブリール）は、アッラーのお許しにより、あなたの心にそれ（クルアーン）を、それ以前

のもの（諸啓典）の確証、信仰者達にとっての導き、吉報として下した者なのだから。】 

聖クルアーン 雌牛章 ９７節 

 

またクルアーンが私たちに読みやすくなっていて、クルアーンによってよりアッラーのことを考えることがで

きるのは、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）がその尊い舌でそれを伝えてくださったからです。

アッラーはそのことについてクルアーンでこうおっしゃっています。 

【 بِِلَسانِكَُُيَسَّْرنَاه ُُفَإِنََّما 】 

【われらは、それ（クルアーン）をあなたの言葉（アラビア語）によって容易なものとしたに他ならないのだ

から。】聖クルアーン マリヤム章 ９７節 

 

もし人間である預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の舌でくだされなかったら、アッラーのお言

葉であるクルアーンは私たちには全く理解できないものになっていたかもしれません。預言者様（彼の上にアッ

ラーの祝福と平安あれ）がクルアーンの読誦を私たちに伝えてくださって、クルアーンの意味を深く考えながら

読むことを私たちに教えてくださったおかげで、私たちはクルアーンの光を受けることができます。 

 

預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）がその神聖な舌で伝えてくださった聖クルアーンにおける私

達の取り分は、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）に従って預言者様（彼の上にアッラーの祝福と

平安あれ）が読まれたようにクルアーンを読誦することで得られます。その取り分は、私達の心が受け取るクル

アーンの光によって異なり、私たちがクルアーンを見る目、クルアーンを読誦する舌、クルアーンを聴く耳にま

で変化があります。クルアーンを見るその目がアッラーのお嫌いなものから目を逸らすようになり、その舌がア

ッラーのご満足のある話しか語らなくなり、その耳がアッラーのご満足のない話から遠ざかるようになり、クル
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アーンの読誦により、真の内面的なタハーラ（清浄化）がもたらされると、真実のクルアーンの教授を受けた心

はクルアーンの光で満ちます。 

 

 預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の徳性を愛し、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あ

れ）に従いクルアーンを読誦するという光を受け取ったその心は、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あ

れ）がそうであられたように、アッラーのお言葉をじっくりと聴くことや読誦することにより、アッラーとの関

係を深める甘美さというものを感じるようになります。これこそがクルアーンの読誦を通して預言者様（彼の上

にアッラーの祝福と平安あれ）に真に従う、ということです。 

 

 このクルアーンの心の清浄化について、オスマーン様（アッラーのご満足あれ）はこうおっしゃいました。 

 

≪もしあなた方の心が清浄であったならば、アッラーのお言葉に飽きることはなかったでしょう。≫ 

 

私達がクルアーンを読誦していて、または聞いていて、心に疲れを感じたり、飽きる気持ちを感じたり、他ご

とを考えてその意味を考え意味を知ろうという気にならなかったり、私たちに語りかけてくださっているアッラ

ーの偉大さを感じようとする気にならないならば、そのすべての根本は、外面も内面も預言者様（彼の上にアッ

ラーの祝福と平安あれ）に従う、という光を受け取る私達の心が、私達の犯す罪により塞がってしまっているた

めです。そのため、オスマーン様（アッラーのご満足あれ）は、この言葉を言われました。 

 

オスマーン様（アッラーのご満足あれ）の心はとても清浄で、クルアーンの甘美さを受け取っていたため、あ

る夜、イシャーの礼拝の後、ウィトゥルの礼拝をし始め、ファーティハ章から雌牛章を読み始めると、心にアッ

ラーのお言葉を詠む甘美さが降りてきて、読誦を止めることができなくなりました。１ジュズ（３０ページ）を

読み終え、２ジュズ、３ジュズ、４ジュズを読み終え、結局最後のジュズまでそのまま読み通してしまい、クル

アーンの最後の人間章を読み、ついには１ラカアで全クルアーンを読み終えてしまいました。これは、預言者様

（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）に従うクルアーンの読誦により、彼の心の中に降りてきた甘美さのため、

また彼の心と、クルアーンがその心に降りたお方とのつながりの深さのためです。オスマーン様（アッラーのご

満足あれ）の預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）とのつながり、預言者様（彼の上にアッラーの祝

福と平安あれ）の性格全てであったクルアーンとのつながりによるものです。 

 

預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の奥様のアーイシャ様（アッラーのご満悦あれ）は、預言者

様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の性格について尋ねられた時、こう答えました。 

 

≪彼の性格は、クルアーンでした。≫ ムスリム伝承 

 

 

📖 📖 
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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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『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 

 

８．「戦争の家」 

 

 「イスラームの家」が、ムスリムが主権を握りイスラーム法を施行する「法治空間」であるとすれば、ムス

リムが主権を持たずイスラーム法を施行できない「無法地帯」が「戦争の家（dār al-ḥarb）」、あるいは「不信

仰の家（dār kufr）」と呼ばれる。「イスラームの家」が、異教徒に征服された場合、その地は、事実上は「戦争

の家」に転化するが、法的にはそこのムスリムが居住している限りムスリムの主権とイスラーム法の施行を回

復すべき「イスラームの家」に留まる。この状態の「イスラームの家」を特に「みかけ上の戦争の家（dār ḥarb 

ṣūratan）」と呼ぶことがある。 

 イスラーム法学はイスラーム世界の興隆期に成立したため、ムスリムが征服され主権を失った場合の法規定

については理論化が遅れており、考察が少ない。そこで以下に、「見かけ上の戦争の家」におけるムスリムの法

規定について簡潔な整理を行った数少ない例の一つとして、イギリス侵略下のイエメンのハドラマウトの大法

官（muftī al-diyār al-ḥaḍramīyah）アブドッラフマーン・ブン・ムハンマド・フサイン（１９０２年没）著

Bughyah al-Murtashidīn の該当箇所の和訳を引用しよう。 

 

（アブドゥッラー・ブン・ウマル・アビー・バクル・ブン・ヤフヤーの設問）そこに住むムスリムが、「イスラ

ームの家」が、その期間及びその後にイスラームの諸法規が施行されるだけの期間にわたって敵軍を阻止でき

る場所はどこでも、不信仰者が彼ら（ムスリム）を征服し、彼らがそこに入るのを妨げ彼らをそこから、追い

出すことによって、そのムスリムの防衛力が消えたとき、その時点で、その命名は「法律上ではなく見かけ上

の戦争の家」となる。（現インドネシアの）バタビヤや、ジャワの殆どの地は不信仰者以前にムスリムが支配し

ていたので「イスラームの家」である。 

（ムハンマド・ブン・スライマーン・アル＝マダニィーの設問）「不信仰者の家」でのムスリムの居住は４種に

分かれる。 

（１）不信仰者を阻止し、彼らを寄せ付けないことができるが不信仰の地でのムスリムの勝利は期待できない

ことにより義務となる。なぜならその地はイスラームの地であるが、彼らが出ていけば「戦争の家」に転化し

てしまうからである。 

（２）彼らにイスラームを公然と行うことができ、そこでのイスラームの入信が期待できることで、推奨され

る。 

（３）（イスラームを公然と行うことは）彼らに可能ではあるがそれ（その地でのイスラームの入信）は期待で

きないことで、忌避される。 

（４）彼らに自分たちの宗教を公然と行うことができないことによって禁じられる場合である。その場合、も

し宗教と「法定刑（ḥudud）」のようなムスリムの法規を公然と行うことで、不信仰者の為政者が国を荒らしム

スリムを殺しそれをイスラームの自治に委ねないなら、彼らの許に住むことは禁じられ、移住が義務となる。

ただし、それ（移住）が出来ない者は別で免責される。彼らの状態や財産が、毎年のジズヤ税のように彼らに

何かを払うことによってしか安全にならないなら、問題は逆で、必要不可欠性によりその支払いは許される。 
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 「みかけ上の戦争の家」には、ムスリムが法定刑を執行する自治を許されない限り住むことは許されず、「イ

スラームの家」に移住しなければならない。「法定刑」とは、窃盗の手首の切断刑、不倫の石打刑、飲酒の鞭刑

のようなクルアーンとスンナが明文で量刑を定めている刑罰である。ムスリムがイスラーム法を守って生活し

ている、と言えるためには、礼拝や斎戒が許されるだけでは足りず、ムスリムの責任者がイスラーム法を犯し

た者を処罰できる自治権を有することが不可欠なのである。 

 「法定刑」はイスラームの教えの核心ではないことは言うまでもない。しかし、法定刑は、クルアーンとス

ンナに明記された命令である以上、怠ることは許されない。「法定刑」とは犯罪を防ぐためにあるのであり、執

行される事態が起きないことがむしろ望ましい。しかし法定刑の実施は、物理力の行使を必要とし、それは

「国家」の物理力の行使権の独占要求と対立するため、法定刑の実施の許可の有無が、ムスリムがイスラーム

を実践する自治を有するか否かのメルクマール、判定基準となるのである。 

 アブドッラフマーンの議論を整理しよう。 

（１）「戦争の家」には、ムスリムに法定刑に至るイスラーム法を執行できる自治権を勝ち取る力がなければ居

住が禁じられ「イスラームの家」に移住する義務がある。 

（２）法定刑に至るイスラーム法を実施できるが、その地のイスラーム化が望めない場合は、居住は忌避され

る。 

（３）法定刑に至るイスラーム法を実施でき、その地のイスラーム化が望める場合は、居住が推奨される。 

（４）不信仰者から隔離された安全地帯（での自治）を確保できるが、彼らへの勝利が期待できない場合は、

その地を「戦争の家」にしないために、居残ることが義務となる。 

 上記のうち、（４）の居残りの義務は、「イスラームの家」の防衛が義務であるためであり、「みかけ上の戦争

の家」に特有であるが、それ以外は、一般の「戦争の家」も同じ規定になる。そして西欧の旧植民地が、領域

国民国家として「独立」した後も、それらの政府は、旧宗主国の法制を継受した不信仰の統治を続けているた

め、現在のイスラーム世界全土は、「みかけ上の戦争の家」である。（注２） 

 イスラーム世界は、西欧によって植民地化されて「みかけ上の戦争の家」に転化した。西欧の植民地支配は

ムスリムに法定刑を施行する自治権を与えなかったため、本来は、そこに住むムスリムは「イスラームの家」

に移住する義務があった。しかし、オスマン・カリフ国の滅亡後には、イスラーム世界にも、もはや移住すべ

き「イスラームの家」はどこにも残っていなかった。「みかけ上の戦争の家」では、ムスリムは法定刑の執行の

自治が認められないなら、「イスラームの家」に移住すべきであるが、移住すべき「イスラームの家」がもはや

どこにもない場合、法定刑の実施に固執すれば、敵性政府から殺戮されるのであれば、やむを得ず法定刑の実

施を断念し、税を納めて服従数ることも許されることになる。 

（注１）‘Abd al-Raḥmān bn Muḥammad bn Ḥusain bn ‘Umar, Bughyah al-Mustarshidīn, Cairo, 1952, pp.254-255. 

（２）はイカルは、「イスラームの家」は（１）イスラーム法による統治、（２） 

ムスリムの権力掌握の二つの要件のうち一つ、あるいは双方を失った場合、もはや「イスラームの家」ではな

くなり、法的には「戦争の家」に転化するとし、そのような土地を「イスラームの家」と区別し「イスラーム

の地（bilād islāmīyah）」と呼ぶことを提案している。CF., Muḥammad Khair Haikal, al-Jihād wa al-qitāl fī al-

Sharī‘ah al-Islāmīyah, Beirut, 1996, vol.1, p.677.なおハイカルは現代のイスラーム世界が「戦争の家」であることは

明言を避けている。 

 アブドッラフマーンが、このような地を法的には「イスラームの家」である、としているのは、実質的には

「戦争の家」に転化していても、法的には「イスラームの家」の原状回復の義務があるため、本来の「戦争の

家」と区別する必要があるからである。 

📖 📖 📖 
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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 

１１．預言者ムハンマド（３）  

 

 砂漠に住んでいた日々は、ムハンマド（彼に平安と祝福あれ）にとって、もっとも

幸せな日々でした。5才ころ、彼は母親のアーミナのもとへ返されました。けれども、

その年の終わる前に、アーミナも亡くなりました。その時、ムハンマドは６才でした。 

 

 ムハンマドは、父親についで、母親も失ってしまいました。彼は孤児になりました。

それで、ムハンマドは、祖父のアブドゥル ムッタリブの世話になりました。けれど

も、このおじいさんも、2 年後には亡くなってしまいました。そこで、ムハンマドは、

おじのアブー・ターリブの世話を受けることになりました。 

 

 アブー・ターリブは、お金持ちではありませんでした。かれには、何人もの子供た

ちがいて、かれらを育てるためにたくさん働かなければなりませんでした。 

 ムハンマドも、いっしょうけんめい働きました。かれは、動物たちの世話をしまし

た。羊の番をしながら、ムハンマドは、空や、しずんでいく太陽や、またたく星々を

見上げたものでした。そして、ムハンマドは、それらについて深く考えていました。 

 ムハンマドは、かれのまわりの子供たちとは、まったくちがっていました。かれは、

必要な時だけ話しました。 
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練習 

Ａ．正しい文には〇を、間違った文には×をつけましょう 

１．砂漠時代のムハンマドは、幸せな日々をおくりました。 

２．８才のころ、ムハンマドは、母親のアーミナのところへ返されました。 

３．アーミナが亡くなったとき、ムハンマドは 10 才でした。 

４．アブー・ターリブはムハンマドのおじいさんでした。 

５．アブー・ターリブはお金持ちではありませんした。 

  

Ｂ．正しい言葉を選んで、文章を完成させましょう。 

１．ムハンマドの祖父が、亡くなったとき、ムハンマドは、まだ       才で

した。 

２．ムハンマドは          の世話をしました。 

３．羊の世話をしながら、ムハンマドは        。 

４．ムハンマドは         時だけ話しました。 

a.必要な   b.羊の群れ   c.9    d.8    e.深く考えました 

 

 📖 📖 📖 📖  
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お便り 🐐 

🍂 ハサン先生の日本語クルアーン（N さん） 

中田香織,下村佳州紀訳『日亜対訳 クルアーン - 「付」訳解と正統十読誦注解』「正統十読誦注解」松山洋

平訳著 作品社 2014 

は、何年か前に購入していました。ムスリム協会のクルアーンより少しフォントが大きくて、前書きの素晴らし

さが気に入っています。 

私は子供の教育のため、一年の大半を海外で過ごすようになって 13 年ほど経ちました。2 年前、長年の弱点

を克服しようと一念発起して、週 2 回のタジュウィードのクラスに通い、無事に修了証書をいただきました。 

私が勉強したのはハフス アン アースィムの読誦法です。近々勉強した内容を本にしたいと思っています。 

Quran-for-All というアプリの中に Uloom ul Quran というレコーディングがあって、そこで他の読誦法につ

いても知る機会がありました。10 通りの読誦法は、至高のアッラーの慈悲深さの表れのように感じます。 

その慈悲深さの表れを、松山さんが研究して日本語にまとめてくださっているのを読んで、本当に素晴らしいこ

とだと思いました。 

至高のアッラーが松山さんの奮闘努力をより祝福してくださいますように 

これからもご教授よろしくお願いします。 

 

（アーリファより） 

 ハフスアンアースィムの読誦法について、勉強されたことをまとめて本にされるのを楽しみにしています

(^^)/本にされたらぜひ教えてください。 

📚 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。 

 

🥚『日亜対訳クルアーン』監修中田考、訳中田香織、下村佳州紀 

「クルアーン正統十読誦注解」著・訳松山洋平 

作品社 

 序文のクルアーンについての詳しい解説と、最後についている、「クルアーン正統十読誦注解」は、クルアー

ンの理解を一層深めてくれるでしょう。 

 クルアーンにはたくさんの読み方があり、インターネットでその読み方を検索して聞いてみると、クルアーン

の新たな美しさが見つかるでしょう。 

本文にも注がついていて、クルアーンの内容の理解を助けてくれます。 

最初から通して読んでみてもいいですし、たまたま開いた場所を読んでみても、アッラーからじぶんへのアド

バイスが見つかります。 

 ユースフ章は物語が中心なので、お話として読んでも面白いです。 

 一回読むだけでなく、人生の友として何度も読めて、読むたびに新しい発見がある素敵な本です。  
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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） 

 寒い冬が続きます。 だんだん年を取るにつれて、思いもよらない体の不調などが現れるようになりました。

不調と呼べばいいのか、それとも、これが、この年頃の正常な体の在り方なのか、肌がかさつき、体の冷えがひ

どくなり、食べられるごはんの量も減りました。病気になったわけではなく、そのように少しづつ体が変化して

きました。気づかないけれど、頭の中や考え方も徐々に若い時のようにはいかなくなっているのでしょう。不調

が正常、常態なんだと気づけば、あとは、若かった時と同じように、今手元にあるもので日々暮らしていけばい

いのでしょう。 

コロナがまた勢力を盛り返してきたのか、お店を開けている時間の短縮や、外出の自粛など、生活の動きが制

限されています。人の流れがせき止められ、空気や海などの汚れが減ったそうですが、人が生活するための環境

にも影響がでていることでしょう。もともと見えない空気に神経を使っていたのにもかかわらず、さらに、空気

が固くなってきて、さらに息がつまるようです。さまざまな糸が絡まり合い、まっすぐ歩こうにも、頭に足に絡

まった糸が纏わりつき、歩く足がなかなか前に進みません。 

 アブー・アル＝フサイン・バンダール・ブン・アル＝フサイン・アル＝スィーラーズィーは「おまえの自我（ナ

フス）と言い争うのではない。なぜなら、それはおまえのものではないからだ。それは、それを思いのままにな

し給うその所有者に任せておきなさい。」は言いました。 

 アブー・アル＝アッバース・アフマド・ブン・ムハンマ・ブン・サフル・ブン・アターゥ・アル＝アーダミー

は「あなたに尋ねたいことがあれば、なんでも、まず、学知の砂漠のただなかに求めなさい。もしそこで、見つ

からなければ、英知の場に求めなさい。もしそれでも見出せなければ、かれの唯一性（タウヒード）によって推

し測ってみなさい。これらの三つの場で見出せない場合は、それで悪魔の顔を引っ叩きなさい。」と言いました。 

 心に浮かぶ欲求や、思い付きや、悩みで解決できなければ、悪魔の顔をひっぱたき、そしてアッラーに頼れば

いいんだよ、と昔の人たちが言っています。悩みや、考え事を抱えてずるずる生きていると、足がとまってしま

うかに思えますが、アッラーにそのことはお任せしようと、別の頭の部分で思い続けていると、不思議と、足が

一歩、一歩と進みます。気楽なものです。 

 ツイッターの私のタイムラインにハビーバ中田香織さんの動画のURLを紹介するつぶやきが流れてきました。

（http://www.noora1.com/dawaah_in_japan_hi_play8.htm）さっそく動画を閲覧しました。アッラーだけを

崇拝するってことが、単なる宗教儀礼ではなく、日々の生活のなかで、アッラーいがいのものからの視線や意見

などから解放され、慈悲あまねくお優しいアッラーへの自然な感謝をもつことなのだということを思い出しまし

た。息苦しい日々は、じぶんがそう強いていたのかもしれません。 

アッラーが手をひっぱって最後まで導いてくださいますように。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 

 


