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３４３号 

 

アッサラームアライクム 

 ムスリム新聞読者のみなさん 

  日の出がはやく、朝の５時から、窓を開けると、つばめ、むくどり、ひよどり、すずめ、たくさんの鳥

の鳴く声が聞こえてきます。スーパーの入り口の軒下には、つばめが巣を作り、空き家の軒の下には、むく

どりが巣を作り、そのうちひな鳥が巣から顔を出す様子が見れるでしょう。インシャーアッラー。鳥の声を

聴きながら、どうぞ、新聞を広げてください。 
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クルアーン解説 

第３９章［集団］４１－４２節（１６） 

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。 

まことに、われらは人々のために、真実と共におまえに啓典を下した。そして導かれた者は己自身のためであ

り、迷った者、彼は己に仇して迷うのである。そしておまえは彼らの代理人ではない。（３９：４１） 

★ジャラーライン 

 『まことに、われらは人々のために、真実と共におまえに啓典を下した』の『真実と共に』は、『われは・・・

下した』を修飾します。 

 『そして導かれた者は己自身のためであり』「彼を導くことは、彼自身のためである」。 

 『そしておまえは彼らの代理人ではない』「それゆえ、おまえは、彼らに、導きへと強制することはできない」 

 

★イブン・カスィール 

 アッラー（至高なる御方かな）は、かれの使徒であるムハンマド（アッラーの祝福と平安あれ）に向かって、

『まことに、われらは人々のために、真実と共におまえに啓典を下した』と、語りかけ給いました。 

『啓典』つまり、「クルアーン」。 

『人々のために』つまり、「人間とジンのすべての被造物のために」。 

『真実と共に』つまり、「おまえ（ムハンマド）が彼らにそれ（真実）について警告するために」。 

『そして導かれた者は己自身のためであり』つまり、「そして、まことに、その利益は、己自身のもどるのであ

る」。 

『迷った者、彼は己に仇して迷うのである』つまり、「ほんとうに、その悪しき結果は、己自身に戻るのであ

る」。 

『そしておまえは彼らの代理人ではない』つまり、「彼らが導かれることの、役割を負っている者ではない」。 

慈悲あまねき慈悲深きアッラーの御名において 

まことに、われらは人々のために、真実と共におまえに啓典を下した。そして導かれた者は己自身のためで

あり、迷った者、彼は己に仇して迷うのである。そしておまえは彼らの代理人ではない。（３９：４１） 

アッラーは魂を、その死に臨んで召し上げ給う。また、死ななかった魂も眠りにおいて。そして、死を定め

た給うた魂を引き止め、別の魂は定めの期間まで送り返し給う。まことに、この中には熟考する民への諸々の

徴がある。（３９：４２） 
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 『おまえは警告者にすぎない。そしてアッラーはすべてのことに対し代理人であらせられる。』（第１１［フー

ド］１２節） 

 『おまえに伝達が課されているだけであり、われらに清算はある』（第１３章［雷］４０節） 

 

★クシャイリー 

 善をなし、その善行が彼自身のためである者、彼はそれを得ました。悪をなし、それで、その苦難が彼に仇を

なすものである者、彼はそれを得ました。 

 真実なる御方は、近づく者の服従行為によって美しく飾ることからも、そして、背き去る者の過ちによって、

価値が下がることからも、無関係で富貴なる御方であらせられます。 

 

アッラーは魂を、その死に臨んで召し上げ給う。また、死ななかった魂も眠りにおいて。そして、死を定めた

給うた魂を引き止め、別の魂は定めの期間まで送り返し給う。まことに、この中には熟考する民への諸々の徴が

ある。（３９：４２） 

★ジャラーライン 

『死ななかった魂も眠りにおいて』、「アッラーは召し上げ給う」。つまり、「かれは、眠りにおいて、それを召

し上げ給う」。 

『定めの期間』その死の時。 

『別の魂は定めの期間まで送り返し給う』そこで送り返されるものは、分別の魂です。その逆ではなく、生の

魂は、（体の中に）それなしに、留まることができます。 

『この中には』この述べられたものの中には。 

『諸々の徴』諸々の論拠。 

『熟慮する民』、彼らは、それらのことに対して力ある御方は、甦りに対しても力ある御方であらせられる、と

知っています。ですが、クライシュ族の不信仰者は、そのことについて、熟考しませんでした。 

 

★イブン・カスィール 

 次いで、アッラー（至高なる御方かな）は、高貴なるかれ御自身について教え給うために、かれが望み給うも

のを存在させ給うことに対して、かれが制限なくコントロールできる御方であらせられること、また、かれが派

遣し給うた、体から魂を掴み取る天使によって、大きい死と、また、睡眠時の小さい死において、それらを召し

上げ給うことを、知らせ給いました。 

 クルアーンの別の箇所で、かれ（称賛されし至高なる御方かな）は、『かれこそは夜におまえたちの魂を召し上

げ、おまえたちが昼に稼いだことを知り、それからそこでおまえたちを生き返らせ、定められた期限を満了させ

給う御方。そしてかれの御許におまえたちの帰り処はある。それからかれはおまえたちがなしたことをおまえた

ちに告げ給う。（６：６０）かれはかれのしもべたちの上に立つ支配者であらせられ、おまえたちに監査者たちを

遣わし、おまえたちの一人に死が訪れると、われらの使徒たちがかれを召し上げ、彼らは怠ることはない。（６：

６１）』（第６章［家畜］６０，６１節）と説明し給うています。 

アッラー（称賛されし至高なる御方かな）は、小さいもの、それから、多きものの順に、二つの死を説明し、

この第３９章４２節では、大きいものの、それから、小さいものの順に説明し、『アッラーは魂を、その死に臨ん

で召し上げ給う。また、死ななかった魂も眠りにおいて。そして、死を定めた給うた魂を引き止め、別の魂は定

めの期間まで送り返し給う』と仰せになりました。この一節は、イブン・マンダフ他が伝える、預言者に帰され

る伝承にもあるように、それ（魂）が天上の天使のもとに集うことを、示唆しています。 

アル＝ブハーリーとムスリムが伝える正当伝承の中に、アブー・フライラ（アッラーのご満悦あれ）から伝わ

る次の伝承があります。 
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アッラーの使徒（アッラーの祝福と平安あれ）は言われた。「おまえたちの一人が、その者のベッドで寝ようと

する時は、それを、彼の腰巻の端で掃い、その上に残っているものがあることを確認しなければ、「わが主、あな

たの御名によって、私は、私の脇腹を置きました。そして、あなたによって、それをわたしは起こします。もし、

あなたが私の魂を引き止め給うのであれば、その魂に慈悲をかけ給まえ。もし、あなたがそれを送り給うのであ

れば、あなたが、あなたの正しきしもべをそれによって守り給うところのものによって、それを守り給え。」と言

え」 

かれの御言葉『死を定めた給うた魂を引き止め』それは、すでに死んでしまっています。そして、かれは、も

う一方を、定めの期間まで、送り返し給います。『定めの期間』について、アル＝スッディーは、「その期間の残

りまで」と説明しています。イブン・アッバース（アッラーのご満悦あれ）は、「かれは、もろもろの死の魂を、

引き止め給い、もろもろの生の魂を送り返し給い、そして、かれは、間違い給うことはない」と説明しています。

『まことに、この中には熟考する民への諸々の徴がある』 

 

★クシャイリー 

 アッラーは、（低俗な）魂の死の時、もろもろの（善良な）霊を、そして、その（低俗な魂）の眠りの状態にお

いて、もろもろの（低俗な）魂のうち死ななかったものを、掴み給います。それ（低俗な魂）が寝ると、かれは、

その（低俗な魂）のもろもろの（善良な）霊を掴み給います。また、死の状態におけるもろもろの（善良な）霊

の掴みは、体の中にある精妙なるもの、つまり、（善良なる）霊の排出によります。そして、感覚と理解の場にお

いて、知覚と学知の代わりとして、無知と不在を創り給います。かれが、感覚と学知を消滅させる死の際に、も

ろもろの（善良な）霊を掴み給うとき、かれは体の諸々の部分に、生の代わりに死を創り給います。睡眠の後、

もろもろの（善良な）霊が、体に戻る時、かれは知覚の場に、もろもろの理解を創り給いました。それで、その

人間は、醒めた者となります。また、アッラーが（善良な）霊の眠りの状態においてそれを掴み給うことを、も

ろもろの伝承が語っています。この状態は（一様ではなく）諸々の段階に分かれます。それゆえ、まことに清浄

な状態で掴まれた（善良な）霊は、玉座に挙げられ、アッラー（至高なる御方かな）に向かって、跪拝します。

それには、もろもろの情報があります。そして、それについて、さまざまな語りがあります。アッラーこそが最

もよくご存じであらせられます。 
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今月の解釈に出て来た寝る時に言う祈りの言葉の一つ： 

بِاْسِمَك َرب ِي َوَضْعُت َجْنبي، َوبَِك أَْرفَعُهُ، إِْن أَْمَسْكَت نَْفِسي فَاْرَحْمها، وإِْن أَْرَسْلتََها، 

الِحينَ   فَاْحفَْظَها بَِما تَْحفَُظ بِه ِعبادََك الصَّ

「わが主、あなたの御名によって、私は、私の脇腹を置きました。そして、あなたによって、それをわたしは起

こします。もし、あなたが私の魂を引き止め給うのであれば、その魂に慈悲をかけ給まえ。もし、あなたがそれ

を送り給うのであれば、あなたが、あなたの正しきしもべをそれによって守り給うところのものによって、それ

を守り給え。」 

 

👀見てみようアラビア語 
クルアーン第３９章４１節から 

بَِوِكيٍل. ِهم  َعلَي   تَ َوَما أَن    

そしておまえは彼らの代理人ではない。 

  

 

 وَ 

そして 

 

 َما

～ではない 

 

تَ أَن    

おまえ 

 

 

ِهم  َعلَي    

ِهم   َعلَي    

彼ら に対して 

 

 بَِوِكيلٍ 

َوِكيلٍ  بِ   

代理人 

 

🐦  
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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１８回 

訳著：アーミナ      

 

聖クルアーン 日亜対訳注解：https://bit.ly/3dDxZt8 

 

◆ 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： 

 

６．預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)のお優しさ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クルアーン イムラーン家章 １５９節 

 

このアーヤでアッラーがおっしゃっているように、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)はどんな人

に対しても大変お優しく、偉ぶったりなさらない謙虚なご性格でした。 

 

迫害を逃れてマッカから命からがらマディーナの街にヒジュラ（遷都）をしたムスリムたちの元に、ムスリム

たちを壊滅させようとマッカから２万人の軍がマディーナに攻めてきたとき（ハンダクの戦い）その大群と戦う

には少人数だったムスリムたちは、マディーナの周りに堀（ほり、塹壕（ざんごう））を掘って敵が来るのを防

ぐ作戦をとりました。預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)はイスラーム国の長であり、軍の指揮官で

したが、サハーバ(彼らの上にアッラーのご満悦あれ)たちと一緒になって、土にまみれて堀の土運びをし、彼ら

と共に働きました。作業中、皆、空腹を抑えるためにお腹に１枚の石を巻いていましたが、預言者様(彼の上にア
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ッラーの祝福と平安あれ)のお腹には２枚の石が巻きつけられていました。そのときに預言者様(彼の上にアッラ

ーの祝福と平安あれ)が詩を詠って周りを励ましていた様子がハディースにあります。 

 

《アハザーブの日、アッラーの使徒は私達と一緒に土を運んでいた。そのとき土が彼の腹の白さを隠していたが、

その間に彼は次のような詩を吟唱(ぎんしょう)していた。 

「アッラーに誓って、もしあなたがいなかったならば私達は正道に導かれなかったでしょう。 

また私達はサダカを納めることもなかったでしょうし、礼拝をすることもなかったでしょう。 

私たちに平静(へいせい)さをお授けください・・・》ムスリム伝承 

 

また、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)は誰に対しても同じように謙虚で優しく振舞われ、奴隷

たちが道端での食事に招待した時でさえ、快く受け入れて一緒に道端に座って同じものを召し上がっていらっし

ゃいました。 

 

《アッラーの使徒さま（彼にアッラーの祝福と平安がありますように）は病人を見舞っていました。また葬儀に

追従しました。また、奴隷からの招待をお受けになっていました。またロバにお乗りになっておられました。 

（・・ハディースには続きがあります）》イブンマージャ伝承 

 

７．預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の目 

 

預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の目は、何をご覧になっていたでしょうか？アッラーがお嫌い

になられるような、人の欠点やアウラ（他人に見せない部分:同性同士もおへそから膝は見せない（夫婦間は例

外）） を見ていたでしょうか？私たちの目を、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)が見ていたもので

浄化しましょう。私たちの目が、両親を尊敬と慈悲の目で見ることはアッラーへの崇拝行為となるほど大きな報

償があります。また配偶者やお子さんを愛情を持って見ること、クルアーンを見ること、他の人たちを慈悲の目

で見ること、貧しい人たちを慈愛と慈悲の目で見ること。 

 

心の内側の目はどうでしょうか。預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)が、他の人を心の内側で蔑ん

だでしょうか？預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)はおっしゃいました。 

 

《悪い人の価値というのは、他のムスリム兄弟を蔑むことで十分です。》イブンマージャ伝承 

 

財産、地位、人の尊敬、家系、服、持ち物、家、車、この世のすべて、それは、私たちの試験であって、それ

によって人を蔑むものではありません。それをアッラーから預かったことで、よりアッラーを畏れるべきもので

す。もしこの世のものの何かによって自分が人より優れていると思ったら、明日には自分はそれらのものをすべ

て残して墓の中に１人でいることを思い出しましょう。もしこの世のものでなく、来世の善行によって自分が人

より優れていると思ったら、善行において人類の長である預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)がそれ

によって自尊心を抱き、人を蔑んだかを思い出しましょう。 
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ある日、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)は、アッラーからウフドの山ほどの金塊を与えようと

言われ、こうおっしゃいました。 

 

《いいえ、私の主よ。私はある日は満腹になり、ある日はお腹を空かせます。空腹の時には、あなたに対して謙

虚になり、あなたを唱念します。また満腹の時には、あなたを讃え、あなたに感謝します。》ティルミズィー伝

承 

 

別のハディースでも、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)はこうおっしゃっています。 

《本当に私は、（アッラーの）しもべです。奴隷が食べるように食べ、奴隷が飲むように飲みます。》 

バイハキー伝承（弱ハディース） 

 

《アッラーよ、どうか私を貧者として生かしてください。そして、貧者として死なせてください。 

そして、貧者たちの集団に復活させてください。》イブンマージャ伝承 

 

預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)に従ったサハーバ達(彼らの上にアッラーのご満悦あれ)は、社

会的な弱者である奴隷や貧者が多く、また私たちが尊敬する預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の奥

様は、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)がイスラーム帝国の長として国を統治なさっていた時でさ

え、３日以上白いパンを食べたことがなかった、とおっしゃっています。それなのに、私たちはどうやって、こ

の世の何かを人より多く持っていることで、他の人たちを蔑むことができるでしょうか。アッラーへの畏怖の念

から流す涙で、私たちの目の汚れをきれいに浄化しましょう。 

 

《すべての目は最後の審判の日に泣くでしょう。ただ、アッラーへの畏怖の念から涙を流した目以外は・・。》 

アッラーフィイー伝承 

 

 

 

🐦  🐦 
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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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東南アジアのシャーフィイー派 第 ４６回

―フィリピンのシャーフィイー派④― 
アフマド塩崎 

 

前回は、フィリピンのムスリムが、スペインや米国による植民地統治下で、南部へ追いやられていったこ

と、抵抗運動が続き、「モロ」という民族としてまとまろうとしたことなどについて書きました。現在は、ミ

ンダナオ島にムスリムの自治区もできています。しかし、フィリピンに住むおよそ 500 万人のムスリムは各地

に散らばって住んでいて、ミンダナオも含めて、マイノリティの立場にあります。ミンダナオ島を含めて、キ

リスト教徒の方が多くなっていて、ムスリムが多数を占めるのは、スールー諸島のような比較的小さな島に限

られます。 

今回は、フィリピンが独立して今の国になってから、現在までを見ていきたいと思います。フィリピンとい

う国ができてからも、シャーフィイー派の法学が学ばれ、必要に応じて質問への回答（ファトワー）を出し、

ムスリムが生活の中でイバーダの実践ができるように整備が進められてきました。 

20 世紀のフィリピンのウラマーにアフマド・バシール（1919～1989）という人がいます。この人は 1950

年代に 3 年間マッカで学びました。この世代の人はまだ、マッカで学ぶ方が主流でした。今ではエジプト、特

にアズハル大学で学ぶ方が多くなっています。アズハル大学で学ぶフィリピン人は 400 人程度で、それぞれ 5

千人を超えるインドネシアやマレーシアと比べると少ないです。 

アフマド・バシールはフィリピンに帰国後、イスラーム宗教協会という団体をつくり、イスラーム学校の振

興にその生涯をささげました。ミンダナオの都市マラウィにあるミンダナオ・ムスリム大学や数多くのマドラ

サがフィリピン各地につくられ、連携していくのをサポートしました。 

ハッジに行く人の割り当てや、ワクフの登録などは、マレーシアだと各州のイスラーム宗教評議会が、イン

ドネシアでは宗教省がやっています。フィリピンでは、フィリピン・ムスリム国家委員会というところがやっ

ています。この委員会は、大統領の直属で、ムスリムに関わる行政について統括し、大統領を補佐する機関で

す。カンボジアでもイスラーム高等評議会という、似たような機関（カンボジアのムフィティが長を務めてい

ます）がハッジの管理などを統轄していますが、フィリピンやカンボジア、タイといったムスリムの人口が

5％くらいの国だと、政府のトップの直属機関としてこういう機関がつくられて、そこがイスラームに関わる行

政を担当する、というやり方をしています。 

欧米では、基本的には政府が宗教に介入しないことになっているので、イスラームに関わる活動を管理する

公的機関はありません。ただし、最近のフランスなどでは、ムスリムを放置しておけないと考える政府が、管

理のための機関をつくろうとしてきました。 

東アジアでは、中国を含め、東南アジアでも、ムスリムが数％程度のマイノリティの国では、政府にムスリ

ムの活動の管理をする部署があり、そこにムスリムも参加して政府との関係を調整するようになっています。

これは、ムスリムが政府から管理されるということですが、政府から見ると、ムスリムを管理下に置けている

のでムスリムを過度に警戒する必要がない、ということにもなります。ムスリムが圧倒的にマイノリティであ

る国で、ムスリムがこういう管理された状態に置かれることは良いことなのか悪いことなのか、微妙なところ

です。政府がムスリムの活動に対してある程度の予算をとって支援するということもあります。 

日本の場合、欧米風の世俗的な国ということになっているので、今のところ、政府が宗教のことには介入し

ない、というのが原則でしょう。日本政府が積極的にイスラームに関わる活動を支援することも管理すること

も、まず無いでしょう。これが韓国、台湾を除く東アジア諸国であれば、宗教が政府の管理を全く受けないと

いうのは考えにくいことで、ムスリム諸国の出身者にも理解しがたいことでしょう。 
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フィリピンでは、1970 年代から、サウディアラビアなどのアラブ湾岸諸国に出稼ぎに行く人が増えまし

た。これは、ムスリムに限りません。最近だと、サウディアラビアでは 100 万人ほどのフィリピン人が働いて

います。フィリピンのムスリムの間でサウディアラビアの影響が大きくなり、キリスト教徒のフィリピン人で

もサウディアラビアに行ってから入信する人が増えました。 

フィリピンでは、キリスト教徒がイスラームに入信することを「イスラームに帰る（Balik Islam）」といい

ます。フィリピンでは、キリスト教徒が増えたのはスペインに植民地化されてからで、もともと自分たちの先

祖はムスリムだった、という意識からそのようにいうのでしょう。イスラームに帰った入信者たちは、20 万人

はいると見られていて、サウディアラビアの団体などから、モスクや学校だけではなく、住宅なども含めて生

活面でもかなり大規模な支援を受けています。彼らは、マニラなどではかなり大きなコミュニティをつくって

います。こういう入信者たちが、ミンダナオ島などのモロ民族のムスリムと仲間意識を持っているかという

と、距離感があります。彼らの知っているムスリム社会がサウディアラビアなどで見たものであり、フィリピ

ンに帰ってからもサウディアラビアなどからの全面的な支援を受けている、ということもあるでしょう。ミン

ダナオにはミンダナオの諸言語があって、言葉が違うということもあります。新しい入信者たちと先祖代々続

くムスリムたちが一緒にやっていくのはそれほど簡単ではないというのは、欧米を含め、いくつもの国で見ら

れることです。 

次回は、これまで全く書いてこなかったムスリムがマジョリティの国、ブルネイについて少し見ていきたい

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（１４） 

カリフ制の再興／大地の解放を目指して 

ハサン中田 

 

１４．現代の偶像神：配偶神「マモン」 
 

 確かに「法人」という擬制は便利な発明ではあるが、それが偶像であること、なぜイスラームが偶像崇拝を

禁止しているのかを改めて考える必要がある。「国家」が西欧の偶像の主神であるとするなら、その配偶神は、

「紙幣」である。 

 イスラームは、現世を否定せず、衣食住や性などの自然的欲望の禁欲を説かない。しかしイスラームは実体

を持たないもの、本来、実体の代わりとなる「名」、「記号」への欲望を物神崇拝として断固拒否する。欲望の

対象の記号化の最も抽象化された形態は古来貨幣であった。実体への欲望が、限りがある、食べ尽くせる食物

の量、身に着けられる衣服の枚数、体を横たえられる住処の広さには限界がある。しかし最初から使用価値を

持たない貨幣が欲望の対象となる時、決して欲望が満たされることはなく、無限の欲望の肥大化、蓄財の自己

目的化が生ずる。これが「人は神に仕えると同時にマモンに仕えることはできない」（マタイ６：２４、ルカ１

６：１３）と、預言者イエスが警告したところの物神崇拝である。現代資本主義においては金銀との兌換性を

放棄した不換紙幣が通貨となり、通貨は「金」の希少性という自然的制約すら失い、仮想空間において文字通

り無限に肥大化する。実体を失った記号に踊らされる肥大化した欲望が、マモンに仕えて奔走する姿を我々は

バブル経済の破綻によって目の当たりにしている。 

 イスラーム法が利子の取得、貨幣が貨幣を生むこと、即ち貨幣がモノを離れて記号化し自己増殖することを

禁ずることは広く知られている。「預言者は後払いの債務による後払いの債務を禁じられた」とのハディース

（アル＝ダーラクトゥニー、アル＝ハーキム、アル＝タバラーニー）により、イスラーム法は利子だけでな

く、債務による債務の売買を禁じている。（注１）それゆえイスラームにおいてはすべての投機が禁じられてい

ることにある。というのは現代資本主義における通貨は銀行券であり銀行券は証券であり、証券による証券の

売買は、債務による債務の売買にあたるからである。 

 そもそもイスラームにおける正貨は金銀のみであり、銀行券を強制通貨「紙幣」として使用することは許さ

れない。金銀本位制こそ、イスラームの通貨制度なのである。 

 利子の禁止が、欲望の記号化に対する個人のレベルでの法的なブレーキであるとすれば、金銀本位制が国家

レベルでのブレーキとなる。 

 正貨の裏づけのない紙幣の問題を別にしても、そもそも利子を組み込んだ国際通貨制度の枠組み内で営業し

ている銀行という商業形態そのものが、イスラームの教えに根本から反しているのであり、「イスラーム法には

イスラーム銀行の余地は無い」（注２）。また「イスラーム銀行などという発想は特に悪質である。それはムス

リムが今日の諸問題に答えを出すのをかえって妨げるため普通の銀行よりもなお悪い」（注３）と言われるよう

に、巷間イスラーム銀行、イスラーム金融などと呼ばれているものは、ムスリム大衆を欺くまやかしに過ぎな

い。 

 紙幣は紙切れに過ぎないが、人がそれを信じ崇める時、人を奴隷とし支配する偶像神と化す。金銀の裏づけ

のない紙幣は、「国家」の意のままに印刷され、巨万の富が動く。それを支配しているのはドルやユーロという

世界「紙幣」を発行している欧米なのである。イスラームが金銀のみ正貨と認め、正貨同士について等価の現

物取引以外を「リバー」として厳禁しているのも、イスラームの根本教義である偶像崇拝の禁止の帰結であ
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る。（注４） 

 世界経済の危機に、利子を禁じ金銀本位制と取るイスラーム経済だけが有効な処方箋を提供できるのであ

る。（注５） 

 カリフ政権と「イスラームの家」というイスラームの政治理念の大枠から目を逸らした「領域国民国家」内

でのイスラーム法の施行が無効であったのとちょうど同じように、金銀本位制というイスラーム経済の基礎を

不問に付した「イスラーム銀行」、「イスラーム金融」も不毛な試みに過ぎない。 

 我々は現代世界を支配する二大偶像神、「国家（リヴァイアサン）」と「紙幣（マモン）」の呪縛から先ず自ら

を解放する必要があるのである。 

 

（注１）Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islami wa adillatu-hu, vol.8, Damascus, 1997, p.3404. 

 Rais Umar Ibrahim Vadillo. The Return of the Islamic Golden Dinar, 2002,Kuala Lumpur, p.31. 

（注２）Ibid., p.28. 

（注３）Ibid., p.8. 

（注４）イスラームの正貨については以下を参照。Nuradlli RizwanShah bin Mohd Dali, Bakhtiar Alrazi, 

Hanifah Abdul Hamid, The Mechanism of Gold Dinar, 2004, Kuala Lumpur, Rais Umar Ibrahim Vadillo, 

The Return of the Islamic Golden Dinar, 2002, Kuala Lumpur. 

（注５）「利子の禁止と紙幣の発行の制限が共に考察されるとき、初めて我々はムスリム共同体と世界に回答を

提供できるだろう」Vadillo, op.cit., p.8. 

 

 

  

 

🐦 🐦 🐦 🐦
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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 

２２．イスラームの柱：ハッジ（巡礼）  

 

 ハッジ、つまりマッカへの巡礼、イスラームの５つの柱のひとつです。ハッジができるムスリムは、一生のう

ちに一度は、マッカへの巡礼をしなくてはなりません。ハッジは、巡礼にあたるアラビア語です。 

 

 マッカへ入る前に、巡礼者は、「イフラーム」と呼ばれる特別の衣服に着がえなくてはなりません。これは、ア

ッラーの御前では、だれでも平等であることを示しています。 

 マッカの聖モスクに着いたら、巡礼者は、カアバを７回歩いて廻らなければなりません。これは、「タワーフ」

と呼ばれます。次に、巡礼者は、「サファー」と「マルワ」と呼ばれる２つの丘の間を、７回走ります。この走る

ことを、アラビア語で「サアイ」と呼びます。 

 

 それから、巡礼者はアラファの丘へ行きます。そこは、マッカから約１５Km くらい離れています。ハッジを

終えたら、巡礼者は、イフラームをぬいで、いつもの服装に着がえます。そうして、聖なる場所の思い出ととも

に、家に帰ります。ハッジについては、あとでもっとくわしく学びましょう。 

 

練習 

次の質問に答えましょう 

 

１．ハッジとは、なんですか？ 

 

２．ムスリムは、ハッジには、どこに行きますか？ 

 

３．ハッジに行くことは、すべてのムスリムの義務ですか？ 

 

４．イフラームとは、何のことですか？ 

 

５．タワーフとは、何のことですか？ 

 

６．サアイとは、どういう意味ですか？ 

 

７．アラファの丘は、どこにありますか？ 

 

🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 
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📚 おすすめ読み物 

🥚『やさしい神さまのお話』中田考監修、中田香織著、山本直輝序文、百万年書房 

 村上春樹の小説に出てくるような、ひとり深い井戸の底の闇の中で、ローソクの火を消して、じっとしている、

この本を読むということは、そういう体験です。地上の光浴びた世界で、辛いこと、理解に苦しむことに直面し

た時、そっと部屋の扉を閉じて、ひとりこの本を読むと、静かな時間が流れます。私には、まだまだ、この本に

出てくるような、「確信のきざしをじぶんのうちに感じ取り、それを味わう」（同書３８ページ）は体験したこと

のないことで、説明しようがないのですが、そんな心が温まる体験がこの世にはあるのだと、知ることができま

した。もっともっと深い井戸を掘って、じっとそこに座っている時間が私には必要なようです。どうぞみなさん

も心の静けさを体験してみませんか。 

 

🥚『十二世紀ルネサンス』伊藤俊太郎著、講談社 

 イスラームでは、学ぶこと、知識を高く評価します。この本には、学ぶ者の、謙虚さと、根気強さ、知識への

深い愛情を感じます。特に第６講では、さまざまな言語を使い、文字の解読も困難な一次資料を用い、小さい事

実について確かめるために、己の人生の長い時間を費やした、著者の様子がよく分かります。 

 過去の帝国において、さまざまな宗教、民族がともに政治を担い、多様な人々の交わることで、知識は深まり

ました。一部の地域で迫害された人々が、別の地域に移住し、移住した土地に新しい情報をもたらし、それを受

け入れるだけの許容力のある人々によって、その知識がより複雑に高度になった様子が、この本で描かれていま

す。十二世紀ルネサンスは、ヨーロッパがそのほかの地域から、新しい知識を取り入れ、それを深めていった様

子が描かれつつ、それ以前には、中東、中央アジアにおいても、ヨーロッパから逃げて来た人々がその土地に、

新たな知識をもたらした様子が描かれています。 

 最後の、第７講では、ロマンチック・ラブについてのお話ですが、女性が男性から一方的に獲得されるような

存在から、敬う心をもって男性から求められる存在へと、変わっていく状況が説明されています。現代の西欧の

ドラマでは、異性間での愛情が、私欲からくるものではなく滅私的な高尚なものとして取り上げられるのは、イ

スラームの考え方が、ヨーロッパに伝わったのがもとではないのか、という一つの説が説明されています。私に

は、「そうなのか！」と、新しい見方を教えられて、愛について、考え直すよい機会となりました。 

 なかなかこの本を読み通すのは、内容が難しくて私には大変でしたが、たくさんのことをこの本から学ぶこと

ができました。アル＝ハムドリッラー。 

 

お知らせ 

誤字の訂正（ムスリム新聞社・アーリファ松山） 

 

先月号の編集後記に誤字がありました。 

＞入館施設で収容中だったスリランカ人女性 

「入館施設」は、正しくは、入管施設です。 
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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） 

 夏が近づき、寒い冬を忘れるほど暖かく、昼間は暑くてエアコンを入れる日もあります。何か食べ物を植えて

みようと、トマトの苗をプランターで育てることにしました。今は梅雨の季節なので、一日中雨が降る日も多く、

水やりの仕事をしなくても、勝手にトマトが育っています。アル＝ハムドリッラー（アッラーに称賛あれ）。 

先日、飼っていた和金金魚が、とつぜん体調を崩し、そのままアッラーの御許にかえっていきました。スーパー

で売っている死んだ鯵はただの物のように、とくに自分の心を動かすこともないのに、私と日々一緒に生活をし

ていた金魚が苦しい様子で横たわっていたり、死んでしまうとなぜか悲しくなります。人の心とはなんとじぶん

勝手なものなのでしょうか。 
歴史中国ドラマ『明蘭』を、このごろは見ていますが、これは中国の宋時代、文官の下級役人の側室の娘が、

たくさんの彼女の家族と、たくさんの彼女の家の使用人と中で、さまざまな策謀を乗り切って、生き抜く話です。

それぞれの人の関係性や、思惑による、複雑な策謀によって、問題が起きます。 

もっとも巧妙な策士は、人を送り込んだり、お金を与えり、自分の姿を現さずに、巧みに形勢を動かします。

さらに、その策士は、動かしたい相手の性格をよく知っていて、その人がどんな状況に今あるのかを、知り尽く

しているので、狙われた人は、いとも簡単に罠にはまります。今月のクルアーン解説で、『善をなした者は、己

のためであり、悪をなした者は、己に仇をなしたのである』（第３９章４１節）とあります。この現世は、アッ

ラーのさまざまな策がめぐらされていますが、自分の得になるからと、悪事は働くことを準備されているところ

に、自ら飛び込んでいけば、その時は自分に得になったとしても、結局は悪をなしたことによる破滅の結末が待

っています。反対に、自分が得をするために、悪事を働く場所が用意されていたとしても、悪よりも善を好む心

さえあれば、悪をはたらかずにすみます。結局、舞台が準備されていたとしても、そこに飛び込むのは、己自身

です。シャイターンは、アッラーの御許で、高慢からアッラーの命を拒否し、さらに、現世で、最後の審判まで、

アーダムの子孫を悪へとそそのかし続けると主張しました。そしてさらに、来世で、懲罰の火獄の中で苦しめら

れている時に、アッラーから反省すれば助けると言われても、決して、じぶんの悪事を認めません。そのように

して、シャイターンは、現世、来世で、悪事を働き続ける役目を、アッラーによって定められました。 

アッラーが、善を好む心を、私たちに与えてくださいますように。 

ドラマを見ていると、それが作り物だと、はっきり分かっていても、そのドラマの中の登場人物のように、悲

しみ、喜び、怒る感情が、私たちには沸きます。それが、アッラーに計画され、創られた、実際に、じぶんが演

じているこの現世であれば、なおさら、喜んだり、悲しんだり、怒ったりしながら生きていくのでしょう。人の

心とは不思議ですね。 

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 


