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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。 

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］４～６節（２） 

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 

アッラーの諸々の徴について論争するのは信仰を拒んだ者たちのほかにいない。それ

ゆえ、彼らの諸国の往来がおまえを惑わすことがあってはならない。（４０：４） 

彼ら以前にもヌーフの民が嘘と否定し、彼らの後にも諸党派が。そしてどの共同体も彼

らの使徒を捕らえようともくろんだ。そして、虚偽によって議論し、それによって真実を

無効にしようとした。そこで、われらは彼らを捕らえたのである。それで応報がいかなる

ものであったことか（４０：５） 

そしてこのように、「彼らは獄火の輩である」との、おまえの主の御言葉は信仰を拒ん

だ者たちの上に実現した。（４０：６） 

 

アッラーの諸々の徴について論争するのは信仰を拒んだ者たちのほかにいない。それゆえ、彼らの諸国の往来

がおまえを惑わすことがあってはならない。（４０：４） 

 

★ジャラーライン 

 『アッラーの諸々の徴』とは、クルアーンです。 

 『信仰を拒んだ者たち』とは、マッカの住人のうちで（『信仰を拒んだ者たち』）です。  

 『彼らの諸国の往来が』とは、「糧を求めて、安全に、（彼らが往来することが）」ということです。（『惑わすこ

とがあってはならない』）なぜなら、彼らの結末は、火獄だからです。 

  

★イブン・カスィール 

 かれ（至高なるかな）は「明瞭なもの（クルアーン）と証拠が提示されたならば、真理を退けてはならず、そ

れについて議論してはならない」と、仰せになりました。 

 『信仰を拒んだ者たちのほかには』つまり、アッラーの諸々の徴、かれの諸々の論拠、かれの諸々の証拠につ

いて議論する者たち（のほかには）、ということです。 



 『彼らの諸国の往来がおまえを惑わすことがあってはならない』つまり、彼らの諸々の財産、彼らの幸せ、そ

して彼らの輝きの（往来が）、ということです。かれ（威厳を具え、至高なる御方かな）が次のように仰せになっ

た通りです。 

『信仰を拒む者たちの諸国での活躍がおまえを惑わすことがあってはならない。わずかな享楽であり、それか

ら彼らの棲家は火獄である。またなんと悪い臥所であるか』（第３章［イムラーン家］１９６，１９７節） 

 『われらは彼らをわずかばかり楽しませ、それから彼らを過酷な懲罰へと強いる』（第３１章［ルクマーン］２

４節） 

 

★クシャイリー 

 諸々の証拠（burhān）が明らかとなり、明瞭なもの（bayān）が明かされたならば、曇りなき知性はそれへの

応答と信仰へと屈服します。 

一方、不信仰者は、頑固であることに執着し、不運にも多神崇拝を犯します。それゆえ、彼らは、自らに公正

な扱いをすることができません。 

 同様に、アッラーの聖者（’awliyā’）に聖性を認めず、彼らへの否定に固執し、心で彼らを拒絶し、諸々の奇跡

（karāmāt）を否定するために議論し、そして、諸々の徴（’āyāt）の一つとしてのアッラーの崇拝者たちをアッ

ラーによって授けられなかった者たち、彼らは、彼らが優れているのか、それとも彼らが劣っているのか判別で

きません。いずれ、彼らについて、多くのことが世に知られるようになるでしょう。 

 

彼ら以前にもヌーフの民が嘘と否定し、彼らの後にも諸党派が。そしてどの共同体も彼らの使徒を捕らえよう

ともくろんだ。そして、虚偽によって議論し、それによって真実を無効にしようとした。そこで、われらは彼ら

を捕らえたのである。それで応報がいかなるものであったことか（４０：５） 

 

★ジャラーライン 

 『彼らの後にも諸党派が』とは、アードの民、サムードの民、その他の民のことです。 

 『彼らの使徒を捕らえようと』つまり、「彼を殺そうと、もしくは、彼に怪我を負わそうと」。 

 『それによって真実を無効にしようとした』つまり、「（真実を）抹消しようとした」。 

 『われらは彼らを捕らえた』つまり、懲罰によって（『われらは彼らを捕らえた』）。 

 『応報』それは、彼らに与えられるもので、起きるべくして起きました。 

 

★イブン・カスィール 

 次いで、アッラー（至高なる御方かな）は、アッラーの預言者であるムハンマド（アッラーの祝福と平安あれ）

の民のうち、彼を嘘つき呼ばわりする者たちの虚偽について、彼を慰めて、彼以前の諸々の預言者たちのうちに、

彼の模範があることを伝え給いました。ほんとうに、それらの共同体は、彼らの預言者を嘘つき呼ばわりし、敵

対し、そして、彼らの（民の）うち少しの者を除いて、彼らの預言者を信じませんでした。 

 それゆえ、アッラーは『彼ら以前にもヌーフの民が嘘と否定し、彼らの後にも諸党派が』と仰せになりました。 

 『ヌーフ』彼は、アッラーが遣わし給うた最初の使徒で、さまざまな偶像に仕えることを禁じました。 



 『彼らの後にも諸党派が』つまり、「あらゆる共同体にも（諸党派が）」。 

 『そしてどの共同体も彼らの使徒を捕らえようともくろんだ』あらゆる可能な手段で彼らの使徒の殺害を試み、

彼らのなかには、彼らの使徒を（実際に）殺害した者もいました。 

 『そして、虚偽によって議論し、それによって真実を無効にしようとした』つまり、彼らは、明々白々な真理

を論破するために、もっともらしい議論を持ち出しました。 

 かれの御言葉（威厳を具えたかれの偉大さかな）『そこで、われらは彼らを捕らえたのである』とは、「われは、

彼らがなしたその諸々の過ちと重大な諸々の罪ゆえに、彼らを滅ぼすのである」ということです。 

 『それで応報がいかなるものであったことか』つまり、「それで、われらがかつて彼らへ与えた甚だしく激痛の

懲罰と戒めは、どのようにおまえに伝えられたのか」ということです。（クルアーン解釈者）カターダは「アッラ

ーに誓って、それは、たいへん激しいものであった」と説明しています。 

 

★クシャイリー 

同様に、不信仰者たちのうち絶えた者たち、彼らの習慣は、使徒たちを嘘つき呼ばわりすることでした。しか

しながら、アッラー（超越せしかな）は、彼らについて復讐をし、彼らの不信仰ゆえに、彼らを消し去り給いま

した。 

 この道（スーフィーの道）について否定する者は、それを議論することを言明し、それによってアッラーへと

近づき、彼の良い行いと敬神行為の一つとして彼の出来事を、アッラーの聖者たちの中に見出します。しかしな

がら、アッラー（超越せしかな）は、ただちに彼らがいた場所から彼らを追放し、その意味を彼らから妨げ、そ

の意味を彼らに禁じることによって、彼らを罰し給います。 

 

そしてこのように、「彼らは獄火の輩である」との、おまえの主の御言葉は信仰を拒んだ者たちの上に実現し

た。（４０：６） 

 

★ジャラーライン 

 『おまえの主の御言葉』とは、『必ずやわれは火獄を・・・満たすであろう』（第１１章［フード］１１９節、

第３２章［跪拝］１３節です。 

 『「彼らは獄火の輩である』つまり、『おまえの主の御言葉』の言い換えです。 

 

★イブン・カスィール 

 つまり、「懲罰の言葉（アッラーの御言葉）が、先の諸共同体のうち信じなかった者たちに実現したように、同

様に、ムハンマドよ、おまえを終始嘘つき呼ばわりし、背き嘘つき呼ばわりする者たち、彼らの上に実現したの

である。なぜならば、おまえを嘘つき呼ばわりした者どもは、おまえ以外の者（つまり他の預言者たち）を真実

として認める確証はないからである。アッラーが最も良くご存知であらせられる」ということです。 

 

★クシャイリー 

 しもべに対して、アッラーの決まりが不幸を結論付けたならば、助言など彼に与えられる多くのものは彼の益



しません。ほんとうに、アッラーは、しもべのことにおいて、圧倒する御方であらせられます。不幸の手が捕え

た者を、努力や奮闘はその刃から開放することはできません。 

 

見てみようアラビア語 

クルアーン第４０章５節 

 

َفََكاَنَِعقَابَِيَ فَكََ  
（意訳）それでわが応報がいかなるおのであったことか。 

فََيَ فَكَََ←فََيَ كَََ+َفَ  

（疑問詞）      （接頭辞）  

 How         then         

いかに     それで 

 

 َكانََ
（be動詞）      

                                                      is 

ََََََََََِعقَابَِ  

（名詞） 

わが応報 

 

 

 

 

イスラーム関連書籍 

新刊！ 

『クルアーン入門』  

小布施 祈恵子、 後藤 絵美、 下村 佳州紀、 平野 貴大、法貴 遊 共著 

 松山 洋平 編 

作品社  

 

さまざまな観点からクルアーンを論じた一冊です。 

こんな視点からクルアーンを読んでみるのはどうだろうか、と話し掛けられている気分になれます。 

 

 

 

 



 
東南アジアのシャーフィイー派 第 1８ 回 

― 東南アジアのデーオバンド派とインドからの影響 1 ― 
  

アフマド塩崎悠輝  

 

  前回は、マレー半島のクランタンについて、農村社会のムスリムの暮らしについて、また、クランタンでポンドックと呼ばれ

るイスラームについて学ぶ場がどのように増えていったのかについて書きました。マレーシアの中でもクランタン州でシャー

フィイー派法学の学問を教え、学んでいくのが盛んになっていったことについても書きました。この連載は、東南アジアのシ

ャーフィイー派について書いていて、それだけでも書くべきことが山のようにあるのですが、シャーフィイー派のことだけを書

いてもシャーフィイー派のことをよく伝えられるわけではありません。それぞれの時代の社会や経済、国のあり方もその時代

のシャーフィイー派のあり方に関係しています。それに、シャーフィイー派の法学はシャーフィイー派の法学だけで存在してい

るわけではなく、あくまでイスラームの知識全体の中に位置しています。当然、クルアーンとハディースに基づいているし、フ

ィクフの中でも、シャーフィイー派も含め様々な考え方が、他の法学派と交流して発展していく、というのは通常のことです。

シャーフィイー派が盛んな世界の各地域、エジプトやクルド社会、イラク、イエメン、インド東部などで、シャーフィイー派の法

学が、ハディース学の発展や他の法学派の発展に刺激を受けて、発展していった、という例も見られます。東南アジアでも、

シャーフィイー派は他の法学派と交流してきたし、現在も続いています。今回から、東南アジアにおけるハナフィー派、とりわ

けデーオバンド派の潮流について書いていきたいと思います。これは、クランタンと隣接するトレンガヌが、マレーシアにおけ

るシャーフィイー派の学問の中心地であるだけではなく、デーオバンド派の学問の中心地の一つでもあるからです。 

 

デーオバンドはインドにある都市です。デーオバンドにある学校（マドラサ）が中心地なので、デーオバンド派と呼ばれま

す。このマドラサは、ダールル・ウルームという名前で、1867年に設立されました。特にハディース学の教育、研究の水準が

高いことで知られています。デーオバンド派の学校は南アジア各地に広まっていき、現在ではアフガニスタン、パキスタン、

バングラデシュなどでもデーオバンド派のマドラサが多数あり、大学もあります。デーオバンド派の影響は、東南アジアにも

広まり、マレーシアやインドネシアではデーオバンド派のマドラサもあり、増えてきています。 

 

マレーシアやシンガポールにデーオバンド派のウラマーや彼らに従うムスリムの人々がいる理由の一つは、インドやパキ

スタン、スリランカ、バングラデシュから移住してきた人々が多いから、ということです。マレーシアやシンガポールは、国民の

多くが百年以内に移住してきた先祖をもつ国です。本人や両親が移民ではなくても、祖父母のどちらかが移民といった人

まで入れると、国民の大多数は移民の子孫といえます。現在のマレーシアやシンガポールは、中国やインド、インドネシア、フ

ィリピン、タイ、イエメンなどから過去百五十年くらいに移住してきた人々が大きな役割を果たしてつくられた国です。先日、

マレーシアで再び首相になったマハティール・モハマドも祖父がインドのケーララ州出身で、マレー半島のペナンで学校校

長になるために赴任してきた人です。マハティールの父親も、隣接するクダー州で学校校長を務めました。ペナンは、クアラ

ルンプール周辺やシンガポールと並んで、インドから移住してきた人々が多く住んでいます。インドから移住してきた人々は、



ヒンドゥー教徒やシーク教徒も多いですが、ムスリムもいます。マレーシアやシンガポールに住むムスリムは一括りに「マレー

人」とまとめられていますが、内訳は、インドやパキスタン、アラブ諸国、あるいはインドネシアやタイ、フィリピン、中国などか

ら移住してきた人々も多いです。マレーシアの前の首相のナジブ・アブドゥルラザクは先祖がインドネシアのスラウェシ島か

ら移住してきた人で、その前のアブドゥッラー・バダウィは中国の海南島から移住してきたムスリム、マハティール首相のまえ

のフセイン・オンは母親がトルコ人です。 

 

マレーシアでは、シャーフィイー派が公式な法学派とされていますが、国民の間では、様々な法学派に従う人たちがいま

す。これは、マレーシアのムスリムの多くが南アジアなどの各地から移住してきた人々である、というのが大きな背景です。

近年、マレーシアには留学生や労働者としてさらに世界の各地からムスリムが移住してきていて、イランやシリア、ウズベキ

スタンなどの中央アジア、アフリカ諸国から来たムスリムも増えました。日本でもそうですが、ムスリム住民の多くが移住して

きた人々となると、様々な潮流の考え方や法学派の人々が一つの社会に住むようになります。法学派は、ムスリムがクルア

ーンやハディースに従って生活できるようにする、利便のためにあります。ある一つの法学派があって、教育や日常的なイバ

ーダの実践へのサポート、婚姻、裁判、等々がやりやすくなる仕組みが整えられていれば、便利です。一方で、様々な潮流や

法学派の人々が暮らす社会である場合、そのことをどうやって生かすか、が重要です。先に書いたように、フィクフにおいて

も様々な考え方や法学派が交流し、刺激しあって発展していく、というのは通常のことです。そのようにイスラームの知識が

発展していける社会のあり方が意識されるべきです。 

 

次回は、もう少し東南アジアのデーオバンド派について、インドネシアも含め、デーオバンド派のマドラサがどのように発

展してきて、東南アジアのシャーフィイー派とどのように連携しているのかについて書きたいと思います。 

 

 

 

【本の紹介】 

★ 『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。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

 

 

ラマダーンムバーラク☆彡特集 

【ラマダーン便り～ラマダーン特有の善行～】 

 

ラマダーンムバーラク☆彡ラマダーンおめでとうございます✨ ✨ ✨ 

ラマダーン特有の善行には、様々なものがありますが、そのひとつに、アッラーのお喜びを求めて、貧しい

人に施すことがあります。 

 

 ≪アッラーの使徒(しと)は人々の中で最もよく善行を施されるお方でした。彼は天使ジブリールと出会うラ

マダーン月に最もよく善行を施しました。・・≫ブハーリーとムスリムの伝承 

                                     

 アッラーのお喜びを求める施しには、義務のザカーと、サダカのような任意の施しがあり、特にラマダーン

は、ザカートルフィトル(断食明けのザカー)があります。 

ザカーは、イスラームの 5 つの柱のひとつでもあり、ラマダーンに限定されるものではありません。必要経

費以上の余分なお金を所有している事等の条件を満たすムスリムは、毎年支払うことが課せられ、多くのムス

リムは、ご褒美が倍増するラマダーン月にそれを支払うことを望みます。 

以前こちらでもお伝えしたように、ザカーは、必要経費以上の余分なお金を所有している者のみの義務で

す。その必要経費以上の一定額のお金を、「ニサーブ」と言います。ニサーブは、ザカーが義務となるために

最低限所有していなければならない金額です。 



必要経費を除いた額が一定金額(ニサーブ)に達していて、また所有してから(ヒジュラ暦で)一年が経過した場

合、その余分な額の２．５％を支払うことが課せられています。もし一年以下の短期間所有して無くなってし

まった場合は、ザカーを支払う義務はありません。 

ザカーの義務の英知は、様々です。 

1. ケチや欲深さから自我を浄化すること。これは、宗教的、精神的効用です。 

2. 貧しい人たちを慰め、彼らの必要を満たします。これは社会的効用です。                                        

3. お金持ちが、自分の財産から一定率の(貧者の)権利を支払う義務を課せられることにより、限られた人だけ

にお金が行くことがありません。また、それについて他者に恩着せがましくなることもありません。なぜな

ら、それを支払うことは、彼らの厚意ではなく、自分の宗教的義務だからです。ここには、社会的、経済的効

用があります。 

預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)を描写した、イブヌ・アッバース様(彼らにアッラーのご満悦

あれ)が伝えるハディースをご紹介します。彼は言いました： 

≪アッラーの使徒様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)は、人々の中で最も気前の良い方でした。最も気前

が良いのは、ジブリール様が彼に会うラマダーン月においてでした。彼(訳注：ジブリール様)は、ラマダーン

月の毎夜彼にお会いし、彼とクルアーンの勉強をしていました。その為、本当に、アッラーの使徒様(彼の上に

アッラーの祝福と平安あれ)は、善を施（ほどこ）すことにおいて、自由な風よりも気前が良いお方でした。≫

アル=ブハーリーとムスリムの伝承  

(訳注：「自由な風」は、迅速（じんそく）に、常に、アッラーの御慈悲(雨)を運び、その恩恵は皆に広く行き

渡る事から、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)がそれ以上に、迅速に善を実行し、それが常に気

前よく皆に行き渡っていた様（さま）を意味する) 

 このハディースは、信仰者の生活において、アッラーの使徒様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）に従

って、気前よく施す事が重要だという事を示しています。彼（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）は、人々

の中で最も気前の良い方で、ラマダーン月には一層気前の良さを増していらっしゃいました。この「気前の良

さ」を、金銭に限った事だと思う人がいるかもしれませんが、ここでは、金銭のみならず、全ての善行を指し

ます、特にラマダーン月においては、です。 

 なぜなら、ムスリムへの教えは、一部の人たち向けという事はないからです。もし、「気前の良さ」を金銭

に限定してしまったら、それはお金持ちだけに限られてしまいます。一方、善行を行うチャンスは全ての人に

与えられています。例えば、お金がない人でも、道徳的な行いや良い言葉を気前よく振りまく事が出来ます

し、困っている人を気前よく助けることも可能です。それは，以下の、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と

平安あれ）の貴いハディースが示しています； 

≪本当にあなた方は、あなた方のお金で全ての人々に施すことはできませんが、あなた方の笑顔や善い性格で

彼らに施すことはできます。≫アル=ハーキムの伝承  

 



  

 

 

サダカト・ル=フィトルに関して言えば、それは、アッラーの使徒様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）

のお言葉で、ムスリムたちに義務化されました。イブヌ・ウマル様（彼らにアッラーのご満悦あれ）は伝えて

言いました： 

≪アッラーの使徒様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）は、（乾燥）ナツメヤシ１サーア*、又は大麦１サ

ーアをザカート・ル=フィトルとして、ムスリムの奴隷にも自由人にも、男性にも女性にも、子供にも大人にも

義務とされました。≫アル=ブハーリーとムスリムの伝承 

（訳注：＊サーアは、計量（かさ）の単位で、その計量器で測る内容物によりその重量は異なります。） 

 このハディースを根拠に、学者達は、サダカト・ル=フィトルは義務だと判断しています。クルアーンに記述

が無く、ハディースのみの証拠だったとしても、至高なるアッラーは、「かれに従う事、そしてかれの使徒

（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）に従う事」を、クルアーンの中の多くの節で命じていますから、独立

した根拠になります。 

ムスリムがサダカト・ル=フィトルの法則について学ぶと、それが、イスラームの他の義務と異なっているの

が分かります。それは、サダカト・ル=フィトルが、大人・子供、自由人・奴隷、理性の有無などに関わらず、

ムスリム一般に義務化されている事です（学派によって意見の相違あり）。一方、他の義務事項は、奴隷や、

理性に支障がある者、正しい判断能力がない子供には免除されています。 

サダカト・ル=フィトルのこの一般性は、次のハディースから明らかになります。イブヌ・アッバース様（彼

らにアッラーのご満悦あれ）が伝えるところによると： 

≪アッラーの使徒様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）は、貧者たちの糧として、また斎戒者を無駄な言

動や戯（たわむ）れから浄化する物として、ザカート・ル=フィトルを義務付けられました。≫  

このハディースは、斎戒者は、斎戒中に、何の利益も害もない無駄な言動や、怒りや他の原因に基づく悪い

言葉を発する可能性があることを示しています。当然、この様な言動は、彼の斎戒を、アッラーに受け入れら

れない物にしてしまいます（訳注：斎戒自体は有効で義務は果たした事になるが、褒賞が無くなるという

意）。ですが、サダカト・ル=フィトルは、斎戒者をそれから浄化し、彼の斎戒の褒賞が損なわれることが無い



ようにしてくれます。奴隷であれ、あまり金持ちでない人であれ、斎戒者に広くサダカト・ル=フィトルが義務

付けられているのは、彼らが自分たちの斎戒を浄化する必要があるからです。 

 又、上記のハディースは、サダカト・ル=フィトルが、「貧者たちの糧」であることを示しています。ですか

ら、貧者たちへの食物の支給量を増加させる為に、本来義務を課される対象ではない子供や理性に支障がある

者の分も課されています。 

次は、サダカト・ル=フィトルの分量と、支払時期についてです。                                 

 

分量： 

 アブー・サイード・ルフドリー様（彼にアッラーのご満悦あれ）は伝えて言いました：  

≪私たちは、（その国の）主食 1 サーア*、又は大麦 1 サーア、又は（乾燥）ナツメヤシ 1 サーア、又は乾燥チ

ーズ 1 サーア、又はレーズン 1 サーアのザカート・ル＝フィトルを支払っていました。≫アル=ブハーリーと

ムスリムの伝承 

（訳注：＊サーアは、計量（かさ）の単位で、その計量器で測る内容物によりその重量は異なります。） 

 ハディースからわかる事は、彼らは、私たちが今使っているお金を使用しておらず、ナツメヤシやレーズ

ン、大麦、乾燥チーズは、当時、その国の人たちが常食していたもので、ほぼ同価値であったということで

す。                                       

 イブヌ・ウマル様（彼らにアッラーのご満悦あれ）は伝えて言いました： 

≪アッラーの使徒様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）は、（乾燥）ナツメヤシ１サーア*、又は大麦１サ

ーアをラマダーンのサダカ(訳注：ザカート・ル=フィトル) として、ムスリムの奴隷にも自由人にも、男性に

も女性にも義務とされました。≫ 

 そして、こう言いました。「人々は、それを、小麦半サーアと同等としました。」アル=ブハーリーとムスリム

の伝承 

イブヌ・ウマル様（彼らにアッラーのご満悦あれ）が伝えたハディースは、アブー・サイード様（彼にアッ

ラーのご満悦あれ）のハディースにある「大麦、（乾燥）ナツメヤシ、乾燥チーズ、レーズン」といった物に限

定する必要がないことを示しています。同価値であれば、他の物に替えることもできます。 

小麦は当時、これらのものよりも高価であったため、半サーアとされました。小麦半サーアが、アブー・サ

イード・ルフドリー様（彼にアッラーのご満悦あれ）のハディースで述べられた物 1 サーアと同等だったから

です。1 サーアは、4 ムッドで、1 ムッドは、両掌いっぱいの量です。一部の人たちはそれを 3.25 ㎏と見積も

りました。   

学者達は、その国の人々の主食に応じた食物で支払うことを定めました。ハナフィー学派は、イブヌ・ウマ

ル様（彼らにアッラーのご満悦あれ）のハディースに拠って、食糧だけに限定せず、同価値の金銭で支払うこ

とを許可しました。                                 

 

支払い時期： 

これは、イード礼拝前に支払わなければなりません。 

                            

 

 

 

 

 



【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 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:welove.allah@hotmail.com


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 （４） 
 

３.政治的権威 

 イブン・タイミーヤは社会におけるこの命令・禁止の支配・権力関係を「wilāyah（政治的権威）」と呼ぶが、

「wilāyah」はイスラーム法の用語としては、制限行為能力者を保護し、監督し、法律行為を代行する「後見人

（walī）」の「権限・義務」を意味する。 

 イブン・タイミーヤによると、宗教・権力関係は究極的には命令・禁止に還元され、また権力関係を勧善懲悪

に志向させることが、神が人間に預言者を遣わし宗教を定めた目的である。彼は言う。「宗教と全ての権威が命令

と禁止に凝縮されるとするなら、アッラーがそのために使徒を遣わし給うた命令は善の命令であり、アッラーが

そのために使徒を遣わし給うた禁止は悪の命令である」（注１） 

 人間にとって支配・権力関係が不可欠であるという前提に立った上で、その支配・権力関係自体を神の法の下

に置くこと。これがイスラームの政治論の要諦となる。イブン・タイミーヤは言う。「人間にとって命令者、禁止

者への服従が不可欠であるなら、アッラーとその使徒に服従することが人間にとって最も良いことが知られる」

（注２） 

 全ての人間は一なる神の被造物、僕であり、神の僕に過ぎない人間が、神の僕たる別の人間を支配することは、

自らを神になぞらえ神の大権を犯す大罪である。 

 許されるのは、ただアッラーとその使徒の命令、禁止の執行者となることだけである。神の僕としての人間は、

自らの能力に応じて神の命令を遂行する義務を負う。（注３）人を従える権力を有する者は、自分自身が神の命令

を行うのみならず、自分が力を及ぼしうる者にも神の命令を遵守させる義務を負う。それが他人に勝る力を有す

る者の権限・義務であり、イスラームにおいては、他人に対して神の命令の（アーリファ注：「の」は誤字正しく

は「を」）施行するこのような権限・義務が「政治的権威（wilāyah）」であり、それを有する者が「権力者（wālī、

ulī al-amr）」なのである。 

 人間の力に差異があり、人間の社会には、上下関係、支配権力関係が存在することは、所与の事実である。し

かしイスラームにおいては、そもそも人間の「力（qudrah）」とは神の命令を履行する「義務負荷の場（manāṭ 

al-wujūb）」に過ぎず、他者を支配する「力」もまた、その「力」によって人々をして神の命令を守らしめる義

務を果たすために与えられたものであり、他者の支配もまた、神の命令の履行に過ぎない。イスラームの政治論

においては、強者の「支配」と映るものも実は神の命令への服従であり、また弱者の強者への服従もまた、強者

自身に服従するのではなく強者が命じるところのアッラーの命令に服従しているのである。つまりイスラーム的

政治においては「支配者」も「被支配者」も共にアッラーの命令にのみ服従するのである。 

 

（注１）Ibn Taimīyah, Majmū‘ah Fatāwā Ibn Taimīyah, 2001, al-Manṣūrah, p.41. 

（注２）Ibid.,39. 

（注３）イブン・タイミーヤは言う。「権力（sulṭān）を持つ者は他の者より大きな力を有し、他の者より大きな

義務を負う。なぜなら義務が課される対象は力であり、人間は全て各人の力に応じた義務を負うからである。」

Idid.,41. 

続く、インシャーアッラー。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選りすぐりの 50 のモスクをカラー写真で楽

しめます。大きめのサイズの本ですが、ソフト

カバーで低価格に抑えられています。 

中里成章 

『インドのヒンドゥーとムスリム』 

深見奈緒子 

『世界の美しいモスク』 

インドという独自の文化の中で、共生／対立

／習合するヒンドゥーとイスラーム。ミクロ

な事例に触れつつも、マクロな社会運動も考

察し、「サラダボール」と呼ばれるインドの宗

教文化に迫る良書です。 

柳橋博之 

『イスラーム家族法―婚姻・親子・親族』 

イスラーム法の家族法分野における総論と各

論の詳細を、スンナ派４法学派の見解を対比

させながら展望します。本邦で最も詳しいイ

スラーム家族法の要諦です。 

ロシアのイスラーム化、ムスリムと正教徒の

関係、ムスリムの正教改宗、近代のムスリム知

識人の格闘など、重要な局面に焦点をあてな

がら、ロシアの正教徒とムスリムの共生の歴

史に迫る一冊です。 

濱本真実『共生のイスラーム：ロシアの正教徒

とムスリム』 

松本弘『ムハンマド・アブドゥフ―イスラーム

の改革者』 

安田慎『イスラミック・ツーリズムの勃興：宗

教の観光資源化』 

近現代イスラーム思想の最重要人物のひと

り、アブドゥフ。彼はどのような困難な時代を

生き、何を改革しようとしたのか？ 彼は現

代に何を遺したのか？ ひとりの改革者のバ

イオグラフィ。 

「観光／ツーリズム」は宗教学でも重要なテ

ーマとされます。本書は、特にシーア派に焦点

を当て、聖地巡礼を支える宗教的な背景と実

態を詳しく教えてくれます。 

天国には何があるのか？ 表題の通りの内容

です。ハンバリー学派のイブン・カイイム・ジ

ャウズィーヤの天国についての著作の抄訳で

す。 

ムスリム同胞団を生んだ歴史的背景と、誕生

から今日までの軌跡を概観。激動の近現代イ

スラーム世界をつくった組織、ムスリム同胞

団を知る入門の一冊。 

水谷周 

『イスラームの天国』 

横田貴之 

『原理主義の潮流―ムスリム同胞団』 

イスラーム 一日一読（４） 
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 

今月もムスリム新聞をお読みいただきありがとうございます。 

とうとう、今年もラマダーン月がやってきました。アル=ハムドリッラー。 

わたしたちが住んでいるところでは、ファジュル（日が昇る前の礼拝）が３時半過ぎです。イシャーゥ（夜の

礼拝）が８時過ぎで、あっという間にファジュルになります。マグリブは、７時くらいで、イフタール（断食明

けのご飯）が７時過ぎになるとして、サフール（断食に入る前のご飯）が午前２時台です。深夜の夜食のような

時間帯ですね。ラマダーン前になると、断食だけでなく、１か月の生活リズムの変化のために、不安と戸惑いが

やってきます。ラマダーン月がやってくると、深夜に起きて食べなくちゃ、と緊張の１カ月を過ごします。気張

らず、心穏やかに、アッラーのことだけを考えて過ごす、というラマダーンというのは、高く遠い山の頂上のよ

うです。ここの文章は、ラマダーン月に入る直前の日に書いているので、気分が滅入って書いています。入って

しまえば、おそらく、不安と戸惑いによる胃の痛みはなくなり、あとは１カ月ひた進むのみです。インシャーア

ッラー。 

 

 さて、ここからは、ラマダーン月に入って２日目に書き始めました。専業主婦で、こどもも昨年より大きくな

ったせいか、思いのほか、体が楽で一日を過ごしました。食べないのでエネルギーが足りないせいか、昼間、目

を瞑っていたら自然と意識が遠のいていくので気が付くと体を休めることができています。いつも食べる時間帯

の朝ご飯もなく、昼ご飯もなく、珈琲も飲まず、間食もしないと、料理をする回数、皿を洗う回数が減るので、

昼間する家事の量が減り、やらくてはいけない仕事も減り、ゆっくりする時間が増え、クルアーンを読む時間も

ゆっくり取れます。サウムというと、預言者イーサー（アッラーの祝福あれ）のお母さんのマルヤムさまを思い

出します。陣痛がひどくなったマルヤムさまは、人と会ったら、「サウム中なので話しません」、と言いなさい、

と、アッラーから言われました（詳しい言葉は、クルアーン第１９章［マルヤム］２６節を参照してください）。

家に閉じこもって、礼拝とクルアーンとアッラーを考えて、ゆったり過ごすことが許される期間が、ラマダーン

月なのかもしれません。 

 ラマダーン月が、たくさんのひとにとって恵み多きものとなりますように。 

 

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（そして、あなたに平安とアッラーの

ご慈悲とかれの恵みがありますように。）                       アーリファ松山 

 

☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽  


