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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。 

8 月も半ばが過ぎ、ずいぶん涼しくなってきました。アル＝ハムドリッ

ラー。初秋の風にあたりながら、お読みいただければ幸いです。 

でそれは、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］１５～１７節（５） 

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（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 

位階を高くし、高御座を有する御方で、かれの御命令から霊をかれのしもべたちの御望みの者の上に投げ

込み給う。かれが会見の日を警戒させるために。（４０：１５） 

彼らがあらわれる日、アッラーに対しては彼らのどんなものも隠れ得ない。「今日、主権は誰のものか」。

「唯一なる支配者アッラーのもの」。（４０：１６） 

その日、誰もが己の稼いだものによって報いられる。その日、不正はない。まことに、アッラーは清算に素

早い御方。（４０：１７） 

 

 

位階を高くし、高御座を有する御方で、かれの御命令から霊をかれのしもべたちの御望みの者の上に投げ込み給

う。かれが会見の日を警戒させるために。（４０：１５） 

 

★ジャラーライン 

 『位階を高くし』つまり、アッラーは偉大な性質を持つ御方であらせられる、または、アッラーは楽園で信仰

者たちの位階を高め給う御方であらせられる、ということです。 

 『高御座を有する御方』つまり、それ（高御座）を創り給うた御方。 

 『かれの御命令から』かれの御言葉から。 

 『霊を』啓示を。 

『かれのしもべたちの御望みの者の上に・・・・かれが会見の日を警戒させるために』その者に投げ入れ給うた

御方が人々を畏れさせ給うために。 

 『会見の日を』読誦法として、語末のヤーウを省略した「yawmu al-talāqi」という読誦法と、それを留めた 

「yawmu al-talāqī」があります。（意味としては）審判の日です。その日、天の民と地の民が、また、仕える者

と仕えられ者が、また、不正をなす者と不正をなされた者が出会うからです。 

 



★イブン・カスィール 

 かれ（至高なる御方かな）は、かれの偉大さと崇高さについて述べ伝え給うています。また、かれは、屋根の

ように高く大きなかれの高御座を、すべてのかれの被造物たちの上に掲げ給いました。 

 かれ（至高なる御方かな）はおなじく仰せになっています。『階梯の主アッラーから。（７０：３）天使たちと

霊はかれの御許まで昇る、その時間が５万年に相当する一日に（７０：４）』（第７０章［階梯］３，４節） 

 アッラー（至高なる御方かな）が望み給えば、これ（５万年）は、高御座と七番目の地との間の距離であるこ

との証明を後述します。これは先代と後代の一群の学者たちの見解で、アッラーが望み給えば、より有力な説で

す。ひとり以上の学者が説明しているように、高御座は赤いルビーでできており、高御座の幅は５万年の旅に相

当し、七番目の地から高御座までの高さは５万年の旅に相当します。 

 『かれの御命令から霊をかれのしもべたちの御望みの者の上に投げ込み給う』とのかれの御言葉は、次のかれ

（威厳ともなう偉大なる御方かな）の２つの御言葉と同様の意味です。 

『かれは、かれのしもべたちのうちの御望みの者たちの上に、天使たちをかれの御命令から霊と共に降し給う。

われのほかに神はなく、それゆえわれを畏れ身を守れ、と警告するように』（第１６章［蜜蜂］２節） 

『そして、まことに、それは諸世界の主の垂示である。（２６：１９２）誠実な霊がそれを携えて下った。（２６：

１９３）おまえの心の上に、おまえが警告者たちの一人となるように。（２６：１９４）』（第２６章［詩人たち］

１９２－１９４節） 

 それで、かれ（誉れ高き威厳ある御方かな）は、『かれが会見の日を警戒させるために』と仰せになりました。

アリー・ブン・アブー・タルハはイブン・アッバースが次のように説明したものを伝えました。「会見の日とは、

審判の日の別名の一つで、アッラーはその日についてしもべたちに警告を与え給うた」つまり、将来、あらゆる

行為者（人間）は、過去に己のなした善悪の行いが投げかけられるのです。 

 

★クシャイリー 

『位階を高くし・・・する御方』つまり、かれは、従わない者に対して救済によって、（行為において）従う者た

ちに対しては報償によって、清い者と近しい者に対しては奇跡によって、困窮する者に対しては十分なものによ

って、知る者に対してさまざまな意思について彼らが探求することによって、位階を高め給う、ということです。 

 また別の説明では、（行為において）従う者の位階は楽園における彼らのありさまにおいて存在し、知る者の位

階は現世における彼らの心において存在する。それゆえ、かれ（アッラー）は彼ら（知る者）の位階を、２つの

世界を注視し、それらに安んじることから高め給いました。一方、愛する者ついて言えば、かれは、彼らの位階

を、彼らが愛する御方以外の何ものかを、現世と結末において求めることから、高め給いました。 

 『高御座を有する』つまり、高い王権を有する、とういことです。 

 また別の説明によると、高御座とは、祈りのキブラです。かれは、それを、さまざまな被造物のなかでもっと

も高く、構造としてもっとも大きいものに創り給いました。 

『かれの御命令から霊をかれのしもべたちの御望みの者の上に投げ込み給う』 

 『霊（rūḥ）』彼らの体の燈明を纏う『霊』、それは彼らの理性を支配するものです。彼らの心の燈明を纏う『霊』、

それは彼らの学知を治すものです。彼らの霊魂（rūḥ）の燈明を纏う『霊』、それは霊魂を癒すものです。彼らの

存続は、アッラーによるものなのです。 



 また別の説明によると、直観の霊である『霊』、また助言の霊である『霊』、また歓待の霊である『霊』です。 

 また別の説明によると、預言者性の霊、使徒性の霊、聖者性の霊、真智者性の霊です。 

 また別の説明によると、それに被造物の存続を纏う霊、真実なる御方の燈明を纏う霊です。 

 

彼らがあらわれる日、アッラーに対しては彼らのどんなものも隠れ得ない。「今日、主権は誰のものか」。「唯一な

る支配者アッラーのもの」。（４０：１６） 

 

★ジャラーライン 

 『彼らがあらわれる日』彼らの墓から彼らが出て来る（日） 

 『今日、主権は誰のものか』かれ（至高なる御方かな）がそのように仰せになります。 

 『唯一なる支配者アッラーのもの』そして、かれご自身でお応えになります。 

 『支配者』かれの被造物に対する。  

 

★イブン・カスィール 

 『彼らがあらわれる日、アッラーに対しては彼らのどんなものも隠れ得ない』彼らのすべてがはっきりと表れ、

彼らを隠すものや、彼らに影を作るもの、彼らを覆うものは何もありません。そのために、かれは『彼らがあら

われる日、アッラーに対しては彼らのどんなものも隠れ得ない』と仰せになったのです。つまり、すべてのもの

は等しく、かれの知識の中にある、ということです。 

 『「今日、主権は誰のものか」。「唯一なる支配者アッラーのもの」』すでに触れたことのあるイブン・ウマル（ア

ッラーの御満悦あれ）から伝わるハディースでは、次のようにあります。かれ（至高なる御方かな）は諸天と大

地を、かれの御手によって巻き取り給い、次いで「私は王である。私は圧制者（アル・ジャッバール）である。

私は驕り高ぶる者である。大地の王たちはどこか。圧制者たちはどこか。驕り高ぶる者たちはどこか」と仰せに

なります。 

そして、かれご自身で、『唯一なる支配者アッラーのもの』とお応えになります。 

 また、（最後の日に天使が吹く）ラッパについてのハディースでは次のようにあります。かれ（誉れ高き威厳あ

る御方かな）が、あらゆるかれの被造物の霊魂を掴み、かれに並ぶものなく、ただ、かれお一人が残り給うと、

「今日、主権は誰のものか」と 3 度繰り返し仰せになります。そして、かれご自身によって「唯一なる支配者ア

ッラーのもの」とお応えになります。つまり、かれは、あらゆるものを支配し、圧倒し給うた唯一なる御方であ

らせられます。 

 

★クシャイリー 

 存在しそこにある者、失われそこにない者、かつて存在した者、いま存在する者、存在することが許容されな

いとかれ（アッラー）が知り給うているもののうちで存在していない者、存在することが許容される者で、もし

存在したとするならば、どのように存在していたのかということを、かれ（アッラー）は知り給うています。 



かれ（アッラー）の主権は、一日に限定されるものではありません。また。かれの主権は、一時に、特化される

ものではありません。しかしながら、その日、人々の主張にはまったく根拠がありません。なぜなら、やがて、

そのような主張は止み、そのような妄想は消え去るからです。 

 

その日、誰もが己の稼いだものによって報いられる。その日、不正はない。まことに、アッラーは清算に素早い

御方。（４０：１７） 

 

★ジャラーライン 

 『アッラーは清算に素早い御方』ハディースによると、かれは、現世の日々のうちの昼の半分の時間で、すべ

ての被造物を清算し給います。 

 

★イブン・カスィール 

 かれ（至高なる御方かな）は、かれが公平にかれの被造物の間を裁き、善と悪について微塵の重さも不正をな

し給わず、むしろひとつの善行を 10 倍のそれと同じもので報い、ひとつの悪行は１つのそれと同じもので報い

給う、ということを知らせ給いました。 

 それゆえかれは『その日不正はない』と仰せになりました。このことは、ムスリムの伝える次の真正ハディー

スが確証しています。アブー・ザッル（アッラーの御満悦あれ）によると、アッラーの使徒（アッラーの祝福と

平安あれ）が、彼の主（アッラー）についてお話しになった時に次のように言われました。かれ（アッラー）は

仰せになる。「わがしもべよ、まことに、われはわれ自身に不正を禁じた。そして、われはおまえたちのあいだに

もそれを禁じられたものとなした。それゆえ、おまえたちは不正をなしてはならない」。続けて、かれは仰せにな

りました。「わがしもべよ。まことに、それはおまえたちのもろもろの行いである。それで、われはそれをおまえ

たちの上に記録し、おまえたちにそのことについて報いる。良いものを見出したものは、アッラー（称賛されし

至高なる御方かな）を称えよ。それ以外のものを見出した者は、ただおまえ自身へ不平を言え」。 

 『アッラーは清算に素早い御方』つまり、かれは、たった一人の者を清算するかのように、すべての被造物に

ついて清算し給います。『おまえたちの創造も、おまえたちの復活も、一つの魂の同様であるにすぎない』（第３

１章［ルクマーン］２８節『そしてわれらの命令は、目の一瞥のような一つの命令でしかない』（第 54 章［月］

50 節） 

 

★クシャイリー 

 かれは、彼らに、彼らの行いに対して、楽園によって、また、彼らの心の状態に対して、（アッラーからの）満

悦によって、また、彼らの呼吸に対して、（アッラーとの）近接によって、彼の愛に対して、（アッラーとの）謁

見によって、報い給います。 

 また、かれは、罪を犯した者たちに、彼らの悔悟に対して、赦しによって、彼らの涙に対して、光と癒しによ

って、報い給います。 



 『その日、不正はない』つまり、かれ（アッラー）のうちに、不正を見出すことは不可能である、ということ

です。なぜなら、アッラーは、ご自身がなし給うたあらゆるものについて、それをなすことに相応しい御方だか

らです。 

 『アッラーは清算に素早い御方』 

「かれはしもべの清算に素早い御方」つまり、何かがかれを何かから遠ざけ忙しくすることはありません。 

「かれは、いま現在において、かれの聖者の清算に素早い御方」で、かれは、微罪と大罪について、ナツメヤシ

の種とその薄皮についても、彼らに詰問し給います。 

  

 

 

 

 

 

 

見てみようアラビア語 

クルアーン第４０章１６節から 

ِ ِمن  ٱعالاى  ى  فا َلا ياخ    شاى   ُهم  َّلله
 
.ء  

（意訳）アッラーに対しては彼らのどんなものも隠れ得ない 

 

ِ ٱعالاى     ى  فا َلا ياخ   َّلله  

（名詞）   （前置詞）   （動詞）  （否定詞） 

アッラー  ～に対して   隠れる    ～得ない 

 

ُهم  ِمن   ⇐ ُهم   + ِمن    
（人称代名詞） （前置詞） 

彼らのうち   彼らの    うち 

 شاى  
 
ء  
（名詞） 

どんなものも 

 

 



 

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 

            

 【聖月（2）～まっすぐな道を歩む訓練の月～】  

 

 前回の投稿では、イスラーム以前の時代のアラブ人達が聖なる月を神聖視し、戦いを止めていたことを述べま

した。 

イスラームが到来した時、それは、新しい法律をもたらしました。しかし、それ迄の人々の生活における全てを

無効とした訳ではなく、善いものは残し、悪いもののみを無効にしました。なぜなら、イスラームの目的は、「恐

怖も混乱もない安寧（あんねい）な生活を保障する最良のカリキュラムへと人類を導き、彼らを幸せにする事」

だからです。イスラームが継承した善いものの一つに、聖月への敬意がありました。 

  

 

 前回の投稿で、これら聖月には、ハッジ巡礼やカアバ神殿への訪問が行われていたと述べました。それは、預

言者イブラーヒーム様（彼に平安あれ）の宗教から受け継がれた宗教儀礼でした。イスラームは、これら聖月に、

戦いを禁ずるのみに留まらず、すべての不正を禁じました。 

至高なるアッラーはおっしゃいました： 

｛それゆえ、それら（の月）においては、あなた方自身に不正を働いてはならない。｝【悔悟章：36 節】 



  

 

 この節から解るのは、イスラームは全人類を一人の人間のように扱っており、他人に不正を働く者は自分自身

に不正を働いたのと同様であるという事です。 

 また、この節は、「あなた方は、いかなる悪事も行ってはならない。」とも解釈されます。なぜなら、イスラ

ームでは、悪事は「自分自身への不正」とみなされるからです。その最たるものは「アッラーに他のものを並べ

て崇拝すること（シルク）」です。 

至高なるアッラーはおっしゃいました： 

｛まことにシルクは大いなる不正である。｝【ルクマーン章：13 節】 

  

 

 イスラームでは、「不正」は常に禁止ですが、聖月では、それが特に強調されます。ムスリムが、毎年これら

の月に、今までの自分を反省し、悔悟して、至高なるアッラーへと立ち帰る為です。つまり、上述の悔悟章 36

節は、不正の禁止を聖月に限定するものではなく、これらの月に、しもべである人間が、自分に対しても、他人

に対しても、アッラーが示して下さった真直ぐな道を歩む訓練をすべき事を意味しています。それ以外の月にも、

それを維持し、正しい信仰が持てる様にする為です。 

  

 

～～～ 

クルアーン訳：参考文献 

ー「日亜対訳 注解 聖クルアーン」日本ムスリム協会  

ー「訳解 クルアーン」中田・下村訳 

   



【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 
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東南アジアのシャーフィイー派 第 ２０ 回 
― アチェのシャーフィイー派 1 ― 

  

アフマド塩崎悠輝  

 

  前回は、インドで興ったデーオバンド派がタブリーグ・ジャマアトの活動などもあって、インドネシアやマレーシア、タイなど

で広まってきていることについて書きました。タブリーグの活動は、法学の古典を読みこんだりするものではありませんが、イ

ンドやパキスタン、バングラデシュでもそうであるように、タブリーグの活動にたずさわった人々が、デーオバンドのマドラサ

を真似た学校を開いたことについても書きました。子供たちがデーオバンド派式のハディース学などを学べるマドラサが、

東南アジアでも増えてきています。とりわけ、インドネシアのジャワ島には、2 万人の生徒が住み込んで学ぶ大きなデーオバ

ンド式マドラサがあります。 

デーオバンド派が東南アジアで広まっていったのは 20 世紀になってからのことですが、インドから東南アジアへの影響

はもっとずっと前から二千年以上続いていることです。イスラーム以前から、インドで興った仏教、次いでヒンドゥー教が東

南アジアに広まっていきました。サンスクリット語やパーリ語といったインドの古典言語も当時の東南アジアで用いられてお

り、現代のマレーシア語やインドネシア語にも、サンスクリット語由来の単語が多数残っています。東南アジアは 2 世紀くら

いには全体的に仏教もしくはヒンドゥー教が広まっていたのですが、7 世紀くらいからイスラームが徐々に広まっていき、特

に今のインドネシアやマレーシアあたりの地域はムスリムが多数になりました。それ以外のタイやベトナムなどは、仏教徒が

多数のまま現在まで至っています。 

イスラームは、海を通って東南アジアに伝わってきましたが、アラビア半島もしくはペルシア（イラン）、あるいはインドにい

たムスリムが貿易の途中で立ち寄った際に、徐々に広まっていったと考えられます。彼らの主な目的地は中国で、アラビア

語でザイトゥーンと呼ばれた泉州という港町に、多くのムスリム商人が集まりました。航路の途中で彼らが立ち寄る港が東

南アジアにいくつかあり、そこからイスラームが広まっていきました。主な港に、スマトラ島のアチェ、マレー半島のマラッカ、

パターニー、現在のベトナム南部にあたるチャンパーなどがあり、これらの港は、東南アジアでイスラームが広まっていった

際の中心地でもありました。 

アチェは、インドネシアのスマトラ島の北西部の先端にあります。インド洋を西から東へ向かって進んできて、最も近く、一

番たどり着きやすい場所といえます。スマトラ島は、島といっても、日本全体と同じくらいの面積を持つ島です。その中で、ア

チェは中東やインドとの関係が深かったこともあり、貿易で栄え、独自のアチェ王国としての歴史を持っています。独自の歴

史について強い意識を持っていたこともあり、19 世紀にオランダによる植民地化がインドネシアで進められた際には、最も

激しく長く抵抗しました。その際、オスマン朝に支援を求めるため、イスタンブルにたびたび使者を送りました。1945 年のイ

ンドネシアの独立後は、インドネシアで最も石油が豊富に産出される地域であったことが災いしてインドネシア軍が利権を

独占するべく土地を接収しようとしたりすることが増えました。そのため、長年アチェでは独立運動が続いていましたが、

2004年に大きな地震と津波による被害があった後、和平が成立しました。 



  アチェは、東南アジアでイスラームが広まっていった際の中心地であり、それはシャーフィイー派の法学が広まっていった

うえでも中心地であったということでもありました。マルコ・ポーロは 13 世紀に陸路でイタリアから中国（元朝）まで旅行し

ましたが、帰りは海路でもどりました。1292 年にアチェに立ち寄ったマルコ・ポーロは、そこにムスリムの王国があったこと

を記しています。1345年には『三大陸周遊記』という訳名の旅行記で知られるモロッコ出身のアラブ人学者イブン・バット

ゥータもアチェに立ち寄っています。イブン・バットゥータは、アチェのムスリム王国が、法学ではシャーフィイー派に従っていた

ことを記しています。 

なぜアチェで早くからシャーフィイー派の法学が主流になっていたのか、は、アチェを訪れてきた人々がどこから来ていた

のか、ということで、ある程度推測できます。一つには、アラビア半島のイエメン、特にハドラマウト地方から来た人々です。ハ

ドラマウト地方では、法学ではシャーフィイー派が圧倒的に有力です。ハドラマウト地方から東南アジアに来て、ムフティー

やカーディーといった地位についた人々も多数います。もう一つは、インドの南西の沿岸部、マラバール地方から来た人々で

す。インド全体だと法学ではハナフィー派が圧倒的に有力ですが、マラバール地方に限っては、シャーフィイー派が有力です。

イブン・バットゥータは、アチェにおけるイスラームの学問が、マラバール地方に似ていることを指摘しています。これらの地域

の人々がアチェを数多く訪れたことによって、アチェでもシャーフィイー派の法学が有力になり、東南アジアの他の地域にも

広がっていったと考えられます。 

次回は、アチェにおけるシャーフィイー派の法学について、どのようなウラマーがいたのか、どのような著作が残っている

のかといったことについて、具体的に書いていきたいと思います。 

 

【関連書籍の紹介】 

★ 『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。 

 

  



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 （７） 
 

６．真のグローバリゼーション 

  

イスラームは人間による人間の支配を認めない。人間の「力」は、神授の恵みであり、その「力」を授けた

主アッラーだけが、人間にその命令への服従を要求することができる。 

 アッラーは人間の主であるのみならず、天地とその間にあるもの全ての主である。 

 大地はアッラーの所有であり、人は皆、その上を自由に往来することが許されている。大地に柵を設け、「国

民」をその中に囲い込み、非「国民」を締め出すことは誰にも許されない。 

 アメリカは「移民の国」を自称し、アメリカの事由が世界から移民をひきつけている、と錯覚しているが、

２００３年の統計でアメリカにおける外国出生者人口は３３４７満認、全人口に占める割合は僅か１１．７％

に過ぎない。一方、西欧的基準からは自由、人権、民主主義のいずれも世界最低水準のサウディアラビア（そ

もそも「立法権」を有する議会すら存在しない）は２０００年の統計で全人口２０８４，６８８４人中、外国

人人口が５２５，８０７９で２５．２％を占めており、民主主義の欠如においてはサウディアラビアと大差の

ないクウエート、カタル、アラブ首長国連邦では約８０％にも達する。アラブ首長国連邦も議会も政治自由・

権利も存在せず、貧富の格差も桁外れに大きな国であるが、軍の兵士や警察官という国防、治安にいたるまで

大半が外国人によって担われており、それでいて、治安は極めて良く、凶悪犯罪は少なく、深刻な社会不安も

存在しない。 

 僅か１割程度の「外国人」の存在によって不法入国者・不法労働者問題などの深刻な社会問題が引き起こさ

れ、２００１年の「９．１１」以降はムスリム移民への 恐怖から司法手続きを経ずに外国人を拘束し、電話

や携帯電話の盗聴、E メールの傍受を認める「テロリズムを摘発し阻止するため適切な手段を提供し、アメリ

カを団結させ強化する法律」（通称「アメリカ愛国法」）を制定しなくてはならなくなったアメリカには「自

由」を口にする資格などそもそもないのである。 

 真のグローバリゼーション（地球化）とは、地球上の全ての国境が廃絶され、人、モノ、金
マネー

の全てが自由に

流通する世界、なによりも人が自由に移動できる世界の実現を意味する。第三世界の国境の檻の中に人々を閉

じ込め、「自由貿易」の美名の下に豊かな国がモノを収奪し吸い上げるために自国に有利なモノと金
マネー

のみの

「自由な」移動を力ずくで押し付けるアメリカ製の「グローバリゼーション」は植民地主義の砲艦外交の変奏

に過ぎない。 

 真のグローバリゼーションは、大地の唯一の主であるアッラーの聖法のみが支配する法治空間「イスラーム



の家」の拡大により、弱肉強食のジャングルの掟が支配する無法地帯を分割統治する「領域国民国家」の支配

者たちのカルテルが打破されることによってのみ、達成される。 

 「ネーション（民族）」の差異によって人を「国民」と「非ー国民」に分け、「国民」だけで大地を囲い込む

「ナショナリズム」は、「ヒューマニズム」「人類の平等」の理念にあからさまに反する。ナショナリズムこ

そ、今日まで放置されている「ヒューマニズム」に反する最悪の差別である。そして２０世紀の２度にわたる

世界大戦、朝鮮戦争、各地のヨーロッパの旧植民地の独立戦争、ベトナム戦争、中東戦争（対イスラエル戦

争）、中越戦争、イラン・イラク戦争、フォークランド戦争（イギリス・アルゼンチン戦争）、湾岸戦争（イラ

クのクウェイト侵攻）などにおいても、ナショナリズムがそれら全ての戦争の主たる要因になっている。ナシ

ョナリズムこそが戦争を引き起こす主要因、平和に対する最大の脅威である。 

 人類の「平等」、「人権」、「平和」を唱導する「自由民主主義（リベラル・デモクラシー）」諸国は、政教分離

ではなく、先ず政治とナショナリズムを分離し、ナショナリズムを政治の場に持ち込むことそ厳禁すべきなの

ある。続く、インシャーアッラー。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究文献・史料・現地語資料を探すコツは何

か？ それらを通して何を知ることができる

のか？  イスラーム文明を「学ぶ」ための資

料を探す方法を、具体的に教えてくれます。 

『イスラームの世界観』 

青柳かおる 

『イスラームを学ぶ―史資料と検索法』 

三浦徹 

世界はどのようにできているのか？ スンナ

派を代表する学者、ガザーリーとラーズィー

の生涯・思想をたどりながら、イスラームの宇

宙論に迫る。 

『世界の食文化〈10〉アラブ』 

大塚和夫編 

アラブの様々な国・地域の料理と、それにまつ

わる文化的背景が解説される。ところどころ、

宗教・経済・歴史の解説もなされます。アラブ

の食文化といったらこの一冊。 

「建築」「写本芸術」「工芸」にわけてイスラ

ーム美術を解説。建築物の細かい構造や、写本

に使用される書画材やインクの原料なども紹

介している。全ページカラーで、写真も豊富で

す。 

『すぐわかるイスラームの美術』 

桝屋友子 

『グローバル化とイスラム―エジプトの「俗

人」説教師たち』八木久美子 

『ジハード主義』保坂修司 

現代の「俗人」説教師の活躍に焦点を当て、イ

スラームの宗教的言説、知的権威の構造が現

代においてどのような変化を経験しているの

かを描出する。 

9.11 以降、一躍世界に名を知られた「ジハー

ド主義」。何が彼らを生んだのか？ IS はな

ぜ生まれ、どのようなイデオロギーを持って

いるのか？ ジハード主義の系譜と活動をま

とめた一冊。 

イスラームにおいてスーフィズムはどう位置

づけられるのか？ 神秘主義として、民間信

仰として、正統イスラームとして、「多神教

的」イスラームとして。スーフィズムの多様な

局面を包括的にとらえ直す。 

表題作を含む著者の論文集。いずれも主題は

イスラーム法基礎学に関連するもの。 イジュ

ティハード、イジュマーウ、キヤース、マスラ

ハ等、法解釈の重要な論点を学ぶことができ

る。 

『イスラームとスーフィズム』 

東長靖 

『イジュティハードの門は閉じたのか』 

ハッラーク 

イスラーム 一日一読（７） 
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（みなさんに平安がありますように） 

 

すっかり秋の気配を感じられる季節になりました。今月は、恵み多き巡礼月です。「アル＝ハッジュ アラフ

ァ（ハッジはアラファである）」とアッラーの使徒が言われた、アラファの山に滞在してアッラーにドゥアー（祈

り）をする日が明日やってきます。巡礼に行ってない人も、アラファの日に斎戒（断食・サウム）をすれば、前

後それぞれ 1年、合わせて 2年分の罪の贖いになると言われています。アラファの地名は、別々に地に落とされ

たアーダムとハウワーが再び会った（会う、互いを知る、つまり知るはアラビア語で「アラファ」と言うからで

す）ことに由来するとも、天使ジブリールが預言者イブラーヒームにハッジのやり方を教えて「アアラフタ？（分

かったか？）」とイブラーヒームに聞き、イブラーヒームが「アラフトゥ（分かった）」と言ったことに由来す

るとも言われます。 

8月中旬は、日本ではお盆なので、主人の実家に帰省しました。お盆ということで、お墓の話などが話題とし

てのぼりました。わたしは兄弟がおらず一人っ子なのですが、親も高齢化し、親が亡くなった後の、葬式やお墓

について時々わたしの親と話したります。基本的に、日本では、人がなくなると火葬し、骨を墓の中に入れます。

イスラームでは、人がなくなると、まず遺体を水で洗い清め、白い布を巻いて、焼かずにそのまま土に埋めます

が、人が亡くなった後も、体は死んでいても魂は生きていて痛みを感じると思われており、遺体をグスル（洗浄）

するときにも、生きていて体が動けない人を洗うように、やさしく丁寧に全身を洗います。わたしがムスリムに

なってしばらくしてから、わたしの祖父母はなくなりましたが、当たり前ですが火葬でした。ムスリムになった

ときは、どうやって生きていくのかの選択でイスラームを選びましたが、ムスリムになると、こんどは、生きて

いる間よりも、死んだ後にどうなるのかがより重要であることを知りました。アッラーを信じ、死後の最後の審

判があることを信じることが重要であると、クルアーンのなかでも頻繁にでてきます。最後の審判の後に、楽園

もしくは地獄で永遠の生がはじまります。わたしの母も高齢になったので、このまえ家で取っている新聞にも載

っていましたが、「そろそろじぶんも終活をしなくちゃ」などと、電話で話したりします。もともとムスリムの

家庭であれば問題として上がらない話ではありますが、日本ではまだまだ家族の中でじぶんひとりがムスリムで

ある状況が普通でしょう。どうしたものかなと時々じぶんの頭の中で考えてみる今日この頃です。 

明後日 22 日はイードゥルアドハー（犠牲祭）です。虐げられ日々食べ物がないひとたちにも、アッラーから

たくさんの恵みがありますように。みなさんもよいイードをお迎えください。 

 

アーリファ 


