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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 

 朝晩の寒さがきびしくなるにつれ、短い昼の時間の暖かい陽ざしがここちよくかんじられます。温かいお

湯を飲んでもおいしいし、温かい珈琲を飲んでもおいしいし、寒い中でのむ飲み物はとてもおいしいです。

温かい紅茶とともに新聞をどうぞ。 
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クルアーン解説 

第３９章［集団］５４－５９節（２１） 

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。 

   

 そしておまえたちの主に悔いて、かれに服せよ、おまえたちに懲罰が訪れる前に。そうなれば、おまえたちは

援けられない。（３９：５４） 

★ジャラーライン 

 『悔いて』戻って。 

 『服せよ』一心に行いを捧げよ。 

 『おまえたちは援けられない』もしおまえたちが悔いて戻ったとしても、それ（懲罰）を停止させて（援けら

れることはない）。 

 

★イブン・カスィール 

それから、かれ（称賛されし至高なる御方かな）は、かれのしもべに、急いで、アッラーの方へ向き直すよう、

促し給いました。それで、かれは、『そしておまえたちに主の御許に悔いて、かれに帰依せよ。つまり、アッラー

慈悲あまねき慈悲深きアッラーの御名において  

そしておまえたちの主に悔いて、かれに服せよ、おまえたちに懲罰が訪れる前に。そうなれば、おまえたち

は援けられない。（３９：５４） 

 そしておまえたちの主からおまえたちに下されたものの最善に従え、おまえたちが気付かないうちに不意に

懲罰が訪れる前に。（３９：５５） 

 魂が、「アッラーの側において私が怠ったものに対する悲観。そしてまことに私は嘲笑者たちであった」と言

うこと。（３９：５６） 

 あるいは、それが「もし、アッラーが私を導き給うていれば、私は畏れ身を守る者たちであったものを」と

言うか、（３９：５７） 

 あるいは、それが懲罰を見た時、「私にもう一度があったならば、私は善を尽くす者たちとなったであろう」

と言うこと。（３９：５８） 

 いや、おまえにはわが諸々の徴が訪れたが、おまえはそれを嘘として否定し、思い上がった。そしておまえ

は不信仰者たちであったのである。（３９：５９） 
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に立ち戻り、かれに服従せよ。』と仰せになりました。 

『おまえたちに懲罰が訪れる前に。そうなれば、おまえたちは援けられない。』つまり、「懲罰の到来までにた

だちに悔悟（タウバ）と善行におもむけ。 

 

★クシャイリー 

 『悔いて（’anībū）』で用いられている単語「’inābah（悔いること）」は、あらゆることにおいて立ち戻ること、

を意味します。 

「’inābah（悔いること）」と、「tawbah（悔いること）」（は一般的な意味としては同じですが専門用語として

の意味）は区別されます。「tawbah（悔いること）」を為す者は、懲罰を恐れて（悔いて）戻ります。「’ināba（悔

いること）」を為す者は、アッラーの寛容さに恥じ入り（悔いて）戻ります。 

 『かれに服せよ』とは、おまえの服従行為において心を尽くせ、ということです。悔いること（’inābah）を為

した後に続くイスラーム（服従）とは、アッラーの救済がかれの恩寵によるものであり、決して人が悔いたこと

によるものではない、ということを知っていることです。なぜなら、アッラーの恩寵によって、人は悔いること

ができるからです。人は決して、自分の悔いることで、かれの恩寵を得ることはできません。 

 『おまえたちに懲罰が訪れる前に』つまり、（アッラーとの関係性との）絶縁の前に。別の説明によると、「人々

を見ることによって、（アッラーの御許へ）立ち返る機会だった瞬間が自分から通り過ぎ、さらに、自分がその状

態から抜け出せなくなること（の前に）」。 

 

 そしておまえたちの主からおまえたちに下されたものの最善に従え、おまえたちが気付かないうちに不意に懲

罰が訪れる前に。（３９：５５） 

★ジャラーライン 

 『おまえたちの主からおまえたちに下されたものの最善』それは、クルアーン。 

 『おまえたちが気付かないうちに』それが訪れる直前まで（おまえたちが気づかない）。 

 

★イブン・カスィール 

『おまえたちの主からおまえたちに下されたものの最善』それは、偉大なるクルアーンです。 

『おまえたちが気付かないうちに』つまり、おまえたちが知らず、気づかないところから。 

  

 魂が、「アッラーの側において私が怠ったものに対する悲観。そしてまことに私は嘲笑者たちであった」と言う

こと。（３９：５６） 

★ジャラーライン 

 『魂が・・と言うこと』その前に、急げ。 

 『私が怠ったもの』とは、かれへの服従行為、です。 

語尾のアリフの文字は、もともとは、ヤーウの文字で、その文字の意味は「私の」であり、「私『悲観حسرتى』 

の後悔と私の不運」ということです。 

 『wa-’in（そしてまことに私は）』この語句は、もともとの語句の音の重たさを、より軽くしたものです。もと

もとは、『wa-’innī（そしてまことに私は）』」という形でした。 

 『嘲笑者であった』かれの宗教とかれの啓典を（嘲笑する者）。 

 

★イブン・カスィール 

 次に、かれ（誉れ高き威厳ある御方かな）は、『魂が、「アッラーの側において私が怠ったものに対する悲観。・・・」

と言うこと。』と仰せになりました。つまり、復活の日、アッラーの方へと悔い改めを怠った罪人は、苦悩し、じ
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ぶんが、アッラー（誉れ高き威厳ある御方かな）へ善をなし忠誠をつくし服従する者であったならよかったのに

と思います。 

 また、かれ（称賛されし至高なる御方かな）の御言葉『そしてまことに私は嘲笑者たちであった』つまり、「本

当に、現世での私の行いは、確信し真実を語る者ではなく嘲笑する者の行いであった」。 

 

 あるいは、それが「もし、アッラーが私を導き給うていれば、私は畏れ身を守る者たちであったものを」と言

うか、（３９：５７） 

★ジャラーライン 

 『アッラーが私を導き給うていれば』服従行為を伴わせて。そうすれば、私は正しく導かれていたであろう。 

 『畏れ身を守る』かれの懲罰を（畏れ）。 

 

 あるいは、それが懲罰を見た時、「私にもう一度があったならば、私は善を尽くす者たちとなったであろう」と

言うこと。（３９：５８） 

★ジャラーライン 

 『もう一度』現世にもう一度戻ることが。 

 『善を尽くす者たち』信仰して善を尽くす者たち。 

 『・・・と言うこと』そして、そう言った者には次節の言葉がアッラー（誉れ高き威厳ある御方かな）よりも

たらされます。 

 

★イブン・カスィール 

 『あるいは、それが「もし、アッラーが私を導き給うて・・・・私は善を尽くす者たちとなったであろう」と

言うこと。』（３９：５７，５８）つまり、「おまえは、もし現世にじぶんが戻ることができれば、じぶんは善をな

すだろう（から、じぶんが現世に戻ることが出来ればいいのに）と望むであろう」。アリー・ブン・アブー・タル

ハは、イブン・アッバース（アッラーの御満悦あれ）から伝わる次の伝承を伝えました。 

アッラー（超越せし至高なる御方かな）は、しもべがそれを言う前に、彼らが言うことを、また、彼らがそ

れを行う前に、彼らがなすことを、知らせ給うた。かれ（至高なる御方かな）は『そして通暁し給う御方のよ

うにおまえに告げ知らせ給う』（第３５章［創始者］１４節）『魂が、「アッラーの側において私が怠ったものに

対する悲観。そしてまことに私は嘲笑者たちであった」と言うこと。（３９：５６）あるいは、それが「もし、

アッラーが私を導き給うていれば、私は畏れ身を守る者たちであったものを」と言うか、（３９：５７）あるい

は、それが懲罰を見た時、「私にもう一度があったならば、私は善を尽くす者たちとなったであろう」と言うこ

と。（３９：５８）』（第３９章［集団］５６－５８章）と仰せになった。 

 アル＝イマーム・アフマドはアブー・フライラ（アッラーの御満悦あれ）から伝わる次の伝承を伝えました。 

アッラーの使徒（アッラーの祝福と平安あれ）はおっしゃった。「火獄の民はみな、楽園にあるじぶんのシー

トを眺め、アッラーが私を導いてくださったなら、と言う。それで、彼には、（彼らを害する）悲嘆がかぶさる。

楽園の民はみな、火獄にあるじぶんのシートを眺め、もしアッラーが私を導いてくださらなかったなら、と言

う。」そして、アッラーの使徒は言われた、「彼らには、（彼らを益する、）感謝がある。」 

これは、アル＝ナサーイーも伝えています。 

 

★クシャイリー 

 ある説によると、これ（第３９章５６―５８節）は、次のような人々のことです。彼らは、自分と同じ道で心

の在り方において先を行く人々を眺めて自分が昔におかした失敗を思い出したり、また、先を行くそれらの者た

ちが達した位階を眺めて失意という指先を悲嘆という奥歯でかみしめたりします。 
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また、ある者は「もしアッラーが私を導き給うていれば、私はあのようだったのに」とか、別の者は「もし私

にもう一度（やり直し）があったならば、私はそうあるだろう」と言います。 

そしてアッラーは次節のように仰せになりました。 

  

 いや、おまえにはわが諸々の徴が訪れたが、おまえはそれを嘘として否定し、思い上がった。そしておまえは

不信仰者たちであったのである。（３９：５９） 

★ジャラーライン 

 『諸々の徴が』クルアーンの諸々の節が。そして、それは、導かれるためのきっかけとなるものです。 

 『思い上がった』それを信仰することを軽蔑した。 

 

★イブン・カスィール 

 彼らが、現世に戻ることを望み、アッラーの諸々の徴を真実と認めることと、かれの使徒に追従することを（し

なかったことを）後悔して振り返る時、アッラー（超越せし至高なる御方かな）は『いや、おまえにはわが諸々

の徴が訪れたが、おまえはそれを嘘として否定し、思い上がった。そしておまえは不信仰者たちであったのであ

る。』と仰せになる。つまり、「じぶんの過去に後悔するしもべたちよ、もうすでに、現世でもろもろのわれの徴

がおまえに訪れ、また、われの証拠がおまえに提示された。それで、おまえはそれを嘘つき呼ばわりし、それに

追従することを軽んじた。おまえは、それを拒絶する不信仰者たちの一員だったのである。」ということです。 

 

★クシャイリー 

おまえの罪に相応しい懲罰を味わえ。 
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👀見てみようアラビア語 
第３９章５９節 

 

ِفِرينَ ـ  كَ ٱل  َوُكنَت ِمَن    

そしておまえは不信仰者たちであった 

 

 وَ 
（接続詞） 

そして 

 

 ُكنتَ 
（動詞） 

おまえ（あなた）は～であった 

 

 ِمنَ 
（前置詞） 

～うちの（一人） 

 

ِفِرينَ ـ  كَ ٱل    
（名詞） 

不信仰者たちの 

 

 

👞  
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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２１回 

訳著：アーミナ      

 

慈悲あまねく慈愛深きアッラーの御名において 

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： 

 

１１．預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）のダアワ（人々をアッラーへと招くこと）とそれにおけ

る害への対処 

 

預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)に従おうと思う人にとって、ダアワは、とても重要なポイント

です。彼（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）は、常にアッラーへのダアワをなさっていました。このダアワ

を行うということは、彼（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の中で決して揺るがないものでした。夜には、

ウンマ(イスラーム共同体)のためにドゥアーをし、昼間には人々に善い忠告を与え、ウンマのためにダアワをな

さっていました。アッラーはクルアーンの中で彼（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）にこうおっしゃってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 クルアーン １２章ユースフ章１０８節 

 

誰でも、イスラームについて何か知識を持ち、理解した人は、その人の心の中にある預言者様（彼の上にアッ

ラーの祝福と平安あれ）に従う光に応じて、まだイスラームを知らない人たちに伝える努力をします。アッラー

は【私も、私に従った者たちも】とおっしゃっています。それは、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あ

れ）に従う人たちは、彼（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の光によって、ダアワをせずにはいられないと

いう証拠です。預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の光によって、ムスリムは目の前で行われてい

る悪事があれば、それを変えようと努力します。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

ゃいました。 

 

≪あなた方がなにか嫌悪すべきものを見た場合、手でそれを排除すべきです。 
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そしてもしも排除するために十分な力がない場合は、舌（言葉）でそれを行うべきです。 

そしてもしもそれすらもできない場合には、心の中でそれを拒否すべきです。 

それは、最もささやかな信仰の一端です。≫ ムスリム伝承 

 

私たちのできることで、目の前の悪事を変えて行く努力をすることが大切です。預言者様（彼の上にアッラー

の祝福と平安あれ）だったら、どう対処しただろうか？と常に考えて、行動していくことです。 

 

また、ダアワをする上でも、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）に従うムスリムは、アッラー以

外の、他の人たちの満足や批判に気を取られることはありません。アッラーは預言者様（彼の上にアッラーの祝

福と平安あれ）に従うことについて、クルアーンでこうおっしゃっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クルアーン 第３[イムラーン家章] ３１節 

 

もしアッラーと預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）以外の人々の満足や批判に気を取られたとし

たら、それは、自我が人々の心の中で自分の地位が高いことを望む気持ちへと傾いたことが原因です。自分が人々

に嫌われないように、人々に好かれるように、ということに意識を向けるのは、自我が完全に浄化されていない

からです。もし私たちの心がアッラーと預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）への愛でいっぱいだっ

たら、他のものに意識が行くことはないでしょう。 

 

わかりやすい例を挙げると、ライラという女性を溺愛したカイスという男の話があります。人々がカイスに、

「ライラのことを考え過ぎて、お前は気が違ってしまった」、と言っても、彼は、「ライラの話はなんてステキな

んだ、もう一度言ってくれ。」と言い、「人々がお前のことをライラのせいで狂ったと言っているぞ。」と言われて

も、彼はただ、「ライラの名前はなんてすばらしいんだ。」と言うだけで、大好きなライラの名前にしか注意が行

きません。人々が自分をどう思うのか、何を言っているのか、彼はまったく気にしません。 

 

私たちムスリムの心の中のライラは、アッラーと預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）であるべき

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

に従うことを遵守したせいで、人々が私たちに何を言っても、それに気を取られることはありません。心が預言

者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）への愛情でいっぱいならば、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と

平安あれ）に従うことで、人々が嫌悪や軽蔑の目で自分を見ようとも、まったく関係なく、何を言われようと、

預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）への愛情がただ増え続けるだけのはずです。 
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預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）は、誰に中傷されても、傷つけられても、まったく気になさ

らず、真実から逸れることなく、それどころか、自分を害する人達に対し慈悲をかけ、彼らのためにドゥアーを

されていました。ウフドの戦いで、彼（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）は敵に額を割られて、そこから血

を流しながらも、敵に対してなさったドゥアーは、こうです。 

≪アッラーよ、どうか私の民をお導きください。 

どうか私の民を許してください。 

本当に彼らは知らないのです。≫ 

ただ、自分を害する彼らに対する慈悲のドゥアーをなさるだけでした。 

 

周りの人たちが言うことやすることに気を取られずに、真実から逸れないことは、預言者様（彼の上にアッラ

ーの祝福と平安あれ）の外面的なスンナです。一方、内面的なスンナは、もっと深いところにあります。人々の

言うことに「気を取られる」、という状態は、それによって、真実に従うことから逸れて、彼らに服従し善いこと

を止めてしまうこと、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）に従うことを止めてしまうことだけでは

ありません。反対に、彼らの言うことに怒り、彼らを憎み、彼らを軽蔑したり、蔑んだりして彼らを否定するこ

ともやはり、彼らに「気を取られて」、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の内面的なスンナから逸

れている、という点では同じなのです。 

 

「気を取られない」とは、周りの人に流されて自分のしている善行を止めようかと迷ったり、気持ちが揺れ動

いたりしないことだけではないのです。もし私たちが善行を続けることだけに固執して、預言者様（彼の上にア

ッラーの祝福と平安あれ）の内面のスンナである、彼らに良いことを望み、アッラーの光を彼らに届けることを

望むことを止めてしまったとしたら、それも同じく「気を取られて」しまっている、ということです。それでは、

本当の意味で、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）に従ったことにはならないのです。もっと上の  

レベルの預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）への遵守
じゅんしゅ

を目指しましょう。預言者様（彼の上にアッ

ラーの祝福と平安あれ）がなさったように、すべての人々に、アッラーの光を届け、導きを届けること、自分を

害した人にも、自分を悪く言った人にも、自分を傷つけた人にも、全ての人に、預言者様（彼の上にアッラーの

祝福と平安あれ）がなさったように、良いことを望み、良いドゥアーをし、彼らの害に忍耐し、彼らに優しく接

し、彼らに言い訳を与え、ダアワを続けていくこと、どうかこの内面のスンナをこそ遵守
じゅんしゅ

しましょう。 

 

次に、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の内面のスンナの二つ目は、もし彼らに良いことを望

むことができたなら、そのときに、アッラーが自分に与えてくださった恩恵の大きさを感じることです。誰が、

あなたにその善行をするタウフィーク(アッラーのによる成功)を与えて、彼らには与えなかったのでしょうか？

誰があなたに導きを与え、彼らを放っておいたのでしょうか？誰が、あなたに預言者様（彼の上にアッラーの祝

福と平安あれ）への遵守
じゅんしゅ

を簡単にし、彼らにはそうしなかったのでしょうか？アッラーこそが、そうなさったの

です。アッラーがあなたに尊厳を与えてくださり、その善行をお恵み下さったのです。そのことに対してあなた

はアッラーに感謝すべきです。この素晴らしい善行ができたことに対して、アッラーへの感謝を忘れるべきでは

ありません。 

 

そして、この感謝の中で、次の内面的スンナは、自分がその恩恵に、まったくふさわしくない、と感じること
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です。自分を害する人に対して良い事を返して、良いドゥアーをして行く預言者様（彼の上にアッラーの祝福と

平安あれ）の内面的スンナの椅子に座れるような資格は、自分にはまったくない、と感じることです。これはた

だ、アッラーから自分への大きな大きな恩恵であって、アッラーがそれを簡単にしてくださったからできたこと

だと感じることです。もしアッラーがあなたに慈悲をかけてくださらなかったなら、そんなことはできなかった

はずです。そんなことはまったく実現しなかったはずです。もしアッラーのタウフィーク(アッラーのによる成

功)がなければ、あなたは彼らの害に忍耐することはできなかったはずです。どうして彼らにはそれができずに、

あなたにはできたのでしょうか。アッラーが、そうしてくださったからです。私たちは多くの欠陥があり、悪行

ばかりしてしまう、本当に弱い人間で、善行をさせてもらうにふさわしい人間ではまったくありません。それで

も、アッラーは私たちに尊厳を与えてくださり、この預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の内面の

スンナを遵守
じゅんしゅ

させてくださったとしたら、それはすべてアッラーのすばらしさのおかげです。こう考えるとき、

私たちの心の中には、アッラーに謙る(へりくだる)甘美さと、アッラーへの悔悟と、アッラーに恥じ入る気持ち

が生まれます。それこそが、まさに預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の内面の状態です。現代の

多くの人たちが忘れてしまった、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の内面のスンナの遵守のルー

フ（魂）をどうか感じてください。 

 

また、アッラーを畏れて夜に泣くこと、アッラーの寛大さと赦しに希望を持つこと、ウンマ（イスラーム共同

体）全体に対する慈愛、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の心を占めていたウンマへの慈愛は、

内面のスンナです。預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）が、そのお足が腫れあがるほど夜に任意の

礼拝に立たれ、ウンマのことを心配していらっしゃったこと、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）に、【（使徒よ、）われらがあなたにクルアーンを下したのは、あなたが不幸になるためではない。】（ク

ルアーン 20：2）と啓示されたほど、ウンマのことを心配なさっておられたこと、また、【（使徒よ、）あなたは

彼らの（背き去る）跡を見て、ひどい悲しみで身を切り裂く思いであろう。もし彼らが、この話（クルアーン）

を信じないのであれば。】（クルアーン 18：6）とおっしゃったほどの、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平

安あれ）の苦悩の内面をもどうか遵守
じゅんしゅ

してください。 

 

私たちが、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）をお手本にして努力することができますように。 

アッラーよ、どうか私たちの心を預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の光で満たしてください。私

たちに預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）に対する愛をお恵みください。私たちの性格を預言者様

（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の性格で飾ってください。私たちの預言者様（彼の上にアッラーの祝福

と平安あれ）とのつながりを強くし高めてください。 

 

👞 👞 
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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  

  

           

 

 



12 

 

 

『イスラーム革命の本質と目的―大地の解放のカリフ制―』（中田考著２０１２年ムスリム新聞社発行）より 

カリフ国家の諸制度 

統治と行政 

解放党発行 ハサン中田訳 

 

書名『カリフ国家の諸制度／統治と行政』 

発行：解放党 

増補版 

2005／1426 年 

P.O.Box 135190 

 

増補版 前書き 

  

アッラーに称えあれ。アッラーフの使徒ムハンマドとその御家族、御一統、そして彼に従う者に祝福と平安あ

れ。 

 

 「アッラーは、汝らの中で信仰し、善行を為す者たちに、約束し給うた。彼ら以前の者たちに継がせ給うたよ

うに、彼らに大地を継がせ給い、また彼らのために嘉し給う宗教を彼らに堅固なものとし給い、恐怖の後で、代

わりに安心を授け給う、と。彼らは我（アッラー）を崇め、我に何物も並置しない。しかしその後に不信仰に陥

る者は、不義の輩である。」(24:55) 

 またアッラーの使徒は言われた。 

 「おまえたちの中に預言者制は続くが、彼が望まれる時にそれを取り上げられる。次いで尚武の王制が現れる。

それはアッラーが望まれる間は続くが、彼は望まれる時にそれを取り上げられる。次いで専制王制が現れる。そ

れはアッラーが望まれる間は続くが、彼は望まれる時にそれを取り上げられる。そして預言者職に倣うカリフ制

が現れる。」 

 こう語り終えてアッラーの使徒は黙された。（アフマド・ブン・ハンバル（注１）が収録するハディースより） 

 

 我々、解放党は、アッラーの御約束とアッラーの使徒ムハンマドの吉報の予言を信じ、ウンマ（ムスリム共同

体）と協働し、カリフ制の再興のために献身する。 

 我々は本書では、明瞭で分かり易く実践的な表現で、カリフ国家の統治と行政の制度について、なによりも心

から納得できて胸に響くような厳密な論証を行うようにと心がけた。 

 我々は、カリフの兵士となりその旗を掲げ、勝利を重ね、カリフ制の樹立に成功するようにと、その実現を確

信しつつ、アッラーに祈る。アッラーにはそれはいとも容易いこと。 

 我々が本書を書くに至ったのは、今日のイスラーム世界に存在する多くの政治体制が、形式においても実質に

おいても、本来のイスラームの統治制度とかけ離れていることによる。 

 実質においては、現行の政治体制は全て、クルアーンとその使徒のスンナ（言行）に基礎をおかず、それを指

針としておらず、むしろイスラーム的統治とは真逆の政体であることは、ムスリムたちの誰の目にも明らかであ

る。それは誰にも異議がない明々白々たる事実である。但し、イスラームの統治体制が、制度面においては現行

の（西欧の国民国家の）統治制度と大差なく、現在の人定法の統治制度と同様な構成と権限を有する内閣や省庁
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といったものがあっても構わない、と考える誤解の余地はあるかもしれない。 

 そこで我々は、カリフ国家の統治制度について、アッラーの御心により将来その実現を見る前に、その統治機

構の姿を脳裏に思い描くことが出来るようにと、それを詳述することにした。 

またカリフ国家の旗章、旗印、将来発布するカリフ選挙法、忠誠誓約の形式、カリフが捕虜になった際の解放

が見込まれる場合とそうでない場合の臨時代行の権限、地方警察の執行と行政の組織、治安部門の女性警官の任

命、地方議会、国民議会の選挙法、国歌など、原著になかった必要事項を該当箇所に書き加えた。 

 アッラーが我々の勝利を早められ、我々の共同体が人類最善の共同体となり、カリフ国家が、世界最高の国家

となり、世界の隅々にまで善と正義を広めることができるよう、我々に恩寵を垂れ、栄光と恵みを授け給います

ように。そしてその時、信仰者アッラーの神佑を喜び、アッラーは信じる民の心を癒し給うでしょう。最後に我々

は祈る。万世の主アッラーにこそ賞賛あれ。 

 

👞 👞 👞 👞
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イスラーム学習３ 
著者アブドル・アジーズ 

訳者：アーイシャ吉成 

監訳：ハビーバ中田香織 

４．アッラーは天使を創造される 

 

アッラーは強力な天使たちを創造なさいました。 

彼は最初の男を創造なさる前に彼らを創造なさいました。 

わたしたちに天使は見えませんが、彼らは本当にいます。 

彼らに体はありません。 

彼らは霊です。 

彼らは光から作られました。 

 

彼らはアッラーの言葉を伝えます。 

彼らは強くとてもすばやいのです。 

アッラーは彼らにつばさを与えました。 

彼らはいつでもアッラーを讃えています。 

彼らは決してアッラーに背きません。 

彼らはどんな罪を犯すことがありません。 

 

彼らはアッラーのお許しによって、わたしたちを守っています。 

彼らはわたしたちのよいおこないと悪い行いを記録しています。 

その時に彼らは人々の命を取り上げます。 

 

彼らは女ではありません。 

彼らは男ではありません。 

彼らは結婚しません。 

彼らは飲んだり食べたりしあせん。 

彼らは眠ることもありません。 

 

天使たちは全部でなんにんいるのでしょうか。アッラーだけがご存じです。 

四人の強力な天使たちがいます。 

彼らはアッラーのとても近くにいます。 

彼らは、ジブリール（アライヒッサラーム） 

イスラーフィール 〃 

ミーカーイール  〃    

イズラーイール  〃 

本当のムスリムはアッラーの天使たちを信じています。 
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作業 

A. 次の質問に答えなさい。 

 

１．誰が強力な天使たちを創造しましたか。 

 

２．わたしたちに天使は見えますか。それはなぜですか。 

 

３．天使たちはどんな仕事をしていますか。 

 

４．天使たちは罪を犯しますか。 

 

５．天使についてあなたが知っていることを五つ書きなさい。 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

 

６・四人の強力な天使の名前を答えなさい。 

１          ２           ３           ４ 

 

 

👞 👞 👞 👞 👞 
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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 

今月読んで、印象に残った一文はこちらです。 

 

４６．愛の人（１１９頁） 

いっぽう、すべてのものを愛の目によって見る人、その人の目には、神さま以外のすべてははかなくほろびゆ

くものでしかなく、その人がすべてに対して向ける愛は、じつはそこにあらわれた神さまに対する愛にほかな

りません。 

 

「愛で、全ての問題は解決できると思う」（https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2021/11/post-

97481_2.php/2021 年１１月２０日閲覧）とベトナムで孤児の援助活動をしている歌手の杉良太郎が語ったそ

うです。愛の目で見た世界はどのような姿で見えるのでしょうか。目で見ることのできないアッラーを、この世

界で見つけることについて、アッラー預言者ムハンマド（アッラーの祝福と平安あれ）の言葉にそのてがかりを

見つけることができます。 

以下、日本ムスリム協会発行『サヒーフムスリム』より 

・・・・・ 

アブー・フライラはアッラーの使徒が次のように語ったとして伝えている 

復活の日にアッラーは次のように言うでしょう。 

アダムの息子よ（注）。 

私が病気になったのにそなたはなぜ私を見舞わなかったのか？ 

そこで彼は「主よ、どうやって私はあなたを見舞えましょうか？ 

あなたはこの万物世界の主であらせられるというのに」と言った。 

するとアッラーは次のように言います。 

そなたは私の下僕である誰其が病気であったことを知りながら彼を見舞いませんでしたね。 

そなたはその時、もし彼を見舞っていれば彼のもとで私を見付けたということを知りませんでしたか？ 

アダムの息子よ。 

私はそなたに食べ物を求めましたが、そなたはそれを与えませんでした。 

すると彼は「主よ、どうして私があなたに食糧を与えることが出来ましょうか？ 

あなたはこの万物世界の主であらせられるというのに」と答えると、アッラーはこう言います。 

私の下僕である誰其がそなたに食べ物を求めたというのに、そなたは彼に（何も）与えなかったことを知らない

とでも言うのですか？ 

そしてそなたがもし彼に食べ物を与えていればそれと同じ物を私のもとで見付けたであろうということを知ら

ないのですか？ 

アダムの息子よ、私はそなたに飲み物を求めたのに、そなたはそれを与えませんでした。 

すると彼は「主よ、どうして私があなたに飲み物を与えることが出来ましょうか？ 

あなたはこの万物世界の主であらせられるというのに」と答える。 

そこでアッラーはこう言います。 
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私の下僕である誰其がそなたに飲み物を求めました。 

しかしそなたはそれを与えませんでした。 

そなたはもし彼に飲み物を与えていれば私のもとにそれを見いだすということを知らなかったのですか？ 

（注）動物でも天使でもジンでもないアダムの子孫つまりアッラーの数ある被造物のうちの「人間よ」の意 

・・・・・ 

引用終わり 

 

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） 

さいきん、思いついたのですが、ムスリム新聞の１号から PDF ファイル化しようと思います。インシャーアッ

ラー（アッラーがお望みならば）。過去の新聞をもらってから１０年以上になりますがまったく何も手付かずで

す。わたしは器用ではないのでなかなかちゃんと PDF ファイル化できませんが、１年あれば１号から３００号

くらいまではできるかもしれません。アッラーのお助けがありますように。 

 さて、赤黄色茶色そしてその中に残る緑色と木の葉の色がたくさん散らばって外をふらふら歩いているだけで

すてきな風景をみられる季節です。暑かった空気がなくなって涼しくなったおかげで部屋の前に通っている電線

の上にムクドリが早朝にやってきて楽しそうに鳴いています。飼っているキンカチョウも朝の温かい陽ざしが目

に入るとうしそうにピーピー鳴いています。ツイッターで紹介されていた山本直輝著「スーフィズム入門」の第

１４回「心の詩、心の音色、詩と音楽」（https://shinsho-plus.shueisha.co.jp/column/sufism/15960／2021

年 11 月 20 日閲覧）の中で面白い話を見つけました。「しかしスーフィー思想家は、まずアッラーの御許には

ムハンマドがおり、そのムハンマドを深く愛しているからこそ彼が生き、その使命を果たす場所として世界を創

造したと考える。人間のために預言者が送られたのでなく、預言者のためにその舞台としての世界が用意された

のである。」という文章です。色とりどりなこの素敵な世界は、預言者ムハンマド（アッラーの主服と平安あれ）

のために造られた、という考え方があるそうです。テレビドラマや小説で見られるように、主役は預言者ムハン

マドで、その他の者は舞台でありその主役が輝くための脇役です。預言者が生まれる前から、そしてなくなって

後も最後の審判が続くまでこの舞台は続きます。壮大な物語であり、実際、預言者がなくなって１０００年以上

が経つ今でも、預言者ムハンマドとじぶんを関係づけて生きている人々（私のそのうちの一人ですが）がたくさ

んいます。たとえ舞台が預言者ムハンマドのために造られたとしても、脇役ひとりひとりは自分の人生を生きな

ければいけません。テレビで見るドラマや小説の中では、悲惨な事件が起きたり、心身ともに苦しいできごと降

りかかる役もあります。舞台としてのこの世界も、また冬が近づきだんだん寒さが厳しくなっています。暑いの

もつらく悲しいし、寒いのもつらく悲しいです。寒さに涙する者にアッラーの癒しがありますように。 

 ワアライクムッサラームワバラカートフ（みなさんにアッラーの平安と恩寵がありますように） 

アーリファ 


