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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へ  

 梅雨の季節がやって来ました。朝から晩までしとしと雨が降る日が何日か続き、そして晴れの日の休憩が

あり、また雨が降る日がきます。雨が降るとナメクジやミミズがどこからともなく道の上にでてきて、晴れ

ると干からびて転がっています。まことにわれらはアッラーのものでかれにこそ帰りゆきます。暑い暑い夏

がくるなと心の準備をしつつ、つかのまの涼しい時にどうぞ新聞をご覧ください。 
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クルアーン解説 

第３９章［集団］７、８節（４） 

アーリファ松山 

 

慈悲あまねき慈悲深きアッラーの御名において。 

おまえたちが信仰を拒んだとしても、まことにアッラーはおまえたちを必要とせず、自

足し給うた御方。そして、かれはかれのしもべたちに対して不信仰を嘉し給わないが、も

しおまえたちが感謝すれば、かれはそれをおまえたちに嘉し給う。そして荷を負うは他の

荷を負うことはない。それから、おまえたちの主にこそおまえたちの帰り処はある。そし

て、かれはおまえたちにおまえたちのなしてきたことについて告げ給う。まことにかれは

胸中にあるものについてよく知り給う御方。（３９：７） 

また人間は、災厄が触れると己の主に悔いて帰り、祈ったが、それからかれがかれの恩

寵を彼に授け給うと、彼が以前にそのために祈っていたものを忘れ、アッラーに互角の者

たちを配し、かれの道から迷わせる。言え、「おまえの不信仰をわずかばかり享楽するが

よい。まことに、おまえは獄火の輩である。」（３９：８） 

 

おまえたちが信仰を拒んだとしても、まことにアッラーはおまえたちを必要とせず、自足し給うた御方。そし

て、かれはかれのしもべたちに対して不信仰を嘉し給わないが、もしおまえたちが感謝すれば、かれはそれをお

まえたちに嘉し給う。そして荷を負うは他の荷を負うことはない。それから、おまえたちの主にこそおまえたち

の帰り処はある。そして、かれはおまえたちにおまえたちのなしてきたことについて告げ給う。まことにかれは

胸中にあるものについてよく知り給う御方。（３９：７） 

 

★ジャラーライン 

『そして、かれはかれのしもべたちに対して不信仰を嘉し給わない』たとえ、かれがある者にそれ（不信仰）

を意図し給うたとしても。 

『もしおまえたちが感謝すれば』（もしおまえたちが）アッラーに（感謝し）そして信じるならば。 

『かれはそれをおまえたちに嘉し給う』『yarḍa-h（かれはそれを・・・嘉し給う）』ハーゥ（の文字）は母音

なく読むか、母音「u」で長母音化を伴うあるいはそれを伴わない読み方があります。『それを』感謝を。 

『そして荷を負うは』荷を負っているとある魂は。 

『他の荷を負うことはない』他の魂の荷を。つまり、「荷を負うある魂は、他の魂の荷を負うことはない。」。 

『胸中にあるものについて』心の中にあるものについて。 

 

★イブン・カスィール 

 かれ（称賛されし至高なる御方かな）は、かれご自身（称賛されし至高なる御方かな）について、かれがかれ

以外の諸々の被造物から自足し給うた御方であらせられると教え給いました。ムーサー（祝福あれ）は『もし、
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おまえたちと地上にいる者がそっくり信仰を拒んだとしても、まことにアッラーは自足し、称賛されるべき御方。』

（第１４章［イブラーヒーム］８節）と説きました。また（真正ハディース集）サヒーフ・ムスリムには、「わが

しもべよ、もしおまえたちのうち最初の者と最後の者、そして人間とジンが、おまえたちのうちのある男のもっ

とも罪深い心と同等であったとしても、そのことがわれの王権から何かを減らすことはない。」とあります。 

 かれ（至高なる御方かな）の御言葉『かれはかれのしもべたちに対して不信仰を嘉し給わないが』つまり、か

れはそれを好ましく思うことも命じ給うこともありません。 

『もしおまえたちが感謝すれば、かれはそれをおまえたちに嘉し給う。』つまり、「かれはそれをおまえたちに

好み、それで、おまえたちにかれの恵みを増やし給う」。 

『そして荷を負うは他の荷を負うことはない。』つまり、ある魂は（別の）ある魂のもの（重荷）を負うことは

なく、各人が自身の事柄についてのみ詰問されます。 

『まことにかれは胸中にあるものについてよく知り給う御方。』つまり、かれに知られないものは何ひとつと

してありません。 

 

★クシャイリー 

 「たとえおまえたちが拒絶し頑なに信じなくとも、われらはおまえたちを必要とすることはない。われらはお

まえたちの助けを必要としないが、われはおまえたちがわれから遠ざかった状態を嘉し給うことはない。貧しき

者よ、おまえはと言えば、たとえわれにおまえがいなくとも、われはおまえを必要としない。われはと言えば、

もしおまえにわれがいないとするならば、おまえは一体誰なのか、おまえのために（そばに）いる者は誰なのか、

おまえに良くしてくれる者は誰なのか、おまえを注視してくれる者は誰なのか、おまえに慈悲をかける者は誰な

のか、おまえの傷に（癒しのために地面の表面の）土をかけてくれる者は誰なのか。おまえのことを気に掛けて

くれる者は誰なのか。おまえはわれから遠ざかり、一体誰を忘れているのだ。おまえに金の重さで平べったいパ

ンを売ってくれるは誰なのか。わがしもべよ、たとえおまえがわれのために自身が存在しないことを満足しよう

と、おまえがわれのために存在しないことをわれは嘉し給わない。なんとあまりに崇拝行為が実践されないであ

ろうか。なんとあまりに責任だけを負わせようとすることか。もしおまえがわれに従うならばわれはおまえに感

謝しよう。もしおまえがわれを思い出せば、われはおまえを思い出そう。もしわれのためにおまえが足を進める

なら、われは諸天と諸々の大地をおまえへの感謝で埋め尽くそう。（おまえがわれの御許へと）やって来ることが

本当だとわれが知るならばおまえが楽なようにわれは大地に道を広げよう。」 

 

また人間は、災厄が触れると己の主に悔いて帰り、祈ったが、それからかれがかれの恩寵を彼に授け給うと、

彼が以前にそのために祈っていたものを忘れ、アッラーに互角の者たちを配し、かれの道から迷わせる。言え、

「おまえの不信仰をわずかばかり享楽するがよい。まことに、おまえは獄火の輩である。」（３９：８） 

 

★ジャラーライン 

 『また人間は』不信仰者のことです。 

 『悔いて帰り』立ち戻り。 

 『祈ったが』嘆願したが。 
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 『彼に授け給うと』かれが彼に諸々の恵みを与え給うと。 

 『忘れ』捨てて。 

 『彼が以前にそのために祈っていたもの』彼が謙虚になっていたもの。『その』とは、アッラーの、ということ

です。『mā（～もの）』は、『man（～者）』の意味です。 

 『アッラーに互角の者たち』並び立とうとする者たち。 

 『yaḍill 迷わせる』ヤーウ（の文字）は母音「a」を伴って読むか、母音「u」を伴って読む方法があります。 

 『かれの道から』イスラームという宗教から。 

 『わずかばかり』おまえの（死という）期限の残り（のわずかばかり）。 

 

★イブン・カスィール 

 かれの御言葉『己の主に悔いて帰り、祈ったが』つまり、「必要とするものについて嘆願し、唯一にして並び立

つものなきアッラーに助けを求めたが」、ということです。かれ（至高なる御方かな）が『そして、おまえたちを

厄災が海で捕えると、おまえたちが祈る者はかれ以外にははぐれ去った。だが、かれがおまえたちを陸地に救い

給うや、おまえたちは背き去った。そして人間は忘恩者であった。』（第１７章［夜行］６７節）と仰せになった

通りです。 

それで、かれ（称賛されし至高なる御方かな）は『それからかれがかれの恩寵を彼に授け給うと、彼が以前に

そのために祈っていたものを忘れ』と仰せになりました。快適な状態になると彼はそのような祈りも嘆願も忘れ

ました。かれ（威厳極まれし御方かな）が『そして人間に災難が襲うと、横になって、あるいは座って、あるい

は立ってわれらに祈る。だが、われらが彼からその災難を取り除くと、彼を襲った苦しみのためにわれらに祈っ

たことなどがなかったかのように過ごす。』（第１０章［ユーヌス］１２節）と仰せになった通りです。 

 かれの御言葉『アッラーに互角の者たちを配し、かれの道から迷わせる。』つまり、「健康な状態になると彼は

アッラーに並ぶものを置き互角の者を配す。」。 

 『言え、「おまえの不信仰をわずかばかり享楽するがよい。まことに、おまえは獄火の輩である。」』つまり、「こ

のような有様で生きる者に言え、『おまえの不信仰をわずかばかり楽しめ。』」。この言葉は厳しい警告であり確か

な約束です。かれ（至高なる御方かな）の御言葉『言え、「楽しめ」。まことに、おまえたちの行き着く先は獄火

である。』（第１４章［イブラーヒーム］３０節）とある通りです。またかれ（至高なる御方かな）の御言葉『わ

れらは彼らをわずかばかり楽しませ、それから彼らを苛酷な懲罰へと強いる。』（第３１章［ルクマーン］２４節）

ともあります。 

 

★クシャイリー 

 「彼に災厄が襲うと、彼は謙虚となり恐れが彼へと近づきかれの御前で媚びへつらう。それから、かれが災厄

を彼から取り除き彼に彼の物事への満足を授け彼の仕事を整え給うと、彼は彼がかれに祈っていたことを忘れか

れに互角の者を立てる。そして、彼は元々の不信仰の状態に戻り、彼の不従順な行いの大罪の状態に耽り、崇拝

されるべき御方に並ぶものを並置する。これが彼の性質である。彼は滅び遠ざけられよ。いずれ彼は卑しめの懲

罰に遭遇するであろう。」 
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👀 見てみようアラビア語 
 

クルアーン第３９章７節から 

 

ٰحبََِِمنَ َإِنَّكَ  ٱلنَّارََِأ ص   
（意訳） 

まことに、おまえは獄火の輩である。 
إِنَّكَ  ← كَ    +  إِنََّ  

                （人称代名詞）              （接頭辞） 

まことにおまえは   おまえは                 まことに 

 

 ِمن
（前置詞） 

～のうちの 

 

ٰحبَِ ٱلنَّارََِ أ ص   

（名詞）   （名詞） 

火獄     ～の持ち主たち 

 

🐣 🥚    🥚    🥚    🥚   🥚    🥚 🥚 🥚     🥚 🥚 🥚  🥚 🥚        🥚 🥚 
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９１

１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。 

 

 

 

🐌… 
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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５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 

（先月号からの続き） 

また、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)はおしゃいました。 

≪私の魂がその御手にあるお方にかけて、その人にとって、私が、彼の両親や子供や全ての人よりも愛おし

くなるまでは、あなた方の誰一人として（完全な）信仰を持っているとは言えません。≫アル・ブハーリー伝

承 

預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)は、彼への愛情と、ムスリム達の信仰を結びつけて、それが

比例していることを教えてくださいました。そのため、ある日ウマル様(アッラーのご満悦あれ)が、「本当に

あなたは、自分自身を除いて、何よりも私にとって愛おしい存在です。」と言うと、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。≪いや、私の魂がその御手にあるお方にかけて、あなた自身よ

りも、私のことが愛おしくなるまでは（完全な信仰とは言えません）。≫ すると、ウマル様(アッラーのご満

悦あれ)は、「実に、今、アッラーにかけて、本当にあなたは、自分自身よりも愛おしい存在です。」 

と言い、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)は、こうおしゃいました。≪今（あなたの信仰は完成

したの）です、ウマルよ。≫ 

ウマル様(アッラーのご満悦あれ)は、このときのことを尋ねられて、自分を愛すると、自分に従う、自分に

従えば、自分の欲が自分をどこに連れて行くか？を考え、それは地獄だった。だが、預言者様(彼の上にアッラ

ーの祝福と平安あれ)を愛し、従えば、彼が自分をどこへ連れて行くか？を考えたら、それは天国だった。そこ

で即座に預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の方が自分よりも好きになった、という意味のことを

おっしゃっていました。この逸話から、私たちは、理性を使ってしっかり考えることによって、信仰を心に根

付かせることができることがわかります。 

また、あるサハービヤ（アッラーのご満悦あれ）は、ウフドの戦いで、自分の父親と兄弟と、夫を殺されま

したが、彼女が、開口一番、尋ねたことは、「アッラーの使徒（彼にアッラーの祝福と平安あれ）は、どうさ

れたのですか？」という言葉でした。人々が、「大丈夫です。アッラーのおかげで、彼はあなたがお望みの状

態です。」と言うと、彼女はこう言いました。「私が、彼を見ることができるように会わせてください。」そ

して、彼女は預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)を見ると、こう言いました。「あなたを見た後

は、全ての災難は取るに足りません。」 

また、ザイド様(アッラーのご満悦あれ)は、多神教徒達に囚われの身となり、処刑される前に、当時多神教

徒だったアブー・ソフィヤーン（アッラーのご満悦あれ）にこう言われました。「ムハンマドがお前の代わり

になり、お前が家族のところに戻ることを好むか？」すると、彼は、「いいや！アッラーに誓って。アッラー

の使徒が、彼の町にいて、そのお足を１つのトゲが害する代わりに、私が家族のところに戻ることさえ好まな

い。」と言われました。するとそれを聞いた彼は、「ムハンマドの教友達がムハンマドを愛するほど、誰かが

誰かを愛するのを見たことがない。」と言いました。 

また、サウバーン様(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)のことを深く

愛していましたが、ある日、深い悲しみで顔色を変えて、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)のと
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ころにやって来ました。預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)が、≪何があなたの顔色を変えたので

すか？≫と尋ねると、彼はこう言いました。 

「アッラーの使徒よ、私は病気ではありませんし、どこかに痛みがあるわけでもありません。ただ、私はあ

なたにお会いしないと、あなたを見るまでは、激しい寂しさを感じてあなたのことがすごく恋しくなります。

でも、来世のことを考えると、あなたにお会いできないのが恐ろしいのです。あなたは預言者たちと高みに行

かれ、私は、万が一天国に入れたとしても、あなたの階よりもずっと下の階にいて、あなたにお会いできない

ことが恐ろしく、また、もし私が天国に入れなかったら、永遠にあなたにお会いできなくなるからです。」 

すると、啓示が下りました。 

 

 

聖クルアーン 婦人章 ６９節 

また、ある男が、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)のところにやって来て、「アッラーの使徒

よ、最後の審判の日はいつですか？」と尋ねました。すると、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)

は、≪最後の審判のために、あなたは何を準備しましたか？≫とお尋ねになりました。彼は、「アッラーとそ

の使徒への愛です。」と言いました。すると預言者様(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。≪では、あなたは、（最後の審判の日に）あなたが愛した人と共にいます。≫ 

アナス様(アッラーのご満悦あれ)は、イスラームに入信してから、この預言者様(彼の上にアッラーの祝福と

平安あれ)のお言葉以上に私たちを喜ばせたものはありませんでした、とおっしゃいました。 

また、フダイビーヤの協定の際に、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)のところを訪れた敵の使

者は、自分の民の所に戻るとこう言いました。「どんな民が（あんなことをするであろうか！神に誓って、私

は多くの王達のところに遣いに行った。カイサル王、キスラー王、ナジャーシー王のところへも使者として行

ったことがある。しかし、神に誓って、ムハンマドの教友達が、ムハンマドを称えるようには、人々がどんな

王をも称えるのを見たことがない。神に誓って、彼が痰(たん)を吐けば、必ず彼らの中の誰かの手の中に落

ち、それで自分の顔や体を撫でる。もし彼が、彼らに何かを命じれば、彼らはそれを開始し、もし彼が清め

（ウドゥー）をすれば、彼の清めの後の水を巡って、彼らは殺し合いにならんばかりになる。もし彼が話せ

ば、彼の元で、彼らは声を低くし、彼を称賛する眼差しは留まるところを知らない。」 

このように、サハーバ達(アッラーのご満悦あれ)たちは、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)を愛

し、その愛は、決して、ただの感情や気持ちだけではなく、彼に従い、彼を目指し、彼をお手本とし、彼に服

従することでした。彼らにアッラーのご満悦がありますように。そのため、サハーバ達(アッラーのご満悦あ

れ)の心の奥深くに入り込んだ預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)への愛情が、彼らを支え、歴史上

稀に見る成功を収めることができたのです。 
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サハーバ達(アッラーのご満悦あれ)の預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)への愛情がこのような状

態であったのに比べて、現在の私達の彼（祝福と平安がありますように）への愛情表現は、どのくらい不足し

ていることでしょうか。 

 

≪では、あなたは、（最後の審判の日に）あなたが愛した人と共にいます。≫ 

私たちがその日、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)と一緒にいることができますように。 

預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)はこう言われました。 

≪誰でも次の三つの特徴がある者は、信仰の甘美さを見出したのです。 

第一は、彼にとって、アッラーとそのみ使いが他のいかなるものより愛おしいこと、 

第二は、アッラーゆえに、他の人をも愛すること、 

第三は、地獄の業火に投げ入れられることを嫌うように、不信に戻ることを嫌うことです。≫ アル・ブハー

リーとムスリムの伝承 

アッラーが私たちに、より深い預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)への愛情をお恵みくださいま

すように。 

 

 

🐌 🐌…. 
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📓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、少しず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
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東南アジアのシャーフィイー派 第 ３４回 
― リアウ地方のシャーフィイー派 ２― 

アフマド塩崎 

 

前回は、リアウ地方のシャーフィイー派のことを書き始めようとして、新型コロナウィルスが東南アジアの

ムスリム社会におよびしている影響についてばかり書きました。 

「リアウ地方」といわれてどこにあるか、すぐにわかる人は、日本人だと少ないのではないでしょうか。イ

ンドネシアのスマトラ島中部に位置しています。マレー半島に近い位置にあり、マレーシアの都市マラッカか

ら船に乗って 2 時間半で、リアウ地方の港町ドゥマイに行くことができます。リアウ地方は、今のインドネシ

アの行政単位だとリアウ州とリアウ諸島州に相当します。リアウ地方から見ると西には東南アジアにおけるイ

スラームの中心地の一つであるアチェがあり東にはマレー半島のマラッカやジョホールがあります。南には、

同じスマトラ島の中のミナンカバウ地方があります。 

リアウ地方は、位置的にマレー世界の中心にありますが、経済的に栄えていたわけではなく、大都市もあり

ません。しかし、この位置にあって、リアウ地方、特にリアウ諸島にあるリンガ島のスルタンの宮廷が、マレ

ー世界のイスラームとマレー語文化に果たした役割は大きなものでした。今のインドネシア語は、マレー世界

の共通語であったマレー語を、インドネシアの国語として制定したものですが、主にリアウ地方のマレー語が

基になりました。なお、同じマレー語といっても、リアウやジョホールと、マラッカと、クランタンやパター

ニーで話されているマレー語はかなり違うものです。 

リンガ島のスルタン家は、かつてマレー半島で栄えたマラッカ王国のスルタン家の子孫にあたります。マラ

ッカ王国は、16 世紀にポルトガル軍によって滅ぼされましたが、その子孫が、マレー半島のジョホールやパハ

ン、それにリアウのスルタンとなりました。リンガ島のスルタン家は、20 世紀の初めまで、リアウ地方を統治

していました。 

リンガ島のスルタン家の一族で有名な文人として、ラジャ・アリ―・ハッジ（1808～1873）がいます。彼

は、『12 の詩篇』などの作品で詩人としても知られていますが、とくに有名なのは、19 世紀までのマレー世界

の歴史を描いた『貴重な贈り物』です。この本は、マレー半島からリアウ、ミナンカバウ、ボルネオ島まで、

マレー世界の歴史を描き、また、各地で植民地化を進めるオランダとの戦いについても書きました。この本

は、マレー世界各地で出版されて、読まれ、マレー世界の歴史認識を共有するうえで、非常に大きな影響があ

りました。 

リアウ地方の最も有名なウラマーの一人にアフマド・ユーヌス・アル＝リンギがいます。1850 年代後半に

リンガ島で生まれたアフマド・ユーヌスは、ナクシュバンディー教団の中心地でもあったリンガ島で初期の教

育を受けました。その後マッカに渡り、マッカのシャーフィイー派の主だったウラマーに教えを受けました。

やがて、マスジド・アル＝ハラームでイスラームの諸学を教えるようになりました。マッカで学んで 20 世紀に
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活躍した東南アジアのウラマーの多くが、彼のことを学問の師として記憶しています。 

アフマド・ユーヌスの著作で最も広く読まれたのは、『楽園と地獄を思うための真の世界について知らせ』で

す。この本は、元々16 世紀に北アフリカで書かれたアラビア語の本ですが、アフマド・ユーヌスがマレー語に

訳しました。アッラーによる世界の創造や、死後に行く楽園や地獄について、ハディースに基づいて詳細に描

写しています。この本はマレー世界で非常に広く読まれ、東南アジアのムスリムが、楽園や地獄についてのイ

メージを持つうえで大きな影響がありました。その影響は幅広い文化に、例えば詩や小説、歌謡や演劇、映画

にまで及んでいるといえます。 

ここまで、シャーフィイー派の法学書については全然書いていませんが、アフマド・ユーヌスにしても、マ

ッカで主に教えていたことはシャーフィイー派の法学やハディース学であり、それに加えて、このような本も

書いていた、ということです。 

 

次回からリアウ地方のその周辺地域のシャーフィイー派の伝統という、日本人からすると意識されることが

ほとんどないであろう話を書いていきたいと思います。しかし、この地域のウラマーによる、東南アジアのイ

スラーム知識の発展への貢献は、かなり大きなものでした。 

 

 

続く、インシャーアッラー。 

 

 

🐌 🐌 🐌….. 
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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（２） 

カリフ制の再興／大地の解放を目指して 

ハサン中田 

 

１．預言者への服従としてのイスラーム 

イスラームの信仰告白は「アッラーの他に神はなし」「ムハンマドはアッラーの使徒である」の 2 句である。碩

学イブン・タイミーヤ（723／1328 年没）はイスラームの教えを「アッラーのみに仕えること」「アッラーに

仕えるにあたって使徒ムハンマドの教えのみに則ること」と要約した。（注 1） 

 イスラームとは語義的に「帰依」を意味する。イスラームとは、唯一神アッラーのみへの帰依を説く唯一神

教である。ところが全宇宙の創造主であるアッラーは、被造物と隔絶した姿形のない超越神、常人の理解を超

えた存在であって、その意思は計りがたい。 

 それゆえイスラームにおいて、決定的に重要なのは、いかにして超越神アッラーの意思を知ることが出来る

か、ということになる。 

 そしてイスラームは、アッラーの意思は、アッラー御自身が選ばれた使徒、あるいは預言者を介してのみ知

られうる、と教える。 

 従ってアッラーへの帰依、イスラームとは、事実上は、アッラーの使徒に対する絶対服従を意味することに

なるのである。 

 イスラームにおいて最も重大な問題は、「超越神アッラーのメッセージを如何に知ることが出来るか」であ

り、その答えは、「アッラーが選ばれた預言者、使徒を介して齎される啓示によって」（注 2）である。ではイ

スラームの宣教において、預言者、使徒が枢軸であるとすれば、預言者、使徒は、その条件として、人々から

信頼される誠実さ、賢慮の持ち主であることを必要とするが（注 3）、それに加えその条件として、そのメッセ

ージが真正な神からのものであることを人々が信じざるを得ないように、必ず神の「奇跡」によって支えられ

ている。（注４） 

 神の御手による超常的な奇跡によって支えられた賢明にして高徳な預言者だけが、イスラームのメッセージ

を伝えることができる。 

 イスラームの外部からの見方によると、イスラームとは西暦 7 世紀にアラブの預言者ムハンマドによって創

唱された宗教ということになるが、イスラーム自体の自己理解においては、イスラームとは人類の太祖アーダ

ム（アダム）以来の預言者たちの教えである。 

 クルアーンは、ムハンマド以前の多くの預言者たちの言葉を収録しているが、それらの預言者たちに最も共

通する言葉は、「私はお前たちに対する信頼すべき使徒である。それゆえアッラーを畏れ、私に従え。」であ

る。（注 5） 
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 イスラームとは、使徒、預言者たちに従うことに他ならず、信仰者とは使徒に従った者であり、不信仰者と

は使徒に背いた者なのである。 

 アッラーは人々に使徒を遣わされ、人々が使徒に従った場合でさえも、使徒が死ぬとその教えは忘れられ、

改変、歪曲されるのが常であった。人々から、使徒の教えが失われ、アッラーへの帰依が消えうせた時、アッ

ラーはまた新たに使徒を遣わされる。ヘブライ語聖書は、ユダヤ民族に対する使徒の派遣と、使徒への不服

従、使徒の教えの改変、忘却、そして新たな使徒の派遣の繰り返しの詳細な記録である。 

 イスラームが、使徒、預言者に従うことであるならば、人々の間には常に使徒、預言者がいなくてはならな

い。それゆえクルアーンに「まことに我ら（アッラー）は全ての民族に、アッラーを崇拝し邪神を避けるよう

にと、使徒を遣わした・・・。」（１６：３６）、「全ての共同体には使徒がいる。・・・」（１０：４７）と述べ

られている通り、アッラーは全ての民族に預言者、使徒を遣わされており、その数は数え切れない。（一説では

預言者の数は１２４００人） 

 イスラームとは、アッラーの預言者、使徒に従うことである。これは預言者ムハンマドの場合も変わらな

い。信仰者、ムスリムとは、第一義的には預言者ムハンマドのイスラームの呼びかけに従った者であり、不信

仰者、カーフィルとは預言者ムハンマドの呼びかけを拒んだ者である。 

 イスラームが預言者に従うことであるなら、預言者ムハンマドの逝去後には、彼に従った信仰者が去ると共

にイスラームは漸次消滅していき、次の預言者が信仰を刷新するのを待つことになってもおかしくはない。 

 ところがクルアーンはムハンマドを「預言者の封印（３３：４０）」と呼び、最後の預言者とした。預言者ム

ハンマドも、「イスラエルの民は預言者によって統治されてきた、それで、一人の預言者がなくなると次の預言

者が跡を継いだ。だが私の後に預言者はもはやいないが、カリフ（後継者）が現れ、それは多数となろう。」と

呼べている。（『日訳 サヒーフ・ムスリム』第３巻２０頁） 

 後世のムスリムたちは、ムハンマドの伝えたイスラームのメッセージは彼の逝去後も歪曲、改変されること

なく、最後の審判に至る大破局の混迷の日々まで保持されると考えた。 

 クルアーンの聖句「まことにわれら（アッラー）が訓戒（クルアーン）を下し、まことにわれらがそれを護

持する。」（１５：９）がその典拠とされる。 

 それでは預言者の逝去後、いかにしてイスラームは実現されるのか。次章では預言者の権威の継承につい

て、スンナ派とシーア派の見解について触れながら説明しよう。 

（続く、イシャーアッラー） 

（注１）Ibn Taimīyah, al-‘Ubūdīyah, n.p. n.d., p.103. 

（注２）イスラーム学は「預言者」を「アッラーから啓示を授かった者」、「使徒」を「アッラーから授かった

啓示を人々に伝える使命を帯びた者」と定義し使い分けるが、歴史に名を残した預言者は全て使徒であるた

め、事実上は同義であり、互換的に使われることが殆どであり、本稿でも特に区分せず用いる。 

（注３）スンナ派イスラーム神学は、使徒が必ず備えるべき条件として、（１）真実を語ること（ṣidq）、（２）

信頼性（amānah）、（３）賢慮（faṭina）、（４）使信を隠さず伝達すること（tablīgh）の４つを数える。 
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（注４）人々に預言者の言葉を信じざるを得なくさせる奇跡を、イスラーム学では mu‘jizah（相手を圧倒して

無力にさせるもの）と呼び、必ずしも信ずる必要のない聖者に与えられる奇跡である karāmah（恩寵）と区別

する。預言者ムハンマドに与えられた「奇跡」の中では、クルアーン自体が最大の奇跡と看做される。 

（注５）使徒ヌーフ（ヘブライ語聖書のノア）の言葉２６：１０７－８、使徒フードの言葉２６：１２５－１

２６、使徒サーリフの言葉２６：１４３－１４４、使徒ルート（ヘブライ語聖書のロト）の言葉２６：１６２

－１６３、使徒シュアイブの言葉２６：１７８－１７９、なお後段「それゆえアッラーを畏れ、私に従え」の

みでは使徒イーサー（イエス・キリスト）３：５０も述べ伝えている。次いで、アッラーの唯一性を教えるノ

ア、フード、サーリフ、シュアイブの言葉「我が民よ、アッラーを崇めよ。おまえたちには彼以外に神はな

い。」が続く。（７：５９、６５，７３，８５，１１：５０，６１，２３：２３） 

 

🐌 🐌 🐌 🐌…… 
 

 

📚 おすすめ読み物 

💐飯山陽、中田考「イスラームの論理と倫理」 

晶文社のスクラップブック 

ＨＰ：http://s-scrap.com/3393 

💐山本直輝「スーフィズム入門」 

集英社新書プラスのＨＰ：https://shinsho-plus.shueisha.co.jp/column 

http://s-scrap.com/3393
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１０歳のためのイスラーム学習 
 

ムジャーヒド松山 

 

著者から一言 

 今月からこのページに掲載させて頂くのは、私個人が、自宅で、自分の娘に六信五行について教える材料

として作った電子冊子からの抜粋です。あくまで、個人で印刷して使う、私家版教材として書いたもので

す。少し説明不足な点があったりするかもしれませんが、１０歳前後の人を教える相手に想定しているた

め、あえてざっくりした表現を使っています。その点、ご容赦ください。 

 実は、これを書いたのはもう何年も前のことです。はじめは、形を整えた上で簡単に冊子化しようとも思

っていたのですが、いつの間にか娘もティーンネイジャー

になってしまい、この冊子のファイルを開くこともなくな

ってしまいました。ずっと私の USB メモリの中で眠ってい

たのですが、何かのお役に立つこともあるかと思い、この

度、共有させて頂くことになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🐌 🐌 🐌 🐌🐌……
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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 

 

３．ムスリム 

 

ムスリムとは、アッラーのほかに神はいない、と信じている人のことです。 

ムスリムは、ムハンマドがアッラーの使徒であると信じています。 

ムスリムは、アッラーの天使たちを信じます。 

ムスリムは、アッラーの書を信じます。 

ムスリムは、すべてのアッラーの使徒たちを信じます。 

ムスリムは、審判の日を信じます。 

ムスリムは、運命をいいことも悪いことも信じています。 

 

ムスリムは、しっかりと定めの礼拝を捧げます。 

ムスリムは、一つの礼拝もおろそかにしません。 

ムスリムは、アッラーに授けていただいたものから、他の人々に与えます。 

ムスリムは、ラマダーン月には断食をします。 

お金があったら、一生に一度はハッジに行きます。 

 

ムスリムは、自分自身を清潔にします。 

ムスリムは、両親に親切にします。 

ムスリムは、親戚に親切にします。 

ムスリムは、隣人に親切にします。 

ムスリムは、自分の言葉に忠実です。 

ムスリムは、約束を守ります。 

ムスリムは、真実を話します。 

ムスリムは、嘘をつかず、盗むこともありません。 

ムスリムは、大地を、つつしみ深い足取りで歩きます。 

ムスリムは、怒ってもすぐに許します。 
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練習 

Ａ．正しい言葉を入れて、文章を完成させましょう。 

１．ムスリムは           のほかに         はないと信じます。 

２．ムスリムは、ムハンマドが          だと信じます。 

３．ムスリムは          を捧げます。 

４．ムスリムは、自分自身を          に保ちます。 

５．ムスリムは、彼の言葉に           です。 

 

Ｂ．正しい文には〇を、間違った文には×をつけましょう。 

１．ムスリムは、アッラーのただ一つの書であるクルアーンだけを信じます。 

２．ムスリムは、大地をつつしみ深い足取りで歩きます。 

３．ムスリムは、親戚だけを大切にします。 

４．ムスリムは、怒ってもすぐに許します。 

５．ムスリムは、しばしば礼拝をおろそかにします。 

６．ムスリムは アッラーからいただいたものを他人には与えません。 

７．ムスリムは、ラマダーン月に、時々断食をします。 

８．ムスリムは、隣人に親切にします。 

９．ムスリムは、運命を信じません。 

 

Ｃ．良いムスリムの性格について、書き並べてみましょう。 

 

 

🐌 🐌 🐌 🐌 🐌 🐌…. 
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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） 

 じめじめした空気が体にくっ付いてきて服から出ている肌がべとつきます。梅雨に入ってすぐはこのしっと

りとした空気になじめずエアコンの除湿を入れて湿度を下げていました。除湿を入れると湿度だけではなく室温

まで下がって初夏なのに寒いガタガタと震えながら部屋で昼寝をしていました。しばらくしてこのじめじめした

空気にも慣れて来たので雨が降らず曇った日は窓を開けて涼しい風を入れながら掃除をしたり洗濯をしたり本

を読んだりして家の中で過ごしています。 

今月のクルアーン解説のクシャイリーの解説の中で、訳したもののちょっと意味がわからないという一文があ

りました。「おまえに金の重さで平べったいパンを売ってくれるは誰なのか。」と、もしひとがアッラーからの

恩恵がなければどうやって生きていくことが出来るのか、というアッラーからの問いかけの中からの一文です。

金（ゴールド）は現在一グラム６０００円くらいです。もし近所のスーパーでうすっぺらいパンが一グラム６０

００円もする金（ゴールド）の値段で売ってあったら、私なら買いません。この文は一体どういう意味なんだろ

うと考えてもはっきりとした答えがでてきません。あれこれと考えてすっきりとした答えがでませんでしたので、

とりあえず次のように考えてみました。薄いパンを作るためには、原材料に小麦と水が必要です。パンを焼くた

めに窯も必要です。さらに言うなら、小麦を作るためには土と空気と太陽の光と地中の虫と微生物そして水が必

要です。そうやって一枚のうすっぺらいパンを作るために必要なものをと遡って考えていくと、それらを一から

人が買おうと思うなら金（ゴールド）の値段ではちっとも足りやしない、ということです。しかしアッラーは気

前よくわたしたち人間に使用料を求めず金（ゴールド）どころではないちょっとした金額でパンを売ってくださ

います。人と人がそれらを扱うときお金を通じて売り買いしますが、もともとは人が思うがままに作り出したも

のはどれ一つとしてありません。そういえば、アッラーはおまえたちを必要とせず、おまえたちが信じずとも困

りはしないが、満足はしない、と仰せになっていました。もしおまえたちが感謝するならわれはそれを喜ぶだろ

う、とも。何ものも必要としないアッラーは金（ゴールド）も必要ではないし、パンを金（ゴールド）の重さで

わたしに買ってもらえなくてもちっとも困りません。わたしたちはアッラーにただただ感謝するほかありません。 

『おまえたちが信仰を拒んだとしても、まことにアッラーはおまえたちを必要とせず、自足し給うた御方。そ

して、かれはかれのしもべたちに対して不信仰を嘉し給わないが、もしおまえたちが感謝すれば、かれはそれを

おまえたちに嘉し給う。』（クルアーン第３９章［集団］７節） 

「おまえに金の重さで平べったいパンを売ってくれるは誰なのか。」について、何かよい説明を思いついた方

がいらっしゃいましたらぜひ教えてください。 

ワ アライクムッサラーム ワ バラカートゥフ（みなさんに平安とアッラーの恵みがありますように）。 


