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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］１～３節（１） 

 

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。 

 

［第４０章について］ 

 

★ジャラーライン 

 マッカ啓示。８５節。ただし、『まことに、もたらされた権能もなしにアッラーの印について議論する者たち・・・』

（第５６節）からの２節（５６・５７節）はマディーナ啓示。 

 

★イブン・カスィール 

（教友）イブン・アッバース（彼らにアッラーの御満悦あれ）は言いました。「本当に、あらゆるものには精髄

があり、クルアーンの精髄は［ハー・ミーム］家である」または「ハー・ミーム群（al-ḥawāmīm）である」 

（訳者注：クルアーンの４０［赦す御方］～４６［砂丘］章は、第１節がすべて「ハー・ミーム」で始まること

から、これらを［ハー・ミーム］家と呼びます。） 

 また、ミスアル・イブン・キダームは言いました。「それらは、花嫁たちと言い表されていた」 

 これらの事柄は、すべて、学者たちの指導者アブー・ウバイヤド・アル＝カースィム・ブヌッサラーム（アッ

ラーのご慈悲あれ）の著書『クルアーンの諸徳（Faḍā’il al-Qurān）』の中に記録されていました。 

 フマイド・ブン・ザンジューヤが伝えたところによると、（教友）アブドゥッラー（アッラーの御満悦あれ）は

言いました。「本当に、クルアーンの譬えは、（次のような）男の（話の）譬えである。男は家族のために、住居

を見つけることにして、巨大な雨の水たまりのそばを通り過ぎる。彼がそこを歩いている間、彼はそれに三嘆す

る。そして、彼は穏やかな数々の庭園に辿り着いた。そこで、彼は『私は、最初の水たまりに三嘆した。そして、

これ（水たまり）はより驚きで、より素晴らしい』と言った。すると、彼に『本当に、最初の雨跡の譬えは、ク

ルアーンの偉大さの喩えである。また、それらの穏やかな数々の庭園の譬えはクルアーンの中にある［ハー・ミ

ーム］家の譬えである』と声がした」アル=バガウィーがそれを伝えています。 

 また、イブン・マスウード（アッラーの御満悦あれ）は言いました。「私が、［ハー・ミーム］家に至る時、私

は、じっくりそこで過ごす数々の庭園に至ったのである」 

 

 



慈悲あまねき慈悲深きアッラーの御名において 

ハー・ミーム。（４０：１） 

この啓典の垂示は威力比類なく全知なるアッラーからである。（４０：２） 

 罪を赦し、悔い戻りを受け入れ、応報に厳しく、長さを有する御方。かれのほかに神

はなく、かれの御許にこそ行き着く先はある。（４０：３） 

 

慈悲あまねき慈悲深きアッラーの御名において 

★クシャイリー 

 かれ（威厳に満ちた言葉かな）の御言葉『慈悲あまねき慈悲深きアッラーの御名において』について、真摯に

取りくむ者について。彼が真実なる御方（つまりアッラー）から得たものは、卓越しています。彼の心の諸状態

は、真実なる御方の御許で、清くなります。かれ（アッラー）は、彼の自我（ナフス）に、恩恵の外衣を纏わせ

給います。かれは、彼の魂（カルブ）に、（アッラーへの）近接の栄誉を着せ掛け給います。かれは、特別に彼の

霊（ルーフ）に、優美な癒しを割り振り給います。かれは、彼の心奥（スィッル）を選び、栄光なる御方という

特性を暴露し給います。 

 

ハー・ミーム。（４０：１） 

★ジャラーライン 

 これが意味するところについてはアッラーがよく御存知であらせられます。 

 

★イブン・カスィール 

 独立した文字については、すでに第２［雌牛］章の冒頭で説明されています。ここでその議論を繰り返す必要

はないでしょう。また、それは、アッラーの使徒（アッラーの祝福と平安あれ）が「もしあなたがたが一晩泊ま

るのであれば、『ハー・ミーム ラー ユンサルーン』と言いなさい」と言われた中に、言及されています。これ

は、アブー・ダーウードとアッ＝ティルミズィーから伝わり、正しい（ṣaḥīḥ）伝承経路による伝承です。 

  

★クシャイリー 

 つまり、「存在しているものごとは、定めである（ḥumma ’amrun kā’inun）」という意味です。 

 また、別の説によると、『ハー』はかれ（アッラー）の優しさ、『ミーム』はかれの威厳を指し示すものです。つ

まり、「私の優しさと私の威厳によって、われは、われを信じた者を、火獄の中に、決して永遠にとどめ置かな

い」ということです。 

また、別の説によると、これらの文字は、《かれの諸々の御名前の鍵》です。 

 

この啓典の垂示は威力比類なく全知なるアッラーからである。（４０：２） 

★ジャラーライン 

 『この啓典の垂示』つまりクルアーン。（文法構造上の）主部です。 

 『アッラーからである』（文法構造上の）述部。 



 『威力比類なく』かれの主権において。 

 『全知なる』かれの被造物について。 

 

★イブン・カスィール 

かれ（至高なる御方かな）の御言葉『この啓典の垂示は威力比類なく全知なるアッラーからである』つまり、

「この啓典、それはクルアーンであるが、の垂示はアッラーからである。かれは威厳と知を具備し、かれの栄光

は失われず、微細なものもかれから隠れるものはない、たとえその覆いが幾重にもなったとしても」、ということ

です。 

 

★クシャイリー 

 『威力比類なく』つまり、かれの近しい者たちにとって、親愛なる御方であらせられます。 

 『全知なる』とは、かれの近しい者たちの中に起きた、また起きることについて（全知であらせられる）とい

うことです。彼らが生まれる以前に起きたことについてのかれの知識は、これら（近しい者たちのうちに起きた、

または起きること）を、かれの定めから、阻むことはありません。 

 

 罪を赦し、悔い戻りを受け入れ、応報に厳しく、長さを有する御方。かれのほかに神はなく、かれの御許に

こそ行き着く先はある。（４０：３） 

★ジャラーライン 

『罪を赦し』信仰者らに対して。 

『悔い戻りを受け入れ』彼ら（信仰者ら）に対して。（アラビア語『悔い戻り（tawb）』は）動名詞です。 

『応報に厳しく』不信仰者らに対して。つまり、それを厳しく行い給う御方。 

『長さを有する』つまり、広大な恩寵を（有する）。また、かれは、この諸属性のすべてによって、恒常的に形

容され給う御方であらせられます。それゆえ、それら（『罪を赦し』『悔い戻りを受け入れ』『応報に厳しく』）の

うちの派生語によってできた複合名詞は、最後のもの（『長さを有した』）と同様に、固有名詞になり得ます。 

『行き着く先』帰り処。 

 

★イブン・カスィール 

 かれ（誉れ高き威厳ある御方かな）の御言葉『罪を赦し、悔い戻りを受け入れ』つまり、「かれは、過去におい

て犯された罪を赦し給い、未来において、かれに立ち戻り、かれの御許で謙る者からの悔悟を受け入れ給う」と

いうことです。 

かれ（威厳を備え至高なる御方かな）の御言葉『応報に厳しく』つまり、「頑固で、分をわきまえず、現世の生

活を好み、アッラー（至高なる御方かな）の諸命令を頑なに拒み、不正をなした者にたいして」ということです。 

これは、彼の御言葉『わがしもべたちに告げ知らせよ、われこそはよく赦す慈悲深い者であると』（第１５［ア

ル＝ヒジュル］章４９、５０節）と同様です。この２つの特徴は、クルアーンの複数の箇所で、何度も言及され

ています。それで、しもべ（人間）は、（アッラーへの）期待と怖れ（の気持ち）との間に留まるのです。 

かれ（至高なる御方かな）の御言葉『長さを有する御方』イブン・アバース（アッラーの御満悦あれ）による



と、「（『長さ（at-ṭawl）』とは）つまり、栄華や富みのことである」ということです。つまり、かれは、しもべに

惜しみなく恵みを与え給う御方、しもべがその中にあるところの恩恵や贈り物を彼らに継続し給う御方であらせ

られます。それらの恩恵や贈り物は、しもべが、そのうちの一つのものに対しても、感謝を果たすことができな

いものです。『また、たとえおまえたちがアッラーの恩寵を数えたとしても、それを数え尽くすことはできない』

（第１６章［蜜蜂］１８節） 

 『かれのほかに神はなく』つまり、あらゆるかれの属性においてかれと同類のものはなく、かれの他に神はな

く、かれを除いて主はいません。 

『かれの御許にこそ行き着く先はある』つまり、戻り行く処、立ち帰る処。それゆえ、いずれ、かれは、それ

ぞれの人間に、その者の行為にしたがって、報い給うでしょう。『かれは清算に素早い御方』（第１３章［雷］４

１節）。 

 

★クシャイリー 

 かれの悔悟（タウバ）の承諾によって称された書物は、かれのしもべのためのものです。かれは、不従順な者

が、憂鬱であることを知り給いました。そして、かれは、かれの分け前を差し出し給うことによって、鬱を彼か

ら消し去り給いました。また、かれは、かれの御名を、悔悟（タウバ）の承諾として、差し出し給いました。そ

れで、かれは、彼らの自我（ナフス）と彼らの魂（カルブ）を、（心の状態における）期待を必定とする２つの名

前によって、慰め給いました。それら２つとは、かれの御言葉『罪を赦し、悔い戻りを受け入れ（る御方）』のこ

とです 

次いで、かれは、『応報に厳しく』という御言葉によって、彼らを罰し給いました。次いで、かれは、その後、

『長さを有する』と仰せになるまで、満足し給いませんでした。つまり、かれの『長さを有する御方』との御言

葉は、『応報に厳しく』とのかれの御言葉と一対なのです。 

 （また別の説によると、アッラーは、故意に罪を犯した者に対して、『罪を赦し』、躊躇し悔い改めた者に対し

て、『悔い戻りを受け入れ給い』、拒絶し頑迷であった者に対して、『応報に厳しく』、知悉し孤独な者に対して、

『長さを有する御方』であらせられます。） 

 また別の説によると、不正な者に対して罪を赦し、中庸を行く者に対して悔悟（タウバ）を受け入れ、不信仰

者らに対して応報に厳しく、先を進む者たちに対して長さを有する御方であらせられます。 

 また別の説によると、アッラーの慣行とは、かれがしもべたちを御名と発声によってこわがせたならば、かれ

は、２つの御名あるいは２つの特徴によって彼らをかれが安らがせることで、彼らの魂に慰めを与え給う、こと

です。 

『かれの御許にこそ行き着く先はある』つまり、「行き着く先がかれの御許にあるならば、その旅はもうすでに

かれを喜ばせるものであった」ということです。 

 

 

 

 

 



見てみようアラビア語 

 

クルアーン第４０章３節 

 

هآ إَِّلا ُهوآ َلآ إِل    
（意訳）かれのほかに神はない 

 َلآ 

（否定）          

ない 

 

هآ إِل    
 

（普通名詞）     

                                        神 

 

 إَِّلا           
（前置詞） 

～のぞいて 

 ُهوآ 
 

（人称代名詞） 

かれ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
東南アジアのシャーフィイー派 第 1７ 回 

― クランタン ― 
  

アフマド塩崎悠輝  

 

  前回は、パターニー出身のウラマーの一人、マッカでの出版事業などで知られるアフマド・アル＝ファターニーについて書

きました。今回は、パターニーに隣接するクランタンのウラマーとシャーフィイー派の法学について書きたいと思います。クラ

ンタンは、マレー半島の東海岸側に位置していて、現在ではマレーシアの中のクランタン州となっています。マレーシアという

のは、マレー半島の部分と東マレーシアと呼ばれるボルネオ島にある部分から成ります。マレー半島でも、クアラルンプール

とかペナンといった大都会は昔から西海岸側にあって、クランタンなどの東海岸側は田舎の地方が多く、農業や漁業が盛

んです。クランタンでも田んぼで稲作をしている風景が延々と広がっています。 

クランタンは、住民のほとんどがムスリムのマレー人で、マレーシアの中でもウラマーが多く出ている州として知られてい

ます。これは、パターニーと同様で、イスラームを学び実践する場であるポンドックの数が多かったというのが大きい背景で

す。というよりも、パターニーとクランタンというのは小さい川一つ隔てているだけでほとんど同じ地方、同じマレー人ムスリム

であり、話しているのは同じようなマレー語の方言、双方のスルタン家を含めて、人々の血縁関係も非常に多く見られます。

百年前にこの小さい川がタイとマレーシアの国境ということに決められたというだけのことで、今日にいたるまで、日常的に

人々が行き来しています。１９世紀にタイ王国による併合に対してパターニーの人々が抵抗を繰り返し、敗れたウラマーの

多くがクランタンに逃れてきた、というのがクランタンにポンドックが増えた大きな理由でもあります。 

トゥアン・タバルという愛称で知られるアブドゥッサマド・ムハンマド・サーリヒは、19 世紀のクランタンで活躍した最重要

なウラマーですが、元々パターニー出身です。トゥアン・タバルには、Minḥat al-Qarīb al-Mujīb wa Mugnī al-

Rāgibīn fi al-Taqrīb（『近くにおられ、応答される方からの贈り物と接近への願いを満たすもの』）というフィクフの著作

がありますが、この本は、タサウウフの観点からアキーダ、フィクフの位置づけについても論じています。トゥアン・タバルの子

孫たちは、クランタンでムフティーや大臣などの要職に就き、20世紀まで大きな影響を持ちました。 

イスラームの生活というのは、しばしば都市の生活としてイメージされがちです。実際には、遊牧民でも狩猟民でも、海洋

民でも、ムスリムとして生きることはできるし、実際、そうやって生きているムスリムもいます。クランタンにあるのは農村のイス

ラーム生活、とりわけ、東アジアらしい稲作が中心の社会のイスラーム生活です。雨が多く湿度の高い農村で、稲作などの

農業で生活する人々のイスラームの実践は、村において共同で行います。どんな生活をするのであれ、イスラームの実践に

は基本的には共同体が必要だし、共同体で行うことが望ましいです。クランタンの農村の場合、毎日５回の礼拝のたびに

村のモスクに男たちが集まります。ラマダーン中のタラウィーの礼拝でもそうだし、イードの礼拝ももちろんそうです。イフター

ルの食事を共同で用意して集まって食べたりもします。アーシュラーの時も大きな鍋でお粥をつくります。イスラームについ

て学びたい場合は子供たちも大人もポンドックに通います。ポンドックを主宰するウラマーは、集団礼拝やイード、子供が生

まれた後のアキーカのお祝いや男の子の割礼、葬儀などで中心的な役割を担います。村全体がポンドックに属する共同体

である場合もあり、そういう村だとウラマーが村全体の指導者でもあります。クランタンは、マレーシアの政党、マレーシア・イ



スラーム党の本拠地としても知られますが、こういった村ごとのポンドック、村全体がポンドックであるような共同体がそのま

ま加わったことが、この政党の強みになりました。 

クランタンの農村に見られるのは、農村的イスラーム生活、それも田んぼが多い日本の田舎とそれほど変わらない農村

でのイスラーム的生活です。こういう生活を見ていると、イスラームに従って生きることの自然さ、充足感や幸福が理解しや

すいです。イスラームは元来、共同体で実践するもので、ムスリムはムスリムの共同体があるところでイスラームに従って生

きるのが幸せであると思わずにはいられないです。 

２０世紀の初めに、タイとマレーシアの間の国境線が引かれたことが、パターニーとクランタンの明暗を分けました。パタ

ーニーはタイの一部となり、タイ語の教育などを徐々に受け入れていかざるをえませんでした。一方、クランタンは、マレーシ

アの各州の中でイスラーム宗教評議会（Majlis Agama Islam）が設立された最初の州となりました。各州の州政府の一

部であるイスラーム宗教評議会は、モスクの建設や管理、ザカートの徴収や分配、ワクフとなった不動産の管理、シャリーア

裁判所、ファトワー、イスラーム教育といったイスラーム行政を管轄しています。これらのイスラーム行政において、シャーフィ

イー派の法学に従うことが原則になっています。マレーシアでは、裁判でも教育でも、その他の法学上の規定でも、イスラー

ム宗教評議会を通して政府がシャーフィイー派を護持する、ということが公式に行われてきています。クランタンはそのさき

がけとなり、２０世紀初めからマレー半島でシャーフィイー派以外のサラフィーの潮流が盛んになっていた時、公式のファトワ

ーや雑誌などの出版物を通して、率先してシャーフィイー派の伝統を護持しようとしました。 

政府がシャーフィイー派を護持して、予算を出してイスラーム行政やイスラーム学校を支援し続けているというのは、それ

なりに効果の大きなことです。パターニーはそれでも、多くのポンドックが今なお活発で、ムスリム社会で大きな役割を担っ

ています。 

次回は、少しわき道にそれるかもしれませんが、20 世紀にクランタンやその隣のトレンガヌで盛んになっていったシャーフ

ィイー派以外の法学派の潮流、特にインドから伝わってきたデーオバンド派の法学の発展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 

 

 

 

  

今回は、「クルアーンの規範に従うことが必須である、という論理的根拠」についてです。 

工業製品のメーカーが、それぞれの製品に、その使い方をわかりやすく説明するカタログを付けているのを見

る時、私たちは、この根拠を理解することができるかもしれません。 

                                 

どんな機械や機器も、使い方を習得することなしには使えません。もしカタログもなく、使い方がわからない

まま動かしてしまえば、機械を台無しにしてしまうか、それに害を与え、壊してしまうかもしれません。 

                                

一方、カタログの指示通りに機械を動かせば、メーカーが、その機械の安全性と、使用者の安全を保障してく

れます。しかし、メーカーの指示に従わずに、その製品に発生した損害は、消費者の責任となります。 

                                   

これが、工業製品における常識であるならば、神に創られた者の人生はどうでしょうか？人生に、それを台無

しにせずに生きる方法を教えてくれる、創造主からのカタログが必要ではないでしょうか。 

                                      

それならば、クルアーンは、人生を無意味にすることなく構築するための助けとなるように贈られた、理性

を持つ被造物への、創造主からの贈り物です。 

 



 

 

  

 クルアーンに述べられている命令事項や禁止事項（イスラーム法）は人間の自由を制限している、と考える人

が多くいます。その結果、現世で「自由」を謳歌（おうか）したい人々は、その教えに従う事を拒みます。 

 これは、実は、命令・禁止事項に関する無知に基づいた見解です。なぜなら、命令事項には必ず私達にとって

何らかの利益があり、禁止事項は、私達への害を防ぐ為のものだからです。 

  

 これはクルアーンに限った事ではありません。様々な分野で見受けられます。いかなる組織や、学校、工場な

どでも、人々が集まる所には必ず命令・禁止事項からなる規則が存在します。それは人々の利益を実現する為に

外なりません。 

 例えば、交通警察は、歩行者の安全確保の為に、赤・黄・青の信号を設置し、その順守を義務付けています。

又、医者は、患者の健康を守る為に、彼に対し、苦い薬の服用を義務付けたり、おいしい食べ物の摂取を禁じた

りします。 

  

 同様に、至高なる創造主アッラーも、人間社会の混乱や不和を防ぐ為に、人間に対し禁止事項を定めて下さっ

ています。つまり、クルアーンにある命令・禁止事項は、全ての人間がその兄弟同胞である他の人間と共に、恐

怖や不正に脅かされること無く、安寧（あんねい）な生活を送れるようにと、「人間の利益を実現する事」を目

的としています。 

 ですから、人類が、その創造主の規範（つまりクルアーンとハディース）に従う事を拒否するならば、社会

は不正者と不正を被る者、支配者と被支配者に分断され、人類の生活は、弱肉強食が支配する動物の世界の様

になり、そこには安全もやすらぎも見いだせなくなってしまいます。つまり、強い者だけが、限りない欲に基

づいて自分の権利をどんどん拡張し、弱い者の権利を踏みにじる不公平な社会です。 

 



【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 （３） 
 

２.人間と社会 

 アリストテレスは、人間をポリス的存在と定義した。ポリス的存在は「社会的存在」とも「政治的存在」と

も訳されるが、「翻訳の時代」と言われた約１世紀（７５０-８５０年）にかけて現存したギリシャ語文献の殆

どをアラビア語に訳したイスラーム文化では、アリストテレスのこの定義は文字通り「都市的（madanī）」と

直訳され、アル＝ファーラービー（９５０年没）、イブン・スィーナー（１０３７年没）、イブン・ルシュド

（１１９８年没）らの所謂イスラーム哲学者だけでなく、スンナ派、シーア派の法学者、神学者などにも受け

入れられ、宗派を超えた政治思想の共有財産となる。（注１） 

 現代のスンナ派イスラーム主義の元祖とお言われるイブンタイミーヤ（１３２８年没）の次の言葉にも、ア

リストテレスの政治学の残響が明らかに認められる。 

 「人間は現世、来世の幸福の達成のためには、有益なものを得、有害なものを退けるための協働、相互扶助

が欠かせない。それゆえに『人間は本性上、都市的である』と言われるのである。人間は益を得るために行う

べきことを命ずる者、害を退けるために避けるべきことを禁ずる者に従わなくてはならない。」（注２） 

 ギリシャ政治学の伝統を継承したイスラーム学は、「人間は集まって協働し、助け合うことなくしては、生活

必需品を手に入れ、外敵から身を守ることのできない存在である」、と教える。社会の中で始めて人間は人間と

して生存することができるのであり、そこには協働を成り立たせ社会を律する命令・禁止の支配関係が不可欠

なのである。 

 人間が孤立して生きることが出来ない以上、自律・自立した個人が自発的に集まって自由な契約を結ぶこと

で社会を作るのではなく、社会が個人に先立って存在しなくてはならない。 

 我々の個人の人生を振り返っても、記憶の中には、既に食べる物、着る物、眠る場所を与えられ、人々の話

す言葉を話し、社会の中に投げ入れられていた自分しか見出すことが出来ない。社会、社会のルールと秩序

は、我々の全てに先立って存在していた。同じように人類の歴史をどこまで遡ろうと、社会を意のままに創設

した自由な個人たちを見出すことは出来ない。 

 社会は個人に先在する。そしてその社会には協働と支配関係があらかじめ埋め込まれている。社会の支配関

係を所与、与件とするアリストテレスの人間観がイスラーム政治論に受け入れられたのは、社会における上限

関係を肯定するクルアーンの聖句「彼（アッラー）こそはお前たちを地の継承者となし、おまえたちのある者

を別の者よりも高い地位に置き給うた御方。」（６：１６５）との符合しているからである。 

 イスラームは、人間が社会的存在であり、社会とは協働のための命令・禁止の支配関係に他ならないとの認

識において、アリストテレスの人間観と一致する。またアリストテレスにおけるポリス、社会とは「善」の実

現を目指す倫理的な場であり、この点においても、アリストテレスの人間観は、社会を勧善懲悪の場とみなす

イスラームの人間観と一致する。  

 イスラームとアリストテレスの相違が現れるのは、この「善」の内容、社会において善が実現されるあり方

のレベルとなる。 

 

（注１）アリストテレスはアレキサンダー大王の家庭教師であったが、（１８：８３－９８）に登場する「ズル

カルナイン王」とはアレキサンダー大王を指すと言われる。一般にギリシャ文明は多神教的と思われている

が、クルアーン的にもギリシャ文明とイスラームは接点を有しているのである。 

（注２）Ibn Taimīyah, Majmū‘ah Fatāwā Ibn Taimīyah, 2001, al-Manṣūrah, p.39. 

続く、インシャーアッラー。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有名な古典の翻訳。預言者伝はいくつか出版

されていますが、これが最も有名な著作で、最

も詳細です。 

『慈悲深き神の食卓 ―イスラムを「食」から

みる』八木久美子 

『預言者ムハンマド伝』  

イブン・イスハーク／イブン・ヒシャーム 

ラマダーンとは何か？ 「食」から見えるイス

ラームの姿とは？ 共食の中に顕れるムスリ

ムの宗教性を描き出す。 

『聖なる家族：ムハンマド一族』 

森本一夫 

預言者ムハンマドの子孫はイスラームにおい

てどのように位置づけられるのか？ 今も子

孫はいるのか？ どのような扱いを受けてい

るのか？ 日本ではあまり紹介されないテー

マをわかりやすく解説。 

イランの高校のために書かれたイスラームの

教科書。一般の高校生のために書かれている

ので、内容が平易で読みやすい。シーア派の勉

強にもなります。 

『イランのシーア派イスラーム学教科書』富

田健次（訳） 

『イスラーム化する世界』 

 大川玲子 

『現代イスラーム思想の源流』 

飯塚正人 

アミナ・ワドゥード、ビラ―ル・フィリップ

ス、ギュレン等の世界的に著名な（欧米と親和

性の高い）説教師の活動と言論に焦点をあて、

グローバル化した現代におけるイスラーム的

言論の特徴を抽出する。 

現代イスラーム思想とは何か？ 近現代にお

いて、イスラームに基づき社会を改革しよう

とした人や運動、あるいは逆に、社会の変化に

応じてイスラームを規定しなおそうとした人

や運動を概観する。 

スカーフをめぐり、政治と法の領域で展開さ

れる激論。フランスにおいて、スカーフの何が

問題なのか？ 様々な切り口から「スカーフ

論争」を読みとく論文集。 

小中学生を対象にした大判本。イラストや写

真などを用いて様々に工夫が凝らされてい

て、文章も読みやすい。シリーズで出ていま

す。 

『神の法 vs.人の法』 

内藤正典・阪口正二郎（編） 

『イスラームのおしえ』 

後藤絵美（著）長沢栄治（監修） 

イスラーム 一日一読（３） 
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。 

 

  ヒジュラ暦で今月はシャーバーン月、そして、来月はラマダーン月です。昨年のラマダーン月からあっとい

う間に今年のラマダーン月がやって来るような気持がします。年々、１年が経つのが早くなってきました。 

 イスラームに改宗してはじめてラマダーンを迎えた時は、１か月の断食という言葉に押しつぶされそうになり

ました。その翌年のラマダーンは、前年のラマダーンの断食の経験から、１か月の断食は思っていたほど恐怖な

ものではないと分かったので、それほど怖くはありませんでした。 

 それにしても、「信仰心」というものは、不思議なもので、日ごろそれほど我慢強くないわたしも、これまで

のラマダーン月では、日中食べない、飲まない、と我慢して過せました。アル=ハムドリッラー。 

この１か月は、世界中のムスリムの多くがみんな一緒に断食をして過ごします。日本に住んでいると身の回り

にムスリムがいないので、自分だけ、自分の家族だけが断食をしている状況ですが、近年は、インターネットが

発達しているので、気軽にマッカの様子や、さまざまな地域のラマダーンの様子を見ることが出来ます。 

日本では社会全体で断食して、お正月のように断食明けのお祝いをする雰囲気はありません。けれど、働いて

いたり学校に通って部活がある方などは大変ですが、主婦であるわたしは断食をしていてだれかに怒られること

もなく、断食を終えた後にちゃんと水が飲めてご飯も食べられ、断食に疲れたら日中安心して寝ることが出来る

ので、とても恵まれた環境です。 

ウイグルに住む人は断食をしていると怒られ、シリアに住む人は断食に着かれても安心して寝ることも出来ず、

イエメンでは断食する前、そしてした後のご飯がありません。 

ひとは、自分にできることにのみ、義務を負わされます。じぶんのできる限りがどこまでかを計ることは難し

いですが、じぶんに課せられた義務を果たすことが出来ますように。 

 

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 
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