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ヒジュラ暦１４４３年 ジュマーダー・アル＝ウーラー月 

３５０号 

 

アッサラームアライクム 

 ムスリム新聞読者のみなさん 

 朝がた寒くて目が覚めて、ファジュルの礼拝をして、家の窓の外を見ると、向かいの家の屋根に雪が積も

っています。その次の日には、日の光が暖かくて、もうすぐ梅の咲く季節になる気配を感じます。 

１２月にじょじょに寒さが厳しくなり、１月になると寒さの中の温かさが懐かしくなります。貼るホッカ

イロをおなかに着けて、貼らないホッカイロを手にもって、体を温めながら、どうぞ新聞を広げてください。 
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クルアーン解説 

第３９章［集団］6２－6６節（２３） 

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。 

  

アッラーはあらゆるものの創造者であらせられ、かれこそはあらゆるものに対する代理人であらせられる。

（39:62） 

★ジャラーライン 

 アッラー（超越せし至高なる御方かな）は、あらゆるものに対して、かれがお望みのまま、自由に采配を振る

い給う御方であらせられる。 

 

★イブン・カスィール 

 アッラー（至高なる御方かな）は、かれがあらゆるものごとの創造者で、それらの主人で、それらの所有者で、

采配を振るう者であらせられます。あらゆるものは、かれの支配と権力と守護の許にあります。 

 

★クシャイリー 

 しもべの獲得物はもろもろ、この御言葉が意味することに含まれます。ですが、アッラーの御言葉は含まれま

せん。なぜなら、話されるものは、話すという行為に含まれず、アッラーの属性もまた含まれないからです。 

 

かれにこそ諸天と地の鍵はある。そしてアッラーの諸々の徴の信仰を拒んだ者、それらの者こそ損失者である。

（39:63） 

慈悲あまねき慈悲深きアッラーの御名において  

アッラーはあらゆるものの創造者であらせられ、かれこそはあらゆるものに対する代理人であらせられる。

（39:62） 

かれにこそ諸天と地の鍵はある。そしてアッラーの諸々の徴の信仰を拒んだ者、それらの者こそ損失者であ

る。（39:63） 

 言え、「アッラー以外のものに仕えるよう私に命じるのか、無知な者たちよ」。（39:64） 

 そしておまえと、おまえ以前の者たちには既に啓示されている。「もし仮に、おまえが（アッラーに）多神

を配したとすれば、必ずやおまえの行為は無駄になり、おまえは必ずや損失者たちとなろう」。（39:65） 

 「いや、アッラーにこそ仕え、感謝する者たちとなれ」。（39:66） 
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★ジャラーライン 

『諸天と地の鍵』雨や穀物など、そこにある宝のもろもろの鍵。 

 『アッラーの諸々の徴』クルアーン。 

 『それらの者こそ損失者である』という文章は、かれの御言葉『アッラーは畏れ身を守る者を救い給う』（39:61）

に繋がる文章です。その二つの間にある文章は、挿入句です。 

 

★イブン・カスィール 

 かれ（誉れ高く威厳ある御方かな）『かれにこそ諸天と地の鍵はある』について、（学者）ムジャーヒドは、次

のように説明しました。「maqālīd（鍵）とは、もともとペルシャ語で鍵という意味である。」同様に、（学者）カ

ターダ、イブン・ザイド、そして、スフヤーン・ブン・ウヤイナも説明しています。また、（学者）アル＝スッデ

ィーは次のように説明しました。「『かれにこそ諸天と地の鍵はある』つまり、諸天と地のふたつの鍵である。」彼

らのふたつの説明は、次のことを意味しています。「あらゆる物事の支配は誉れ高く至高なる御方の御手にあり、

かれにこそ王権はあり、かれにこそ称賛はあり、かれはあらゆるものごとに対して力ある御方であらせられる。」

そのために、かれ（威厳あり至高なる御方かな）は『そしてアッラーの諸々の徴の信仰を拒んだ者』と仰せにな

りました。つまり、かれのもろもろの論拠と証拠を拒んだということです。 

 

★クシャイリー 

 『maqālīd（鍵）』鍵。それは、アッラーが、力を蒙るものたちに対して、力ある御方であらせられる、という

ことを意味しています。それゆえ、かれは、かれが存在させることを意図し給うたものを、存在させ給うのです。 

 

 言え、「アッラー以外のものに仕えるよう私に命じるのか、無知な者たちよ」。（39:64） 

★ジャラーライン 

 『’a‘budu（私が仕える）』は、『ta‘murūnnī（私に命じる）』の被支配構文に含まれ、（接続詞）「’an」という節

続法を導く語に含まれると推測されるので、本来であれば a’buda という形になりますが、ここではその形をと

っていません。 

にある文字ヌーンは、一つの文字として読むか、二つの文字としてその文字の音を同化させて読む『تأمروني』

か、別の母音を付けて二つ別々の音で読みます。 

 

★イブン・カスィール 

 その一節が啓示されたきっかけは、イブン・アビー・ハーティムらが伝える、イブン・アッバース（アッラー

の御満悦あれ）が「多神教徒らは、アッラーの使徒と一緒に、彼の神に従いながら彼らの無知さゆえに、アッラ

ーの使徒（アッラーの祝福と平安あれ）に、彼らの神々への崇拝を、呼びかけた」と言った伝承からわかります。

そのために、『言え、「アッラー以外のものに仕えるように私に命じるのか、無知な者たちよ」。そしておまえと、

おまえ以前の者たちには既に啓示されている。「もし仮におまえたちが多神を配したとすれば、必ずやおまえの

行為は無駄になり、おまえたちは必ずや損失者となろう」』（40:64,65）という啓示が下りました。これは、『そ

してもし彼らが多神を崇めたとすれば、彼らがなしたことは彼らにとって台無しとなったであろう。』（第 6 章

［家畜］８８節）とのかれ（至高なる御方かな）の御言葉と同じ意味です。 

 

★クシャイリー 

 つまり、「アッラーは、かれの唯一化（タウヒード）によって、私を育て、かれの特別化（タフリード）によっ

て、私に栄養を与え、アッラーの愛の飲み物によって、私を潤し給うたというのに、どうしておまえたちに、私

にかれ以外の者を崇拝してほしいという気持ちが、現れるというのだ」。 
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 そしておまえと、おまえ以前の者たちには既に啓示されている。「もし仮に、おまえが多神を配したとすれば、

必ずやおまえの行為は無駄になり、おまえは必ずや損失者たちとなろう」。（39:65） 

★ジャラーライン 

 『もし仮に』仮定である。 

『もし、仮に、おまえが・・・とすれば、・・・となろう』ムハンマドよ、・・・。 

『必ずや・・・であろう』アッラーに誓って。 

 

★クシャイリー 

 もし仮におまえがわれ以外のものに注意を向け、何かを始める時に、われとともに、われ以外のものを見いだ

すとするならば、おまえは、おまえの行為をだめにし、おまえの努力を無駄にするであろう。ムハンマドよ、む

しろ、アッラーにこそ仕え、われへの崇拝においていつも、感謝する者であれ。 

 

 「いや、アッラーにこそ仕え、感謝する者たちとなれ」。（39:66） 

★ジャラーライン 

『アッラーにこそ』かれ唯一人に。 

『感謝する』かれがおまえに対してかけ給うた恩寵に。 

 

★イブン・カスィール 

 つまり、「おまえと、おまえに従い、おまえを正しき者と認めた者よ、唯一でかれに並ぶ者なきアッラーにの

み、崇拝行為を捧げよ」。 

 

👀見てみようアラビア語 
第３９章５９節 

ِلُق ُكل ِ َشى  ٱ ـٰ ء  هللُ خ  

アッラーはあらゆるものの創造者であらせられる 

ِلقُ   ـٰ خ  

創造者 

 ُكل ِ 

あらゆる 

ءَشى    

もの 

👞  
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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２３回 

訳著：アーミナ      

 

聖クルアーン 日亜対訳注解：https://bit.ly/3dDxZt8 

慈悲あまねく慈愛深きアッラーの御名において 

 

預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）に従うことの効果 

 

人間は、外面的に表れる言動と、その言動を方向付ける内面的な考えによって成り立っています。そして、そ

の考えの浄化において、魂や自我はとても大きな影響力があります。何かを思いついて、それについて考えると

き、自我によってその考えは大きく左右されます。私たちの考えと、私たちの悪い自我（ナフス ルアンマーラ

トゥ ビッスーゥ：悪に傾くナフス）の間には、常に大きな対立があります。もし自分の欲望にばかり従って行

ってしまうと、人間は、欲望に支配されてしまい、アッラーではなく欲望の言う通りに生きるようになってしま

います。クルアーンでアッラーがこうおっしゃるとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クルアーン第 45[跪く時章]23 節 

 

 

この自我の支配から抜け、自我を浄化する方法が、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）に従うこ

とです。誰でも預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）のなさっていたことを模倣することで、自分の

欲望が命ずることから抜け出すことができ、自我が浄化されていきます。クルアーンに、イブラーヒーム様（平
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安あれ）がカアバ神殿を建立した際になさったドゥアーがあり、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）

のことをこう言われています。 

 

クルアーン第 2[雌牛章]129 節 

 

預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の目的のひとつは、私たちの自我を浄化することです。ウン

マ(イスラーム共同体)全体の自我の浄化という役割が、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）にはあ

りました。 

 

私たちの自我が浄化されると、心の汚れが消え、それは、アッラーが人間を創られた本来の目的へと私たちを

導き始めます。浄化された自我は、理性の邪魔をしたり、私たちの考えを悪い方向へと向けることはなくなって

いきます。 

 

例えば、人は怒りから解放されて一息つき、落ち着いた時に、怒っている時の自分の犯した間違いに気付きま

す。では、自分の間違いを振り返り反省することができる理性は、怒っている時にはどこに行っていたのでしょ

うか？消えてなくなっていたのでしょうか？いや、その時も、確かに理性はありました。しかし自我が、理性よ

りも怒りを優先したために、怒りによって、理性が考え理解する働きを失ってしまっていたのです。このように、

人間を悪へと導く自我を鎮める方法、それが預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）に従うことです。 

 

預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）に従う光により私たちの自我は鎮ま
し ず ま

ることができます。もち

ろん、簡単なことでなく、自我の鎮静はすぐに得られるものでもありません。最初、自我は、従うことにものす

ごく抵抗し、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）に従うことが自分には耐え難い重荷だと私達を思

い込ませるでしょう。しかし、アッラーへの真実のしもべ性（ウブーディーヤ）によって、私たちが、自分がや

りたいことを置いて、アッラーがお望みになられることを優先し、自分の言動を預言者様（彼の上にアッラーの

祝福と平安あれ）に従わせる努力を続けることで、人は、自我の悪から抜け出し、浄化された美しい姿に変化す

ることができます。 
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最初は、自我の方が勝って、まったく従えなかったり、またその次には、アッラーにお助けを請い願い、預言

者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）に従うことができたり、また別のときにはアッラーを忘れ、預言者

様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）に従うことを忘れて、自我に支配されてしまったり、また別のときに

は、、、、と何度も何度もこうした変化を繰り返し経験します。そしてアッラーが、その努力を見ていてくださ

います。アッラーが、アッラーの光で自我を完全に浄化してくださるまで、この変化は続きます。 

 

アッラーによって浄化された自我は、素直に言うことを聞くようになって、アッラーに服従し始めます。しか

し、そこに辿り着くために、最初は、従うことの報償や、現世と来世のご褒美、従うことで得られるアッラーの

元での自分の地位やアッラーのご満足などを自我に思い出させ、また、不服従の罰、現世と来世での罰を思い出

させ、自我を説得することから始める必要があります。それらを思い出させることは、自我との対立を簡単にす

る大きな助けとなります。アッラーのご援助をドゥアーしながら、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あ

れ）への愛情によって、そのすばらしい結果を生む努力を続けるならば、暴れ馬が乗り手によって大人しく言う

ことを聞くようになるように、自我は少しづつ少しづつ理性の言うことを聞くようになって行きます。そして、

それを継続することにより、駿馬のように、騎士が右に行けと言えば右に行き、左に行けと言えば左に行く、と

いう状態になります。自我もこうした訓練が必要なのです。 

 

アッラーに従うことに慣れていない自我は、暴れ馬と同じです。最初は暴れまわってまったく人を乗せること

ができなかった馬も、騎士がうまく訓練することによって、従順に従う名馬になります。しかしそれには訓練が

必要です。馬が嫌がっても、訓練を続けることです。自我も同じです。自我を操縦する訓練を重ねることにより、

少しづつ慣れていき、高みへと行くことができ、アッラーがその光によって浄化してくださると、ついには、自

我が好むこと自体が、アッラーへの服従である、という状態にまでなります。 

 

昔の敬虔な学者、イマーム・アハマド・ブン・ハンバリー師（アッラーのご慈悲あれ）は、決してスイカを食

べることがなかったそうですが、その理由を尋ねられた彼はこう言いました。「アッラーの使徒がどうやってそ

れを食べたのか、私は聞いたことがないからです。」預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）がどうや

ってスイカを食べられたのかを示すハディースが彼の元にないために、彼はそれを食べなかったのです。それは

つまり、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）に従うことが彼のすべての欲望であり、彼がやりたい

と思うことが、アッラーのお望みのこととなっている状態だったからです。 

 

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。 

 

≪その欲までが、私がもたらしたもの（啓示）に従うまでは、誰も(真の)信者とは言えません。≫  

バイハキー伝承 

 

この状態を目指しなさいと、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）は教えてくださいました。そこ

には、心の中に安心感と確信が伴います。アブー・バクル様(彼の上にアッラーのご満悦あれ)がそうでした。預

言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）がマッカからパレスチナの岩のドームまでの長距離を、一晩で旅

をされマッカに戻られたという話を聞いた時、アブー・バクル様（アッラーのご満足あれ）は何の疑いもなく、

「あのお方がそうおっしゃっているのなら、それに間違いありません。」と言われました。ラディアッラーフア

ンフ(彼にアッラーのご満足あれ)。 
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預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）に従う努力をすることにより、アッラーが言われた大きな報

償を手に入れることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クルアーン 第３[イムラーン家章] ３１節 

 

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。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、私たちを高めてください。 

 

 

 

 

👞 👞 
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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  
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東南アジアのシャーフィイー派 第 ５２回

―シャーフィイー派に対する批判と対立②― 
アフマド塩崎悠輝 

 

 

前回は、19 世紀以降、近代化する社会とともに、法学派という仕組みも拡充されていったことについて書き

ました。インドネシアのナフダトゥル＝ウラマーや、マレーシアにあるイスラーム宗教評議会のように、NGO

や行政組織がつくられました。印刷やラジオ、テレビ、インターネットも活用されるようになりました。教育

においても、ヨーロッパで発達してきた近代学校のやり方を取り入れることが多くなりました。 

一方で、法学派という仕組みそのものへの批判も増えていきました。ただし、単純に法学派というものがダ

メだとか無くなるべきであるとか、そういう主張ばかりでもありませんでした。ですから、前回からの副題を

「批判と対立」としたのは、やや誤解を招きかねないと思っています。 

これまで、法学派の仕組みの 1 つとして、法学書というものが書かれてきた、ということを述べてきまし

た。『40 のハディース』で知られるナワウィーの『学徒たちの道』を代表として、シャーフィイー派でも、多

数の法学書が書かれてきました。これらは、礼拝、斎戒（サウム）、喜捨、巡礼といったフィクフの中の信仰

行為についてわかりやすくまとめたもので、いわばマニュアルです。大部分の人間にとっては、クルアーンと

ハディースを大量に読んで、そこからいちいち礼拝のやり方などを確認する、ということはできないので、マ

ニュアルのかたちにまとめてある、といえます。 

シャーフィイー派の法学書は、アラビア語以外の言語にも訳されて、東南アジアでもマレー語で広がってい

きました。法学派という仕組みの実体は、1 つには法学書で、もう 1 つにはそれについて教えてくれる学校

（プサントレンやポンドック）、モスクなどが大きな部分であった、といえます。 

法学派というのは、便利なもの、ムスリムがより良く生きていくうえで必要な仕組みである、とさえいえま

すが、別に 1 つの法学派にこだわる必要はないのではないか、という考え方もあります。スンナ派の 4 大法学

派、というのがあり、ハナフィー派、シャーフィイー派、マーリク派、ハンバル派ですが、歴史上はスンナ派

の中でももっと様々な法学派がありましたが、今は主にこの 4 つになっています。 

4 大法学派のどれが正しいとか優れているとかいうことは別になく、どれに従っても構わない、ということ

はよくいわれます。ただ、1 つの社会で 4 つの法学派の仕組みを全てそろえるのは大変です。それができたの

は、バグダードやカイロ、イスタンブルなど、ムスリム史上の中心地だけでした。現在でも、4 大法学派の全

てについて十分に学べる場所となると、カイロくらいではないでしょうか。1970 年代までは、マッカにもそ

の環境があったとはいえるのですが。 

実際に 1 つの地域でそろえることができるのは、1 つの法学派の仕組みだけである、ということがほとんど

です。そして、中国の回族の間で見られたように、ハナフィー派絶対主義のような、スンナ派の 4 大法学派で

あっても、自分たちの地域にある法学派以外はダメだ、というような主張も見られるようになりました。東南

アジアでもシャーフィイー派絶対主義のようなものはありました。現在の東南アジアは、中東やアフリカから

も多くのムスリムが来るようになったこともあり、シャーフィイー派絶対主義、というわけにはなかなかいき

ません。 

4 大法学のどれでもよいのなら、1 つの法学派だけではなく、他の 3 つの法学派も参照していいのではない

か、という考え方もあります。これは、相当の知識があることと、他の法学派の法学書を参照できる環境が必
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要です。昔は、本は貴重で数が少なかったですが、近代になって印刷技術で本が爆発的に増えました。図書館

に行って多くの本を参照することもできるようになりました。 

4 大法学派の学説を参照して、その中のどれかを選択して従うことをタハイユルといいます。たとえば、貝

やタコ、イカは、ハナフィー派では食べるのはハラーム、もしくは避けた方がよい（マクルーフ）ものとされ

ています。一方で、シャーフィイー派や他の 2 つの法学派では、食べてもハラールであるとされています。日

本に住んで、生きいくうえでは、貝やタコ、イカも食べるのが、都合がいい、ということであれば、この問題

についてはハナフィー派ではなくシャーフィイー派の学説に従う、という選択もありえます。 

タハイユルで 4 大法学派の学説を参照して選択するウラマーは、歴史を通して存在していましたが、特に 18

世紀にインドの代表的なウラマー、シャー・ワリーウッラーによって論じられ、応用されるようになっていき

ました。 

また、4 大法学派の中の複数の学派からの学説をつなぎ合わせて、新たな見解を示すことをタルフィークと

いいます。これも、1 つの法学派だけではなく複数の法学派に精通している、非常に学識のあるウラマーでな

いとできないことです。タルフィークを行うウラマーは、昔からいましたが、19 世紀のエジプトあたりで、タ

ルフィークによって新たな見解を示すことの可能性が検討されることが増えていきました。 

タハイユルもタルフィークも、伝統的な法学派の仕組みのあり方から新たな見解を示そうとする、いわゆる

イジュティハードの試みですが、伝統的な法学派に対立するというよりも、これまでの法学派の積み重ねを基

礎とした新たな努力、といえます。 

次回は、タハイユルやタルフィークが試みられることが増えていくようになった経緯と、その東南アジアへ

の広がりについて見ていきたいと思います。 

 

（つづく、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―』（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 

 

序．（先月号からの続き） 

 

（２）イスラームの統治制度（カリフ制）は、知られている世界のどの統治制度とも異なっている。 

  

 それは立脚する原理についても、諸事を処理する指針となる思想、概念、基準によっても、施行し適用する憲

法や法律によっても、またイスラーム国家が成り立ち、世界全ての統治体制と相違するその体制の形態において

も、異なっているのである。 

 それは王制ではない。 

 イスラームは王制を認めず、カリフ制は王制に似てもない。なぜなら王制では、王子が世襲によって王にあり、

ウンマ（国民）はそれに関与しないからである。他方、カリフ制においては、世襲はなく、ウンマの忠誠誓約が、

カリフ就位の手順なのである。また王制は、王にのみ、彼以外の臣下の誰にもない大権、特権を認めている。ま

た一部の王制では、王を法律の上に置き、ウンマ（国民）の象徴としており、王は君臨するが統治はしない。ま

た別の王制では、王は自らの欲望のままに土地と臣民を処分し、君臨し、統治し、自分がいかなる悪行、不正を

行おうとも、裁かれることを拒否する。 

 他方、カリフ制は、王制のような臣民の上に立ついかなる特権もカリフに認めず、裁判においても国民の一人

と異なるような特権を与えない。またカリフは、王制のような意味において、国民の象徴であるわけでもない。

カリフは、ウンマ（国民）に対してアッラーの聖法を施行するために、ウンマ（国民）が自ら選び忠誠を誓った

統治と権力におけるウンマ（国民）の代行者に過ぎず、その全ての行為、裁定、国民の諸事、福利の処理におい

て、イスラームの法規定によって束縛されているのである。 

 またカリフ制は帝国制でもない。 

 帝国制はイスラームと異なること甚だしい。イスラームが治める遠隔地法は、いかにその民族が多様で違って

いようとも、唯一の中心に帰一するからである。イスラームは諸遠隔地法を帝国制によって統治するのではなく、

逆に帝国制の反対の原理によって治めるのである。なぜならば帝国制は、帝国の遠隔諸地方における異なる民族

を平等に扱わず、統治、富み、経済において帝国の中心に特権を付与するからである。 

 イスラームの統治の仕方は、国家のどこにあっても被統治者たちを平等に扱い、民族主義を否定し、市民権を

有する非ムスリムにも、イスラーム法に則って、臣民の権利と義務を与える。非ムスリムもムスリムが享有する

のと同じく権利において公正に扱われ、またムスリムに課されるのと同じく義務においても公正に裁かれる。更

に言うならば、裁判においてイスラームは、属する宗教・宗派が何であるかにかかわらず、たとえムスリムであ
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っても、市民の誰にも他の者と違う特権を認めない。この平等性においてカリフ制は帝国制と異なり、遠隔諸地

方を植民地化せず、搾取の場、中央だけに収益をもたらす財源とはしないのである。カリフ制は、いかに中央か

らの距離が離れていようとも、また住民の民族構成が多様であろうとも、地域の全体を単一の一体、全ての地域

をカリフ国家の一部とみなし、全地域の住民に、中央と他の地域の住民と同じ権利を与え、全ての地域において、

統治権、統治制度、立法権が等しく行き渡るようにするのである。 

 またカリフ制は連邦制でもない。 

 連邦制では、外交など共通の政策のみにおいて統一されている他は、諸地域が政治的自治権を有するが、カリ

フ制はあくまでも一体である。もしイスラーム国家の首都がエジプトのファイユーム地方であればカイロである

ように、東部であれば中央アジアのホラサーン、西部であればモロッコのマラケシュとなるが、どの地域に対し

ても、国家財政、予算は単一で、地域にかかわりなくカリフ国家全域の住民全ての福利を考慮して支出される。

たとえばある地域が資源と生産が需要の倍あったとしても、その地域には資源と清算高に応じてではなく需要に

応じて財政支出される。つまりある地域の資源と生産が需要においつかなくても、それを考える必要はなく、そ

の地域の資源と生産が需要をカヴァーするかしないかにかかわらず、国家の一般会計からその需要は賄われるの

である。 

 またカリフ制は共和制でもない。 

 共和政は、そもそも王制の暴政に対する反動として、つまり王が自分の意のままに恣意的に土地と人を支配し、

自分の望み通りの法を制定する主権、権力を有する暴政に対する反動として成立した。共和制の諸政体が生まれ

ると、民主制と呼ばれるものでは、主権と権力は臣民に移管され、法律を定め、許可し、禁じ、善と悪を決める

のは臣民となる。統治権は、大統領（共和）制においては大統領とその大臣たちの手中に、議員内閣（共和）制

では議会の手中にある。（王が統治権を剝奪され「君臨するが統治しない」立憲君主制においても同様に統治権は

議会にある） 

 他方、イスラームにおいては、立法権は臣民には属さない。立法権はただアッラーのみに属し、アッラーを差

し置いては誰にも何かを許し、禁ずる権利はない。人間に立法権を認めることは、イスラームにおいては重大な

犯罪なのである。 

 「彼らはアッラーを差し置いて、彼らの中の律法学者や修道士たちを主と崇める」（9:31）の聖句が啓示され

た時、アッラーの使徒は、この句を釈義して「彼ら（ユダヤ教徒、キリスト教徒）は人々に掟を定め、許された

もの、禁じられたものを決め、人々は彼らに服従していたのである」と説明された。（注１）使徒が明らかにされ

た通り、これが「律法学者や修道士を主として崇めること」の聖句の意味であり、それはアッラーを差し置いて、

許されたこと、禁じられたことを人間が定めることの罪の深さを示している。 

 またイスラームの統治行政は内閣を通じて行われるわけではない。カリフ制では人々の公益が集権化された単

一の行政機構によって処理されるので、内閣制のように各大臣に他の大臣と区別された固有の職務、職権、予算

があって、公益に関する一つの問題に関わる多くの官庁の管轄事項が重複し、煩雑を極め時間のかかる手続きを

経なくてはある省から別の省への権限、予算の移行ができず、人々の福祉の実現に困難をきたすようなことはな

い。 

 共和政においては、統治行政は各官庁に分権されており、集団体制で統治行政権を有する内閣がそれを集約す

る。他方、イスラームにおいては、（民主制の形態で）集合体として統治行政権を有する内閣は存在せず、カリフ

こそが、アッラーの啓典クルアーンと使徒のスンナ（言行）に則って国民（ウンマ）を治めるという条件で国民

（ウンマ）が忠誠を誓った為政者であり、そのカリフが自分を助けてその様々な職務を分担する補佐（全権補佐）

を任命する。これが語源的な意味での大臣（wuzarā’）、つまり、カリフが自分のために任命したカリフの補佐役

（mu‘āwin）なのである。 

 イスラームにおける統治制度は、「臣民が立法権を有し、許可し、善と悪を決め、自由の名の下にイスラーム法

の規定に拘束されない」という民主制の真の意味においては、民主制ではない。ムスリムがこの真の意味での民
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主制を決して受け入れないことを不信仰の徒たちは理解している。それゆえ植民地主義の不信仰の国々（今日で

は特にアメリカが）は、民主制が為政者の選挙の手段であるかのごとくにムスリムたちを欺き、ムスリムの国々

に民主制を輸出しようと謀っている。彼らは為政者の選挙に話を絞り、民主制の基礎は為政者の選挙であるかの

ような誤解を招く偽りのイメージをムスリムたちに抱かせ、ムスリムたちの民主制に対する認識を誤らせようと

している。なぜならムスリムの国々は、暴虐、不正、言論弾圧、抑圧（そして独裁）に苦しめられており、それ

はそれらの政権が王制を名乗っていようとも共和政を名乗っていようと変わらないからである。ムスリムの国々

はこうした不正と弾圧にあまりにも苦しめられているので、（独裁者から解放され、選挙で自分たちの支配者を

選ぶことができるなら、どんな政体にでも飛びつくので）不信仰者たちは、為政者の選挙だということで民主制

をムスリムの国々に密輸するのは容易なのである。その際、彼らは民主制の本質であるところの「立法、許可、

禁止が人間の主であるアッラーではなく、人間の権利となる」という事実を隠蔽しており、善意から、あるいは

知っていながら確信犯として、この欺瞞の民主制を受け入れるのである。 

 もし彼らに「民主制とは何か」と尋ねれば、彼らは、「民主主義は為政者の選挙である」と考えて、「それでは

イスラームでも許されている」と答えるであろう。悪意の確信犯たちは、民主制の創始者たちが意図した真の意

味を故意に隠蔽して話を逸らす。つまり、民主制とは人民主権であり、人民が多数決で望みのままに法を定め、

許可し、禁じ、善と悪を定めることであり、個人は自分自身の行為については「自由」であり、民主主義と自由

の名の下に、酒を飲もうと、姦通を犯そうと、背教しようと、聖なるものを誹謗中傷しようと、望みのままに振

舞ってよいということなのである。これが民主主義であり、これがその真相、意味するところの、本質なのであ

る。イスラームを信ずるムスリムが、「民主主義は許される」、あるいは「民主制はイスラームに属する」などと

どうして言うことができようか？ 

 国民（ウンマ）による為政者の選任、つまりカリフの選任について言えば、それはクルアーンとスンナの明文

が定めていることなのである。イスラームにおいて主権は聖法（shar‘）に属するが、人々によるカリフに対する

忠誠誓約が、カリフ就任の前提条件なのであり、かつて世界が独裁者の暗黒と王の専制の下に暮らしていた時代

に、イスラームにおいてはカリフの選挙が実践されていたのである。 

 アブー・バクル、ウマル、ウスマーン、アリー（第４代カリフ在位 656-666 年）の正統カリフの選任の方法

について研究した者は、「解き結ぶ者」（有力者たち）」とムスリムの代表者たちのうちの一人がムスリムたちに

服従が義務となるカリフになるために、彼らによる正統カリフたちに対する忠誠誓約がどのように締結されたか

を明瞭に知ることが出来る。ムスリムの代表たち（それは首都マディーナの住民である）の見解を調べることを

任されたアブドッラフマーン・ブン・アウフは、彼らの間を回り、あの家、この家と訪ね、誰彼となく聞き回り、

男性にも女性にも、カリフの候補の中から誰を選ぶかを質問した結果、最終的に人々の意見はウスマーンをカリ

フに選ぶことに落ち着き、彼に対して忠誠の誓いが締結されたのであった。 

 要約すると、民主制は不信仰の政体であるが、それは為政者が選挙で選ばれるからではない。それは本質的な

問題ではないのである。そうではなく民主制の本質は立法権を万世の主アッラーから奪い人間に与えることなの

である。アッラーは言われる。「統治権はアッラーにのみ属する」(12:40,67)また言われる。「いや、汝（預言者

ムハンマド）の主にかけて、彼らは自分たちの間で生じた紛争において汝を調停者として、汝の最低に対して心

中に不満を抱かず、全てを委ねるのでない限り、信仰したことにはならない。」（4:65） 

 立法権がアッラーの身に属することを示す典拠は数多く知られている。このことは、民主制が認めるところ「個

人の自由」を別にしての話である。民主制の「個人の自由」により、男と女は、イスラーム法上許されているか

禁じられているかを問題とすることなく、好きなことができるのである。またいかなる束縛もない背教と改宗の

宗教的自由も同様である。そして更に様々な手段による強者による弱者の搾取を許す所有者の自由があり、富め

る者はますます豊かになり、貧しい者はますます困窮していくのである。思想の自由も同様で、それは真理の言

葉についてではなく、ウンマ（ムスリム共同体）が神聖とみなすものに敵対する言論の自由でしかない。彼らは

思想の自由の名によってイスラームを侮辱する者を優れた思想家とみなし、多くの賞を授けさえするのである。 
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 それゆえ上述の通りで、イスラームの統治制度（カリフ制）は、王制でもなく、帝国制でもなく、連邦制でも

なく、共和制でもなく、民主制でもないのである。 

 

（注１） 

 またアル＝ティルミズィー（ハディース学者、892 年没）が伝えるところでは、アディー・ブン・ハーティム

は以下のように語っている。「私（アディー・ブン・ハーティム）が首に金の十字架をかけて預言者の許を訪れた

ところ、彼は私に『アディーよ、その偶像を捨てなさい』と言われました。私は彼が『彼らはアッラーを差し置

いて、彼らの律法学者や修道士たちを主と崇める』（9:31）を読誦し、『ユダヤ教徒やキリスト教徒は確かに律法

学者や修道士を拝んでいたわけではない。しかし彼らは律法学者や修道士たちが彼らに許可したものは許されて

いるとみなし、彼らに禁じたものは何であれ、自分たちもそれを禁じていたのである』と言われたのを聞きまし

た。」 

（続く、インシャーアッラー） 

👞 👞 👞 👞
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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 

７．驚くべき動物の世界 

  

 わたしたちのまわりを注意深く見ると、 

アッラーが創造なさったすべてのものは完全であることに気付くでしょう。 

アッラーはものを一番よい形に創造なさいました。 

 動物たちをごらんなさい。 

 彼らは住む場所にとても適応しています。 

 北極グマは雪のように白い色です。 

 トラには森の中で自分の身を隠せるように黄色と黒のしまがあります。 

 チンパンジーには木にぶらさがるのに役立つ強くて長い腕があります。 

 キリンには高い木の上の葉にとどくように長い足と長い首があります。 

 あなたはこういったすべてのことが自然に起こったのだと思いますか。 

 いいえ、違います。アッラーがそうなさったのです。 

 すばやく動くのに役立つ足を持っている動物もいます。 

 はやく泳ぐのに役立つ足を持っている動物たちもいます。 

 獲物を捕まえるのに役立つ足を持っている動物たちもいます。 

 あなたはラクダを見たことがありますか。 

 ラクダには砂の中に沈んでしまうのを防ぐ足があります。 

 あなたはこれらすべてが勝手に発生したのだと思いますか。 

 いいえ、違います。アッラーがそうなさったのです。 

 

作業 

 アッラーが創造された驚くべき動物たちの世界を自分自身で見るために、近くの動物園に行ってみましょう。 

👞 👞 👞 👞 👞 
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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。 

１０．変容 

 すべてのことが神さまの決定であり、神さまのご意志によってあらわれた神さまの御業であることに、気づく

のです。 

 それから、私はそこに、神さまの御名のあらわれをみいだします。それから、そこに、その御名のさし示すと

くちょうが、ちょうど日が昇り、光がさしこむようにあらわれるのを、私は見るのです。 

（３９―４０頁） 

 

 神さまの存在を、遠く輝く小さな星の瞬きのように、夜空に見ることから、さらに一歩進んで、いいこともわ

ることも、すべて神さまからもたらされたものであることを知ったなら、それから、太陽の光が私の心に差しこ

んでくるのを見るのでしょう。太陽の光が差し続けるなら、私たちは、その光を目で、肌で、そのまぶしさを熱

を感じづ付けられるでしょう。けれど、時間が経てば夜になるし、昼であっても雲がでてきて、太陽の光を隠し

てしまいます。雨も降ってくるかもしれません。雪も降ってくるかもしれません。激しい雷が落ちるかもしれま

せん。雨にぬれ、雪に凍え、雷の音に怯えることになるでしょう。そしてまた、晴れて温かい太陽の日が差し込

むまで、その光を待ち続けるでしょう。 

 

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） 

 みなさんお元気でお過ごしでしょうか。寒い日がつづきます。この寒い空の下、食べるものも、着るものも、

住むところもないひとびとにアッラーのご加護がありますように。 

 わたしは、鳥を飼っていた時には、家の外の様子などが気になったり、花や木を見ることが多かったのですが、

鳥がいなくなってしまってから、わたしのなかの鳥性が消え去ってしまったようで、そのようなことに気が向か

なくなりました。いまのわたしにとって、鳥を飼っていた時のわたしも、その時の世界も消えてしまいました。 

さいきん近所の図書館で借りて来た本で、韓国の詩人趙炳華（1921-2003）が詠んだ詩が紹介されていました。

「別れる練習をしながら 生きよう・・・選別の言葉を探りつつ 生きよう・・・人生は 人間たちの古巣・・・」

（「別れる練習をしながら」茨木のり子訳編『韓国現代詩選』花神社 53,54 頁） 

 ずっとおなじじぶんだと思っていたけれど、みるみる変わっていって、気づけばこの世界から出ていく日がや

ってくるのでしょう。それは一瞬先かもしれません。また、来月もみなさんに新聞が届けられたら、またどうぞ

ご覧ください。 

 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 


