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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  

  すっかり秋になりました。近所の庭の金木犀が満開で、朝、家の扉を開けると、世界がよい香りで満た

されて、楽しい気分でゴミ捨てに出かけます。雨の日は、しくしく足元から冷えてくるので、暖かい靴下を

はいて、どうぞ新聞をお読みください。 
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クルアーン解説 

第３９章［集団］１７－１８節（８） 

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。 

 

邪神を、それに仕えることを避け、アッラーに悔いて帰った者たち、彼らには吉報がある。それゆえ、わがし

もべたちに吉報を伝えよ。（３９：１７） 

 

★ジャラーライン 

 『邪神』偶像。 

 『悔いて帰った』近づいた。 

 『吉報』楽園についての。 

 

★イブン・カスィール 

 アブドゥル＝ラフマーン・ブン・ザイド・ブン・アスラムは、彼の父（ザイド・ブン・アスラム）から伝えら

れ、次のように解説しています。「『邪神を、それに仕えることを避け、アッラーに悔いて帰った者たち』の節は、

（教友の）ザイド・ブン・アムル・ブン・ヌファイル、アブー・ザッル、スライマーン・アル＝ファールスィー

（彼らにアッラーのご満悦あれ）について下されたものです。 

 より正しくは、この一節は、彼らと、偶像に仕えることを避け、慈悲あまねく御方に仕えることに立ち戻った

慈悲あまねき慈悲深きアッラーの御名において。 

 

邪神を、それに仕えることを避け、アッラーに悔いて帰った者たち、彼らには吉報がある。それゆえ、わが

しもべたちに吉報を伝えよ。（３９：１７） 

御言葉を傾聴し、その最善のものに従う者たち、それらの者はアッラーが導き給うた者である。それらの

者、彼らこそ賢慮を備えた者たちである。（３９：１８） 
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すべての者たちを含んでいます。 

また、現世と来世とにおいて、彼らのような者に吉報はあります。 

  

★クシャイリー 

 あらゆる人間の『邪神』とは、じぶん自身です。まことに、じぶんの欲を退け、じぶんの庇護者（アッラー）

の満足を手繰り寄せる者は邪神を避けます。 

 自我（ナフス）に仕えることは、欲に従うことによって生じます。じぶんの欲に仕えず、自我（ナフス）との

語らいを避ける者はあまりいません。 

 『アッラーに悔いて帰った者たち』つまり、あらゆることにおいて、かれに戻る者たち。 

 

御言葉を傾聴し、その最善のものに従う者たち、それらの者はアッラーが導き給うた者である。それらの者、

彼らこそ賢慮を備えた者たちである。（３９：１８） 

 

★ジャラーライン 

 『その最善のもの』彼らに有益なものが含まれるもの。 

 『賢慮を備えた者』理性の持ち主。 

 

★イブン・カスィール 

さらに、かれ（誉れ高き威厳ある御方かな）は『それゆえ、御言葉を傾聴し、その最善のものに従う、わがし

もべに吉報を伝えよ（３９：１７，１８）』と仰せになりました。つまり、御言葉を理解し、それにあることをな

す者たちのことです。 

 クルアーンの別の節で、かれ（称賛されし至高なる御方かな）は、預言者ムーサー（アッラーの祝福と平安あ

れ）に啓典トーラーを与え給うた時に、『それを力強く掴め。そしておまえの民にその最良のものを守るように命

じよ。』（第７章［高壁］１４５節）と、仰せになりました。 

 『それらの者はアッラーが導き給うた者である。』つまり、この性質によって特徴づけられる者たちは、アッラ

ーが、現世と来世とで、導き給う者たちです。 

『それらの者、彼らこそ賢慮を備えた者たちである。』つまり、健全な理性を持ち、真っ直ぐな気質の者たち。 

 

★クシャイリー 

 『御言葉を傾聴し』「あらゆるものごとを『傾聴する』こと」が指示されていますが、『従う』のは、最善のも

のにのみです。 

 『’aḥsana-hu（最善のもの）』の（文法的な）説明には 2 通りあります。一つ目は、「al-ḥasanu（良いもの）」

の意味で用いられ、語頭のハムザの文字は、強調形ではありません。例えば、「malikun ‘a‘azzun（最も誉れ高き

王）」とは、つまり、「‘azīz（誉れ高き）」という意味です。二つ目は、『’aḥsana-hu（最善のもの）』を強調形と

みなす場合です。「al-ḥasanu（良いもの）」とは、属性のうち被造物（人）に許されたもので、それは、学知に

よる実証（shahādah）によって知られます。それで、『’aḥsana-hu（その最善のもの）』とは、「より適切で、よ
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り相応しいもの」ということです。 

また別の説明では、「’aḥsana-hu（最善のもの）」は、「アッラーの他はなく、かれにのみ、属するもの」です。 

また別の説明では、「’aḥsana-hu（最善のもの）」は、「アッラーだけを一心に念じ唱えること」です。 

また別の説明では、アッラーを真に知った者は、アッラーによってのみ、聞きます。 

また別の説明では、まことに、しもべには、彼の内から呼ぶ声があります。それは、自我（ナフス）の思い付

きや、悪魔の囁きや、天使による思惑や、真実なる御方の語らいです。（人の）心に浮かぶものが、悪魔の囁きで

あれば、それは、背神行為へ（人を）誘い、自我（ナフス）の思い付きであれば、それは、自我のご褒美や何か

利益があることに誘い、天使の思惑であれば、それは、服従行為や（アッラーへ）近づくための行為へ誘い、真

実なる御方の語らいであれば、（それは）唯一神信仰（タウヒード）のためのさまざまな正しいことへ（誘いま

す）。 

『それらの者はアッラーが導き給うた者である。それらの者、彼らこそ賢慮を備えた者たちである。』つまり、

「それらの者こそ、アッラーが、かれの唯一神信仰へと導き給うた者である。それらの者の理性は、信仰を得る

ことや、それを正しいものとすることを禁じられたものではない。」、ということです。 
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👀 見てみようアラビア語  
 

クルアーン第３９章１９節から 

 

ْل ْأُوْ 
ٰ
ْىْ ـ  ْه د ىْ ٱك  ْهللُ.ٱُهُمْلَِّذين   

（意訳） 

それらの者はアッラーが導き給うた者である。 

 

ْل ْأُوْ   
ٰ
كْ ىْ ـ                                  

人称代名詞 

それらの者 

 

ْْٱ هللُْٱُهُمْْْْْْْْْْْْْْه د ىْ ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْلَِّذين   
名詞           ↓                 関係代名詞 

アッラーが                          男性複数形 

～した者 

ُْْْْْْْهمْ      + ه د ىْ   

 人称代名詞           動詞 

 前の関係代名詞         導き給うた 

（alladhīha）を受ける名詞  

彼らを                

       

🗝🚪 今月のキーワード 

・現世：死ぬ前の世界 

・来世：死んだ後の世界 

・自我（ナフス）：悪に傾きやすい性質を帯びた心。 

・学知（イルム）：人間がこつこつ学ぶことによって得る知識。 

・唯一神信仰（タウヒード）：唯一化すること。イスラームの教えの根幹。アッラーを唯一の神として信じ崇拝

すること。 

 

🍎 
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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８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 

（１）最後の審判の日－ハウドにて－ 

 

預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)がお生まれになった月、ヒジュラ暦の 3 月、ラビーウ・ル=ア

ウワル月がやって来ます、インシャーアッラー。前回お伝えしたように、多くのイスラーム国では、マウリド・

ンナビー（預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の誕生を祝い彼のことを思い出す会）が行なわれてい

ます。マウリドというのは、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)のハディースを読んだり、クルアー

ンを読誦したり、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)に平安を送るズィクルをしたり、また食べ物を

貧しい人たちに与えたりサダカをしたりして、人類で最も素晴らしいお方がお生まれになった日を、ムスリム達

が喜び、家やモスクで集まって預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)への愛情を表す会を開く事です。

多くのイスラーム国では、ラビーウ・ル・アウワル月を預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)への愛情

を表す月として、マウリドを開いています。 

 

このマウリドを行なう事を巡って、最近、反対意見があるようですが、私たちは、どんなことであってもまず

ムスリムの間が分裂してしまうことを避けなければなりません。ムスリムは世界人口の四分の一を占めますが、

もし分裂し、こまごまとしたグループに分かれて、互いに非難しあうようになってしまえば、四分の一の力は、

十分の一になり、百分の一になり、多くグループに分かれれば分かれるほど、結果は必ず、イスラーム全体が弱

くなり、弱体化します。そのため、ムスリム間で意見が分かれる場合にも、自分の意見を通す事ではなく、相手

を尊重してお互いの妥協点を探すことが一番重要です。 

 

預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)のマウリドを祝う会というのは、預言者様(彼の上にアッラー

の祝福と平安あれ)の時代にはありませんでしたが、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)はご自分の

誕生した日を特別に記念日とされていました。ハディース・ムスリムのハディースに、預言者様(彼の上にアッラ

ーの祝福と平安あれ)が月曜日の断食の理由を聞かれて、 

 

≪それは私が生まれた日で、私に天啓が下った日です。≫ 

 

とおっしゃったとあります。預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の誕生ほど、私たちにとって大きな

恩恵はありません。そのため、毎週月曜日は、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)をこの世に誕生さ

せてくださったアッラーへの感謝として、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)のなさっていた断食を

行なうことがスンナとして薦められています。クルアーンでアッラーはこうおっしゃっています。 
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聖クルアーン イムラーン家章 １６４節 

 

預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)のことを愛する多くのイスラーム学者たちによってマウリド

は行なわれてきました。マウリドの目的は、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)を称賛し、称える事

です。アッラーはクルアーンでこうおっしゃっています。 

聖クルアーン 巡礼者章 ３２節 

 

 タフシール（クルアーン解説）学者として有名なイマーム・スユーティー師（アッラーのご慈悲あれ）は、こ

う言いました。「マウリドを行なう事、つまり人々が集まり、自分達の読むことが可能なクルアーンの一部を読

み、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の誕生についてのハディースを読み、クルアーンの中で預言

者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の誕生について述べられているところを読むというマウリドの基本

は、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の存在を称賛し、その尊い誕生を喜び、歓迎し、その喜びを

表に表すという点で、それを行なう人がアッラーから報奨をもらえる良い発案（ビドアトゥ・ル・ハサン）です。」 

 

 また、４０のハディースの編集で有名な、イスラーム学者イマーム・ナワウィー師（アッラーのご慈悲あれ）

は、こう言っています。「私達の時代で、最もすばらしい新しい発案は、毎年、預言者様(彼の上にアッラーの祝

福と平安あれ)の誕生した日に行なわれる、サダカ（自由喜捨）、善行、祝いの装飾を表すことです。実にこれは、

（貧者に対し良いということに加えて）、それを行なう人々の心の中にある、預言者様(彼の上にアッラーの祝福

と平安あれ)に対する愛情の気持ちであり、彼を称賛する気持ちです。そして、全人類への慈悲として彼を遣わし

てくださったこと、ご自分の使徒を存在させてくださった事に対するアッラーへの感謝です。」 

 

 イスラーム学者イブン・タイミーヤ師（アッラーのご慈悲あれ）は、こう言っています。「マウリドを賛美し

て、それを行事とすることを人々が行なっているが、そこには、良いニーヤ（意思）と預言者様(彼の上にアッラ

ーの祝福と平安あれ)への称賛によって、それを行なう者に、莫大な報奨があるでしょう。」 
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 預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)がお生まれになったのは、５７１年（象の年）ラビーウ・ル=

アウワル月（第三月）１２日月曜日のファジュルの時間というのが通説です。サハーバたち（アッラーのご満悦

あれ）は、マウリドをされませんでしたが、それは、彼らの間に預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)

がいつもいらっしゃって、会いたいときにはいつでもお会いできて、５回の礼拝を一緒にされ、いつもそのお声

をお聞きになって、そのすばらしい忠告やクルアーンの啓示をも彼（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）から

直接聞くことができたからです。彼らにとっては、「預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)を思い出す

会」などする必要がなかったのです。サハーバたち（アッラーのご満悦あれ）が、どのように預言者様(彼の上に

アッラーの祝福と平安あれ)への愛情表現をされていたかは、第 4 回でご紹介した通りです。 

 

ラビーウ・ル=アウワル月には、サラワート（祝福祈願）を増やすことが奨励されています。ぜひ、言い方を

覚えて、習慣にして行きましょう。 

 

 

✨ ✨ ✨サラワート(祝福祈願)とは？✨ ✨ ✨ 

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）に良いものをたくさん与えてくださいと、アッラ

ーにドアーする事                                     

                                     

✨ サラワート(祝福祈願)に関するクルアーンとハディース ✨                               

✨クルアーン： 

クルアーン 33：部族連合章 56 節 

✨ハディース： 

《私に祝福を祈った人は、彼の祝福が私に届き、私は彼に祝福を祈ります。》タバラーニー伝承 

                                       

《私のウンマ（イスラーム共同体）の中で、心から誠実に私に一回祝福を祈った人は、アッラーがそれによっ

て、彼を 10 祝福してくださり、10 の段階、彼を高めてくださり、10 の善行を彼に書き留めてくださり、10

の悪行を彼から消してくださいます。》ナサーイーとタバラーニー伝承 

                                                                                

 

サラワートの言い方： 

✨一番良い言い方： 

サラート ルイブラーヒーミーヤ（サラー（ト）のタシャッフドの後に言う言葉：ムスリムの砦より 
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http://bit.ly/YAbrwq ） 

23．タシャッフド後の 預言者（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）への祈願 

 

✨通常の言い方（ズィクル等）： 

アッラーフンマ サッリ アラー サイイディナー ムハンマディン ワ アーリヒ ワ サハ

ビヒ ワ サッリム 

（日本語の意味：アッラーよ、私達のリーダーであるムハンマド様と、彼の一族とサハーバ達に、祝福と平安

をお与えください。） 

                                     

✨日本語で読める預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の本✨                                            

💕スィーラ(伝記)：『愛すべき預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)』  

オンラインで読めます：http://bit.ly/2OxQ5Pw  

                                                  

💕シャマーイル(徳性)：『サヒーフムスリム』 第三巻 功徳の書  

http://bit.ly/2A1ieuO （右上の第三巻をクリックして、その中の「功徳の書」の項目）                                                  

書籍購入はこちらから：http://bit.ly/2hPMgYb 

 

 

クルアーン日訳：『聖クルアーン 日亜対訳注解』より引用 

https://epub.qurancomplex.gov.sa/issues/translations/japanese/ 

 

 

 

  

🍎🍎 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FYAbrwq%3Ffbclid%3DIwAR20cl5qFhOomUeGoFhesAAIyxKi0CYhSHW9I46CM9dKux28iXSWYUJqDgQ&h=AT06ACNFN9WogadInS62QpHOC8-O---DqWqfU1gWPQ641UuiD75K3vWKc_A9J-5z8oEJ43n5EsfUpMlLWamryVjB7skCUB1ccXCbHlZ0-iE3TCxW3XTJ-lS6wcFtCfRuCBsj7MgWcGg5w1ncg4hCNmqTnzuzxq3R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2OxQ5Pw%3Ffbclid%3DIwAR0YkNhMxEFnV4p4D_a6H3p7ccGjsa-SU8Qx7Oz0CzUN4Yna4aQ6aA8OKkg&h=AT0h-HUNYxoZM6uOZy2hzmJi4nEFpbn-c3Wv7D2kXupT7k34icMg8FjuwYWKVsftuOLwmjsfSpiRzydHxNj6EQwxUKBQTtnXK8u2H_VE5AmCGeDLDLNNjJUnJ-GfWw01Mc3i4qLFRRFNv1sIia5yiEYBEWaphJYC1vzyTw3yGeTfhF61M6reX64mnWJwU1RBQoSddHNtXVNl_OahOAcISlcueX6podsuRU3MgHdZLAjTu_oyHwlGmjyW08CwlXi757XrRDRntnwsBCGbNwAm571eAp2KAg6pwp-ksD5XwT8QKM4BT5tZWJCUSqGiHd1hEYC9MSBDIwwBxajSKGLbfip3tIUjbOS6hdHJ1KsnI41t4c83QbkraVId-CBEznq4z2ts8Hzo6PRl4YhCDNSCGzI9fT4JJ4dlPU3L5PVW7Tu_I7S--TdIppyvOd2PpPkENSnx7EGZLySeO-5nzZTDcE0YJfktDHgl0zpE18_AVyteBgvbcVjr63YoKe41nlCm9x4BnFZcPG7iLBPuUYNxUMWOiO-u7xKBOyTraR5I1x7TnnyGptIk38idzCVFZzWbG3w9gM8KrjbLsRVAstcOa8pvNaUtbmRx50eSzEPsiC1lF9AXoDjN1Jx0-WOxng
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2A1ieuO%3Ffbclid%3DIwAR1XRUqnXjchQe3tGZ_2KRJ9GzFSY5iMawo0O0f4Pa3O6kYjwierbnJMzBA&h=AT0-EdLc5gWiGnJhih3rZsFZ98zrFprGWXMAzyu6Od_zRnuv0DF4sNu23Dbv_mOqIMl7coFHV1OyTdkF0ybom1MVTf_AlQ3Nb2ta2tm1qWeAQro8fft_cOkRWQciOYf8pHIQQl0dzpWhFW9ZGy2rPhlkE-nHuxlaL8jht92BdpoodaZGXLakhHI78GIU3BCGBXCtcmDbuDXEOpv0FDCQu99tdHKiEX1tTFbp_whIMFf_pzvs8w_7M46ZUWxRoTuRYOqMzvQaOWs9zrlXWLVUh1e59XRPsPejapisrdd7vm1QSwIeGrtgbRyxj3Amqx_692jhNqkxnM2KvS0kBh73IgdFJ4IZQ03sKFTHTW_1SISfo_ljxBVRUeq-mwsbV5nJrgrBD5KYzXe2sZWhOIJGpviNkPPdrRz_DQhf8nouuHJ6joSKYkqjHZYqtBh0TI3aMaukSn2gG-gZXuKq-ADd8hYpfvRy4Z3mfXsFT0GnH58I4GoDwiz0xIHUe6oOan9PS2nIuwR0z8wKjUQ9G_WC9DbB9tsIQMgp6injPU6qBnvTh0piC42fOj4HH1h_TCSKakWX_eiFNgltJ2ZCEt4gLIpk9Nme55OAkcN7ve614GU-fbrvSE9X8MZt2F7enA
https://bit.ly/2hPMgYb?fbclid=IwAR1LvAtwBHaEB_m47L3mVQeEKYx0mJN5rWMEGpj-6O9uVNUWITAwjYdjE2I
https://epub.qurancomplex.gov.sa/issues/translations/japanese/
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Islamic study Online 

「イスラーム勉強会 」ムスリマ女性限定    

【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  

  

           

https://sites.google.com/site/loveallahskip/benkyokai
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東南アジアのシャーフィイー派 第 ４０回

― 東南アジアの外の東南アジアと関係のあるシャーフィイー派― 
アフマド塩崎 

 

前回まで、スラウェシ島出身のウラマー、ユースフ・アル＝マカッサリー（1626～1699）について書いてき

ました。この人は、スラウェシ島で最大の都市マカッサル出身なので、「アル＝マカッサリー」と名乗っていまし

たが、人生を通して世界のあちこちを転々としました。マッカで学び、ジャワ島のバンテン王国のスルタンにム

フティーとして仕え、その後は植民地化を進めていたオランダによってスリランカに流刑にされました。最後は、

さらに南アフリカへ流刑にされて、生涯を終えました。 

これまでも見てきたように、東南アジアのシャーフィイー派のウラマーは、マッカで学んだ人が非常に多いで

す。ユースフのように、人生で何か所にも移り住んだ人も少なくありません。東南アジアのシャーフィイー派の

ウラマーの中心地は、東南アジアにはなく、歴史のほとんどを通して、マッカにあったといえます。これは、1970

年代くらいまでのことで、今だったら、カイロか、ジャカルタか、といったことになるでしょう。 

「東南アジアのシャーフィイー派」と題した連載も 40 回目になりましたが、誰が「東南アジアのシャーフィ

イー派」なのかは、そう簡単な話ではありません。ここで一度整理しておこうと思います。 

まず、東南アジア 10 カ国のムスリムは、大多数がシャーフィイー派といってもいいですが、それ以外の法学

派も少なくありません。インドや中国ではハナフィー派が多数であるため、そちらから来た人たちがハナフィー

派に従っているという例も見られます。たとえば、シンガポールやマレーシアにいるインド人ムスリムのコミュ

ニティです。あるいは、タイやミャンマーの北部に住んでいる、中国から来た回族のムスリムもそうです。また、

特定の法学派には従っていない、というムスリムもいます。シーア派も少数ながら、インドネシアなどにいます。

なお、連載の最初の方で書きましたが、世界的に見て、大部分のムスリムは、複数の法学派（マズハブ）を比較

して、どれか一つを選んでいるというわけではありません。自分の住んでいるコミュニティ、自分が行っていた

学校や先生が教えていたのがシャーフィイー派であったからシャーフィイー派のやり方で礼拝などをしている、

といった風にしているのが、大部分の普通のムスリムです。どの法学派がどうだとか、あの法学派だったらどう

だ、といったことは、大部分のムスリムには関係のない話です。 

ただ、法学派というのは、そういう大部分の人間にとっては、一から勉強して身につけるにはあまりに大変す

ぎる、イスラームの行いの様々なことについて、ごく日常的に身につけることのできる仕組み、として役に立っ

ています。 

ムスリムが、できるだけ負担が少なく、人の行いについての様々なことを、ごく自然に身につけられるように

する、ということを考えれば、言葉は重要です。クルアーンとハディースについてどのように理解するべきか考

えられるところまでアラビア語ができるようになるムスリムなど、1％もいません。日本人であれば、日本語以
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外の言葉で学問を身につけるというのは大変な苦労で、大部分の人にはできないでしょう。 

東南アジアのシャーフィイー派ではマレー語（とマレー語を元にしてつくられたインドネシア語）が共通語で、

マレー語を通してイスラームの様々な知識を学べるようになったことが重要であった、ということは、繰り返し

書きました。マレー語というのが、東南アジアの人間がイスラームを理解できるようにするために発達してきた

言語ということもできるし、イスラームを理解するために東南アジアの人々がマレー語を身につけてきた、とい

うところも大いにあります。これは 500 年以上かけて起きたことです。 

そうはいっても、東南アジアのムスリムが全てマレー語を理解できるというわけではなく、上で書いた回族の

人々、カンボジアやベトナム、中国の海南島にいるチャム人とその末裔の人々は、マレー語を理解できる人はか

なり限られます。フィリピンのムスリムも、使っている言葉はマラナオ語やタウスグ語といった自分たち自身の

言葉であり、マレー語を理解できる人はやはり限られます。 

つまり、東南アジアのシャーフィイー派＝マレー語を話すムスリム、とはいえません。ただし、ウラマーに限

っていえば、東南アジア出身のウラマーはほとんどがマレー語を話せるので、東南アジアのシャーフィイー派は、

マレー語を経由してイスラームを理解してきた、とはいえます。 

マレー語（とインドネシア語）を経由してイスラームを理解してきたムスリム、となると、東南アジアの範囲

の外にもいます。現在、インドネシア人とその子孫は日本にも 6 万人ほどいるし、台湾には 20 万人、オランダ

には 100 万人以上います。その全員がムスリムというわけではありませんが。 

他に、東南アジアのムスリムの子孫が多く住む国として、スリランカ、南アフリカ、それに中南米にあるスリ

ナムがあります。3 ヵ国とも、インドネシアを植民地化していたオランダが、やはり植民地化していたことと関

係があります。ユースフ・アル＝マカッサリーは、最初スリランカに、次いで南アフリカに流刑にされましたが、

流刑だけではなく、労働力としてインドネシア、特にジャワ島からオランダ政府によってこれら 3 カ国に移送さ

れたインドネシア人がいました。スリランカには 4 万人のマレー人と呼ばれる人々が、スリナムには 7 万人の

ジャワ人と呼ばれる人々がいます。南アフリカにはケープ・マレー人と呼ばれる人々がいて、アパルトヘイト時

代には「カラード」と分類され、黒人と共に差別の対象となり、投獄されて死亡したウラマーもいました。東南

アジアの外でも、今なおマレー語・インドネシア語を理解するムスリムは、一部ですが、います。 

次回は、マレー語を話す人は少ないものの、東南アジアのシャーフィイー派の一角を占める、カンボジアに

住むチャム人のムスリムについて書きたいと思います。 

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（６） 

カリフ制の再興／大地の解放を目指して 

ハサン中田 

 

４．カリフ：預言者の後継者 
 

５．イスラームの完成形態における広宣 

 

 マッカにおいて預言者ムハンマドが宣教を始めた時点では、その内容は、神の唯一性、楽園と火獄のような幽

玄界の信仰、困窮者、弱者の扶助などの倫理であり、あくまでも個人を対象としていた。ところが聖遷の後、マ

ディーナにムスリム信徒団を中心とする「都市国家」が成立した後は、障害殺人、強盗、窃盗などの犯罪に対す

る刑罰の執行による治安の維持、徴税と厚生福祉、異教徒の取り扱い、交戦法規などの法規定、つまり政治的権

威を有する者が果たすべき義務が付け加わる。そしてマッカを征服し、アラビア半島をイスラームの教えの下に

統一し、預言者ムハンマドに下されたアッラーの啓示が完了した時点において、イスラームの宣教の形は、マッ

カ期の個人に対する信仰と倫理の教宣から、ジハードによるイスラーム的秩序の拡大による世界の解放へと変質

を遂げたのである。 

 イスラームの宣教が、イスラーム的秩序の拡大へと変質した、と言っても、もちろん、それは個人と社会のレ

ベルでの信仰と倫理の宣教が廃棄された、ということではなく、今や秩序の樹立を可能とする軍事力を保有する

に至ったウンマ（ムスリム共同体）の集団的行為目標としては、イスラーム的秩序の拡大が優先事項となった、

ということである。 

 このことはイスラームの交戦規定の中に明瞭に現れている。アッラーフは聖クルアーンの中で述べている。「啓

典を授けられた者たちで、アッラーフも最後の日も信じず、・・・（中略）・・・彼らが卑しめられて手ずからジズ

ヤ（税）を支払うまで戦え」（９：２９）。さらに、教友アル＝ムギーラはニハーバンドの戦いの日にペルシャ軍

に対して「我々の主の使徒である預言者は、我々に対してお前達がアッラーフのみを崇拝するか、税（ジズヤ）

を支払うまでお前達と戦えと命令した」（ハディース：アル＝ブハーリー）と述べたと伝えられている。 

 イスラームに入信はしなくとも、税（ジズヤ）が納めされさえすれば、それ以上の戦いは許されないが、納税

も拒否されたときは、戦いが不可避となる。つまり、ジハードの目的は、入信ではなく、納税によるイスラーム

的秩序への編入であり、逆に言うなら、イスラーム的秩序の拡大は、武力によってでも推し進めなければならな

い最優先課題であったのである。 

 イスラームへの入信は、「最初に呼びかける」という意味においては、最も望ましいことに疑いはないが、拒ま

れれば納税という別の選択肢が提示される以上、それはあくまでもオプショナルであって、強制される納税こそ

が優先事項ということが出来るのである。 

 預言者ムハンマドへの啓示が完了し、アラビア半島の統一で完成をみたイスラーム共同体は、世界へのイスラ

ームの広宣に取り掛かる。ところがその広宣に対して拒むことが許されず、武力を用いても強制されるべきなの

は税金（ジズヤ）の支払いであって、イスラームへの入信ではなかった。 
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 それゆえ、征服地のイスラーム化は着実にではあるが、ゆっくりとすすんでいった。ムハンマドの宣教開始か

ら 100 年後の時点のムスリム人口比率は、イランで５％、イラクは３％、シリア、エジプトは２％でしかなく、

それぞれにおいて人口比が２５％になるのは、１８５年、２２５年、２９５年、５０％になるのは 235 年、280

年、330 年、330 年、７５％に達するのは、280 年、320 年、385 年、385 年年を経てからなのである。 

 このことはイスラームの広宣の目的が現世の利益、税収にあったことを意味しない。そうではなく、納税の受

け入れはイスラームの法的秩序の遵守の表明であり、それに対して生命と財産の安全の保証が与えられる。 

 イスラームの広宣の最優先課題は、それぞれの宗教の信徒が宗教の領域における自治を享有し、全ての住民が

生命、財産の安全を保証されるイスラームの法治空間を全世界に広げることなのである。「ジズヤ」は人頭税、貢

租などと訳され、あたかも重税のような印象を与えるが、実は極めて安い。女性、子供、無職の貧民は最初から

免除されており、課税される成人男性でも、ハナフィー派とハンバリー派では、1 万ディルハム以上の資産のあ

る富裕層で年間４８ディルハム、中間層で２４ディルハム、貧困層では１２ディルハム（ハンバリー派、ハナフ

ィー派）、マーリキー派では４０ディルハムから４ディーナール、シャーフィイー派では、上流で４ディーナー

ル、中流で２ディーナール、下流では１ディーナールでしかないのである。（注２）（１ディーナール＝金４．２

５グラム。１ディルハム＝銀２．９７５グラム） 

 正統カリフ時代の初期の僅か１０数年で、カリフ政権が概して住民の大きな抵抗を受けることなくササン朝ペ

ルシャ帝国を滅ぼし、東ローマ帝国の文化的・経済的先進地帯であった南半分を征服することができたのは、イ

スラームの法治空間を広げるというこの理念が、軽い税負担や公正な法の支配などの実体を伴った現実性を有し

ていた証左と言えよう。 

 我々は次章では預言者の後継職カリフ政権の性格を明らかにしよう。 

 

 

（注 1）Cf., ‘Alī Jum‘ah, Shubhāt ḥawla al-jihād fī al-Islām, Cairo, 2002, p.91. 

（注２）Wahbah al-Zuḥaili, al-Fiqh al-Islami wa adillatu-hu, vol.8, Damasucus, 1997, p.5884.3. 

 
🍎🍎🍎🍎 

📚 おすすめ読み物 

🥚「スーフィズム入門」（山本直輝著、集英社新書プラスのＨＰ：https://shinsho-plus.shueisha.co.jp/column） 

🥚『やさしい神さまのお話』（中田香織著、中田考監修、山本直輝序、百万年書房） 

🥚『イスラームからヨーロッパを見る』（内藤正典著、岩波書店） 

🥚『イスラームの論理と倫理』（飯山陽著、中田考著、晶文社） 

🥚『イスラームの論理』（中田考、筑摩選書） 

🥚『預言者ムハンマド伝』（イブン・イスハーク著、イブン・ヒシャーム編集、後藤明他訳、岩波書店） 

🥚『アフガニスタンの診療所から』（中村哲著、筑摩書房） 
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１０歳のためのイスラーム学習（４） 

 

ムジャーヒド松山 

 

著者から一言 

 このページに掲載させて頂くのは、おもに

「六信五行」をテーマに、私家版教材として作っ

たものです。少説明不足な点があったりするかも

しれませんが、１０歳前後の子を教える相手に想

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。本来、自分

で使うためにつくっただけで、公開するような類

のものでもないのですが、なにかの御参考になれ

ばと思い、シェアさせて頂くことにしました。

🍎 🍎 🍎 🍎 🍎 
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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 

 

９．ウドゥー  

 

ムスリムは、礼拝を捧げる前に、清潔にして、清めなくてはなりません。 

礼拝を捧げようと思ったら、身体のある部分を、洗い清めなくてはなりません。この洗い清めることを、ウド

ゥーと言います。 

やりかたは、次の通りです。 

 

１．まず始めに、ビスミッラーヒッラフマーニッラヒーム（慈悲あまねく慈愛深きアッラーの御名において）

と言いましょう。 

２．両手を手首まで、3 回洗いましょう。 

３．口を 3 回、すすぎます。できれば、ミスワーク（歯ブラシ）を使って歯を磨きましょう。 

４．水を吸い込みながら、鼻を 3 回、洗いましょう。 

５．両手で、額の先からあごの下まで、耳から耳まで、3 回顔を洗いましょう。 

６．右腕をひじまで 3 回、次に左腕をひじまで 3 回洗いましょう。 

７．ぬれた手で頭を 1 回ぬぐいましょう。 

８．ぬれた指で両耳を 1 回ぬぐいましょう。 

９．右足をくるぶしまで、3 回洗いましょう。 

１０．左足をくるぶしまで 3 回洗いましょう。 

これで、ウドゥーは、完全です。 

 

練習 両親か先生の前でウドゥーをやって、あなたのウドゥーのやりかたが、正しいかどうかを、確かめてみ

ましょう。 

 🍎🍎🍎🍎🍎🍎 
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お便り 🐐 

🍂子供の信仰について（Ｏさん） 

イスラム教徒の子供は自動的にイスラム教徒になるようですが、これは習慣でしょうか。 

（他の多くの宗教でも同じようですが。） 

それとも、コーランか預言者の言行録に書かれていますでしょうか。 

信仰は本来、一部のプロテスタントのような自意識を持った個人による自発的信仰告白によるべきもので 

あると考えますが、イスラムの公式見解があれば知りたいです。 

 

（アーリファより）：預言者ムハンマド（アッラーの祝福と平安あれ）亡き後、これがイスラームの公式見解

だ！と、発表する権限は誰にもありません。しかし、学知と霊地を備え、この人なら信用できると思われる高名

な学者が、積み上げた知識より、個人的見解を出し、それが多くの学者「賛成！」と言えば、それがイスラーム

における主流の考えと人々にみなされます。ここで述べるのは、そのような学者でもない私（アーリファ）、が本

で読んだり、人から聞いたことです。 

「こどもを生まれた時からムスリムとして扱うか、どうか」について、下記に載せた預言者ムハンマド（アッ

ラーの祝福と平安あれ）の言葉が参考になります。生まれた時は、みな、信仰を備えた完全な状態で生まれてく

るとありますので、ムスリムの親は、生まれたこどもを、ムスリムとして育てます。育てますが、そのこどもが

おとなになって死ぬときに信仰があるか、ないかは、そのこども次第です。 

イスラーム世界に聖職者はおらず、信仰の有無は、アッラーのみがご存じです。ムスリムとして扱われて生き

たからと言って、最後の審判にアッラーにどのように判断されるかはわかりません。ムスリムの親の許に生まれ

てムスリムとして育とうと、ムスリムではない親の許に生まれて、途中で自覚的にムスリムになろうと、死ぬ時

まで、信仰を保ち育てながら生きることが、人にとっては重要なことなのではないでしょうか。 

（以下、『サヒーフムスリム』より預言者ムハンマド（アッラーの祝福と平安あれ）の言葉） 

★★★ 

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いつも言っていた 

およそ子供は全てフィトラ（本然の姿）を持って生れて来ない者はない（注 1）。 

しかしその両親がユダヤ教徒にしたり、キリスト教徒にしたり、マニ教徒にするのである。 

それは丁度家畜が常に五体満足の家畜を生むようなものである。 

あなた方はそこに何か欠陥を見い出せますか？（注 2）。 

それからさらにアブー・フライラはつづいて「もしお望みなら次のクルアーンの一節を誦んでみなさい」と

言った。 

「アッラーが人間を創造したときのそのままの本然の姿で、アッラーの創造に変更などあろう筈がない……」

（第 30 章 30 節）。 

（注 1）フィトラをもって生れて来るとは本然の姿で生れて来ることで、従ってイスラーム教徒として生れて

くるといったように考えられている 

（注 2）つまり耳の切れた家畜など五体不満足の家畜なども生れて来た時は完全な姿であったはずだの意 

（日本ムスリム協会ＨＰより：http://www.muslim.or.jp/hadith/smuslim-top-s.html） 

☽☽☽ 
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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） 

今月もさいごまでムスリム新聞をお読みいただきありがとうございました。アッラーのよき報奨がみなさんに

ありますように。 

9 月の終わりに、飼っていたキンカチョウという種類の小鳥のメスがアッラーの許に帰っていきました。オス

はいまも元気に私たち家族と一緒に暮らしていますが、メスのこもちちゃん（名前）が籠からいなくなってしま

ってからしばらくの間、ずいぶん落ち込んでいました。手乗りの鳥ではないので、あまりなれなれしく人間に甘

えてくることはこれまでなかったのですが、その後の何日間かはひとの手の上に乗ったまま目をつぶってしばら

くうずくまったりもしていました。1 か月たった今では、少しづつ、元気を取り戻して、元のようにあまりひと

の手の上でゆっくりすることは減っていきました。驚いたことに、メスがいなくなってしまって、オスは以前と

違い、毛づくろいの時間も減り、水浴びの回数も減り、そしてまったく巣を作るための行動をしなくなりました！

今は、老後か、子どもの時代かのようで、食べて、ときどき散歩して、籠の中で寝る、と何も仕事をせずにのん

びりとしています。食べ物の趣味まで変わってしまって、前はよく食べていたカナリアシードという実はあまり

食べなくなり、白粟の実をたくさん食べています。きっとカナリアシードはこもちちゃんが好きな実だったので

しょう。夜が明けて、部屋の中に日が差し込むと、暗い夜はなにも食べていたい鳥は、まず最初に雑穀を急いで

食べに行くのですが、一羽だとあまり食べたい気持ちがわかないようで、そろそろ食べようかな、、、とのんび

りした様子で餌を食べます。そして、わたしたち人間が朝ご飯を食べ始めると、ご飯を食べる気が起きるようで、

餌を食べに行きます。 

 こもちちゃんがいなくなってしまって、オスの小鳥が悲しんだのはもちろんのこと、飼っていた私も悲しくな

りました。来世で、また、一緒に住めるといいなと、いま生きている間にあまり悪いことをしないようにしたい

と思いました。むかしは、来世よりも、現世のほうが、じぶんにとってより身近な存在でした。でも、じぶんの

知っている人が、現世から来世に移り住んで行くことが多くなって、来世も、現世と同じとはいえないまでも、

より身近な存在となってきました。先月のムスリム新聞のクルアーン解説で、『まことに、損失者たちとは、己

自信と己の家族を復活の日に失った者たちである』（第 36 章［集団］15 節）がありましたが、本当に、そうだ

なと、こもちちゃんがいなくなってしみじみと改めて感じました。大きな家も、豪華な食べ物も、宝石も来世で

ほしいとは思いませんが、家族と一緒でないこと、親しい人たちと会えないことは悲しいです。 

 人間と違って、鳥はアッラーからの決定をよく知っていて、来世でまた、つがいだった鳥と会えることを、よ

くよく知っているのかもしれません。現世で、来世にも会いたいなと思える存在に出会えたことは、アッラーか

らの大きな恵みです。アッラーの導きがいま生きているひとたちにありますように。あーみん。 

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


