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西暦２０１８年 ３月２０日 

 ヒジュラ暦１４３９年 ラジャブ月 
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アッサラームアライクム（皆様の上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くださりありがとうござ

います。 

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４１章［解説された］４９～５１節（１４） 

慈悲あまねき慈悲深きアッラーの御名において 

言え、「おまえたちは見て考えたか、もしそれがアッラーの御許からのものであって、その後にお

まえたちがそれへの信仰を拒んだのであれば。遠い分裂にある者より迷った者が誰かあろう

か」。（４１：５２） 

 いずれわれらは彼らに地平線と彼ら自身の中にわれらの諸々の徴を見せるであろう。彼らに

それが真理であることがはっきりするように。おまえの主で万全であらせられなかったか、かれが

あらゆるものの上の証言者であらせられることで。（４１：５３） 

まことに、彼らは彼らの主との会見について疑いの中にあるのではないか。まことに、かれはあ

らゆるものを取り込み給う御方であらせられるのではないか。（４１：５４） 

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。 

 

言え、「おまえたちは見て考えたか、もしそれがアッラーの御許からのものであって、その後

におまえたちがそれへの信仰を拒んだのであれば。遠い分裂にある者より迷った者が誰かあろう

か」。（４１：５２） 

 

★ジャラーライン 

 『それが』クルアーンが。 

『アッラーの御許からのものであって』預言者が言われた通りに。 

『遠い』真実から。 

『分裂』対立。 

『誰かあろうか』誰もいない。 



 『遠い分裂にある者より』その者らの状態をよりはっきりとさせるために、「おまえたちより（min-kum）」

の語順に、これ（『遠い分裂にある者より』）が置かれています。 

 

★イブン・カスィール 

 かれ（至高なる御方かな）は「ムハンマドよ、多神教徒でクルアーンを嘘つき呼ばわりする彼らに『言

え』」と仰せになりました。 

『もしそれが』このクルアーンが。 

 『おまえたちは見て考えたのか・・・・信仰を拒んだのであれば』つまり、「おまえたちは、アッラーがかれ

の使徒に啓示し給うたものの前で、己の立場がどうであるか、考えないのか」。 

 それゆえ、かれ（誉れ高き威厳ある御方かな）は『遠い分裂にある者より迷った者が誰かあろうか』と

仰せになりました。つまり、「不信仰、頑迷さ、真実への敵対関係、そして導きから遠い道に（ある者より）」

ということです。 

 

 いずれわれらは彼らに地平線と彼ら自身の中にわれらの諸々の徴を見せるであろう。彼らに

それが真理であることがはっきりするように。おまえの主で万全であらせられなかったか、かれ

があらゆるものの上の証言者であらせられることで。（４１：５３） 

 

★ジャラーライン 

 『地平線・・・の中にわれらの諸々の徴を』地と諸天の間に、（太陽、月、星の）諸々の輝くもの、諸々の

穀物、そして諸々の木を。 

 『彼自身の中にわれらの諸々の徴を』構造の精妙さ、英知の稀有さを。 

 『それが真理であること』クルアーンが、甦り、清算、そして懲罰に関するアッラーからの啓示であること。

それゆえ、それとそれを携えて訪れた者を彼らが信じなかったゆえに、彼らは罰せられます。 

 『おまえの主で』「万全であらせられる」の行為者（主語）です。（bi-rabbi-kaの「bi」は虚字です。） 

 『かれがあらゆるものの上の証言者』これは、『おまえの主』の言い換えです。 

『おまえの主で・・・・証言者であらせられることで』つまり、「おまえの正しさに関して、おまえの主がどん

なものも、かれから隠れることはできない御方であらせられるということで、彼らには十分ではなかったの

か」。 

 

★イブン・カスィール 

 次いで、かれ（威厳に満ちた御方かな）は『いずれわれらは彼らに地平線と彼ら自身の中にわれらの

諸々の徴を見せるであろう』と仰せになりました。つまり、「いずれわれらは彼らに、外部の諸々の兆候

（dalā’il）を通じて、真実として、またアッラーの御許からかれの使徒（アッラーの祝福と平安あれ）に啓

示されたものとしてのクルアーンの存在への我らの諸々の証拠（dalālāt）と諸々の論拠(ḥujaj)を、明ら

かとするであろう」。 



 『地平線に』つまり、「諸々の地域と残りすべての宗教に対する、イスラームの勝利と圧倒として」。 

 ムジャーヒド、アル＝ハサン、アル＝スッディーの説明によると、「『彼ら自身の中』の兆候（dalā’il）は、

バドルの戦い、マッカ開城、そのような彼らに起きた出来事である。アッラーは、それにおいて、ムハンマド

（アッラーの祝福と平安あれ）と彼の教友を援助し、それにおいて、過ちとそれに拘泥する者らを捨て去り

給うた」ということです。 

 また別の説によると、それら（の諸々の徴）には、（次の３つがあり、一つ目は）作り主の英知を知らせる

解剖学がより詳しいが、人間を構築する材料、体の成分や体液や骨格など、（２つ目は）人間が形成時に

具えられた性質、善良さや愚劣さなど、（３つ目は）己では何としても変えることのできない人間に割り振

られた運命があります。 

 かれ（至高なる御方かな）の御言葉『彼らにそれが真理であることがはっきりするように』つまり、「ア

ッラーのしもべの諸々の行為と言葉について、アッラーで、証言者として十分である。また、アッラーは、ムハ

ンマド（アッラーの祝福と平安あれ）が彼（ムハンマド）によって伝えられたことにおいて真実を語る者であ

ると、証言し給うておられる」。これはアッラーが『だが、アッラーはかれが下し給うたものについて、それを

かれの知識と共に下し給うたことを証言し給う』（第４章［女性］１６６節）と仰せになった通りです。 

 

★クシャイリー 

 『いずれわれらは・・・見せるであろう』 

 アラビア語 sa-nurī-him（いずれわれらは見せるであろう）の sa(スィーン)は動詞を未来形にしています。

つまり、いずれアッラーは彼らに諸々の徴について、また世界の諸々の状況に生じる諸々の出来事につい

て表し給うでしょう。また、いずれ様々な事物のうち彼らに起きるものは、それを通じて、彼らに、この宗教が

真実であること、この啓典が真実であること、ムハンマド（アッラーの祝福と平安あれ）が真実であること、

諸々の徴と諸々の出来事と諸々の事物を生じさせる御方またそれを創る御方その御方こそ真実なる御方

（超越せし御方かな）であることが明らかとなるものです。 

 また、それらの諸々の徴の中には、不信仰者の討伐、イスラームの圧倒、宗教への諸々の敵の消滅とい

う、過去起きたことがあります。 

 また別の説によると、地平線にあるその諸々の徴の中には、個々物（a‘yun）の本質（jawhar）の類似性

における一致を伴った、それらの様々な諸相（aḥkāｍ）があります。これは、この世界の生起とその性質に

新しさが必要であることの諸々の徴です。 

 また別の説によると、『彼ら自身の中に』とは、生起の諸々の印、そして彼らが知覚できる様々な諸々の

性質についてです。 

 また別の説によると、彼らが罪を犯し懲罰として、また彼らが誠実に従順な行いをなし報奨として、『地

平線』には学者たちが、『彼ら自身』には、真智の民が（それぞれ）見出すものがあります。 

 そのように、彼らに起きる「狭まり」と「広がり」、「統合」と「分離」、「隠ぺい」と「魅了」という、様々な

諸々の心の状態は、彼らが、必然的に、彼らの諸々の関係性と諸々の停留所において見出すものです。 

『おまえの主で万全であらせられなかったか、かれがあらゆるものの上の証言者であらせられることで』 



 かれは、万全な御方であらせられます。しかしながら、彼ら不信仰者は、復活の日の、彼らの主との謁

見について疑っていました。 

 ここで暗に示されていることは、心奥の諸々の情報として臨在の民が明らかとするものの承認につい

て、民衆は疑念の中にある、ということです 

  

まことに、彼らは彼らの主との会見について疑いの中にあるのではないか。まことに、かれは

あらゆるものを取り込み給う御方であらせられるのではないか。（４１：５４） 

 

★ジャラーライン 

 『疑い』疑念。 

 『彼らの主との会見について疑いの中にあるのではないか』というのも、甦り、また、その他の来世のさ

まざまな出来事について、彼らが否定しているからです。 

 『まことに、かれはあらゆるものを取り込み給う御方であらせられるのではないか』（まことに、かれ）い

と高き御方は、知と力において『あらゆるものを取り込み給う御方であらせられるのではないか』。それで、

かれ（アッラー）は、彼らの不信仰について、彼らに報い給います。  

 

★イブン・カスィール 

 『まことに、彼らは彼らの主との会見について疑いの中にあるのではないか』つまり、かの時の到来に

ついて疑念の中にある、ということです。このために、彼らはそれについて熟慮せず、それについて知ろうと

せず、それについて注意を払いません。それは、彼らの許では、虚構で、むしろ彼らはそれを重要視しませ

ん。しかし、それは間違いなく存在するもので、疑いもなく現れるものです。 

 次いで、かれ（至高なる御方かな）は、かれがあらゆるものに対して力ある御方であり、すべてのもの

を取り囲む御方であらせられることを、毅然として仰せになりました。かれの御許でのかの時の実行は、か

れ（称賛されしいと高き御方かな）にとって他愛もなく容易ものです。 

 『かれはあらゆるものを取り込み給う御方であらせられるのではないか』つまり、諸々の被造物は、そ

れらすべて、かれの支配の下にあり、かれの手中にあり、かれの知識の中ほどにあります。また、かれはそ

れらすべてにおいて、彼の英知によって采配を振るう御方であらせられます。それゆえ、かれが望み給うた

ことは存在し、望み給わなかったことは存在しません。彼を除いて神はいません。 

 

★クシャイリー 

 『かれはあらゆるものを取り囲み給う御方であらせられるのではないか』、かれは、彼に対して何一つ

隠れることのできない、知っている御方であらせられます。 

 

 

 



見てみようアラビア語 

クルアーン第４１章５４節 
 

 

آَشى آبِآآوآآإِنَّه آأََلآ ِحيط آك ِلِّ ٍءآمُّ  
（意訳）まことに、かれはあらゆるものを取り囲んだ御方であらせられるのではないか。 

 

أََلآآآآ←آَلآآآآ+آأَآآآآآ  

（否定）          （疑問詞） 

～ではないか？          ～ない         ～か？ 

 

إِنَّه آآآ←آه آآآآآآآآآ+آآآآإِنَّآ  
 

（人称代名詞）        （強調の接頭辞） 

（男性三人称単数） 

（主格） 

まことに彼は     彼は                まことに 

 

ءٍآَشى آآ+آ(ك ِلِّآآآآ+آآآآبِآ)آك ِلِّآبِآ  
 

（名詞）       （形容詞）         （前置詞） 

もの         あらゆる～        ～を 

 

ِحيط آ  مُّ
（名詞） 

取り囲む者 

 

 

 
クシャイリーとはだれ？ 

『岩波イスラーム辞典』（２００２年）より 

 

西暦９８６～１０７２年 

 シャーフィイー法学、アシュアリー神学の学者であるとともに、スーフィーとして広く知られ

ている人物。ホラーサーン北部で生まれ、ホラーサーン各地でおもに活動した。セルジューク朝

下、ニーシャーブールでのハナフィー学派と、アシュアリー学派・シャーフィイー学派との激し

い確執のなかで、後者を支持するファトワーを出すなど社会的にも活発に活動。スーフィーのア

ブー・アリー・ダッカークに師事し、スーフィズムの綱要書『クシャイリーの書』を著した。（鎌

田繁）

 م

 م



 
東南アジアのシャーフィイー派 第 1６ 回 

―パターニー③ ダウード・アル＝ファターニー ― 
  

アフマド塩崎悠輝  

 

  前回は、パターニーの歴史上、最も高く評価されたウラマーであるダウド・アル＝ファターニー（1769～1847）について

書きました。ダウド・アル＝ファターニーは、現在のタイ南部にあたるパターニーの出身でしたが、マッカに逃れて生涯を送り

ました。背景には、ムスリムのパターニー王国と仏教徒のタイ王国の間の争いがありました。この争いはその後も続き、20

世紀初めには、パターニー王国はタイに併合されてしまいました。この間、パターニーのムスリムがマレー半島やマッカに逃

れることが続き、多くのパターニー出身のウラマーが各地で名声を博しました。マッカは、19 世紀の後半になると、パター

ニーだけではなく、植民地化の脅威にさらされたイスラーム世界の各地からウラマーが移住してくるようになりました。皮肉

なことですが、マッカのイスラームの学問の中心地として役割はより大きくなりました。また、マッカは各地から質問が送られ

てきてそれに対する回答（ファトワー）を送り返すことや、植民地化に抵抗するための活動の拠点ともなりました。 

今回取り上げるアフマド・ザイン・アル＝ファターニー（1856～1908）は、ダウド＝アル＝ファターニーより後の時代のウ

ラマーで、20 世紀の初めまで生きていました。アフマド・アル＝ファターニーもまた幼少の時に家族と共にパターニーを逃

れてマッカに移住した人です。アフマド・アル＝ファターニーの名前が広く記憶されるようになったのは、彼のイスラームの知

識に関する著作や教育者として多くの東南アジア出身者に知識を教授したことにもよりますが、出版をはじめとする彼の

様々な活動の結果でもあります。 

アフマド・アル＝ファターニーは、家族とマッカに移り住んだ後、各地を転々として知識を求めました。パレスティナのクドゥ

ス（エルサレム）に住んで医学を学んだ後、エジプトのカイロに数年住みました。カイロでは、主にアズハルで学んでいまし

た。当時のアズハルは現在のような大学にはなっておらず、アズハル・モスクに付属する学校というべきものでした。アフマ

ド・アル＝ファターニーはマレー半島出身のムスリムとしては、最初にアズハルで学んだ人物ではないかともいわれています

（インドネシアのジャワ島出身者だともっと以前からアズハルで学んでいた人々がいます）。 

カイロで学んだ後、マッカに戻ったアフマド・アル＝ファターニーは、東南アジア出身のムスリムたちにイスラームの知識を教

授するかたわら、オスマン朝の援助を受けて印刷所を設立しました。彼の出版活動は、最初カイロで始まりましたが、マッカ

やイスタンブルでも行われました。出版したのは、専ら東南アジアのウラマー出身のウラマーによる著作、つまり、アラビア文

字表記（ジャウィ）によるマレー語の宗教書、いわゆるキターブ・ジャウィでした。アフマド・アル＝ファターニーによる出版事

業によって、ダウド・アル＝ファターニーやアブドゥルサマド・アル＝ファレンバーニー、ムハンマド・アルシャード・アル＝バンジ

ャーリーをはじめとする東南アジアのウラマーの著作が東南アジアのムスリムの間で広く読まれるようになりました。特にマ

ッカで出版されたキターブ・ジャウィが東南アジアに送られ、ポンドックやプサントレンの教科書となりました。また、キターブ・

ジャウィの多くが今日まで残っていることも、彼の出版事業のおかげであるところが大きいといえます。 

19世紀後半のマッカでイスラームの知識についての書物が数多く出版されたのは、当時、世界各地から多くのウラマー

がこの都市に集まっていたことによるといえます。マッカはオスマン朝の統治下にありましたが、それほど統治が行き届いて



いたわけではなく、出版活動や言論についても、それほど制限はありませんでした。マレー半島やインドネシア、あるいは他

のイスラーム世界の大部分は植民地統治下にあったのと比べ、自由がありました。植民地統治下では出版できなかったよ

うな本でも、マッカでは出版できるということもありました。アフマド・アル＝ファターニーは、キターブ・ジャウィの古典を出版

して広めることに大きな役割を果たしましたが、同時に、当時の世界の情勢やオスマン朝の歴史についての本なども自分

で執筆し、出版しました。 

アフマド・アル＝ファターニー自身の著作として最もよく知られているのは、アキーダについての本である『ファリーダトゥ

ル＝ファラーイド』です。彼のシャーフィイー派法学における著作は、主にファトワー集のかたちで残っています。その中には、

マレー半島の北部にあるクランタン州のスルタンからの質問に答えた回答もあります。質問は、マッカから伝わってきて当時

クランタン州で盛んになっていたスーフィー教団、アフマディーヤ・イドリスィーヤ教団の修行方法の是非を問うたものでした。

他にも数々の東南アジアから送られてきた質問に答えていますが、当時の植民地統治下で急激に変化していた社会への

対応を問うているものが多くあります。とりわけ、英国の経済政策のために人口が急増していた中国から来た仏教徒につ

いて、彼らとの商売の取引はどうするべきか、土地を貸してもいいのか、もし仏教の寺院を建ててしまったらどうすればいい

のか、等々、他宗教との関係についての質問があります。アフマド・アル＝ファターニーは、あくまでシャーフィイー派の古典的

な定説に基づき、率直に答えています。 

次回は、マレー半島の中でパターニーと隣接している、現在はマレーシアの州の一つであるクランタンのウラマーについて

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 

（amazonの内容紹介より） 

「イスラームの知」は、「イスラーム国家」をなぜ求めるのか? 

近代のイスラーム世界で、イスラームに基づく独自の国家を打ち立てようとする苦闘は、やがて各地で政治的な衝突を

引き起こしていった。ムスリム諸国の中でももっとも日本に距離が近く、多民族が共存し、経済成長の続くマレーシアも例

外ではなかった。中東と東南アジアをつなぐイスラームのネットワークは、20世紀の東南アジアにも大きな影響を及ぼし

た。ファトワー(教義回答)をはじめとする豊富なイスラーム学の一次資料読解を通して、東南アジアでイスラーム法学が

どのような発展を遂げ、政治的に波及したのかを描いた画期的な研究。 

 

★『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・出水麻野 訳、作品社 

（amazonの内容紹介より） 

イスラーム文明は、今、なぜ危機に瀕しているのか?現代の代表的イスラーム思想家による解決策。7か国語で紹介さ

れた重要書、本邦初訳。 

 

 



 

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 

 

 

 

【聖クルアーン（１）】 

  

クルアーン（コーラン）とは、人間の第一の法源（ほうげん）となるよう、至高なるアッラーが、その預言者

であるムハンマド様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）に下された啓典（けいてん）です。至高なるアッラ

ーは、人間に、そこにある命令事項に従い、禁止事項を避けるようにお命じになりました。そして、クルアーン

の教えに従った者には、現世での幸福な生活と、来世での勝利をお約束になり、それに背く者には、現世での不

幸と来世での懲罰を警告されました。クルアーンには、これらの約束が述べられた節が多くあります。 

  

例えば、至高なるアッラーは仰（おっしゃ）いました： 

｛だが、誰でもわが訓戒（くんかい）に背を向ける者は、生活が窮屈になり、 

また復活の日には、われらは彼を盲目の状態で集合させる。｝【ター・ハー章：124 節】 

  

つまり、アッラーは、クルアーンを人間の人生の規範（きはん）とされ、現世と来世で信仰者たちが成功する

助けとされました。信仰者は、本来、「創造主は全てをご存知なお方なので、人間の幸福になる事しか命じず、

不幸になる事しか禁じない」と信じている事から、かれの規範に従うべきだと確信しています。ですから、アッ

ラーに対する愛情を持ち、又そのご満悦を求め、命令の実行と禁止事項の回避へと急ぎます。 

  

この様に、信条に基づきクルアーンの規範に従うという事実に加え、それに従う事が必須であるという論理

的根拠もありますが、それに関しては、今後の投稿でご説明していきます、インシャーアッラー（アッラーが

それを意思なされば）。 

 



 ～～～ 

クルアーン訳：参考文献 

ー「日亜対訳 注解 聖クルアーン」日本ムスリム協会  

ー「訳解 クルアーン」中田・下村訳 

 

 

【クルアーン無料レッスンのお知らせ】 

 

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 

 

ダマスカス留学生有志 

 

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 （２） 
 
I.自律の呪縛 

 現代人を苛む「自由」の強迫観念は、カントの「自律」の呪縛から生じている。 

 他人のみならず、自分自身の新体制に於拘束されないような意思の存在、その意思の主となること、それが「自

律」であり、そうした自律を成し遂げることができる者だけが、成熟した理性を備えた人間である。このカント

の人間観こそが、啓蒙主義の行き着いた先であり、その中に近代人の宿痾である「自由」の強迫観念の結晶化し

た姿を見て取ることができる。 

 こうした「自由」、「自律」の束縛から、「誰もが自律し、自由であるような政治空間」への脅迫的執着が生

ずる。このカントの呪縛のおかげで、「自らの意思によって締結した契約の自己遵守」という素朴は社会契約論

は、「無知のヴェール」による民主主義の正当化という現実から目を逸らすロールズの居直り、ネグリ＝ハート

の「全員による全員の統治」といった妄想のように様々な形に姿を変えて今日まで生き延びてきた。我々は世界

と、そして自分自身と正しく向き合うために、まずこのカントの呪縛から解放されなくてはならない。 

 「人間の自由、自律」というカントの呪縛の根源は、啓蒙思想の方法論的個人主義的の人間観にある。啓蒙思

想の人間観は、人間を「本性においてポリス的動物」と考えるアリストテレスの政治学との結越の上に成り立っ

ている。 

 我々は、生まれる時も、生まれる場所も、親も性別も、何一つ選ぶことのできないまま、世界の中に産み落と

され、社会の中で育てられていく中で、それぞれ別個の人間になっていく。「自由」も「自律」もそうした事実

を捨象した虚空にのみ生ずる幻影に過ぎない。 

 社会契約論の前提とするような自然状態は実在しない虚構に過ぎないが、仮にそのような社会契約が実際に締

結されたとしても、そうして成立した国家における政治を自由な個人の自発的な合意による自律と呼びうるのは、

せいぜいその第一世代のみであり、次の世代にとっては、国家はそこに産み落とされ、いやおうなくその中で生

きなければならない所与の支配の現実となる。自由、自律の幻想を脅迫的に維持するためには、ロールズの「無

知のヴェール」を被って現実から目をそらせるか、「全員による全員の支配」というネグリ＝ハートの無内容な

呪文を唱えて自己催眠に陥るしかない。 

 カントの呪縛から逃れるために、我々はもう一度アリストテレスの政治学の伝統に立ち返ろう。 

 

続く、インシャーアッラー。 

 

【本の紹介】 

中田考『イスラームの論理』（筑摩書房） 

内容紹介    筑摩書房のＨＰより（http://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480016379/） 

現代世界が直面しているテロの背景には、やむを得ない実力行使の側面がある。けれど、そもそもイスラームは本当に好戦的なの

か。激しい攻撃にさらされてもなお、信仰者を増やし続ける魅力はどこにあるか。イスラームを貧困と暴政に陥れた“真犯人”は

誰なのか。日本人がイスラームを理解することはできるのか―。日本人研究者、信仰者としてイスラームを三〇年以上見つめてき

た第一人者が、イスラームの深奥を明らかにする。異文化を知ることは、自文化を知ることである。そこに立ち現れる日本の姿と

は。 

http://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480016379/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中華文明の只中で、イスラーム思想はどのよ

うな発展を遂げたのか？ 17-19 世紀に中

国のムスリムが展開した思想的営為を明らか

にする一冊。 

『『クルアーン』―語りかけるイスラーム』

（岩波書店）小杉泰 

『中華と対話するイスラーム』（京都大学学術

出版会）中西竜也 

クルアーンの成立と内容を解説することで、

同時にイスラム教の成り立ちと世界観を知る

ことができる。やさしい筆致で読みやすいが、

詳細な知識も得られます。 

『国家と対峙するイスラーム』（作品社）塩崎

悠輝 

ファトワー（教義回答）に焦点をあて、宗教層

と近代国民国家の権力とが「対峙」する経緯と

構図を明らかに。イスラーム法テクストの考

察と、実地調査の成果に裏付けられた説得力

ある内容。 

ハディース、法学、文学、学問論、辞典などに

ついて書かれたイスラームの古典をテーマと

する論文集。「イスラームの知」のエッセンス

を凝縮。 

『イスラーム 知の遺産』（東京大学出版会）

柳橋博之 

『岩波イスラーム辞典』（岩波書店）大塚和夫

ほか編 

『イスラームのこころ、真宗のこころ』（法蔵

館）狐野利久 

イスラームあるいはイスラーム地域について

学ぶ際に必要となる言葉を約 4500 項目収

録。学習者必携の、日本語で書かれた最も詳し

いイスラーム辞典。 

イスラームと親鸞の教えの共通項とはなに

か？  真宗門徒が、日本人むけにイスラーム

の「こころ」を解き明かす。 

アメリカ建国前から存在する、アメリカの中

のムスリムの歴史を概観。ネイション・オブ・

イスラムとマルコムＸについての記述が多め

です。同テーマの入門の一冊として最適。 

「存在一性論」を中心に、イスラーム哲学と神

秘主義の深みと本質を、井筒俊彦が熱く語る。

講演を文字おこしした本のため、いきいきと

した文体で、筆者の声が聞こえてくるよう。 

『アメリカの中のイスラーム』（寺子屋新書）

大類久恵 

『イスラーム哲学の原像』（岩波新書）井筒俊

彦 

イスラーム 一日一読（２） 
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した。 

 

 梅の花にメジロの姿がよくみられたのですが、花も散り始め、この頃は雀が家の庭によくやってくるように

なりました。 

 

シリア内戦は２０１１年から今年３月で８年目となりました。 

シリアからは、いま現在も、こどもや赤ちゃんが血を流してケガをしたり、亡くなっている写真がＳＮＳ上に

届き続けています。 

シリアは日本から直線距離で約９０００ＫＭ離れたところに位置し、飛行機で行くと約１８時間かかります。

わたしも、１０年くらい前にシリアのダマスカスに３度訪れました。 

空の上から爆弾や、ガスが降ってきて、町のあちこちに鉄砲があり戦車があり怖い人やものがある状態に生き

る、食べ物もなく、飲み物もなく、家族が死に、落ち着く時間もない。このような生活がどんなに苦しいのか想

像が及びません。 

日頃、針が刺さっただけでも痛い、じぶんのこどもが怪我をしても心配になる、寝る時間が少し少なくなるだ

けで次の日はすごく疲れる、少しのことがとても困難に思えます。 

アッラーの恵みに感謝して生を全うできますように。アッラーが困難な日々を過ごしている方々に慈悲を掛け

給いますように。 

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（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 

 

☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ 

 

ヌーフイブラヒム男爵のつぶやき 

「1つ聞いてもいい？ 

      ひと月居てもいい？(⌒▽⌒)」 


