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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 

 あらびっくり、もうラジャブ月です。次の月はシャアバーンで、その次はラマダーンです。真夏ではなく、

春の桜の季節の断食です。ひどく寒くもなく、暑くもなく断食をするにはよい季節ですね。ラマダーン月を

迎える心と体の準備をゆっくりしたいと思いつつも特に何もしないかもしれませんが、もうしばらく寒い

日々を風邪をひかないように過ごしましょう。 
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クルアーン解説 

第３９章［集団］6７節（２４） 

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。 

  

しかし彼らはアッラーを正しく評価しなかった。そして復活の日、大地はそっくりかれの一握りであり、諸天

もその右手によって巻き上げられている。称えあれ、かれこそは超越者。彼らが同位に配するものから高く超え

給う御方。（39:67） 

★ジャラーライン 

 『彼らはアッラーを正しく評価しなかった』彼らが、アッラーとともにかれ以外の者を並べ置く時、彼らはか

れを正しく知らず、かれを正しく偉大とみなしませんでした。 

 『そっくり』状態の副詞的修飾句。つまり、七つ（の地）のことです。 

『かれの一握り』つまり、かれの王権と采配において、握られたものはかれにこそ属する。 

『右手によって』かれの御力によって。 

 『巻き上げられている』まとめ上げられている。 

 『同位に配する』かれと並べて。 

 

★イブン・カスィール 

 アッラー（称賛されし、至高なる御方かな）は『しかし彼らはアッラーを正しく評価しなかった』と仰せにな

りました。つまり、多神教徒たちは、アッラーとともに、かれ以外のものを崇拝する時、彼らはかれを正しく評

価しませんでした。しかし、アッラーは、かれよりも偉大なものがないような偉大な御方で、あらゆるものに対

して力ある御方で、あらゆるものを所有し給い、あらゆるものはかれの支配と御力のもとにあります。 

 ムジャーヒドは「その一節はクライシュ族にくだされた」と説明しました。 

 また、アル＝スッディーは「彼らは、かれを正しく偉大とみなさなかった」と説明しました。 

 ムハンマド・ブン・カアブは、「もし、かれらが正しく評価したならば、彼らは嘘をつかなかったであろう」と

慈悲あまねき慈悲深きアッラーの御名において  

しかし彼らはアッラーを正しく評価しなかった。そして復活の日、大地はそっくりかれの一握りであり、諸

天もその右手によって巻き上げられている。称えあれ、かれこそは超越者。彼らが同位に配するものから高く

超え給う御方。（39:67） 
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説明しました。  

 アリー・ブン・アブー・タルハは、（教友）イブン・アッバース（アッラーの御満悦あれ）から伝わる、次の伝

承を伝えました。「『しかし彼らはアッラーを正しく評価しなかった』の『彼ら』は、彼らにおよぶアッラーの御

力を信じなかった。それゆえ、あらゆるものに対してアッラーは力ある御方であらせられると信じた者はアッラ

ーを正しく評価した。また、それを信じなかった者はアッラーを正しく評価しなかった。」 

 高貴なるこの一節に関連した伝承はこれまでにもいろいろ語られてきました。この一節やこの一節と同様のク

ルアーンの節は、先人たち（サラフ）のやり方つまり、如何にとも問わず、意味を歪曲させることもなく、その

一節を承認するという方法で、解釈されてきました。 

 アル＝ブハーリーは、かれの御言葉『しかし彼らはアッラーを正しく評価しなかった』について、アブドゥッ

ラー・ブン・マスウード（アッラーの御満悦あれ）から伝わる次の伝承を伝えています。彼（アブドゥッラー・

ブン・マスウード）は言いました。「あるラビが、アッラーの使徒（アッラーの祝福と平安あれ）のところにやっ

てきて、『ムハンマド、まことに、アッラー（誉れ高き威厳ある御方かな）が、ある指一本の上に諸天を、ある指

一本の上に諸々の大地を、ある指一本の上に木を、ある指一本の上に水と土壌を、ある指一本の上に人間の心を

乗せ給い、そして、かれは「われは王である」と仰せになったことを、われらは見出した。』と言った。すると、

アッラーの使徒（アッラーの祝福と平安あれ）は、彼の奥歯が見えるほどお笑いになり、そのラビの言葉を承認

された。そして、アッラーの使徒（アッラーの祝福と平安あれ）は『しかし彼らはアッラーを正しく評価しなか

った』との一節を読誦された。」 

 アル＝ブハーリーは、彼の正当伝承集の別の箇所でも同様の伝承を記しています。 

イマーム・アフマド、ムスリム、アル＝ティルミズィー、そして、アル＝ナサーイーは、彼らの伝承集のクル

アーン解釈の章において書き記しています。 

また、彼らは、アブー・フライラ（アッラーの御満悦あれ）から伝わる次の伝承を伝えています。彼（アブー・

フライラ）は言いました。「私は、アッラーの使徒（アッラーの祝福と平安あれ）が『アッラー（至高なる御方か

な）は大地を握り給い、右手で天を巻き上げ給い、それから、「われは王である。その大地の諸々の王たちはどこ

にいるのだ」と仰せになる。』とおっしゃるのを聞いた。」この文句での伝承はアル＝ブハーリーのみが伝えてい

ます。ムスリムは別のバージョンで伝えています。 

アル＝ブハーリーは、彼の正当伝承の別の箇所で、イブン・ウマル（アッラーの御満悦あれ）から伝わる次の

伝承を伝えています。アッラーの使徒（アッラーの祝福と平安あれ）は言われました。「まことに、アッラー（称

賛されし至高なる御方かな）は、復活の日、ある一つの指ですべての大地を握り給い、天はかれの右手にあり、

それから、かれは『われは王である』と仰せになる。」このバージョンも、アル＝ブハーリーのみが伝えていま

す。 

また、アル＝ブハーリーは、イブン・ウマル（アッラーの御満悦あれ）から伝わる次の伝承を伝えました。「ア

ッラーの使徒（アッラーの祝福と平安あれ）は、ある日、説教台（ミンバル）で、この一節を読誦された。『しか

し彼らはアッラーを正しく評価しなかった。そして復活の日、大地はそっくりかれの一握りであり、諸天もその

右手によって巻き上げられている。称えあれ、かれこそは超越者。彼らが同位に配するものから高く超え給う御

方。（39:67）』そして、アッラーの使徒（アッラーの祝福と平安あれ）は、このように、彼の手を、前から後ろ

に動かされ、『主は、かれ御自身を讃え給い、「われは万能であり、尊大であり、王であり、誉れ高く、高貴であ

らせる」と仰せになる』と言われた。アッラーの使徒（アッラーの祝福と平安あれ）によって、（小高くなった）

説教台が揺れ、「きっと彼とともにそれが崩れ落ちてしまう」とわれらが言うほどであった。」 

ムスリムとアル＝ナサーイーとイブン・マージャがこの伝承を伝えています。 

 

★クシャイリー 

 『しかし彼らはアッラーを正しく評価しなかった。』彼らは、かれを正しく知りませんでした。また、彼らは、
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かれを正しく特徴付けませんでした。また、彼らは、かれを正しく偉大とみなしませんでした。それゆえ、同類

を（かれに）特徴付けたり、属性否定に傾倒する者は、正しい道から逸れ、良い道から外れています。人々は、

足や手を真実なる御方（アッラー）に特徴付けたり、かれの特徴には部分があると勘違いしたりして、かれを正

しく評価しませんでした。被造物はかれの御力の一握りのなかにあり、諸天も、かれの御力というかれの右手に

よって巻き上げられています。また、かれは、かれが諸天を消滅させ、巻き上げ給うと誓い給うているがゆえに、

かれはそれらを可能ならしめ給う御方であらせられます。  

『称えあれ、かれこそは超越者。彼らが同位に配するものから高く超え給う御方』人々がかれを描写する中で、

多神崇拝をなしていることから、かれは隔絶し給います。 

 

👀見てみようアラビア語 
第３９章５９節 

َق دَ ٱَق د ُروا ََامَ وَ  قَّ ح  ےِرهَِهللَ   

しかし彼らはアッラーを正しく評価しなかった。 

َق د ُروا َ  
（動詞） 

彼らは評価した 

امَ   

（否定詞） 

～しなかった 

َوَ   
（接続詞） 

しかし 

 

َهَِ +رَِق دَ   
（人称代名詞） （名詞） 

  かれの    価値 

َِرهَِق دَ  َ َ  

かれの価値の 

        

 

قََّ َح  َ َ  
（名詞） 

真実で 

 

هلل َٱ  
（名詞） 

アッラーを 

❁今月のクルアーン解説のポイント 

第３９章６７節は、神学的争点のひとつをよく表しています。それは、「アッラーの手」という表現をどう理解

するか、ということです。イブン・カスィールの解説のなかでも明瞭に説明されています。三冊の本のなかで、

「アッラーの手」が、それぞれどのように説明されているか比較してみると面白いです。 

👞  
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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２４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）の美徳 ～寛大さ、寛容さ～ 

私たちの心の中には、アッラーが模倣しなさいとおっしゃった預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あ

れ）の美徳への思慕があるでしょうか。預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）には、寛大さ、善良

さ、謙虚さ、寛容さ、慈悲深さ、温厚さ、優しさ、他人に対する献身的な利他主義などの多くの美しい徳性が

ありました。 

 

預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）は、誰かに何か頼まれたときには、それが宗教を卑しめる

ことや名誉を傷つけるようなことでない限り、断ったことは一度もありませんでした。また預言者様（彼の上

にアッラーの祝福と平安あれ）は現世のものに執着することもありませんでした。 

 

ある時、贈り物として美しいイザール（腰巻きの一種）が預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）

の元に届きました。預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）がそれをお召しになられると、ある人

が、「なんて良い品だ。それを私に着させてください。」と言いました。人々は彼に、「使徒様（彼の上にア

ッラーの祝福と平安あれ）が必要としている服を欲しがるとは何ということ。あなたは彼が断らないと知って

いて尋ねたのだ。」と言いました。すると彼は、「アッラーに誓って、私は自分が着るためにそれを求めたわ

けではありません。実に、私のカファン（遺体を包む埋葬布）にするために求めたのです。」そして実際にそ

れは彼のカファンとなりました。 

 

預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）は手に入れたばかりの新しい服をすぐに彼に与えました。

死んでアッラーにお会いするときに、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の服を着てアッラーに

お会いしたい、という一心で彼はそれを欲しました。サハーバたち（アッラーのご満悦あれ）のアッラーとの

つながりの深さによって、彼らの預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）への思慕は、これほど深い

ものでした。 

 

預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）は、自分の元に良いものや美しいものがあると、他の人た

ちに優先して与えました。ムスリムであっても、ムスリムでない方たちであっても与えました。その預言者様

（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の寛大さによって、イスラームへ導かれた人たちもいました。 

 

アナス・ブン・マーリク様（アッラーのご満悦あれ）は次のように伝えています。 
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《ある男が預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)に、山あいを埋め尽くす羊の群れを求めた。そこで彼

はその男にそれを与えた。 

さてその男は彼の部族のもとにやって来ると、次のように言った。 

「我が民よ、イスラームに入りなさい。アッラーに誓って、実にムハンマドは貧困を恐れないかのように、贈

り物を与えるのだから。」》ムスリム伝承 

 

イブン・シハーブ様（アッラーのご満悦あれ）は次のように伝えています。  

《アッラーの使徒はあの開城の戦い、つまりマッカ開城を敢行した。それからアッラーの使徒はムスリム達と出

陣し、彼らはフナインで戦い、アッラーが彼（預言者）の宗教とムスリム達に勝利をもたらした。そしてそのと

きアッラーの使徒はサフワーン・ブン・ウマイヤにラクダ 100 頭を与えさらに 100 頭、さらに 100 頭を与え

た。 

ところでサイード・ブン・ムサイブはサフワーンが次のように言ったとして伝えた。 

「アッラーに誓って、確かにアッラーの使徒は私に与えるものを与えて下さった。かつて彼は私にとって人々の

中で最も嫌いな人物でした。だが彼は私に与えつづけ、とうとう彼は私にとって人々の中で最も愛する人物とな

った。」》ムスリム伝承 

 

預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）は、最も寛大にお与えになられるお方でした。また、自分以

外の人を優先し、良いことにおいて利他主義に徹しておられました。 

 

ジャービル・ビン・アブドッラーは次のように伝えている  

《アッラーの使徒は物を乞われ「駄目だ」と言ったことが全くない。》ブハーリーとムスリム伝承 

 

もし誰かが、利他主義の美徳を味わうことなく、ただ自分は寛大だということを人に見せたくて、こういった

行いをしたとしたら、その行動からはイーサール（利他主義）の根本が消えてしまいます。その根本は、寛大な

行いの中にあるアッラーに対する作法の光です。預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の利他主義の

行為は、アッラーゆえの行いだからこそ光り輝いているのです。 

 

こうした預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の利他主義の行いを受け継いだ敬虔な方たちの中に、

フサイン・ヌーリー師（アッラーのご慈悲あれ）がいました。彼は、かつて混乱の時代にあり、無神論者と誤解

され、群衆と共に処刑される身となりました。そのとき、フサイン師は真っ先に処刑される場所に進み出ました。

そこにいた男が、「おまえは何のために前に出てきたのだ？何が待っているのかわかっているのか？」と尋ねる

と、彼は、「死です。」と答えました。「ではなぜ他の人を先に行かせないのだ？」と聞きました。すると彼は、

「私の兄弟たちに、少しでも長く生きてほしいからです。」と言いました。 

 

驚いた男は、このことを当時のカリフに伝えました。すると、カリフは、「それは無神論者の行いではない、

彼らを集めなさい。」と言い、彼らを集め、よく尋ねてみると、彼らが無神論者ではなく知識ある方たちだとい

うことが証明され、全員が釈放され死を逃れることとなりました。 

 

フサイン師(アッラーのご慈悲あれ)の預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)とのつながりと愛情によ

る利他主義の行いのおかげで、人々の命は助かりました。 

 

預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の寛容さを示すハディースがあります。 
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アナス・ブン・マーリク様(アッラーのご満悦あれ)は伝えています。 

《生地の粗いイエメンの服を着たアッラーの使徒さま(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)と一緒に歩いてい

ると、ベドウィンの男が彼に追いつき、彼を引っ張りました。その強引な引っ張り方によって、アッラーの使徒

様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の首の一部に服の端の跡が付くのを見たほどでした。そして、こう言い

ました。「ムハンマドよ、おまえのところにあるアッラーの金をよこせ。」すると彼は、男の方に振り向き、お

笑いになられると、与えるように命じました。》アハマド伝承 

 

また、別のハディースがあります。 

 

ある日、ベドウィンの男が何かを求めてやって来ると、アッラーの使徒様(彼の上にアッラーの祝福と平安あ

れ)はそれを与え、言いました。 

≪私はあなたによくしましたか？≫ 

すると男は、「いや、お前は良い振舞いをしていない。」と言いました。ムスリム達は怒り、彼へと立ち上が

りました。彼は彼らに止めるよう指示すると、立ち上がって家に入り、彼を入らせると、彼に更に与えました。

そして言いました。 

≪私はあなたによくしましたか？≫ 

男は、「はい。アッラーがあなたとあなたの家族と一族に報償を与えますように。」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)は彼にこう言いました。 

≪あなたは、先ほど言ったことを言われたので、私の教友たちの心にはそのことが何か残っているでしょう。も

しよろしければ、彼らの胸からあなたに対するわだかまりが消えるように、彼らのところで、今言われたことを

言ってください。≫ 

彼は「はい」と言いました。さて翌日かその夜に彼がやって来ると、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安

あれ)はおっしゃいました。 

≪この男は、先ほど言ったことを言い、私が彼に与えると、彼は満足していると言いました。そうですよね？≫

すると男は、「はい。アッラーがあなたとあなたの家族と一族に報償を与えますように。」と言いました。す

ると彼（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）は言われました。 

≪私とこの男は、逃げてしまったラクダを持つ、持ち主のようです。人々はそれを追いかけるが、ラクダはもっ

と逃げるだけです。そこで持ち主は人々に、私とラクダだけにしてください、私はもっとうまく、もっとこのラ

クダのことをよく知っています、と言いました。そして持ち主が、ラクダの方に向くと、地面の屑をラクダにゆ

っくりと差出しました。するとラクダはやって来て、ひざまずきました。そこで男はラクダの鞍を結び付けると、

ラクダに乗りました。本当に、もし男が言ったことを言った時に、私があなた達をそのままにしていたら、あな

た達は彼を殺してしまったでしょう、そうしたら彼は火獄に入っていました。≫バッザール伝承 

 

預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）は私たちに、自分に害を与える人に、どう接するべきかを教

えてくださいました。 

 

引用元：「ダマスカス留学生有志による情報ブログ」http://bit.ly/1wyga01  

 

「彼（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）は十三年間、マッカで人々から虐待を受け、罵声を浴び、迫害さ

れていました。預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）は、マディーナに遷都し、その十年後に再びマ

ッカに戻り、凱旋しました。その際、彼（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）には多くの信者がおり、マッカ
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の人々は捕虜と化しました。自分たちがどう扱われるか分からず、不安な中、預言者様（彼の上にアッラーの祝

福と平安あれ）は彼らの前に立ちました。彼（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）は言いました。 

≪さて、私があなたたちをどうすると思いますか？≫ 

マッカの人々は言いました：「あなたは、いい兄弟であります。」預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あ

れ）は言いました： 

《あなたたちは自由の身です。行きなさい。私は何もするつもりはない。》 

こう言われた人々は皆、イスラームに帰依しました。マッカの人々全てです。 

 

さて、現代のムスリムは、もし不当な目に会い、加害者が手中にあったら、慈悲をかけるでしょうか？預言者

様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）はそうされたのです。」 

 

彼（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の寛容さにより、多くの人がムスリムとなりました。預言者様（彼

の上にアッラーの祝福と平安あれ）の美徳を思い出す時、今世界中を騒がせているイスラーム国や過激派と呼ば

れる人たち（アッラーのお導きがありますように）の様々な行動が、いかにイスラームからほど遠く、間違って

いるがわかります。 

 

そういった多くの問題を前に、私たちにできることはないのでしょうか。現世で起こる様々な問題は、私たち

ムスリムの心の中から、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）への愛情が不足したことに起因します。

私たちは、世界を騒がす大きな事件に直接かかわることはできなくても、自分を取り巻く小さな社会の中で、ま

ず自分自身が預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の美徳を模倣できているだろうか、考えることは

できます。世界人口の 4 分の 1 にも上る世界中のムスリムが一人一人、真剣に、預言者様（彼の上にアッラーの

祝福と平安あれ）の美徳を模倣しようと努力したら、何かが変わらないでしょうか。 

 

もし私たちが預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の美徳を知り、私たちの心の中に、預言者様（彼

の上にアッラーの祝福と平安あれ）の美徳への思慕が溢れれば、例えば、誰かが自分に害を与えたり、自分の悪

口を言いふらしたり、自分にひどい言葉を言ったり、ひどい振舞いをしたりした時にも、相手に対して怒ること

を恥ずかしく思うことでしょう。 

 

アッラーが私たちの心を、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）への愛情とその美徳への思慕で、

輝かせてくださいますように。私たちに預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の美徳を身に付けさせ

てくださいますように。 

 

👞 👞 
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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 ５３回

―シャーフィイー派に対する批判と対立③― 
アフマド塩崎悠輝 

 

 

 

前回は、法学派という仕組みに対する姿勢として、タルフィークとタハイユルという方法があることについて

書きました。タルフィークは、4 大法学派の学説をつなぎあわせて、新たな見解を導き出す方法です。タハイユ

ルは、ある問題について、4 大法学派のいずれかの学説を選んで従う方法です。 

18 世紀から進んでいた、法学派という仕組みに対する新しい考え方は、単純に法学派がダメ、だというもの

ではなく、むしろ、4 大法学派の蓄積を合わせて活用しよう、というものが多かったといえます。 

18 世紀にハディース学が活発になるとともに、インドのシャー・ワリーウッラー（1703～1762）、シリア

のイブン・アービディーン・アッ＝シャーミー（1784～1836）といったウラマーが、1 つの法学派に限定せず

に、4 大法学派を合わせて活用することを実践していきました。こういった動きが、20 世紀には東南アジアま

で広がっていった、といえます。 

19 世紀になると、植民地化や近代化、ヨーロッパの科学技術や制度の伝来などのため、法学上の問題につい

て、新しい解釈を検討することが増えていきました。中には、植民地化によって、ヨーロッパの制度、たとえば

結婚や相続、税金などの制度をヨーロッパ式に合わせなければならず、新しい解釈が必要、という場合もありま

した。日本で明治維新の後に法律や制度が、ほとんどヨーロッパに合わせて変えねばならなかったのと同じです。 

1898 年から 1940 年にかけて、レバノン人のラシード・リダーが雑誌『アル＝マナール（灯台）』を刊行し

て、特定の法学派にこだわらない法学上の方法を広めていきました。ラシード・リダーは、エジプトを拠点にし

ていましたが、サウディアラビアのいわゆるワッハーブ派、ムハンマド・アブドゥルワッハーブから直接の影響

を受けた勢力の支援を受けていました。また、ラシード・リダーは、インドのアフレ・ハディースという、シャ

ー・ワリーウッラーの影響を強く受けたグループとも連絡をとりあっていました。このように、ラシード・リダ

ーは、特定の法学派にこだわるべきではないという人々や、法学派という仕組みを否定する人々を、地域を越え

て結びつけました。 

1906 年から 1909 年にかけて、シンガポールで雑誌『アル＝イマーム』が発行されました。この雑誌の内容

は、『アル＝マナール』の翻訳も含まれていて、特定の法学派にこだわらないラシード・リダーらの考え方を東

南アジア各地に広めようとするものでした。また、読者から郵便で送られてきた質問に雑誌上で回答する、つま

りファトワーを出す、ということもやっていましたが、やはり特定の法学派にはこだわらずに回答していました。 

『アル＝イマーム』を発行していたのは、スマトラ島西部、ミナンカバウ地方出身のターヒル・ジャラールッ

ディーン（1869～1956）でした。ターヒルは、マッカで 11 年間学んだ後、エジプトのアズハルで 4 年間学ん

でいます。エジプトにいた時にラシード・リダーとも親交があり、東南アジアに帰ってから雑誌『アル＝イマー

ム』を発行することになった直接のきっかけとなりました。 

以前、インドネシアのジャワ島のシャーフィイー派について書いていた時に、インドネシア最大のイスラーム

団体として、ナフダトゥル＝ウラマーがある、ということを書きました。ナフダトゥル＝ウラマーは、構成員が

4 千万人いるともいいますから、世界最大のイスラーム団体といっていいかもしれません。ナフダトゥル＝ウラ

マーは、1926 年に、マッカに滞在していたことのあるインドネシアのウラマーを中心に、結成されました。サ

ウディアラビアが建国されていく過程で、マッカヘの巡礼や、法学派の仕組みが維持できなくなるのではないか



11 

 

 

という警戒感が背景にありました。ナフダトゥル＝ウラマーは、インドネシアのプサントレンの大連合で、シャ

ーフィイー派の法学を学び、教える伝統を守ることが主な目的であったといえます。 

一方、1912 年には、ジャワ島のジョグジャカルタでムハンマディヤという団体が設立されています。ムハン

マディヤも多数の学校や大学を経営しています。ムハンマディヤは、特定の法学派にはこだわらない方針をとっ

てきました。ナフダトゥル＝ウラマーと対立しているというわけではありませんが、シャーフィイー派の学説だ

けを学ぶことにこだわっているわけではありません。構成員は 2 千万人いるともいわれています。ナフダトゥル

＝ウラマーにしてもムハンマディヤにしても、学校の生徒や卒業生、その父兄、教師などを適当に構成員として

数え上げているので、正確な人数ではありません。 

この 20 世紀の初めの時期には、シャーフィイー派伝統を守ろうという団体もいくつか設立され、特定の法学

派にこだわるべきではないという団体もいくつも設立されました。現在では、ナフダトゥル＝ウラマーとムハン

マディヤがインドネシアの 2 大イスラーム団体とされていて、政治にも進出しています。 

 ナフダトゥル＝ウラマーのような団体を「伝統派」、ムハンマディヤのような団体を「改革派」と呼ぶ人も

います。ムハンマディヤのような団体を「近代派」と呼ぶ人も（ムスリムではない人も含めて）います。「改革

派」といういい方については、アラビア語で「改革」にあたるタジュディードとかイスラーという言葉をムハン

マディヤの人たちも使っていたので、おかしくはないでしょう。 

 しかし、ムハンマディヤの方が近代的で、ナフダトゥル＝ウラマーが反近代的ということは別にありません。

双方の学校の教育内容も、今では両方とも算数や理科はあるし、両者の違いはシャーフィイー派を特に重視する

かどうか、というのが主です。 

次回は、法学派の違いについて異なる立場が出てきた結果、具体的にはどういう問題について議論が分かれた

のか、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） 

 

（３）カリフ国家の制度は、外見上、一面的には類似点があるとしても、現在知られている他のいかなる政治体

制とも異なっている。 

 

 カリフ国家の制度は、アッラーの使徒がマディーナに移住し、そこにイスラーム国家を樹立した後で立ち上げ

られ、彼の逝去後、正統カリフたちが、それを踏襲した制度を引き継いでいる。 

 それについて書かれたクルアーンとスンナの明文を詳細に検討すれば、カリフ国家の統治と行政の機構は、お

よそ以下のようなものであることが分かる。 

 

 カリフー補佐（全権大臣）―執行大臣―地方総督―ジハード指揮官―国内治安―外交―工業―司法―行政機構

（福祉）―国庫―情宣 国民議会（協議と査問） 

 

 次章以下では、アッラーが我々を勝利せしめ、正統カリフ制の再興を成功させ、イスラームとムスリムに栄光

を授け、不信仰と不信仰の徒を卑しめ、全世界に善が広まるように、祈りつつ、これらのカリフ国家の制度の詳

細と、その典拠について述べなさい。 

 「アッラーは彼の命令を貫徹し給う。アッラーは万物に一定の分を定められた。」（65:3） 

 アッラーこそ援けを求められるべき御方であらせられます。彼にのみこの身をお任せいたします。 

 

1425 年ズルヒッジャ月 14 日/2005年 1月 24日 

（続く、インシャーアッラー） 

👞 👞 👞 👞 

↓こちらもおすすめ↓ 

田中真知×中田考コラボ小説 

『世界のエリートはみなヤギを飼っていた』 

（https://www.kk-bestsellers.com/series/） 



13 

 

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 

８．アッラーはわたしたちを導くため、 

 預言者を遣わされる 

 

 管制塔から受けた指示に従わないパイロットはひどいトラブルに陥ります。 

 預言者たちが教えたことに従わない人々は、いつもとても不幸なことになってしまいます。 

 アッラーの預言者たちはわたしたちに道を示してくれます。 

 預言者たちは人々に天後への道を、アッラーを喜ばせる道を示してくれます。 

 彼らは人々に、何が正しくて何が誤りであるかを教えてくれます。 

 

 ムハンマド（サッラッラーフ アライヒ ワサッラム）が来るずっと前から、アッラーは異なった時代に預言

者たちをお遣わしになりました。 

 預言者はすべての地に現れました。 

 最初の人間、アーダム（アライヒッサラーム）は最初の預言者です。 

 ムハンマド（サッラッラーフ アライヒ ワサッラム）は最後の預言者です。 

 預言者たちはアッラーの御名において語ります。 

 彼らの仕事は人々にアッラーの啓示を伝えることです。 

 

 預言者たちはとても神聖です。 

 彼らは決してうそをつきません。 

 彼らが人をだますことは決してありません。 

 すべての預言者はよい行いの人でした。 

 預言者は人々に本当によい助言をしました。 

 彼らは非常に誠実でした。 

 

 預言者たちは人間です。 

 アッラーは彼らを伝達者としてお選びになりました。 

 彼らはアッラーがお導きになった人々です。 

 彼らの教えに間違えはありません。 

 かなりたくさんの預言者たちがいます。 

 その正確な数はアッラーだけがご存じです。 

 アーダムは預言者でした。ヌーフは預言者でした。イブラーヒームは預言者でした。 

 ユースフは預言者でした。ムーサ―は預言者でした。イーサーは預言者でした。 

 ムハンマドもまた預言者でした。 

 でも、彼が最後の預言者です。 

 でも、彼が最後の預言者です。 

 ムハンマド（サッララーフ アライヒ ワサッラム）の後に預言者はいません。 
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 すべての預言者がよい行いの人でした。 

 彼らは人々にアッラーの指示を知らせました。 

 彼らは人々にアッラーの預言者を信じるよう助言しました。 

  

預言者はすべての地に現れました。 

預言者ムハンマドは最後の預言者です。彼の後にもう預言者は来ません。 

そして、わたしたちの預言者ムハンマドが教えたイスラームは、この世の終わりまで人々を導き続けるでしょ

う。 

 

本当のムスリムはアッラーの預言者たちを信じています。 

彼らをすべて本当のアッラーの預言者であると考えます。 

彼らのひとりでも否定する人はムスリムではありません。 

 

作業 

 A.下の質問に答える文を書きなさい。 

 

１．管制塔から受けた指示に従わないパイロットに何が起こりますか。 

 

２．預言者たちの教えたことに従わない人々に何が起こりますか。 

 

３．預言者たちはどんな仕事をしますか。 

 

４．アッラーが遣わされた預言者たちは全部で何人ですか。 

 

５．有名な預言者の名前をいくつか挙げなさい。 

 

６．ムハンマド（サッラッラーフ アライヒ ワサッラム）の後に預言者はいますか。 

 

７．預言者についてあなたが知っていることを 5 つ書きなさい。 

 

B.文になるよう左右をつなぎなさい。 

１．アッラーが預言者を           １．すべての地に現れました。 

２．預言者たちは              ２．アッラーの御名においてです。 

３．預言者たちが語ったのは       ３．最初の預言者です。 

４．最初の人間アーダムは        ４．人間です。 

５．預言者たちはみな          ５．異なった別々の時代に遣わされました。 

C.文を完成させない。 

１．本当のムスリムは        を信じます。 

２．       する人はムスリムではありません。 

👞 👞 👞 👞 👞 
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📚 おすすめ読み物 

📕 伊達聖伸、アブデヌール・ビダール編『世俗の彼方のスピリチュアリティ』東京大学出版 

 唯一神信仰（タウヒード）とは、何を意味しているのでしょうか。  

イスラームは唯一の神を信じる、一神教です。そうであるなら、唯一である神と人間の関係性も明白のように

思えます。しかし、一方では、神に似た姿に創造されたがゆえに優れている存在になるべきだという人間像、も

う一方では、土の上でサジダしてじぶんがいかに弱い存在であるかを知った時にもっとも神に近づけるとする人

間像とまったく反対にも思える、一神教における人間のあるべき姿があります。 

 イエスがこの世から消え、預言者ムハンマドがこの世から去り、神の声を直接聞くことのできなくなったこの

世では、これが正しい神の意志である、と提示できるものはいなくなりました。それゆえに、唯一神を信仰して

いるといっても、その唯一神のその時その時の意志を一つに定めることは現在の人間には可能ではありません。

知られることを超えているアッラーに向かって崇拝をささげるためにはどうしたらよいのか、この本を読んでも

う一度考えてみませんか。 

 

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

 今月の気になる文章はこちら。 

 ２．創造主（２０、２１ページから） 

 私たちはだれも、気がついたときにはこの世にいます。何のためだかわかりません。なんでこんな顔をして、

なんでこんな頭をして、なんでこんな性格なのかわかりません。でも、いるということは、神さまが、それでい

いんだよ、そのなりでそこにいたらいいんだよ、と許可証を出してくれているということです。 

 

 なんでこんな風にじぶんは愚かなのだろうか、悲しくなることも多くあるでしょう。あまりにも苦しくて愚か

なままでいいのだろうかとじたばたしようとする気分にもならないかもしれません。そんなときには、この文章

を思い出すといいでしょう。時間がたってもこの苦しいものを抱え続けることができていればその時まではまだ

じぶんは生き続けているのだ。 

 

📕 ソン・ホンギュ著橋本智保訳『イスラーム精肉店』新泉社 

 朝鮮戦争に従軍しその後も韓国に住んだトルコ人のおじいさんは、ソウルの貧困地区で精肉屋を営んでいます。

彼は、孤児院からひとりの韓国人の男の子を連れて帰ります。その男の子が貧困地区で見た町の様子を描いた小

説です。この小説の訳者が、あとがきでこの小説の舞台は梨泰院であろうと推測していますが、ネットフリック

スで視聴した「梨泰院クラブ」というドラマの中では、この梨泰院という地域は再開発されて国際的でおしゃれ

な街として描かれていました。さて、イスラームでは孤児の権利を守り保護することの大切さを説いています。

クルアーンの中でもたびたびそう述べられています。朝鮮戦争で受けた心の傷のためか、この老人はトルコに帰

ることもなく、そのまま死ぬまで韓国で生きていきます。貧しい生活の中でも、老人は戦争で受けたじぶんと同

じような傷を持った孤児を施設から連れて帰り、じぶんが死ぬまで一緒に暮らします。この老人は精肉屋で自分

では食べませんが豚肉を屠って韓国の人々に売って生計を立て、またハッジに行くためのお金をためています。

ムスリムがマイノリティーである場所での暮らしという、日本に住む私たちと似た境遇にある、この登場人物の

お話を読んでみませんか。 
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お手紙 

 

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） 

 まだまだ寒い日が続きますね。それでも、だんだん日の出の時間が早くなってきました。６時前になるとだん

だん外も明るくなって、ムクドリやヒヨドリは寝床からでて外の電線に止まって鳴いているのに布団の中で気が

付いてこんなに早くもう鳥は起きているのかと驚いてしまいます。鳥さんたちも出勤しているのだから、私もそ

ろそろ起きてファジュルの礼拝をしなくてはいけないなと、まだ温かい布団の中に潜っていたい気持ちを押さえ

て、ごそごそと寒い部屋の中へと体を移動させます。 

 このごろ読んだ『うしろめたさの人類学』（松村圭一郎、ミシマ社）に、「人類学は、この自分の居場所と調

査地とを往復するなかで生ずる「ずれ」や「違和感」を手がかりに思考を進める。」（５２頁）と書いてありま

したが、ムスリムは日々の生活の中でじぶんがアッラーの方へ近づいたり、遠くに行ったりして、心が移動する

なかで生じる「ずれ」や「違和感」からアッラーについて、自分について、世界について考えを深めていません

か、どうでしょう？ 

 イスラームに関連する本を読むと、自己卑下、つまり、じぶんがまわりの人たちよりも劣っていると感じるこ

と、そして、現世嫌悪、現世はあまり心地の良いところではなく来世の方がもっと素晴らしいと思うことが、大

切であると書いてあります。自己卑下や現世嫌悪はムスリムであろうとなかろうと、こどもから大人まで感じた

ことのある人が多くいるのではないでしょうか。一般的にじぶんが自己卑下をしたり現世嫌悪したりした場合、

自分自身になにか問題があり、その問題を解決してよりよい心の状態を目指そうと考えるものではないでしょう

か。だから、書店にも前向きになるための本がよく詰まれています。しかし、イスラームではこのふたつを悪い

と見なさず、むしろ人の心が良い状態にあるとみなします。この心の状態は、自分自身に問題がある状態ではな

く、むしろ、とても良い状態なのです。とはいえ自己卑下の状態とはつまり鬱と呼ばれる状態で、何の価値もな

いじぶんに落ち込み、まわりの人たちの方が優れているのだから自分なんて存在しなくていいんじゃないかと思

うと心がきゅっと押し潰され何もやるきがでてきません。現世嫌悪の状態も、こんな世界は嫌だ、早く死んでし

まいたいと思い見えている世界が暗くなります。そうなるともしかすると本当にじぶんじしんを殺してしまいそ

うになりますが、イスラームでは自殺は禁止され、大罪です。自ら死を掴んではいけません。なので、ひどい鬱

はいいけれど、死ぬのはだめというかなり難しい問題を背負って暮らすことになります。鬱でも毎日の礼拝はや

ってきて、朝から晩まで毎日５回。そして、ラマダーンの月になったら、どんなに自己卑下をしていて動けそう

になくても、日の出前にご飯を食べなくてはいけません。なぜなら、食べなければその日お腹がすいてよけいに

辛くなるからです。また、一生に一度は、はるばる旅をしてサウディアラビアにあるマッカまで巡礼をしにいか

なくてはいけません。これらのわたしの義務である仕事は、だれも私の代わりにできるひとはいません。私にだ

けできる私にだけ与えられた仕事で、私に代われる人はこの世の中に全くいません。そんなことを目覚めの悪い

私は布団の中で考えながら、ファジュルの礼拝をしようと、体を無理やり暖かい布団の中から寒い部屋の中へと

引っ張り出している今日この頃です。 

 インシャーアッラー（アッラーが望み給えば）また来月もお会いしましょう。 

 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 


