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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。 

イスラームの新年ムハッラム月になりました。今年 1 年もアッラーの

恵み多き年になりますように。それでは、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］１８～２０節（６） 

 

慈悲あまねき慈悲深きアッラーの御名において 

間近な日を彼らに警告せよ。その時、心は締め上げられ喉元に。不正な者たちには親友もなく、聞き入れ

られる仲裁者もいない。（４０：１８） 

かれは目の裏切りも、胸が隠すものも知り給う。（４０：１９） 

そしてアッラーは真理によって裁き給う。しかし彼らがかれを差し置いて祈る者たちは何によっても裁く

ことはできない。まことに、アッラーこそはよく聞きよく見通し給う御方。（４０：２０） 

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９

１１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」はすべてアッラーのことです。 

 

間近な日を彼らに警告せよ。その時、心は締め上げられ喉元に。不正な者たちには親友もなく、聞き入れられ

る仲裁者もいない。（４０：１８） 

 

★ジャラーライン 

 『間近な日』復活の日。「道程（al-rahīl）に間近である( ‘ajifa)者は近い（qaruba）」ということです。 

 『心は締め上げられて喉元に』恐れゆえに、せり上がります。  

『締め上げられ』悲嘆に満ちて。これは、『心（複数形）』にかかる副詞です。心の持ち主にかかることを踏まえ、

ヤーウとヌーン（男性規則複数語尾）による（有理性者の）複数形（kāẓimīn）を取ります。 

『（喉）元（ladā）に』～の許に（’inda） 

 『親友』知己。 

 『聞き入れられる仲裁者』その者の仲裁が受け入れられるような。この特徴によって理解される者はいません。

なぜなら、彼らにはもともと仲裁者などいないからです。『われらには仲裁者などいない』（第 26 章［詩人たち］

100 節）もしくは、彼らに仲裁者がいるという彼らの主張に基づくのであれば、それよって理解される者はいま

す。つまり、たとえ彼らは仲裁されたとしても、受け入れられません。 

 



★イブン・カスィール 

 『間近な日（yawm al-’āzifah）』は「復活の日（yawm al-qiyāmah）」のさまざまにある別名のひとつです。

それが、そのように呼ばれるのは、それが近づいたためです。アッラーは『接近するものは近付いた。（５３：３

７）それには、アッラーを除いて明かすものはない。（５３：５８）』（第５３章［星］５７，５８節）『かの時は

近づき、月は裂けた』（第５４章［月］１節）『人々に彼らの清算が間近に迫った』（第２１章［預言者たち］１節）

『アッラーの命は来た。それゆえ、それを急いてはならない』（第１６章［蜜蜂］１節）と仰せになりました。 

 かれの御言葉『その時、心は締め上げられ喉元に』について、（クルアーン解釈者）カターダによると、「心は、

畏れゆえに、喉元に達し、出ることも、それがあるべきところに戻ることもない」ということです。（クルアーン

解釈者）イクリマとアル＝スッディー他もそのように説明しています。 

 『締め上げられ』とは、かれの御許しによるほか、だれも話すことが出来ず、彼らは静かにしている、という

ことです。『霊と天使たちが整列して立つ日、彼らが語ることはない。但し、慈悲あまねき御方が許し給い、正語

を述べた者は別である』（第７８章［消息］３８節）イブン・ジュライジュによると、『締め上げられ』とは、嘆

き泣いて、ということです。 

 『不正な者たちには親友もなく、聞き入れられる仲裁者もいない』つまり、アッラーに他の者を並び立てるこ

とによって、彼ら自身に不正をなした者には、彼らを益するような彼らに近しい者も、彼らについて仲裁をする

仲裁者もいません。むしろ、彼らから、あらゆる良いものにつながるものが断ち切れています。 

 

★クシャイリー 

 

あらゆる者たちの復活は、遅延されました。愛する者たちの復活は、急がれました。それゆえ、彼ら（愛する者）

には、吐く息ごとに、懲罰と戒めと報奨、遠のきと接近、彼らに思いもよらないもの、それらからの復活があり

ます。四肢は、彼らに仇する証言をします。涙は証言し、心の鼓動が話し、衰弱が報告し、色は表明します。し

もべは隠れようとしますが、しかしながら、試練は明らかとなります。 

人々がわれらについて考えたことのすべてが真実であると、認めるものとしてそなたが現れるときに、私の姿が

変わってしまう者よ。 

また、人々は詩を読みました。 

 わたしのために かれを愛する者について 四つの証言がある 

 それぞれのことがらの証言は二つ 

わたしの体の溶解とわたしの節々の震え 

そしてわたしの心の振動とわたしの舌の締め付け 

また、彼らの心について言えば、人が道程（al-raḥīl）に間近（’azifa）である時、それ（心）は喉元に至りま

す。彼らの目について言えば、人が旅路へと呼び招かれ、旅が始められたなら、その（目の）涙によってそれ（心）

は窒息します。 

 

かれは目の裏切りも、胸が隠すものも知り給う。（４０：１９） 

 



★ジャラーライン 

 『かれは』アッラーは。 

 『目の裏切り』盗み見によって、禁じられたものをみること。 

 『胸』心。 

 

★イブン・カスィール 

 アッラーは、かれの人間についての知識を彼らに警告するために、すべての物事で、そのうちで高貴なものも、

卑しいものも、小さなものも、大きなものも、微細なものも、精妙なものをも取り囲む完全なかれの知識をお知

らせになりました。それで、彼らは、ほんとうにアッラーに対して恥じ入り、心底かれを畏れ敬います。また、

彼らは、アッラーが己をご覧になっていると意識し、かれを注視します。というのも、アッラーは目の裏切りを

ご存知で、たとえ、その目が誠実さを表していたとしても、アッラーは、胸の内に潜む心の奥底を御存知であら

せられるからです。（クルアーン解釈者）アル＝ダッハークは「『目の裏切り』それは目配せと、見ていなかった

のにもかかわらず見た、もしくは見たにもかかわらず見なかったと人が言うことである」と説明しています。ま

た（教友）イブン・アッバース（アッラーのご満悦あれ）は、「アッラーは、目について、それが見る時に、それ

が愚かさを求めているのか、そうでないのか、ご存知であらせられる」と説明しています。同様に、（クルアーン

解釈学者）ムジャーヒドとカターダも説明しています。またイブン・アッバース（アッラーの御満悦あれ）は、

アッラーの御言葉『胸が隠すものも』について、「アッラーは、あなたがある女性ついて可能性があるのならば、

その女性と姦通を犯したか、もしくは犯さなかったであろうか、ご存知であらせられる」と説明しています。ま

た、（クルアーン解釈学者）アル＝スッディーは「『胸に隠されたものも』つまり、ほのめかしの囁きである」と

説明しています。 

 

★クシャイリー 

 つまり、愛する者たちの『目の裏切り』とは、彼らがある物事に良いものを見出すことです。それゆえ、人々

は次のように言いました。 

 目の慰めよ、わが目に問え「わが視界からおまえが消えてから以降、おまえは美しい光景によって目にクフル

（アイシャドー）を施したのか」 

 それゆえに、人々は「つまり、私の目があなた以外のものにすばらしいものを見出した時、私はそれへの懲罰

として不眠を命じた」と説明しました。 

 人々の『目の裏切り』のうちには、密談をする間に、慣習と無気力が彼らに取りつくことがあります。かつて、

（預言者）ダーウード（平安あれ）の話の中で「私への愛を主張するが、夜が彼を覆うと、私から離れて寝てし

まう者は、嘘つきである！」とありました。 

 知る者たちの『目の裏切り』のうちには、彼らの目が止まったものについての知らせが、彼らの心にあること、

があります。 

 唯一神信仰者たちの『目の裏切り』のうちには、彼ら自身についてではなく、現世と来世にやって来るあるひ

とつの被造物について、一滴の涙が、そこ（目）から出ることがあります。 



 愛する者たちの『目の裏切り』のうちには、あらゆる場面において、愛される御方以外のものを見ることがあ

ります。伝承には、『あなたが何かを愛することは、盲目であり、獲得である』とあります。 

 『胸に隠されたものも』真実なる御方（アッラー）は、それについて、よく御存知であらせられます。 

 

そしてアッラーは真理によって裁き給う。しかし彼らがかれを差し置いて祈る者たちは何によっても裁くこと

はできない。まことに、アッラーこそはよく聞きよく見通し給う御方。（４０：２０）  

 

★ジャラーライン 

 『祈る』崇拝する。（接頭辞を）三人称男性複数の接頭辞「yā’」（『彼らが祈る』）または、二人称男性複数の接

頭辞「tā’」（「おまえたちが祈る」とする２つの読誦法があります。 

 『祈る者』つまり、マッカの不信仰者。 

 『彼らがかれを差し置いて祈る者たち』それらは偶像のことです。 

 『何によっても裁くことはできない』それなのに、どうして、それらがアッラーと共同者でありえましょうか。 

 『よく聞き』彼らの言葉を。 

 『見通し給う』彼らの行いについて。 

 

★イブン・カスィール 

 『そしてアッラーは真理によって裁き給う』つまり、アッラーは公正によって裁き給う、ということです。ア

ル＝アアマシュがサイード・ブン・ジュバイルから、そして、イブン・アッバース（アッラーの御満悦あれ）か

ら伝えるところによると、「『そしてアッラーは真理によって裁き給う』とは、善には善で、悪には悪で報いるこ

とを可能とする御方であらせられる、ということである」とあります。 

 『まことに、アッラーこそはよく聞きよく見通し給う御方』これは、イブン・アッバース（アッラーの御満悦

あれ）が説明したものであるように、次のアッラーの御言葉と同じ意味です。『悪をなした者たちを彼らのなした

ことによって報い、善をなした者を至善によって報い給うのである』（第 53 章［星］31 節）』 

 『しかし彼らがかれを差し置いて祈る者たちは』つまり、偶像、邪神、アッラーに並ぼうとするもの、です。 

『何によっても裁くことはできない』つまり、彼らは何ものも有さないし、何ものも裁くことが出来ない、とう

ことです。 

 『まことに、アッラーこそはよく聞きよく見通し給う御方』つまり、かれの被造物の言葉を聞き、彼らをご覧

になられ、それゆえ、かれが望み給う者を導き、かれが望み給うた者を迷わせ、かれはそれらすべてにおいて、

英知に富み公正な御方であらせられる、ということです。 

 

★クシャイリー 

 アッラーは、異邦人を距離によって裁き給う。また、かれは、一致した民を愛情によって裁き給う。また、か

れは、来るべき日に、妨害者の孤立によって、裁き給う。将来、楽園と火獄の間で、死が白色と黒色をもつ雄羊

の姿で屠られるのであれば、分離が、愛する者たちの真っすぐな道の先頭で、否定される者の姿で屠られ、臨在

の民がそれを見るために、それが訓戒の柱に磔にされることは、奇妙なことではありません。 



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

今回のクシャイリーの解説で述べられていることに関連したものです。 

サヒーフムスリム（日本ムスリム協会のウェブサイト参考）より 

 

 アブー・サイードは伝えている  

アッラーのみ使いは言われた。 

「復活の日、死は、黒色と白色を持った雄羊の姿で連れて来られ、天国と地獄の間で起立させられる。 

その後、天国の住民たちは、『これを知っているか』と聞かれる。 

彼らは、頭をあげて、声のする方を見、『はい、これは“死”です』と答える。 

その後、地獄に住む人たちも『これを知っているか』と聞かれる。 

彼らは、頭をあげて、声のする方を見、『はい、これは“死”です』と答える。 

その後、それを屠殺するようにとの命令が下される。 

そして後、天国の住民たちは、『お前たちには永遠の生が許される。 

死ぬことはない』と告げられる。 

次いで、地獄の住民たちも『お前たちには、永遠の生が許される。死ぬことはない』と告げられる」 

こう話した後、み使いは手でこの現世を指さしながら、次の聖句をお唱えになった。 

「あなたは悔恨の日（復活の日）について、かれらに警告しなさい。 

その時、事は決定されるのである。 

かれらが油断し、また不信心である間に」（クルアーン第 19 章 39 節） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

見てみようアラビア語 

クルアーン第４０章２０節から 

ِّبِٱۡلَحقُيَۡقِضىَُوٱّلَلهُ  
（意訳）そしてアッラーは真理によって裁き給う 

ٱّلَلهُُُُُوَُ  
（名詞） （接続詞） 
アッラー  そして 

 يَۡقِضى
（動詞） 

裁く 

ِّبِٱۡلَحقُُ⇐ ِّٱۡلَحق +ُبُِ  
           （名詞）    （前置詞） 

真理によって     真理      ～によって 

  



 

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 

 

 

ヒジュラ暦(イスラーム暦)※の新年が到来しました。預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の時代に

起こった最も重要な出来事を思い出すために。学者達はこう言っています。： 

「ヒジュラ(聖遷)は、歴史の流れを変えた出来事だ。」                  

（訳注：ヒジュラ暦とは？：預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)とムスリム達が、マッカでの迫害

を逃れてマディーナに移り住んだ年をヒジュラ暦元年としたイスラーム暦。「ヒジュラ」の語源は、「遠ざか

る」という意味の「ハジャラ」。） 

 ヒジュラ前と後のイスラーム宣教の違いを見れば、彼らがそう言うのも当然です。実に、ヒジュラは歴史の

流れとイスラーム宣教の流れを大きく変え、ひとつのステージから次のステージへと進ませました。                                

ヒジュラの出来事をひとつひとつ検証すると、多くの学びと訓戒を発見するでしょう。預言者様(彼の上にアッ

ラーの祝福と平安あれ)の時代に、ヒジュラは一つの出来事と考えられていましたが、今、それは、預言者様

(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)のウンマ(イスラーム共同体)にとっての「学校」のようなものです。                                     

ヒジュラというのは、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の時代だけのことではなく、それ以前の

預言者たち(彼らに平安あれ)の中にもヒジュラを行っていた人がいたことをご存知でしょうか。それは、クル

アーンの中の、ムーサー様(平安あれ)やイブラーヒーム様(平安あれ)、ルート様がヒジュラした物語にも見るこ

とができます。彼らのヒジュラは、預言者であるためと啓示のためのものでした。  

 また、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)に従う私たちにとっても、ヒジュラは、大きな重要性

と教訓を残しています。今後の投稿で説明していきましょう、インシャーアッラー。                         

 まず、私たちが知らなければならないことは、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の死後、私た

ちにとってのヒジュラは、場所においても、精神的な意味においても、罪と悪行から離れるヒジュラのみに限

定されていることです。                                

 ヒジュラには二つの意味があります。： 

１． ある場所から別の場所への移住。もしその場所で悪事が行われていたら、その悪事に参加しないように、

また、そこからどんな害も受けないように、私たちは、その場所を離れなければなりません。                                        

２．ある状態から別の状態への移動。もしある種の悪事に私たちの自我が縛られていたら、アッラーに悔悟

し、その罪から善行へとヒジュラします。 



【サハーバ（彼らにアッラーのご満悦あれ）のマッカからマディーナへのヒジュラ】 

 

 

  

 ヒジュラ暦の新年を迎える度に、マッカから 2 段階にわたってヒジュラ（聖遷(せいせん)）をしたサハーバ

*¹（彼らにアッラーのご満悦あれ）の事が思い出されます。彼らの一部は、まずエチオピアに移住しました。

その後、ヤスリブという町から、後(のち)のアンサール*²（援助者達）になる人々がマッカにやって来て、イ

スラームに入信し、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）はヒジュラの先をヤスリブ（現在のマデ

ィーナ）に変えます。その結果、ムハージルーン*³（移住者達）には、2 種類あります。エチオピアに移った

者達と、マディーナに移った者達です。そして、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）がマディー

ナへのヒジュラを許可すると、エチオピアにいたムハージルーンもマディーナへと向かい、ムスリム（イスラ

ーム教徒）達は皆、マディーナに集結します。 

 覚えておくべき事は、これらのサハーバ（彼らにアッラーのご満悦あれ）は、天啓(てんけい)（天から下さ

れた教え）と唯一の神を信仰したがゆえに、クライシュ族の激しい迫害に遭(あ)い、マッカを出たという事で

す。当時クライシュ族は、先祖から受け継いだ、偶像化された多神の崇拝を行っていました。盲目的に先祖に

従って信仰し、自分たちの理性を働かせる事をしませんでした。それらの偶像は、カアバ神殿の周りに配置さ

れていました。 

 やがてイスラームが下され、人々の理性に働きかけました。あなた方が神々としている物は、自ら害も益も

与えることができない偶像であり、自分たちを作ってくれる製作者を必要とする。全知全能の神が、誰かを必

要とするという事が、理性的に考えて、あり得るだろうか？と。 

 このように、クライシュ族の信条を疑問視するイスラームの教えに対し、彼らはそれを彼らの神々に対する

宣戦布告だと捉(とら)えました。そのため、反イスラームを宣言し、ムスリム達の拷問や迫害を始めます。ム

スリムの中には、ヤーセル様やその妻のスマイヤ様（彼らにアッラーのご満悦あれ）のように、拷問により殺

される者達もいました。 

 その為、ムスリム達はマッカから移住したのです。マッカの外で、宗教の自由を享受する為でした。これ

が、歴史的事実や、信頼できるイスラームの典拠から、私たちが知っている事実です。 

 しかし、ここで注意しなければならない事は、そうしたムスリム達の「ヒジュラ」は、エチオピアやマディ

ーナへのヒジュラから始まったのではないという事です。彼らの最初のヒジュラは、「彼らの心や頭に根を張



っていた無明(むみょう)時代*⁴（ジャーヒリーヤ）の先祖の慣習を捨て、崇高な社会の建設や人類の向上を目

的とした、天からの教えへとヒジュラした（移った）事」でした。彼らは、盲目的に慣習に身を委(ゆだ)ね

ず、真実を探求するという自由を行使し、それに到達したのでした。その真実を守る為に、生まれ育った土地

を後にしたのです。 

訳注： 

＊１：サハーバ（教友達―彼らにアッラーのご満悦あれ―） 

   ―いわゆるムスリムの第一世代、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の直弟子。専門的定

義は、学者により差異があるが、「預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）を信じている状態で彼に

会い、イスラーム教徒として亡くなった者」など。 

＊２：アンサール（援助者達） 

   ―元々マディーナ（旧ヤスリブ）の住人で、イスラームに改宗し、マッカ等から移住して来たムスリム

達を助けた者達 

＊３：ムハージルーン（移住者達） 

   ―広義にはヒジュラをした者を意味するが、狭義では、ヒジュラ暦８年のマッカ開城以前に、マッカか

らマディーナへ移住したムスリム達 

＊４：無明(むみょう)時代（ジャーヒリーヤ） 

   ―イスラーム以前の時代。無知時代とも訳される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ヒジュラが、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の時代に、イスラームの状況を変えた出来事

であった ということは、これまでに ご説明しました。 

 アッラーが、ムスリム達を、脆弱な状態から大国へ、散り散りな状態から集団へと移し替えるまで、ムスリ

ム達はマッカで、個人的に崇拝行為を行っていました。自分たちの信仰を 公にすることができなかったためで

す。 

 そして マディーナにヒジュラ後、集団礼拝や預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）から知識を学

ぶ会合を行うことが可能になり、それによって、イスラームのウンマ(共同体)が形成され、東西にまでイスラ

ームの広がりが拡張しました。                                      

 そして、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）がマディーナへとヒジュラされた後は、すべての

ムスリムにとって、彼（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の後を追い ヒジュラすることが義務となりまし

た。そこで、マッカに残っていたムスリム達も、エチオピアにヒジュラしたムスリム達も、預言者様（彼の上

にアッラーの祝福と平安あれ）を追って マディーナへとやって来ました。こうして すべてのムスリムがマデ

ィーナに集結し、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の元で、イスラームを学ぶようになりまし

た。 

 その後、マッカ開城後に、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）は こうおっしゃいました。 

「開城後に ヒジュラはありません。ただ、ジハード（奮闘努力）とニーヤ（意思）があるのみです。 」         

では、なぜ 開城後にヒジュラはなくなったのでしょうか？ 

その理由は、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）が、ムスリム達への教育のために、開城後、サ

ハーバ達（アッラーのご満悦あれ）をイスラーム帝国の各地に派遣し、彼らが各地に行き渡り始めたためで

す。 

 それ以後は、すべてのムスリムにとって、イスラームを学ぶために、自国にいる教師のところにヒジュラす

ることだけが義務となりました。 

 イスラームは、知識を求めることを、すべての人に命じています。 

 



【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


東南アジアのシャーフィイー派 第 ２０ 回 
― アチェのシャーフィイー派 ２ ― 

  

アフマド塩崎悠輝  

 

  前回は、アチェ（現在のインドネシアにあるスマトラ島先端部）が、東南アジアの歴史の中で、イスラームが広まっていくう

えでの中心地の一つであったことについて書きました。また、重要な港であったアチェには、貿易の途中で、アラブ人やイン

ド人、ペルシア人が立ち寄り、特にイエメンのハドラマウト地方やインドのマラバール地方からやって来た人たちが多かった

ことから、それらの土地で主流であった、シャーフィイー派の法学がアチェでも広まっていった、ということについても書きまし

た。今回は、アチェのウラマーや彼らの著作について、もう少し具体的に書いてみたいと思います。 

東南アジアで書かれたイスラームの知識についての本で、現在まで残っている最も古いものは 17 世紀にアチェで書かれ

たものです。これらは、当時インドネシアの植民地化を手がけ始めていたオランダ人が、主要な貿易港であったアチェで収

集したもので、現在までオランダの博物館に所蔵されています。東南アジアの他の地域についてもいえることですが、書物

を何百年も保存しておくという習慣がなく、昔の書物はイギリスやフランス、オランダの博物館にしか現存していない、という

ものが多くあります。知識は読んで記憶し、教えることで継承していくものであり、書物そのものをいつまでも保存しておく、

という発想があまりなかったのではないかと思われます。オランダ人が持ち帰り、保管してきた歴史書、法学書、あるいはタ

サウウフの書物は、当時のアチェで学ばれたイスラームの知識について理解するうえでの助けになります。ただ、オランダ人

が持ち帰った書物に多く含まれ、オランダ人学者たちが関心を持ったのが、タサウウフについての書物が多かったため、ア

チェで学ばれていたイスラームが、タサウウフからばかり理解されがち、ということが起こりました。特に、イランなどで発達し

た「完全人間論」や「存在一性論」と呼ばれる考え方がアチェにも伝わっていた、ということが注目されてきました。もっとも、

この「存在一性論」もアチェで書かれた書物は、インドでの発達を反映して、インドからの強い影響をうかがわせます。 

イブン・ハルドゥーンの旅行記にも記されていたように、アチェ王国でシャーフィイー派が公式の法学派とされ、行政や裁判

でも実践されていたのは、14 世紀にはすでに見られたことです。ただ、それがどのようなウラマーによって伝えられ、どのよ

うな法学書が学ばれていたのか、ということは記録に残っていません。17世紀のアチェ王国の宮廷では、マッカやインド、シ

リアから来たウラマーがカーディーなどとして働いていたことが記録されています。とりわけ、当時アチェのウラマーの多くが

師として仰いだ人物に、アブール＝ハイル・イブン・ハジャルがいます。アブール＝ハイルは、シャーフィイー派の歴史の中で

主要なウラマーの一人、イブン・ハジャル・アル＝ハイタミーの息子です。イブン・ハジャル・アル＝ハイタミーは、16 世紀にエ

ジプトで生まれアズハルで学び、マッカで活躍しました。彼の法学の著作『「学徒の道」の注釈のために必要な贈り物』は、

ナワウィーによる『学徒の道（ミンハージュ・アッ＝ターリビーン）』は東南アジアで最も広く読まれてきたシャーフィイー派の

法学書の一つです。イブン・ハジャル・アル＝ハイタミーの『贈り物』は、東南アジア以外の地域ではあまり読まれていません

が、東南アジアで極めてよく読まれたのは、アチェに移住した彼の息子の働きによるところが大きいと考えられます。 



マレー語の法学書で、現在残っている最も古い本は、ヌールッディーン・アッ＝ラニーリーによる『正しい道（スィラートゥ・ル

＝ムスタキーム）』で、礼拝などのイバーダについての短い本です。ラニーリーは、インドのグジャラート出身で、イラク発祥の

スーフィー教団、リファーイー教団の導師としても活動し、この教団をアチェに伝えた人物でもあります。 

アチェで書かれたマレー語の法学書で、より多くの問題について書かれた本に、アブドッラウフ・アル＝シンキリによる『求め

る者たちの鏡（ミラート・アッ＝トゥッラーブ）』があります。アブドゥッラウフは 17世紀はじめにアチェで生まれ、マッカとマデ

ィーナで学んだ後にアチェに帰り、アチェ王国のムフティーを務めました。当時マディーナで流行っていたスーフィー教団、シ

ャッタリーヤ教団をアチェに伝えた人物でもあります。『求める者たちの鏡』は、シャーフィイー派の歴史の中で主要なウラマ

ーの一人であったザカリヤ・アル＝アンサーリの著作『ファタフ・ル＝ワッハーブ（豊饒なお方の勝利』（この本も『学徒の道

（ミンハージュ・アッ＝ターリビーン）』への注釈書）の影響が大きく、大部分はそのマレー語への翻訳であるといえます。礼

拝などのイバーダについてだけではなく、結婚や相続について、商法などのムアーマラート、刑法の施行などについても広

く論じている法学書です。 

17 世紀以降、アチェは植民地化を進めるオランダとの戦いの時代に入り、インドネシア全土でも最も長く激しく、19 世紀

の終わりまで抵抗を続けました。20 世紀になってインドネシアが独立すると、今度は、インドネシアに対する独立戦争が始

まりました。背景には、アチェで石油や天然ガスが出て、その利権をインドネシア政府軍が独占しようとして、土地を奪ったこ

と、様々な迫害が行われたこともあります。その後、大地震と津波を経て、現在、ようやく紛争がほとんど見られない時期に

あります。アチェは、インドネシアの中でも独立の気風が高く、イスラームの伝統もあります。他の州とは異なる、シャリーアに

基づくとされる刑法、ムチ打ち刑などを実施したりしていますが、それも、アチェで書かれ学ばれてきた法学書と無関係では

ないでしょう。 

次回からは、アチェと同じくインドネシアのスマトラ島にあり、やはり同じくイスラームの知識を学び教えることで評判の高い、

ミナンカバウ地方のシャーフィイー派について書いていきたいと思います。 

【関連書籍の紹介】 

★ 『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。 

 

  



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 （８） 
 

７．カリフ制 

 

 大地はアッラーのものであり、人類はその上を自由に移動することが許されている。地球に領域国民国家に

分割し、それぞれを国境の檻で囲い込むことは許されない。 

 大地は、大地の主であるアッラーの聖法のみが支配する単一の法治空間「イスラームの家」として統一され

なくてはならない。そしてこの嘆膣の法治空間「イスラームの家」の統合の象徴がその元首であるカリフであ

り、唯一のカリフが元首として「イスラームの家」を統べる政治制度がイスラーム国家、すなわち「カリフ

制」である。 

 イスラームの家は嘆膣でなければならず、その元首カリフの存在はただ一人しか許されない。OIC（イスラ

ーム諸国協力機構）のような領域国民国家の支配者たちによる「カリフ制」の再興を妨げるためにイスラーム

の名を騙って結んだカルテルは、決して認められない。 

 ただ一人であることから、カリフが独裁者であるかのような誤解があるが、カリフはイスラーム法の執行者

でしかなく、法の支配の下にその権力は限られたものでしかない。カリフが唯一でなければならない理由は、

神の唯一性と構造的に同一である。 

 イスラームの根本教義は「アッラーフの他に神はない」との信仰告白に還元されるが、より正確に訳すなら

「神は存在しない。しかしアッラーフは別である（判断保留）。」となる。（注１）イスラームの根本教義の更に

核心には、「神は存在しない」との神の否定がある。森羅万象の全てから神性を剥奪し、神は存在しない、どこ

にも神は存在しない、との神の否定からイスラームは出発する。 

 同様に、イスラームの政治制度であるカリフ制もまた、何よりも先ず、地上における神の主権の簒奪者であ

る支配者たちの否定、人類の国境のという名の檻からの解放から出発する。一切の被造物の神性を否定する一

神教としてのイスラームが無神論を起点とするように、人間による人間の支配をその不可能性の露呈した空間

の上に、神の聖法の唯独りの執行者としてのカリフの存在を例外的に認めることによってはじめて正当化され

るのである。 

 

（注 1）「アッラーの他に神はない」はアラビア語の原文では、「lā ilāh illā Allāḥ」、英語に翻訳すると、lāは

no、ilāh は god、illāは but、Allāh は唯一の創造神の固有名で、「(there is) no god but Allāh」となる。but

には英語でも「しかし」の他に「～は別として」の意味もあるが、アラビア語も同じである。「lā ilāh illā 



Allāh」の後段の「illā Allāh（but Allāh）」は、Allāh が前段の判断には含まれない、との留保であり、Allāh 自

体の存在判断は含まない。つまり「lā ilāh illā Allāh」は、「神は存在しない。しかしアッラーフは別である（判

断保留）。」を意味するのである。 

 

続く、インシャーアッラー。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガザーリーが、イスラームの立場から、「世界

の無始性」や「神は個物を知りえない」といっ

た（ギリシャ）哲学の諸命題へ反駁を試みた有

名な著作。 

アリー・イブン・アビー・ターリブ 『雄弁の

道――アリー説教集』 

ガザーリー『哲学者の自己矛盾: イスラーム

の哲学批判』 

シーア派が伝えるイマーム・アリーの伝承集

の決定版。シーア派の信条とアリー観を垣間

見ることができる。 

小原克博『一神教とは何か：キリスト教、ユダ

ヤ教、イスラームを知るために』 

三宗教の世界観・戦争観・現代の課題などを検

討。三宗教の「間」を往来し、「一神教は不寛

容なのか？」との問いを現代日本社会の中で

考えるための論点を洗い出します。 

日本のモスクとムスリムコミュニティの歴

史、活動、彼らが抱える課題、および、日本社

会との関係性について、非常に簡潔にまとめ

られている一冊。 

店田廣文 

『日本のモスク』 

竹下政孝（編） 

『中世思想原典集成〈11〉イスラーム哲学』 

ワーエル・B. ハッラーク 

『イスラーム法理論の歴史』 

キンディー、ファーラービー、イブン・ルシュ

ド、スフラワルディーなど、主要なムスリムの

哲学者の著作の邦訳集。 

スンナ派イスラーム法学の歴史と、イスラー

ム法基礎学の基本的構造、および重要概念の

意味を解説。終盤では、近現代における課題

と、再解釈の試みも詳しく紹介している。 

フィリピンのムスリムを紹介。彼らはどのよ

うな歴史を歩み、現在どのような社会状況下

にあるのか。18 世紀以降、フィリピンのムス

リムが参画した政治運動・イデオロギーの展

開と特徴についても解説している。 

回族の女性は何を学んできたのか？ 回族女

性の教育事情を明らかにする良書。歴史的・社

会的背景のみならず、宗教学校のカリキュラ

ムの内容など、微視的なことも知ることがで

きる。 

川島緑 

『マイノリティと国民国家』 

松本ますみ『イスラームへの回帰―中国のム

スリマたち』 

イスラーム 一日一読（８） 
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（みなさんに平安がありますように） 

  

 日中もすっかり涼しく、明け方ファジュルの時間に、寒くて目が覚めるようになりました。 

近頃は、韓国時代劇をレンタルショップで DVD を借りて鑑賞しています。李氏朝鮮時代今から 300～400 年

前の話で、朝鮮半島も日本とおなじで 400 年の間にずいぶん国の形が変わったのだなと、このところの韓国と

北朝鮮についての記事を新聞で読みながら至極当然のことを理解しました。塩崎さんが毎月寄稿してくださる

「東南アジアのシャーフィイー派」では、シャーフィイー学派の視点から、世界でイスラームの知識がひとびと

を通じて広がっていく様子が描かれています。日本以外の地域の動きを知ることで、じぶんが住んでいる日本と

いう地域の理解も深まるような気がします。 

 ダマスカス留学生有志の方が翻訳してくださっている今月の「イスラームの風」の最後で、知識を求めるため

の移住の話が出て来ました。わたしが見ている韓国の歴史ドラマの中でも同じように知識の重要性が語られてい

ます。イスラームだけでなく、さまざまな宗教や文化で知識が大切にされていることを確認しました。アッラー

が知識を与え給い、その知識による行いも恵んでくださいますように。アーミン。 

  

ワッサラーム  

アーリファ  


