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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 

 空気の温度がどんどん冷たくなってきました。しばらく寒いであろうから、これはもうアイスクリームは

しばらく食べることができそうにありません。冷たいジュースもしばらくおあずけです。しばらくは温かい

お湯でものんで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］60－61節（２2） 

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。 

   

 そして復活の日、アッラーについて嘘をついた者たち、彼らの顔が黒ずんでいるのをおまえは見る。火獄の

中には高慢な者たちの住まいがないというのか。（３９：６０） 

★ジャラーライン 

 『アッラーについて嘘をついた』アッラーに共同者や息子を関係づけた。 

 『住まい』住むところ。 

 『高慢な』信仰から遠ざかり。 

 『火獄の中には・・・ないというのか』「いや、ある。」 

 

★イブン・タフスィール 

 アッラー（至高なる御方かな）は復活の日ついて教え給いました。その日、ある者の顔は黒くなり、ある者の

顔は白くなります。また、（共同体から）分裂し背反する者の者たちの顔は黒くなり、預言者の慣行（スンナ）に

従いイスラームの共同体の一員である者たちの顔は白くなります。 

 そこで、かれ（至高なる御方かな）は、『そして復活の日、アッラーについて嘘をついた者たち、彼らの顔が黒

ずんでいるのをおまえは見る』と仰せになりました。（『アッラーについて嘘をついた者たち』とは）つまり、ア

ッラーについて共同者と息子があると主張していた者たちです。 

 『彼らの顔が黒ずんでいる』それは、彼らが嘘をつき、虚偽を捏造したためです。 

 かれ（至高なる御方かな）の御言葉『火獄の中には高慢な者たちの住まいがないというのか』つまり、「火獄は

牢獄また避難所として彼らに相応しく、アッラーへの従順さに見むきもしない彼らの傲慢さと不遜さが原因で、

彼らにはそこで恥辱がある。」ということです。 

 

慈悲あまねき慈悲深きアッラーの御名において  

そして復活の日、アッラーについて嘘をついた者たち、彼らの顔が黒ずんでいるのをおまえは見る。火獄の

中には高慢な者たちの住まいがないというのか。（３９：６０） 

一方、アッラーは畏れ身を守った者たちを彼らの成就の場所で救い給う。彼らに悪が触れることなはなく、

彼らは悲しまない。（３９：６１） 
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★クシャイリー 

 彼らは、いまだ彼らが実践していない精神状態について説明し、いまだ彼らが真剣になっていないアッラーへ

の愛を表明した者たち、です。それゆえにそのような不名誉が彼らにはちょうど良いのです。 

 人々は次のように詩を詠みました。 

私が「愛している」と言うと 彼女は言う「あなたは私に嘘をついた」 

「私にはあなたの体に（肉が）纏っているように見えるのはなぜ」 

「なぜなら愛することは泣きすぎて目から涙が枯れることだから」 

「そしてあなたに呼びかける者に返答できないほどおし黙ることだから」 

 

一方、アッラーは畏れ身を守った者たちを彼らの成就の場所で救い給う。彼らに悪が触れることなはなく、

彼らは悲しまない。（３９：６１） 

★ジャラーライン 

 『畏れ身を守る』多神崇拝から（身を守る）。 

 『成就の場所』楽園にある彼らが得る場所。 

 『救い給う』アッラーが彼らをそこに創造し給うことによって、火獄から（救い給う）。 

 

★イブン・カスィール 

 かれ（称賛されし至高なる御方かな）の御言葉『アッラーは畏れ身を守った者たちを彼らの成就の場所で救い

給う』つまり、彼らに差し出されたアッラーの御許での幸福と成功によって。 

 『彼らに悪が触れることはなく』復活の日に。 

 『彼らは悲しまない』最も恐ろしい出来事が彼らを悲しませることは決してありません。むしろ、彼らはあら

ゆる恐怖から安全で、あらゆる悪から離れ、あらゆる善を得ます。 

 

★クシャイリー 

 アッラーは彼らを、現世でもろもろの背神行為から守り給い、来世ではもろもろの懲罰から守り給います。畏

れ身を守った者たちは２つの世界の幸せを得ます。つまり、現世の幸せは（アッラーからの）守護で、来世の幸

せは（アッラーからの）恩寵です。また、現世の幸せは（アッラーからの）深い関心で、来世の幸せは（アッラ

ーからの）守護で救済です。 
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👀見てみようアラビア語 
第３９章５９節 

 

مَ َمَ ن َهَ يَجَ ف ََسَ يَ ل َأ َ
ينَ ب  رَ كَ ت َمَ لَ ىَل  َوَ ثَ   

（意味）火獄の中には高慢な者たちの住まいがないというのか。 

 

َسَ يَ ل َأ َ←َسَ يَ ل ََ+ََأ َ  
      否定詞  疑問詞 

ないというのか ない というのか 

 

يف َ  
（前置詞） 

～中には 

 

مَ ن َهَ جَ   
（名詞） 

火獄 

 

ىوَ ثَ مَ   
（名詞） 

住まい 

 

ينَ ب  رَ كَ ت َمَ ل َلَ ←ََينَ ب  رَ كَ ت َمَ ل َا+َلَ   
          （名詞）   （前置詞） 

高慢な者たちの   高慢な者たち ～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２２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）の美しい徳性： 

１２．預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の身体の各部位の使い方 

 

ムスリムは、すべての身体の各部位を預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）に従うようニーヤ（意

思）します。例えば、耳を預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）に従うよう注意します。預言者様（彼

の上にアッラーの祝福と平安あれ）は、クルアーンを聞くのを好まれ、ズィクル(アッラーを唱念すること)や、

善行を勧め悪行を禁じることを聞くのを好まれました。アッラーの道のために努力することや、アッラーゆえの

ジハードやアッラーへと人々を招くことについて聞くのをお好みになられました。また私たちの生活において必

要なことを聞くことをお許しになられました。しかし、私たちが注意すべきは、アッラーと預言者様（彼の上に

アッラーの祝福と平安あれ）が満足なさらないようなことを聞くことによって、私たちの耳を汚してしまうこと

です。耳で何を聞くのか、十分な注意を払う必要があります。私たちの耳を、ただおしゃべりをする人たちのゴ

ミ箱にしないよう気をつけましょう。ハラームのギーバ(陰口)のゴミ箱にならないよう注意しましょう。 

 

引用： 

アッラーの使徒が「あなた方は陰口とは何か知っていますか？」と尋ねた。 

すると彼らは「アッラーとその使徒が最も良く知っています」と言った。 

そこで彼は「あなたの兄弟が嫌っていることを、あえてあなたが言及することです」と言った。 

すると彼は次のように尋ねられた。 

「それならもし私の兄弟に私が言う通りのもの（欠点）が実際にあった場合にはどうお考えですか？」 

そこで彼は次のように言った。 

「彼にあなたが言う通リのもの（欠点）があったとしても、あなたが彼の陰口をきいたことには変りありません。 

そしてもし、その事実が無かった場合には、あなたは彼を中傷したことになります。」ムスリム伝承 

引用元：サヒーフ・ムスリム http://www.muslim.or.jp/hadith/smuslim-top-s.html  

 

イスラームでは、ギーバ(陰口)はハラーム(禁じられたもの)です。それを言った人も聴いた人も、同じハラー

ムの罪を負います。ですから、ムスリムは、自分の耳をギーバの闇によって汚してしまわないよう十分に注意を

しなければなりません。 

 

また、ナミーマ（噂話。中傷する目的である人の話を他の人に伝えること）や、下品な話によって汚されるこ

とにも注意が必要です。こういったことを聞くことで、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）への誠

実な従順を邪魔し、自分を害することになります。 
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また、私たちの舌も、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）に従うことで尊厳を与えましょう。ギ

ーバやナミーマや下品な話をすることを避け、何の役にも立たない、時間を無駄にするおしゃべりをたくさんす

ることからも私たちの舌を守りましょう。自分の舌を預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）が使われ

た良い事に使うよう心がけましょう。ズィクル、クルアーン読誦、アッラーへと招く言葉や、善を勧め、悪を禁

じる言葉や、善良な良い話をすることに使いましょう。他の人の尊厳を損なうような話をすることは、アッラー

の元でとても大きな罪になるので十分注意しましょう。イブン・ウマル様(アッラーのご満悦あれ)の伝えるハデ

ィースによると、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）はカアバ神殿をタワーフしながら、カアバ神

殿に向かってこうおっしゃいました。 

 

≪あなたは何と偉大で、あなたの尊厳は何とすばらしいのだろう。 

だが私の魂がその御手にあるお方にかけて、信者の尊厳はあなたよりももっと偉大です。 

彼の財産も、血も、彼について良いことだけを考えることも（あなたよりももっと偉大です。）≫ 

イブン・マージャ伝承 

 

兄弟について悪いことを考えること、それを口にすることに十分注意しましょう。 

 

また私たちの手を、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）への従順で清めましょう。預言者様（彼

の上にアッラーの祝福と平安あれ）の御手は、決して家族（ムフラム）以外の異性と握手することがありません

でした。また自分の権利のないものにその御手を伸ばすこともありませんでした。防衛の為の戦いなど、正当な

権利のある時にしか戦うことはありませんでした。自分に権利のあるものしか受け取りませんでした。自分の権

利のあるものしか人に与えませんでした。ムスリム兄弟たちの間に愛情と親愛を広めるため、ムスリム兄弟たち

と握手をするために、その御手をお伸ばしになられました。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。 

 

≪もし 2 人のムスリムが出会い握手をし、遭遇したならば、アッラーは彼らの間に 100 のご慈悲を下されます。

99 のご慈悲は、より微笑んでいる方、より喜んでいる方、より親切な方、また彼の兄弟(相手)に、より献身的な

方にあります。≫ タバラーニー伝承 

  

アッラーのお喜びがあるムスリムとの握手や、ムスリム同胞を援助し手伝うことで、私たちの手に尊厳を与え

ましょう。最後の審判の日に、自分の記録書に書かれていることを喜ぶことができるようなことに、自分の手を

使いましょう。 

 

自分の足も、同じように預言者ムハンマド様（彼にアッラーの祝福と平安がありますように）に従うことで尊

厳を与えましょう。その場所が自分の記録書に残って、最後の審判の日に自分がそれに苦悩する場所には行かな

いようにしましょう。最後の審判の日に、スィラート（地獄の上にかかる橋）を渡る時に、自分の足が地獄へ滑

り落ちることになるような場所に行かないようにしましょう。預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）

が使われていたことに足を使いましょう。夜の暗闇の中でアッラーの御手の間に立ち、アッラーに呼びかけ、そ

のお足が腫れあがるまで一晩中礼拝をされていた預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）のお足を模倣

しましょう。また、ダアワとイスラームのために使われた預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）のお

足、ターイフで石を投げられ、その尊いお足から血が流れ履物が血で染まった預言者様(彼の上にアッラーの祝

福と平安あれ)、そのお足に従うことで、私たちの足に尊厳を与えましょう。 
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短時間でもいいので、どうか夜の任意の礼拝に立ってください。ウィトルの礼拝ほどの短時間でも、どうか任

意の礼拝に立ってください。ウィトルの礼拝を忘れないで行いましょう。また、ファジュルの礼拝の後のドハー

の礼拝に立ってください。義務の礼拝の前後にあるそれぞれの任意の礼拝にも、多くの褒章があります。それら

も忘れないようにしましょう。こういった義務ではない、任意の礼拝をすることによって、預言者様（彼の上に

アッラーの祝福と平安あれ）に従うことを手に入れましょう。礼拝の中で、アッラー以外の、他の事を考えない

ように努力し、集中して、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）のなさっていた完璧な礼拝に近づく

努力をしましょう。 

 

また、私たちの胃も、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の胃に従いましょう。預言者様（彼の

上にアッラーの祝福と平安あれ）の胃は、一度もハラームのものが入ったことがありませんでした。預言者様（彼

の上にアッラーの祝福と平安あれ）の胃は、激しい空腹に喜びを感じていらっしゃいました。もし空腹でなくな

ると、アッラーに感謝していらっしゃいました。預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の食べ方の礼

儀作法に従いましょう。一口を小さくすること、よくかむこと、他の人の手にある食べ物を見ないこと、食事の

前に手を洗うこと、手で食べた後に食べ物の付いた指をなめること、食事の後にアッラーを称え、「アルハムドゥ

リッラー(アッラーに全ての賞賛あれ)」と言い、ドゥアーをすること、こういった食事の礼儀作法を実行するこ

とにより、ただ食べる、という行為によっても、私たちは預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）との

つながりを深めることができます。 

 

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 ５１回

―シャーフィイー派に対する批判と対立①― 
アフマド塩崎悠輝 

 

 

 

前回までは、ミャンマーのムスリムについて書きました。ミャンマーのムスリムは、ロヒンギャを含め、法

学派でいえばハナフィー派が圧倒的多数です（そもそも、法学派がどこかとかにこだわるほど知識のある人は

ムスリムの中でもごく少数である、というのは、他の地域も同様です）。ハナフィー派は、西はヨーロッパ東

部から、インドを経て、中国まで広がっていて、その一部は東南アジアと重なっています。 

今回から、シャーフィイー派という法学派について 200 年ほど前から起きてきて現在まで続いている批判、

その経緯などについて書いていきたいと起きました。 

第 1 回の頃から書いていますが、法学派（マズハブ）というのは、ムスリムがより良く生きることができる

ための仕組みとしてとらえられるべきです。わけもわからずムスリムの生活を縛るためのものでも、派閥のよ

うなグループをつくって対立するためのものではありません。 

法学派という仕組みの中には、ムスリムがフィクフについて学べる場、フィクフについてわからないことが

あれば簡単に聞くことができる、ということも含まれます。そういう場が、モスクなどにつくられてきまし

た。それから、本を書いて説明する、ということも含まれます。クルアーンとハディースだけ読んでも何だか

わからない人がほとんどだし、そもそもアラビア語で読めない人の方が多いです。礼拝のやり方なら礼拝のや

り方でわかりやすくまとめて、各地の人々が自分で読める言語で書くのも、法学派の仕組みの一部といえるで

しょう。 

そのような、ムスリムがより良く生きるための仕組みとしての法学派は、現在もあるし、20 世紀を通して、

拡充されてきました。この連載でとりあげた、インドネシアのナフダトゥル＝ウラマーのような組織をつくっ

て、出版や学校や大学、病院など、様々な事業を行うことも、拡充の 1 つといえます。マレーシアやシンガポ

ール、ブルネイのように、政府が法学派を取り込んで、学校教育や裁判に活用している国もあります。出版や

インターネットも活用されて、ムスリムがフィクフについて知ることはより簡単になってきたといえます。 

そのような法学派という仕組みの拡充が進む一方で、法学派への批判が起きて、広がっていたのが、200 年

ほど前から、特に 20 世紀の初めくらいからのことです。これは、近代化と植民地化、科学と技術といった世界

的に起きた変化とともに起きたことです。こういった変化にどうやって対応するべきか、という問題が話し合

われる中で、法学派という仕組みへの批判と対立が起こっていきました。 

ですから、法学派への批判と対立、といっても、単なる派閥争いのように見られるべきではありません。 

ですから、シャーフィイー派やハナフィー派がワッハーブ派やサラフィー派と争っている、とかいったよう

な、対立としてだけ理解されるべきではありません。ムスリムがより良く生きるためにはどういう仕組みが必

要か、という目的がまずあり、そのために議論していく中で、意見が分かれた、ということです。対立するた

めに対立しているわけではありません。 

スンナ派では 4 大法学派があって、その 4 大法学派の間では些細な違いはあっても（例えば礼拝中立ってい

る時、の位置が胸にあるか、へその前あたりにあるか、といった程度）、どれがより正しいとか、間違ってい

るか、ということはない、ということはよく習います。4 大法学派のどれでもいい、ということです。 
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ただ、東南アジアでは、実際にはシャーフィイー派以外に学べる選択肢が存在せず、知識がある人でもシャ

ーフィイー派のフィクフしか知らない、というのが 19 世紀までの状態でした。中国などでも実際にはあるのは

ハナフィー派だけ、というのが、19 世紀まではそうでした。そのため、たとえば中国だと、ハナフィー派以外

は、他の 4 大法学派であってもよくわからないもの、シャーフィイー派でも拒否する、というような、ハナフ

ィー派絶対主義、のような傾向が見られました。 

20 世紀になって、東南アジアの人々が、ハナフィー派の法学派や、法学派についての様々な考え方に接する

機会が増えました。これは、ヨーロッパで発明されて、19 世紀にはメッカやインド、やがて東南アジアにも持

ち込まれた印刷機の影響が大きいでしょう。本の数が飛躍的に増えて、多くの人が、シャーフィイー派以外の

法学派も含め、本を読んで知ることができるようになった、という変化が起きました。 

また、交通手段の発達も起きました。植民地化されたことで、19 世紀には英国などの蒸気船を利用してマッ

カに、あるいはエジプトに行く人々も増えました。東南アジアからハッジに行く人々、あるいはカイロに学び

に行く人々も、飛躍的に増えていきました。飛行機が発達してからは、なおさら増えました。 

新しい知識に増える機会が増えるとともに、ヨーロッパから入ってきた科学と技術という、根本的に仕組み

の違う知識も入ってきました。そういう新しい事態が、法学派という仕組みについての議論を活発化させたの

は、世界中のムスリム社会で見られたことです。東南アジアも例外ではありませんでした。 

次回からは、そういう変化の中で、法学派という仕組みについて東南アジアで起こった様々な議論について

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． 

カリフ国家の機構の詳細について論ずる前に、以下の点を先ず明らかにしておく必要がある。 

（１）：万世の主アッラーが義務として課されたイスラームの統治制度はカリフ制である。 

 この制度においては、アッラーの啓示に則る統治を行うために、アッラーの啓典クルアーンとその使徒ムハン

マドのスンナ（言行）への忠誠の誓いに基づき、カリフが擁立されるのである。クルアーンとスンナと預言者ム

ハンマドの直弟子たちのコンセンサスの中に、それを示す典拠は無数に存在する。 

 クルアーンでは、至高なるアッラーは預言者ムハンマドに訓戒し以下のように述べられている。 

 「アッラーが啓示されたものによって彼らの間を治めよ。彼らの欲望に従い、汝のもとに齎された真理から逸

れてはならない。」（5:48） 

 「アッラーが啓示されたものによって彼らの間を治め、彼らの欲望に従ってはならない。アッラーがお前に啓

示されたものの一部から逸らせるように彼らが汝を誘惑することを警戒せよ。」（5:49） 

 彼らの間をアッラーの啓示に則って治めよ、との使徒ムハンマドへの訓戒は、彼のムスリムの共同体への訓戒

であり、それは、使徒ムハンマドの逝去後にアッラーの啓示に則って治める為政者を擁立せよ、との意味なので

ある。ここでの訓告の主題は義務を課すことであり、訓告の命令法は法理学の教える通り、厳命を示す文脈であ

るから、それは厳命を意味するのである。そしてこの「使徒ムハンマドの逝去後にアッラーの啓示に則って治め

る為政者」がカリフであり、このような統治制度がカリフ制なのである。他方、法定刑などの全ての法規の執行

は義務であるが、為政者が存在しなければその執行が不可能である。そして義務の遂行に不可欠な行為はそれ自

体もまた義務である。つまりイスラーム法を施行する為政者の擁立もまた義務なのである。そしてこのような為

政者がカリフであり、この統治制度がカリフ制度なのである。 

 スンナについては、預言者の孫弟子のナーフィウは預言者の直弟子アブドゥッラー・ブン・ウマルが彼に以下

のように語ったと伝えている。「私はアッラーの使徒が『服従から手を引いた者は、最後の審判の日にアッラーに

まみえるが、彼には弁明の余地はない。忠誠誓約をせずに死んだ者は（イスラーム到来以前の）無明時代の死に

方をしたことになる』と言われるのを聞いた」（ムスリム（注１）が収録するハディース） 

 預言者は全てのムスリムに忠誠誓約を立てるように命じ、忠誠誓約をせずに死んだものを無明時代の死に方を

したのだと言われたが、アッラーの使徒の逝去後には、忠誠誓約は、カリフ以外の誰にも与えられることはない。

それゆえ全てのムスリムにカリフの忠誠誓約をすることを義務付けるこのハディース（預言者ムハンマの言行録）

は、つまりその前提として全てのムスリムの忠誠誓約を受ける相応しいカリフの存在をも義務付けているのであ

る。 
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 またムスリムが伝えるところでは、アブー・ハーズィムは「私はアブー・フライラに５年間仕えたが彼はいつ

も預言者が以下のように言われていた」と語っていた。 

 「イスラエルの民は預言者によって統治されてきた。それで、一人の預言者が亡くなると次の預言者が跡を継

いだ。だが私の後に預言者はもはやいないが、カリフ（後継者）が現れ、それは多数となろう。一人一人順に忠

誠を尽くし、アッラーが彼らに授けられた権限に従え。まことにアッラーは、彼が彼らに何をしたのか、彼らに

尋ね給うであろう。」 

 これらのハディースには、ムスリムを統治する者がカリフであるとの言明があるが、預言者がカリフへの服従

と、カリフ位に異を唱える者たちの討伐を命じられている以上、その厳命はカリフ擁立を求めている、つまりカ

リフ擁立の命令であり、カリフへの反逆者の討伐によるカリフの守護の命令なのである。 

 またムスリムは預言者が「イマーム（カリフ）に忠誠を誓い、按手し信義を捧げた者は可能な限り服従し、彼

に背く者が現れれば、その反逆者の首を刎ねよ。」と言われたと伝えている。カリフへの服従命令は、カリフ擁立

の命令を含意し、カリフに背く者の討伐の命令は、カリフは常に唯独りでなくてはならないとの厳命を文脈的に

示しているのである。（注２） 

 また預言者ムハンマドの直弟子たちのコンセンサスについては、彼らはアッラーの逝去後にカリフを擁立する

必要があることに合意し、先ずアブー・バクル（初代カリフ在位 632-634 年）を、次いでウマル（第２代カリ

フ在位 634-644 年）、次いでウスマーン（第 3 代カリフ在位 644-656 年）を、それぞれの死後にカリフとし

て擁立することで合意した。そして死体は死後直ぐに埋葬することが義務であるにもかかわらず、預言者が亡く

なった後、直弟子たちが彼のカリフ（後継者）擁立に専心し、彼の埋葬を遅らせたことも、カリフ擁立について

の彼らのコンセンサスを裏付けている。（注 3） 

 また預言者の直弟子たちは、彼らの生涯にわたって、カリフの擁立が義務であることでは合意していた。彼ら

は誰がカリフに選ばれるべきかについては意見が対立していたが、アッラーの逝去に際しても、正統カリフのど

の一人の死に際しても、カリフの擁立義務自体に関しては誰も反対する者はいなかった。預言者の直弟子たちの

コンセンサスは、カリフ擁立の義務の明白かつ強力な証拠なのである。 

 

（注 1）ムスリム・ブン・ハッジャージュ。ハディース学者、875 年没。 

（注 2）またムスリムは、アル＝アウラジュからアブー・フライラ経由で、預言者が「イマーム（カリフ）とは、

その後ろで戦い身を守る盾である。」と言われたと伝えている。 

 このハディースの中にはカリフが盾、つまり防護壁であるとの形容がある。預言者が、カリフは盾であると述

べられたのは、カリフの存在を賞賛しており、それは要求なのである。というのは、アッラーとその使徒の言葉

の中に非難があれば、それはその行為の忌避の要求、つまり禁止を意味し、逆に賞賛があればそれはその行為の

要求だからである。そしてその求められた行為を遂行すればイスラーム法上の規定が実現する、あるいはその不

履行によりその規定が空文化するなら、その要求は厳命となるのである。 

（注 3）使徒ムハンマドの葬儀と埋葬に従事すべき直弟子たちの一部は埋葬を放置してカリフ選出に専念し、そ

の他の直弟子たちは、自分たちで埋葬を行うことも、カリフ選出に専念する者たちを非難することも出来たにも

かかわらず、それを黙認して、2 晩にわたって埋葬を遅らせたのであった。使徒は月曜の昼に亡くなられたが、

火曜の夜、そしてアブー・バクルがカリフの忠誠の誓いを受けた火曜の昼の間、埋葬されないままで、水曜の夜

中に埋葬されたのであった。つまり、アブー・バクルは埋葬の前に忠誠の誓いを受け、埋葬は２晩遅らされたの

である。そしてそれは死者の埋葬よりもカリフの擁立を優先されることのコンセンサスとなった。そしてもしカ

リフの擁立が死者の埋葬よりも重い義務でなければそうはならなかったのである。 

（続く、インシャーアッラー） 

👞 👞 👞 👞



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 

６．アッラーのすばらしい贈り物 

 

 わたしたちは見るために目を使います。 

 見ることができるということはすばらしい贈り物です。 

 視覚はわたしたちの五感の一つです。 

 わたしたちは目を使って色を見分けます。わたしたちの目は同時にすべての色を見分けることができます。 

 あなたは、わたしたちに目という宝石を与えたのは誰だと思いますか。 

 アッラーがわたしたちにお与えになりました。 

 

 わたしたちは聞くために耳を使います。 

 聞くことができるということはすべらしい贈り物です！ 

 聴覚はわたしたちの五感の一つです。 

 わたしたちは耳を使って音や声が聞こえます。 

 イヌがワンワン吠えます。ネコがニャーと鳴きます。ラクダがブウと声を出します。 

 あなたは、わたしたちに耳という贈り物を与えたのは誰だと思いますか。 

 アッラーがわたしたちにお与えになりました。 

 

 わたしたちは味わうために口や舌を使います。 

 味覚はわたしたちの五感の一つです。 

 味覚がなければ、すべての食べ物は味気なくなってしまうでしょう。 

 甘いものが甘く感じられないでしょう。 

 酸っぱいものが酸っぱく感じられないでしょう。 

 棒つきキャンディー、レモン、アイスクリーム、 

 ケーキ、マンゴー、そしてりんご！  

 舌はとても役に立ちます。わたしたちは食べ物を味わう時、それを使います。 

 あなたは、わたしたちに舌という贈り物を与えたのは誰だと思いますか。 

 アッラーがわたしたちにお与えになりました。 

 

 わたしたちはいろいろなにおいを嗅ぐために鼻を使います。 

 嗅覚はわたしたちの五感の一つです。 

 嗅覚はとても大切です。 

 嗅覚はわたしたちに食べ物や飲み物、花や香水の甘い香りを楽しませてくれます。 

 わたしたちに危険を知らせることもあります。こげくさい臭いは危険の警告です。 

 コーヒーやオレンジやミルクのさまざまななにおいを思い起して下さい。 

 あなたは、わたしたちに嗅覚という贈り物を与えたのは誰だと思いますか。 

 アッラーがわたしたちにお与えになりました。 
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わたしたちはさわって感じるために手や指を使います。 

 触覚はわたしたちの五感の一つです。 

 火は熱すぎてさわれません。燃えているからです。 

 氷もさわるにはすこし冷たすぎます。 

 石の壁はさわるとざらざらします。とげはさわるとちくちくします。 

 窓ガラスはさわるとつるつるします。 

 あなたがえんぴつの先をさわるとそれがとがっているかどうかわかります。 

 わたしたちは足でも感じることができます。 

 熱い砂の上を、冷たい水の中を歩いてください。どんな感じがしますか。 

 触覚はすばらしい贈り物です。 

 

 あなたは、わたしたちに触覚という贈り物を与えたのは誰だと思いますか。 

 アッラーがわたしたちにお与えになりました。 

 わたしたちは与えられたこれらすべての贈り物に対し、 

 いつもアッラーに感謝すべきです。 

 

作業 

アッラーがわたしたちにお与えになったすばらしい贈り物についての短い文章を書きなさい。 

 

👞 👞 👞 👞 👞 
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📚 おすすめ読み物 

🥚『イスラーム世界の論じ方』池内恵著、中央公論新社 

 「イスラーム教には特有の『文明』を構成させる何かが秘められているのだろうか、・・・（中略）・・・こうな

ると自分で調べてみたくなる。冷戦後の世界の方向性を模索する議論の中で、イスラーム教は、支配的な枠組み

の中でおさまらない謎めいた部分として残されている。それが何に由来するのか、追及していくうちに専門研究

の道に入ってしまったという次第である」（同書、３２２，３２３頁） 

 著者はこのようにイスラーム教についての研究に取り組み始めたきっかけを述べている。西欧文明とイスラー

ム文明との間にある相違を、預言者ムハンマドの風刺画問題、９．１１、ヨーロッパにおける移民統合問題から、

考えることができるが、二つの文明の間の相違の存在と互いの対立や衝突とを安易に結び付けることなく、摩擦

が生じる原因を認識し、国家や社会単位での全面的な衝突にいたるのを避けるための方策を立てることを提案し

ている。日本でも、２０１９年に愛知で開催された、あいちトリエンナーレという展示会で「表現の自由」につ

いて問題が生じていたが、複数の視点があればこの問題もより深いところから理解できるようになるのではとこ

の本は教えてくれる。 

 

🥚『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。 

 

３．「私がいる」という思い込み 

 私たちは息をすったりはいたりしていますが、それはじぶんでやっていることではありません。心臓はドキン

ドキン動いていますが、それもじぶんで動かしているのではありません。みな神さまがしていることです。そし

て、神さまが、やーめた、と思えば、心臓は動くのをやめ、息は止まってしまうのです。 

２２頁 

 

 体の動きも、心の動きも、今日食べたごはんも、住んでいる家も、じつは神さまからタダでもらいました。終

わりを告げられるとき、この体も、心の動きも、今日食べるはずだったごはんも、住んでいる家も、すっかり私

の許からなくなってしまっていることでしょう。なくしたものは、なくなったときまで自分のもとにあったこと

を喜んで、ないものは、その後与えられれば喜んで、ないままなら、そのまま神さまに礼儀正しくあれればいい

ですね。 
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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） 

 寒さが厳しくなりました。戦争や貧困などで寒い生活に耐え忍ぶひとびとにアッラーのご加護がありますよう

に。 

わたしの家で飼っていたキンカチョウのおもちちゃんはまだ寒さが今よりも厳しくない１１月のおわりにア

ッラーのもとに帰っていきました。わたしが飼ったはじめての鳥たちだったので、鳥の飼育に不手際が多く、お

もちちゃんにも先にアッラーの許に帰ったキンカチョウの雌のこもちちゃんにも、色々と苦労を掛けたと思うと

心が痛くなります。類は友を呼ぶといいますが、鳥を飼い始めてから、家のすぐそばにムクドリ、キジバト、ヒ

ヨドリ、アカハラなどの野鳥が訪れるようになりました。鳥を飼ったから、鳥の声に敏感になって家の外にいる

鳥に気が付くようになったのかと思っていましたが、おもちちゃんがいなくなって、野鳥も家の前の電線にとま

らなくなりました。家の中と外と離れていますが、家の中に鳥がいると家の外からもびんかんに鳥はわかるよう

です。鳥は群れて暮らすのが好きな生き物のようですが、現世で苦労し来世へと旅立っていた二羽が楽園でたく

さんのキンカチョウの仲間と群れて楽しそうに鳴いて暮らしてくれたらいいなと、アッラーに祈りました。 

 先月の編集後記で、ムスリム新聞のバックナンバーの PDFファイル化をしようと思うと書きました。毎日、作

業すれば、１年で終わるだろうと思っていましたが、残念なことに毎日やることができませんでした。いつにな

ったら終わるか、見通しが、立たなくなりました。クルアーン解説にもでてくる学者アル＝クシャイリーが『ク

シャイリーの書』の中で、「努力（ムジャーハダ）」について話しているところがあります。その中で、「努力」

について、ある学者が「ことの始めに立つことがなければ、ことの終わりに座ることはない」と言っています。

また「努力」について、ある老女が「若い時に「私は、若い時、私の自身の中に、活発さや力強さを見出した。

そして、それは、精神的強さ、だと思っていた。私が年を取った時、それが私から消えていた。それで、私は、

それが若さゆえの力であり、それが精神的なものだと勘違いしていたことが分かった。」と語り、それを聞いた

長老たちがみな、その老女に同情せずにはその話を聞けなかった、という言葉で話がしめくくられます。この話

は、何かの目的のために努力することにおいては、努力した目的にじぶんが到達することがもっとも重要なこと

ではなく、その目的のために努力をすることでその結果、じぶんが何か分かることがより重要なのだと教えてく

れます。PDFファイル化も、私にとっては苦手な作業のようだと、やってみてよくわかりましたが、こつこつ努

力を続けて、いつかすべての新聞をＰＤＦファイル化できるといいです。インシャーアッラー（アッラーのお望

みがあれば）。 

 ではまた来月もみなさんに新聞を届けられますように。 

 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 


