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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 

 ムハッラム月になり、新しい一年がはじまりました。今年は、どんな一年になるでしょう。さて台風で、

このあたりに停滞していたギラギラした暑さが吹き飛ばされ、梅雨のようなしっとりとしてねっとりした

暖かさがやってきました。暖かい空気の中で、温かい紅茶を飲んで、どうぞ新聞を広げてください。 
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クルアーン解説 

第３９章［集団］４６－４８節（１８） 

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。 

 

言え、「アッラーよ、諸天と地の創始者、隠されたものと顕れたものを知り給う御方よ、あなたはあなたのしも

べたちの間を彼らが分裂していたことについて裁き給う」。（３９：４６） 

 

★ジャラーライン 

 『アッラーよ（allāhumma）』つまり、「やー、アッラー」と。 

 『諸天と地の創始者』つまり、それらの開設者。 

 『隠されたものと顕れたもの』つまり、隠れたものと目撃されたもの。 

『彼らが分裂していたこと』宗教の事柄について。 

『あなたは・・・裁き給う』それゆえ、私を彼らが分裂したところの、真実に、導き給いますように。 

 

★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、多神教らの多神崇拝への愛好と、唯一神崇拝への嫌悪を非難し

て語り給うた後で、『言え、「アッラーよ、諸天と地の創始者、隠されたものと顕れたものを知り給う御方よ、あ

なたはあなたのしもべたちの間を彼らが分裂していたことについて裁き給う」。』と仰せになりました。つまり、

並ぶものなき唯一なるアッラー、諸天と地を創造し、それらを創始し給うた御方に、おまえは祈れ。「創始」と

は、前例のない方法で作ることです。 

 『隠されたものと顕れたもの』とは、秘密も公然のものも。 

 『彼らが分裂していたこと』現世において。 

慈悲あまねき慈悲深きアッラーの御名において 

言え、「アッラーよ、諸天と地の創始者、隠されたものと顕れたものを知り給う御方よ、あなたはあなたのし

もべたちの間を彼らが分裂していたことについて裁き給う」。（３９：４６） 

そして、不正をなした者に地上にあるものすべてと、それと共にそれと同じものがあったとしたら、復活の

日、懲罰の悪からそれによってわが身を贖おうとするであろう。だが彼らには彼らが見込んでいなかったもの

がアッラーの御許から明らかになった。（３９：４７） 

彼らには彼らが稼いだ悪事が明らかになり、彼らが嘲笑していたものが彼らを取り囲んだ。（３９：４８） 
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 『裁き給う』つまり、彼らが、彼らの墓から出て行きつき、蘇生し復活する日に、かれは彼らの間をいずれ分

類し給う。 

 （学者）ムスリムが、彼の正当伝承集の中で、アブー・サラマ・ブン・アブドゥラフマーンから伝わる、次の

伝承を伝えています。彼（アブー・サラマ）は言いました。 

私は、アーイシャ（アッラーの御満悦あれ）に、アッラーの使徒（アッラーの祝福と平安あれ）が夜の礼拝の

時にどのように礼拝を開始しされていたのか、尋ねると、彼女は次のように答えられました。「アッラーの使徒

（アッラーの祝福と平安あれ）は、夜の礼拝に立たれると、『アッラーよ、ジブリール、ミーカーイール、イスラ

ーフィールの主、諸天と地の創始者、隠されたものと顕れたものを知り給う御方、あなたはあなたのしもべたち

の間を彼らが分裂していたことについて裁き給う。わたしを、あなたのご許可によって、彼らが分裂したところ

の、真実に、導き給え。まことに、あなたは、あなたがお望みの者を、まっすぐな道に導き給う』と言って、礼

拝を始められました」。 

 

★クシャイリー 

 アッラーは、預言者（アッラーの祝福と平安あれ）に、アッラーを賛美するためのやり方を教え給いました。 

 また、この一節は、（悪事の）放棄、謙虚さ、アッラーのお赦しと恩寵への希求、アッラーへの確固たる一任に

よる避難所の期待という、人がそうあるべき態度への明証を、示唆しています。 

 

 そして、もし不正をなした者に地上にあるものすべてと、それと共にそれと同じものがあったとしたら、復活

の日、懲罰の悪からそれによってわが身を贖おうとするであろう。だが彼らには彼らが見込んでいなかったもの

がアッラーの御許から明らかになった。（３９：４７） 

★ジャラーライン 

 『彼らが見込んでいたんでいなかったもの』彼らが思っていなかったもの。 

 『明らかになった』表れた。 

 

★イブン・カスィール 

 『不正をなした者に』彼らは、多神教徒です。 

 『地上にあるものすべてと、それと共にそれと同じものがあったとしたら』つまり、「もし大地にあるものすべ

てと、それと共にそれに加えたものがあったとしたら」。 

 『復活の日、懲罰の悪から』つまり、「復活の日、アッラー（至高なる御方かな）が彼らに下賜されたものか

ら」。 

 『そして、もし不正をなした・・・・贖おうとするであろう』けれど、たとえ、大地が黄金で満たされたとし

ても、彼らからの贖いは、受け入れられません。 

それは次に、かれが『だが彼らには彼らが見込んでいなかったものがアッラーの御許から明らかになった』と

いう一節で仰せの通りです。つまり、「だが、アッラーの御許から、彼らが心にとめたことも、勘定に入れたこと

もなかったもなかった懲罰が、彼らに表れた」。 

 

★クシャイリー 

 （復活の日）彼らは、それによって、贖おうとしますが、それは彼らから受け入れられないでしょう。しかし、

現世で、彼らが、僅かばかりでも、喜捨をするならば、それは彼らから受け入れられました。そのことは、来世

で、彼らが、血の涙を流したとしても、その涙に慈悲はかけられませんが、現世では、一粒の涙によって、彼ら

の帳簿から多くの悪事が消されることと同じことです。 

『だが彼らには彼らが見込んでいなかったものがアッラーの御許から明らかになった』 
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 この一節を聞くと、注意深く考える者には、悲しみがわきます。 

 いくつかの伝承には次のようにあります。罪を負った者のうちで、ムスリムのうちのある人々は、火獄行きを

命じられます。そして、彼らがそこに着くと、獄火の番人の天使マーリクが彼らに言います。「おまえたちは誰

だ。お前たちが来る前に、火獄の住人がやって来たが、彼らの顔は黒く、目は青かった。おまえたちは、そのよ

うな顔をしていない」。そこで、彼らは言います。「またわれらも、おまえと会うことは想定していなかった。わ

れらは、これとは別のものを期待していたのだ」。かれ（至高なる御方かな）は『だが彼らには彼らが見込んでい

なかったものがアッラーの御許から明らかになった』と仰せになりました。 

 

彼らには彼らが稼いだ悪事が明らかになり、彼らが嘲笑していたものが彼らを取り囲んだ。（３９：４８） 

 

★ジャラーライン 

 『彼らが嘲笑していたもの』つまり、「すべての懲罰」。 

『取り囲んだ』襲った。 

  

★イブン・カスィール 

 『彼らには彼らが稼いだ悪事が明らかになり』つまり、「そして、彼らには、彼らが現世の世界で稼いだ（アッ

ラーによって）禁じられた行為と罪への、報酬が表れ」。 

 『彼らが嘲笑していたものが彼らを取り囲んだ』つまり、「そして、現世の世界で彼らが嘲笑していたすべての

懲罰が彼らを取り巻いた」。 

 

★クシャイリー 

 彼らの嘲笑に対する悪い結末と、彼らの欺きの報いが、彼らを取り囲みました。 

 

👐 今回でてきたドゥアー 

َّأَْنتَََّّلشََّهادَة،ٱوَََّّْلغَْيبَِّٱََّعاِلمَََّّْْلَْرِض،ٱوَََّّْلسََّماَواتَِّٱَّفَاِطرََََّّوإِْسَرافِيَل،ََّوِميَكائِيلَََِّّجْبَرائِيلََََّّربَََّّّاَللَُّهمََّّ

ََّمنََّّْتَْهِدىَّإن كَََّّبِإْذنَِك،َّاْلَحق ََِِّّمنَََّّفِيهََِّّاْختُِلفَََّّلَِماَّاِْهِدنِي.َّيَْختَِلفُونَََّّفِيهَََِّّكانُواَّفِيَماَِّعبَاِدكَََّّبَْينَََّّتَْحُكمَّْ

ُمْستَِقيمَِّصَراط ََّّإلَىَّتََشاءَُّ  

アッラーよ、ジブリール、ミーカーイール、イスラーフィールの主、諸天と地の創始者、隠されたものと顕れた

ものを知り給う御方、あなたはあなたのしもべたちの間を彼らが分裂していたことについて裁き給う。わたしを、

あなたのご許可によって、彼らが分裂したところの、真実に、導き給え。まことに、あなたは、あなたがお望み

の者を、まっすぐな道に導き給う 
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👀見てみようアラビア語 
第４３章４８節 

 

َماََّكَسبُواَََّّْسي ِئَاتَََُّّوبَدَاَّلَُهم َّ   

彼らには彼らが稼いだ悪事が明らかになり 

 

بَدَاََّّوََّ  
明らかになり そして 

 لَُهم َّ
彼らに 

ُهم ََّّلََّ  
彼ら に 

 َسي ِئَاتَُّ
悪事 

 

 َماََّكَسبُواَّْ
彼らが稼いだ もの  
 

 

 

👞  
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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１８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 

 

          

聖クルアーン 日亜対訳注解：https://bit.ly/3dDxZt8 

 

 8月 10日(火)から、ヒジュラ暦新年１４４３年１月ムハッラム月に入りました。新しい年の始まりを祝して、

ヒジュラ暦の始まりになった、ムスリムたちの大移動、マッカからマディーナへのヒジュラ（聖遷）と、その前

に行われたイスラーム史上初めてのヒジュラ、エチオピアへのヒジュラ(聖遷)の意味について見て行きます。 

 

ヒジュラ(聖遷)はなぜそんなに大切ですか？ 

 

宗教とそれを守り遂行することは、すべての力の基本であり、それこそが、財産、土地、自由、尊厳に対する

すべての人間としての権利を守るための囲いです。そのために、イスラームのダーイーやアッラーのためのヒジ

ュラを行った人たちは、宗教とその基礎を守るために、全能力を尽くしました。母国や土地、財産や人生やその

他のものすべては、イスラームの教義を守るためのもので、そのために、もしそれらのもの全てを投げ出す必要

があれば、そうすることが義務となるのです。なぜならば、宗教というものは、もし失われてしまったら、母国

も財産も土地も何も満たすことはできないからです。宗教が失われれば、そういったものは急速にすべて失われ

てしまいます。しかし、もし、宗教が確立し、信仰が心に確実に根付いていれば、例えそのためにすべてのもの

を失ったとしても、尊厳や力や心眼の囲いによってアッラーから守られ、必ず必要は満たされ、しかも、以前よ

りも何倍にも倍増してそれらのものが戻ることは確実です。これは、歴史が証明するアッラーの慣行です。 

 

それは、人間というものが、アッラーへの信仰という宗教なしには完全になることのない存在だからです。人

間は、アッラーへの信仰によって、何よりも、天使よりも高い、高みへと登り詰めることができます。反対に、

アッラーへの信仰がなければ、人間は、ただの体という物質を有する、動物や獣よりも醜い低みへと落ちます。

アッラーの信仰がなければ、ただ食べて飲んで、本能に従うことだけをする獣よりも、人間はずっと低く醜い存

在になりうるのです。この地球上に生きる人間のために定められたアッラーの宗教である、イスラームの信仰な

しには、この宇宙や人間や、人生の正しい姿は何ひとつ見つけることはできず、また、イスラームの規則以外に、

正しく公正な社会の規則も見つけることはできないでしょう。 
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クルアーンで、アッラーは、私たち人間が、この世とあの世で、最も幸せに心安らかに生きていくために、私

たち人間に、２つのことを命じています。 

一つは、アッラーだけを神とし崇拝すること。 

そして、もう一つが、アッラーの代理人として、この世界を正しく治めることです。 

この 2つ目の使命について、クルアーンでアッラーはこう仰っています。 

 

  

クルアーン 6章 家畜章 165節 

 

アッラーはこの世界を、愛と平和に満ち溢れた美しいものにするため、私たち人間を、アッラーの継承者とな

さり、この世界を正しく治めるという使命をお与えになりました。ですから、人間には、アッラーがくださった

この地球や宇宙に対して、責任があります。アッラーのことを知らないと、今の現世利益だけを考えて、環境を

破壊したり、自分だけが良ければいいという利己主義に陥り、貧しい人を助けることを自分の責任と思わなくな

ったり、金銭欲のために核兵器を作ったり、自分のことだけしか考えない狭い視野になってしまいます。しかし、

アッラーから与えられた使命を知っているムスリムは、アッラーが、自分に命を与えて生かしてくださっている

のは、この世界で全ての人がお互いに愛し合って幸せに生きていけるように、アッラーの継承者として生きるた

めだと知っています。アッラーの教えイスラームは、自分のことしか考えない「利己主義」の反対の、「利他主

義」、人のためによいことを、自分よりも優先させる教えなのです。 

 

この目的を達成するため、イスラームへのダアワの基礎には、財産や母国、人生をアッラーの為に犠牲にする

ヒジュラがあったのです。こうしてムスリムたちは、自分たちの財産や母国や人生を、自分たちの宗教を守るヒ

ジュラをすることによって、最終的に守ることができました。 

 

こうした目的の為に、イスラームにおけるヒジュラが定められました。ですから、預言者様(彼の上にアッラー

の祝福と平安あれ)は、多神教徒たちの迫害がサハーバ達（アッラーのご満悦あれ）の信仰や宗教に害を与えるこ

とを避けるために、彼らに、母国を離れ、ヒジュラをすることを示唆したのでした。 
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彼らが受けた災難や苦痛は、私たちが現在、イスラームを守るために受ける様々な困難に置き換えて考えるこ

とができます。イスラームにおけるヒジュラは、ただ単に迫害や苦痛から逃れるためのものではなく、不信仰か

ら、アッラーへの信仰へとヒジュラすることでした。アッラーからの救いが訪れるまで、不信仰という災難と交

換に、彼らは母国を捨ててもヒジュラを選んだのです。 

 

マッカもハバシャもマディーナもその当時、ムスリム国ではありませんでしたから、どこにいても、ムスリム

たちにとっては、非ムスリム国にいることに変わりはありませんでした。その中でより自分たちの宗教を守れる

場所に移住することを彼らは優先しました。 

 

現代でも、住んでいるところから別の土地へと移るヒジュラには３つのフクム（イスラーム法の法則）があり

ます。 

 

① 義務：ムスリムが、その土地にいると礼拝や断食など義務の行いを遂行することができない場合、その

土地からヒジュラすることは、彼にとって義務となります。 

② 許されること：その土地で、彼を悩ませる問題が起こった場合、別のイスラーム国へとヒジュラするこ

とは許されることです。 

③ 禁止：その土地でイスラームにおける義務の行いを怠る場合には、彼にとって、その土地へヒジュラす

ることは禁じられます。 

 

サハーバ達(アッラーのご満悦あれ)のヒジュラ(聖遷)から学ぶこと： 

 

１．アッラーのために行ったことへのアッラーのスンナ（慣行） 

アッラーは、「イスラームへの信仰」をもっとも尊く価値あるものとされ、自分がいる土地で、それを守るこ

とができない場合には、ヒジュラによって財産、土地、母国、すべてを失っても、信仰を守ることを義務とされ

ました。またそうしてアッラーの道において何かを差し出せば、必ず、何倍にもなってそれは返ってくるという

アッラーのスンナ（慣行）の証拠をヒジュラによって見せてくださいました。 

 

当時のムスリムたちは、文字通り着の身着のままでほとんどすべての財産を置いて、全く知らない土地マディ

ーナへとヒジュラしました。中には、全財産を置いていくことでしか、クライシュ達からヒジュラを許されなか

ったサハーバ（アッラーのご満悦あれ）もいましたが、彼は全財産よりも信仰を守るためにヒジュラすることを

選びました。マッカでは、多神教徒達のムスリム達への迫害により、ただムスリムである、アッラーを信じてい

るというだけで、母国を捨てて頼る人も誰もいない土地へと移住しなければならない、今まで自分の所有してい

た財産も土地も仕事も、時には家族さえも置いて移住しなければならないという状況だったのです。 

 

アッラーは私たちのどんな小さな善行にも、常に最低でも１０倍の返礼をしてくださるお方です。ハディース

によれば、私たちが行う善行へのアッラーからの報償は、７００倍、もっとそれ以上にもしてくださいます。そ

の寛大なアッラーが、ご自分の命令を守るために行った努力や忍耐を、放っておく、または、無視する、という

ことがあるでしょうか？アッラーに限ってそんなことは絶対にありません。全財産を捨てたサハーバ達（アッラ

ーのご満悦あれ）のように、そのときは、大変な大損をしているように見えても、必ず、それは何倍にもなって、

私たちの想像を超えた形で戻ってくるのです。 
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 その証拠として、信仰を守るためにムスリムたちが移住したマディーナでは、強大なイスラーム国家が確立し、

ヒジュラからわずか数年後には、迫害によって追い出された母国マッカを開城し、マッカはその時から現在に至

るまで完全にムスリムたちのものとなりました。ムスリムたちがアッラーの道において行ったヒジュラに対する、

アッラーのスンナ（慣行）です。 

 

２．アッラーからの援助が来ないとき 

 また、このことは、アッラーの道において、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）やサハーバ達（ア

ッラーのご満悦あれ）がマッカで迫害され耐えていた期間が、アッラーが彼らを不信者たちの手の中に放ってお

いた、とか、ムスリムたちの勝利が遠ざかった、というわけではない、ということを現しています。目に見えな

い勝利がなかったとしても、この期間というのは、イスラームの信仰の基礎を固めるために、大変重要な期間で

あって、決して無駄な期間ではありませんでした。このマッカでの忍耐の１３年間なしに、その後のイスラーム

の大勝利は決してありませんでした。 

 

私たちがこのことから学ぶことは、アッラーのご援助が、すぐに来ないからといって、それがすなわち、アッ

ラーが自分を放っておいている、とか、アッラーが自分のことを嫌っている、という意味ではない、ということ

です。彼らが忍耐した期間は、１３年間というとても長い期間で、預言者に任命されてからヒジュラまでの１３

年間、イスラームの勝利と呼べるようなことは何もありませんでした。 

 

預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）がアッラーのご命令により啓示を公言してから、親せきやク

ライシュ族の長達を呼んで、アッラーだけを信じることを説いたときにも、「こんなことのために俺たちを呼ん

だのか！」という捨て台詞を言われ馬鹿にされ、それからも、気が狂った男、偽預言者、大ウソつきのペテン師、

魔法使いと散々人々に後ろ指を指され、彼（アッラーの祝福と平安がありますように）が礼拝に立てば動物の内

臓物を背中に置かれる嫌がらせを受け、毎朝家を出ようとすれば、扉の前に死骸や汚物をまき散らされ、夜道を

歩けば、とげのある木の束に傷つくように仕掛けられ、自分を信じムスリムとなった信者たちは次々と殺され、

自分や信者たちとは商売や結婚まで全ての関係を断ち切るという、国をあげた大規模なボイコットにより多くの

信者が餓死し、ご自身やご家族も餓死寸前の状態にまでなり、その疲労から最大の理解者だった最愛の奥様と自

分を守ってくれた後見者を一度に亡くされ、娘二人も離婚させられ、新天地を求めて尋ねた土地では、子どもか

ら老人にまで敵意の石を投げられ、殺されそうになり、負傷し血を流しながら逃げかえり、預言者としての最初

の１３年間は、ただただ忍耐と辛抱の繰り返しでした。 

 

預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）は、これらの連続した災難に際し、どうして私にこんな重い

責任を負わせたのか、どうして人々は私が説くイスラームを信じないのか、とアッラーに不平を言ったでしょう

か。どうしてあなたからの勝利が来ないのでしょうか、とアッラーに不満を述べられたでしょうか？！預言者様

（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）がなさったことは、ただ、自分の力のなさをアッラーに嘆き、≪あなた

が私にお怒りでないのであれば、私は何も気にはしません。≫というアッラーの御許しを求めるドゥアーでした。 

≪アッラーよ！あなたにのみ、私の力の無さを、私の能力の無さを、 

人々の私に対する侮辱を、嘆きます。 

慈悲深き者の中でも最も慈愛深いお方よ、 

あなたは、弱者たちの主です、あなたは、私の主です。・・・ 

もし、あなたが、私にお怒りでないのなら、私は何も気にしません。・・・≫ 
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預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）は、どんな時でも、どんな状況においても、アッラーを信じ、

アッラーのご命令を守り、イスラームを私たちに伝えるために、ご自分の人生とこの世のすべてをアッラーの道

において使い果たしました。私たちが今の時代、イスラームを信じることでしなければならない忍耐は、預言者

様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の忍耐の一体何分の一でしょうか。 

 

預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）がこんなにまでして守ってくださり、私たちに伝えてくださ

ったイスラームを、私たちは、しっかり握っているでしょうか。私たちは、しっかり次の世代に伝えているでし

ょうか。預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）にお会いしたときに、「あなたが人生をかけて伝えて

くださったイスラームを、私は確かに受け取り、伝えました。」と私たち一人一人が言えるでしょうか。 

 

【この世の生活は偽りの快楽に過ぎない。 

あなた方は、財産や生活などについて、必ず試みられるであろう。 

そしてあなた方以前に啓典を下された者からも、多神教徒からも、多くの悪口を聞かされるであろう。 

だが、あなた方が耐え忍んで、主を畏れるならば、本当にそれは、物事を決断し、成し遂げることになる。】 

クルアーン ３章 イムラーン家章 185-186節  

 

アッラーが今までの罪を御赦し下さり、新年に私達を近しい僕
しもべ

にして下さいますように。アーミーン 

 

 

 

 

👞 👞 
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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 ４８回

―ミャンマーのシャーフィイー派①― 
アフマド塩崎 

 

前回は、ブルネイのシャーフィイー派について見ました。人口 40万人の国ではありますが、政府がシャーフ

ィイー派の法学を保護しているという点では、最も積極的な国といえるでしょう。 

今回から、ミャンマーのシャーフィイー派について見ていきたいと思います。しかしながら、ミャンマーは、

ムスリムが人口の 1割程度で、そのムスリムもシャーフィイー派が多数を占めているわけではありません。ハナ

フィー派の方が多いといえます。 

ここで、これまで書き続けてきた「東南アジアのシャーフィイー派」というのがそもそも何であるのか、少し

確認しておいた方がいいと思います。まず、「東南アジア」という言葉ですが、これは 20世紀前半に使われる

ようになった新しい言葉です。日本でも、第 2次世界大戦までは、「南方」などと呼んでいました。「東南アジ

ア」と呼ばれるようになったのは、英国政府が便宜的にこの地域を「東南アジア」と分類したからです。そもそ

も、「東南」というのは、英国から見て東南にあるからです。 

今では便宜的に 10カ国が「東南アジア諸国」と呼ばれていますが、宗教や言語でこの 10ヵ国全部に共通点

があるわけではありません。この 10ヵ国に住むムスリムについても、全部の国で同じであるわけではありませ

ん。 

これまで、東南アジアのムスリムの特徴として、シャーフィイー派が多いことと、マレー語が通じやすいとい

うことを書いてきました。たとえマレー語を日常的に話しているわけではなくても、イスラームの勉強をする人

はマレー語が理解できて、マレー語で書かれたイスラームの知識についての本を読んで勉強する人が多い、とい

うことです。これが当てはまるのは、マレーシア、インドネシア、ブルネイ、シンガポール、タイ南部、フィリ

ピン南部、カンボジアのチャム人の社会、あたりです。ただし、現代ではアラビア語を勉強してアラビア語の本

を読める機会も増えたので、東南アジアでもかつてほどマレー語は広く使われてはいない、ともいえます。 

東南アジア 10カ国の中には、マレー語がほとんど使われていないところもあります。タイでも、北部は中国

に国境を接していて、中国のムスリム、回族と歴史的には同類のムスリムがいます。ミャンマーも中国に国境を

接しているので、北東部にはやはり回族と同類のムスリムがいて、ミャンマーではパンデーと呼ばれています。

この人たちは、必ずしも中国語でイスラームの勉強をしている訳ではありませんが、かといってマレー語で勉強

する人は少ないでしょう。法学派でいえば、中国の回族と同じでハナフィー派がほとんどといえます。 

ミャンマーの場合、特に多いのは、ウルドゥー語を使ってイスラームの勉強をする人たちです。つまり、イン

ドと国境を接していて、インド、パキスタン、バングラデシュ、アフガニスタン、スリランカと同じ、南アジア

の伝統を共有しているムスリムが多いといえます。イスラームについて勉強している本も、これらの南アジア諸

国で同じで、法学の勉強では、ハナフィー派の古典の法学書を読んでいます。 

以前、東南アジアにおけるデーオバンド派の拡大について書きました。デーオバンド派は、インド北部、デー

オバンド発祥のイスラーム学校のネットワークですが、南アジア諸国だけではなく、20 世紀の後半には東南ア

ジアにもデーオバンド派のイスラーム学校が増えました。ミャンマーは、東南アジア諸国の中でも、デーオバン

ド派のイスラーム学校が特に多いといえます。 

つまり、ミャンマーのムスリム社会は、東南アジアとはいわれても、インドなど南アジアの伝統の一部といえ

る部分が非常に大きいといえます。ただし、パンデーと呼ばれる中国系のムスリムもいます。そして、ミャンマ

ーで学ばれている法学派は、ハナフィー派が圧倒的に多いのですが、シャーフィイー派もいないわけではありま
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せん。ミャンマーの最も南東部、タイ南部に近いあたりには、マレー人のムスリムが 3万人程度ですがいて、彼

らはマレー語を使ってシャーフィイー派の法学を学ぶ、という伝統の方に属しています。 

この連載は、「東南アジアのシャーフィイー派」がテーマなので、ミャンマーのムスリムは含まれないのでは

ないか、というと、そうともいえます。ただ、そもそも「東南アジア」という地域の区切りが便宜上のものでし

かないのと、ミャンマーのムスリムが東南アジアの他のムスリムと歴史的にも大いに交流がある、ということは

いえます。現代では特にそうで、その交流にはロヒンギャ難民も含まれます。 

結局、東南アジアのムスリムの社会は、シャーフィイー派だけ、ということはもちろんないし、他の地域、他

の法学派との交流が絶えず続いてきました。ミャンマーはその玄関口の 1つともいえます。シャーフィイー派の

話はそれほど出てこないかもしれませんが、東南アジアのムスリムについて知るうえでは、ミャンマーのムスリ

ム社会もまた重要であるといえます。 

次回からは、ミャンマーのムスリム社会の歴史と現代のミャンマーで生きるムスリムが大きな問題に直面する

までを見ていきたいと思います。 

 

 

👞 👞 👞 
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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（１６） 

カリフ制の再興／大地の解放を目指して 

ハサン中田 

 

１６．カリフ政権と外部世界との関係 

 

 それでは、イスラーム世界の内部と外部において、カリフ政権と「イスラームの家」の広宣が成功し、内部の

弾圧と外部からの干渉の妨害を克服し、カリフを元首に戴く「イスラームの家」と外部との関係はどうなるので

あろうか。 

 既に述べたように、「イスラームの家」はジハードによってでも世界に広げられなければならない。しかし、ジ

ハードが行われる前には、先ずハイカルの言う「ダウワの義務を負うイスラーム的権力からの公式な呼びかけ

（khiṭāb）」、つまり、カリフからの公式な宣教がなさせる必要がある。この宣教が拒否された場合に、実際にジ

ハードが行われるか否かは、ジハードは「イスラームの家」が侵略された場合は義務となるが、それ以外の場合

は随意行為の範疇に入るため、カリフの政治判断によることになる。 

 カリフは、イスラーム法を遵守しなくてはならず、また「・・・物事を決めるにあたっては彼ら（人々）と協

議せよ・・・」（３：１５９）と衆議を課されており、決して独裁者ではないが、ジハードの宣誓権の最終決定権

のような大権がカリフの専轄事項であるのも事実である。それゆえカリフの選任はイスラーム世界だけではなく、

世界全体の運命に関わる重大事である。 

 カリフ政権と「イスラームの家」の再興の義務はイスラーム法学の合意事項であり、いかなる妨害があろうと

も、イスラームが存在する限り、その運動が消滅することはありえない。外部世界の誹謗中傷や妨害は、来るべ

きカリフ政権を、異教徒への敵意に満ちた排外主義においやることになる。また西洋がイスラーム世界内での弾

圧を支援、黙認することは、弾圧の強化につながり、イスラーム世界の「穏健」で「良識的」な一般市民をカリ

フ再興運動から遠ざけ、カリフ運動に従事できるものは、大義のために自らと他人の生命を犠牲とすることを躊

躇わない厳格主義者たちだけになってしまい、結果的にかえって彼らによるカリフの乗っ取りを招く懸念がある。 

 庇護民の範疇を例に取ると、アラブの多神教徒が消滅して以来、ハナフィー派、マーリキー派の通説とハンバ

リー派の少数説ではすべての非ムスリムに「イスラームの家」での子々孫々に至る永住権を認めているが、シャ

ーフィー派とハンバリー派の通説では、啓典の民（キリスト教徒、ユダヤ教徒、ゾロアスター教徒）以外には永

住権を認めていない。啓典の民以外に永住権を認めないのは現代の世界情勢を鑑みると極めて非現実的だと思わ

れるが、それがイスラーム法学的に正統な学説の一つである以上、カリフ政権がそれを採用すれば、それに背く

ことは許されない。イスラームは真に見解の相違に「寛容」であるため、根本教義に抵触するか、学問的合意事

項に背反しない限り、イスラームの「寛容」の精神を欠く「非寛容」な厳格主義者であっても「原理主義」の烙

印を押して最初から排除するようなことはしない。イスラームの寛容さは、逆説的に、しばしば、非寛容なイス

ラームを生み出してしまうのである。 

 「非寛容」な厳格主義者にカリフ再興運動の主導権を奪われないためには、それゆえ「非寛容」な厳格主義が

支配的にならないように、カリフ政権の再興の過程で、十分な議論を尽くし、ウラマーゥが認めるイスラームの

正統な学説の範囲内で最も現代の状況に適した政策を行うことのできる柔軟で寛大なカリフが選ばれるように

努めねばならない。そのためには、「全ての異教徒は悪魔的に邪悪であり共存の余地がない」との「非寛容」な厳

格主義者たちの主張が説得力を持たないような言論環境を作り、カリフ再興運動が広く民意を汲み取ることがで
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きる自由な活動が保障されるために、西洋の「良識ある市民」が協力する必要がある。 

 来るべきカリフ政権を徒に排外主義、厳格主義に走らせず、社会の広範な支持を得られる中庸を得たカリフが

選ばれるためにも、カリフ再興の妨害、抑圧を廃し、自由な議論と活動が一般市民に対しても開かれた環境で行

われるようにすることが肝要なのである。 

 カリフ政権再興がこうして平和裡に実現さえしたなら、私見では、今日の状況下では、宣教の拒絶を理由にカ

リフからジハードの宣誓がなされる可能性は極めて少ない。理由は、現代の戦争がイスラームの教えから大きく

隔たっているからである。イスラームは確かに戦争を否定しない。しかし預言者の時代の戦争と、現代の戦争で

は、同じ「戦争」の名を使うことが憚れるほどに異なっている。 

 ある戦闘で教友ウサーマ・ブン・ザイドが、ジュハイナ族の多神教徒の敵の一人を切り殺そうとした時、その

男が「アッラーの他に神はない」と唱えたが、ウサーマは構わず彼を殺してしまった。後でその報告を聞いた預

言者はウサーマを「アッラーの他に神はない、と唱えた者をおまえは殺したのか」と詰問された。ウサーマが「彼

は武器を恐れてそう言ったのです」と答えると、預言者は「お前は、彼の胸を切り開いて、彼がそう言うのを聞

いたのか」と言われた。 

 このエピソードは、当時は戦争が、戦闘の最中に不利になれば、イスラームの信仰告白を唱えて殺されるのを

免れることができるような牧歌的なものであったことを示している。 

 また預言者はある時、敵の殺害を命じられたが、「業火の主以外には、火の責め苦は許されない」（ハディース：

アル＝ブハーリー、アフマド）と言われ、焼き殺すことは禁じられた。現代の戦争では、ミサイル、爆撃機、重

火器によって、兵士は相手を見ることすらできないまま、降伏する機会も与えられず非人間的に殺戮される。兵

士だけではない。民間人も巻き添えになって火の海の中で焼け死ぬ。このような戦争はたとえ勝利を得ることが

できるとしても、イスラーム的観点から決して望ましい戦争とは考えられない。 

 「イスラームの家」を侵略された場合の防衛戦争の場合は、そのような「非人道的」「非イスラーム的」戦闘を

強いられるのもやむをえないとしても、イスラームの法治区間を広げるための広宣のために自らそのような戦争

を仕掛けるということは考えがたい。イスラームは戦争自体を禁じるわけではないが、現代のような非人道的な

大量破壊兵器が使用される戦争は、イスラームの戦争倫理に明白に悖るため、カリフ政権が樹立されるとイスラ

ームの広宣のためジハードを開始するのでは、との恐れは杞憂である。カリフ政権、「イスラームの家」と外部世

界との関係は、休戦協定による「平和」が基調になる。 

 再興された「イスラームの家」は、人権、民族の違いもなく全てのムスリムが無条件で移り住むことができる

が、ムスリムだけでなく、非ムスリムであっても、税を納めイスラーム公共法を遵法する協約を結ぶなら移住が

許される。またムスリムであっても、イスラーム法の支配を望まない者は、「イスラームの家」を逃れて、「外部」

に亡命することもありうるであろう。既述の通り、ムスリムは「イスラームの家」に移住するのが基本であり、

特に、イスラーム法を公然と施行できない環境には住むべきではない。しかしこれは個人の選択に任された領域

であり、「国家」による「イスラームの家」からの「出国管理」のような発想は、イスラーム法には存在しない。 

 このようにカリフ政権、「イスラームの家」と、外部世界とは、休戦協定の下に、どちらの体制がより優れた体

制であるかを、移民によって、競い合うことになると考えられる。 

 イスラーム世界は地球の石油の７４％、天然ガス５７％、１兆ドルの金・証券の資産と、アメリカと中国の兵

力の合計を上回る４７０万人の兵力を有する。カリフを元首に戴き政治的統一のなされた「イスラームの家」が

自立し、外部世界「戦争の家」と競合することは決して夢物語ではないのである。 

 

  

 

👞 👞 👞 👞
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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 

１．アッラーは創造主 

 

エンジニアは家の建て方を知っています。 

でも、もし彼がそうすることを決めても、彼は鉄や材木やセメントなどを必要とするでしょう。 

 エンジニアは家を建てることができますが、鉄を作ることはできません。 

 彼は木材を作ることはできません。また、彼はこういったすべての物なしには家を作ることがはできません。 

 

 アッラーはどんなものも無から創造することができます。 

 彼は全能です。でも、わたしたちはどのようにしてアッラーのすべてについて知ることができるのでしょう

か？ 

 アッラーについてのすべてをわたしたちに教えている一冊の聖なる本があります。 

 それは世界で最も重要な本です。 

 その本とは聖クルアーンです。 

 わたしたちムスリムはそれを最も大事にしています。 

 

 聖クルアーンを読むことは、アッラーを知る道であり、アッラーはわたしたちがそうすることを望んでおられ

ます。聖典を読むことはわたしたちをかしこくします。 

 聖典を読むことはお祈りの一形式です。 

 ここにクルアーンがアッラーについてわたしたちに教えているいくつかのすばらしい事柄があります。 

 

 すべてのものを創造した御方はアッラーです。 

 アッラーは７つの天を掲げられました。 

 それを支えなしに立たせる御方はアッラーです。 

 アッラーは月を光として置かれました。 

 アッラーは太陽を輝く明かりとして置かれました。 

 空から地上に水を降らせる御方はアッラーです。 

 

 大地をわたしたちのために休息の場所とされた御方はアッラーです。 

 アッラーはぶどうやなつめやしやざくろをお作りになりました。 

 

丘を作った御方はアッラーです。 

海を作った御方はアッラーです。 

彼はわたしたちが飲む水をお作りになりました。 

彼はわたしたちが飲む乳をお作りになりました。 

 

 アッラーは昼をお作りになりました。 
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 アッラーは夜をお作りになりました。 

 アッラーは鳥をお作りになりました。 

 アッラーは動物をお作りになりました。 

 

 わたしたちを創造した御方はアッラーです。わたしたち以前に生きていたすべての人々を創造した御方はアッ

ラーです。 

 

 彼は、わたしたちが彼をここ悪露に留めておくようにと、わたしたちを創造なさったのです。 

 

作業 

A.正しい言葉を選び、それぞれの文章を完成させなさい。 

 お祈り・クルアーン・聖典・アッラー・無・どんなもの 

 

１．アッラーは      から     を創造することができます。 

２．わたしたちに      についてのすべてを教える一冊の      がります。 

３．わたしたちムスリムは      を最も大事にしています。 

４．聖クルアーンを読むことは        の一形式です。 

 

B．２つの文章を線で結び、完成させなさい。 

１．アッラーは七つの天を              １．創造した御方はアッラーです。 

２．わたしたちがアッラーを心に留めておくようにと  ２．掲げられました。 

３．丘を作った御方は                ３．光として置かれました。 

４．アッラーは月を            ４．アッラーは私たちを創造なさいました。 

５．すべてのものを                 ５．アッラーです。 

 

C.アッラーは鳥をお作りになりました。アッラーは動物をお作りになりました。例にならってあなたの知ってい

る鳥や動物の名前を入れて文を完成させなさい。 

例１．アッラーはくじゃくをお作りになりました。アッラーはとらをお作りになりました。 

２．アッラーは     をお作りになりました。アッラーは      をお作りになりました。 

３． 

４． 

５． 

 

Ｄ．アッラーについてクルアーンがわたしたちに教えているすばらしい事柄を５つ言いなさい。 

１． 

２． 

３． 

４． 

５． 

 

👞 👞 👞 👞 👞 
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お便り 🐐 

🍂神とはあなたにとって何ですか(ｈさん) 

アッサラームアライクム  

いつもムスリム新聞をありがとうございます。 

お元気でいらっしゃいますか？ 

質問があります。 

この度 ひっこしのため 神の御名の書かれた本や雑誌を整理することになりました。 

それらの本はどのように扱ったら良いでしょうか？ 

お忙しいところ申し訳ありませんが、お教えいただけたら幸いです。 

ところで 

昨日 特に最近神の創造について考えている私の親友に 

「神とはあなたにとって何ですか」 

という質問したところ 

「神は真実そのもの」と答えが返ってきました。 

そのことがきっかけで昔のことを思い出したので 

書いてみました。 

ずっと昔の話になります。まだムスリマになる前のことです。 

私は親友のように創造について詳しいことを考えたことはなかったのですが、 

宇宙の仕組みっていうかそんなものを考えていた時がありました。 

自分が宇宙の中にいる存在の一人としてではなく、（なんか外から眺めているみたいな感じ） 

宇宙を見てたんです。 

例えばちょっと星の軌道が変わっただけで人間は絶滅すること、 

地球に関しても同じような奇跡の連続で人間が生きているということ、 

個体についても、人の臓器のつくりとかちょっと違った形や動きをするだけで人が生きていけないこと、 

等々・・・ 

いろんなことを考えれば考えるほど答えは一つに収束していきました。 

真理（当時は絶対的真理みたいに呼んでましたが、真理とは絶対的なものですものね。相対的真理は存在しない） 

というものが存在することです。 

それはその時はなんだかわからなかったけれど、 

のちにそれを人々は神と呼んでいるんだ！ 

と気が付いた瞬間がありました。 

そういう形で私は神とのかかわりが始まったんです。 

それからずっと 

真理＝神（唯一神） 

みたいな構図が頭の中にあって 少しずつ広がっていきました。 

なので、一神教は特にわかりやすかったです。 

なぜなら 

宇宙がある一つの精巧なシステムで動いているのは当時の自分には明確なことでしたから・・・ 

制御装置が複数だったらこれほどうまく動かないはずです。 

そうこうしているうちに 
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たまたまこの精巧なシステムとばっちりあったアッラー 

という言葉を見つけました。 

（親友的に言うと自分が見つけたのではなくて「神によって見つけられた」っていうかんじかなのかな？） 

始まりがこうなので、 

教義とか作法とかは最初は気にしませんでした。 

でものちにしらずしらずにそちらのほうに重きを置くようになって、息苦しくなってきました。 

そして私の中の神は最初自由に考えていた唯一神（精巧なシステムの制御者）とはどんどんかけ離れていきまし

た。 

そこには人間臭い何かが・・・  

なんだか違うなあ・・・という感じの感覚ばかりが蓄積されていくようになり、 

最後には その なんだかなあ の感情に うもってしまって 息ができないほどになったんです。 

とはいえ 

遠くから見ていた宇宙を、儀礼や作法を身につけることで 

自分も宇宙の中に存在するようになった気はしました。 

そうして 

真理＝神だったのが 

いつのまにやら 

真実＝神 という感じになってきました。 

真のことわりではなく真に実のある何かっていうかんじかな・・・ 

これが親友が言わんとしている 真実そのもって 

いういみなのかなあ？とふと思いました。 

親友が感じているのは真に実在するものが神というような感覚なのかもと・・・ 

でもたぶん親友の感じ方は私のそれとはすこし違うと思います。 

でも親友の真実そのものという言葉がきっかけであれこれととりとめもなく考えたのですが、 

これはとても楽しい作業でした。 

ところで真実＝神 からもう一つ思い出したのですが、 

トルコの昔の偉い方が  

「アッラーが真実で、そのほかのものはすべてアッラーの影である」 

みたいなことをおっしゃられていていました。 

その言葉を聞いたとき 私は妙に納得しました。 

そうか、確かに、 

真に存在しているのは神のみなのかもしれない・・・ 

そう思ったときなんだかすごくほっとしたのを強く覚えています。 

宇宙の中で影である自分 の立ち位置がとてもいこごちが良かったんだと思います。 

（その安堵感は神のみ名の一つの「アルムウミン」の属性からくる感じのようなものです。 

良く説明されているアルムウミンの意味とはかなり違っているかもしれませんが、 

その時の感覚はそういう感じでした） 

真に存在しているのは神のみ・・・ 

という言葉は今でも私を安堵にさせ和ませてくれることばです。 

たとえ 地球の軌道が少し変わって暑くなってしまって人間が生きられなくなっても 

それは（その時はなんだかわからなかったけれど） 

精巧なシステムを制御するものにとってはとてもとても簡単なことだったのですね。 
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あれではなく 軌道を変えよと一言 発すればいいのですから・・・ 

最後に私も親友にした質問を自問自答してみました。 

本来のアルハックの意味とは違うかもしれませんが、 

私の神とは何かという答えは 今のところ アルハックが一番近いかもしれません。 

なぜこんな稚拙は感覚を文にし、貴女様にお送りしたのか不思議に思われることでしょうね。 

実は少し前親友は創造について語ってくれました。 

その話を聞いたらその次の朝ハビーバ先生の夢を久しぶりに見たんです。 

ハビーバ先生は森林、特に雪の少しかかった寒い地方の針葉樹が好きだとおっしゃていました。 

（実際そういうことを記した彼女の文を読んだことはありませんので、森林が好きなのは事実ではないかもしれ

ません。） 

ハビーバ先生が私たちと一緒に神の創造についてお話ししたいのではないかと 

感じたのです。 

アーリファさんとハビーバ先生の喜びそうなお話をシェアー出来たらと思い筆をとりました。 

とりとめのないお話で申し訳ありません。 

アーリファさんとアーリファさんのご家族、そしてハサン先生のご健康を心からお祈り申し上げます。 

追伸 

親友の Kさんは ”ALアミロイドーシス“という難しい病名の血液のガン細胞と 3年半も一緒に暮らしていま

す。 

実は彼女が 神は真実そのものと答えてくれた日の翌日 次のようなの返事をもらいました。 

＊＊＊ 

あなたの神との出会いはそういうものだったのですね。・・・ 

私はと言えば、そのもっとも人間臭いところが入り口です。 

今思えば色んなものに洗脳されて(日本という国、教育環境、家族環境、etc.)、神そのものに思いを馳せること

は不可能でした。 

アッラーのご慈悲によりムスリムになるのですが、なぜそう決意したかは曖昧模糊としたままです。 

そして初めて勉強会なるものに参加しました。 

アッラーの美名とか預言者様の祝福祈願の重要性とかアフラークの数々はとても印象的でしたが、あんまり理解

できてなかった。 

・・・ 

そして今、ムスリマたちから離れほぼひとりでアッラーを考えてるのですが、 

以前クルアーンで読んだ部分のリアルな意味みたいなものがわかるような時があり、 

ひとりうなずくことがあります。 

わかると言えば嘘になりますね。 

真理は到底わからない。 

ですが、真理があるとしたら唯一無二のアッラーで、他の全ては虚像というのはわかる気がします。 

最近はアッラーと人間との関係性に興味があります。 

真の存在者アッラーが人間を創造されたことと虚像である我々の持ち分、つながり方、そんなことです。 

クルアーンには記されているようなきがしますが。 

こんな感じでアッラーを捉えるようになってきたきっかけは、 

(以前あなたに聞かれたと思うけど)やはり私の置かれた環境とか状況が大きく影響してるのかも知れないと思

うのです。 
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アルハムドリッラー、最近はまあまあ眠れるようになりましたが、朝目覚めて自分の体調を確かめる、簡単に

今日の予定を考える、まあまあこなせて 1日が終わる、アルハムドリッラー。 

 

これだけなんですよ、大雑把に言って。 

ヒトにどんなふうに見せようとか、どんな成果を目指そうとか、なんかサプライズを待とうとかそういうもの

何もない、いたって地味な一日なんですよ。 

それはこの場所と私の状況からしたらノーチョイスなんですが、人間は柔軟にできてる、これが楽で最も満足

いく暮らしであることに気づくんですよね。 

そうするとそこには感謝しかない。 

その担い手というかその大元の存在者を感じざるを得なくなるんですね。 

そしてそう感じると胸が熱くなり涙が湧いてくる。 

こんなのがきっかけって言えばそうかも。 

ただそれだけの感じですよ。 

＊＊＊ 

いかがですか？ 

「そうするとそこには感謝しかない。 

その担い手というかその大元の存在者を感じざるを得なくなるんですね。 

そしてそう感じると胸が熱くなり涙が湧いてくる。」 

私は彼女のこの文を読んで泣きました。 

過酷すぎるほどの環境の中で、 

神について思いを馳せながら今だけを生きる彼女の姿がとてもいとおしくなりました。 

そんな彼女を見ていて気が付いたのですが、 

神が私たちに一番してほしいこと、神が喜ばれることとは 

まさにｋさんのあの姿 ー大元の存在者を感じざる得なくなって胸が熱くなり涙がわいてくるー 

なのではないかと・・・ 

なぜ神がこのような状態に私たちをなさりたいかというと、 

それはその状態が私たちにとって一番いごこちよく安心でしあわせな状態だからなのではと・・・ 

もしかしたらそれが一番してほしいことではないかもしれませんが、ともかく、 

つらい病気にも屈せず 

ただただ感謝し、大元の存在者の存在を感じている彼女の姿を見て、私はとても幸せな気持ちでした。 

そしてその時感じたんです 

神を愛し、神に愛され、ただただ”しもべであること”を望み続け、 

目をお開けになるのがつらい状態でも、 

ハサン先生が読んでくださる聖メヴラーナの言葉にあの美しい瞳からなみだをながされたハビーバ先生・・・ 

ハビーバ先生も厳しい病気の中にあっても、きっと幸せだったに違いないと・・・ 

 

アーリファより： 

さて、ご質問の、イスラーム関係の本の処分についてですが、 

可能であれば、どなたかにもらっていただくのが一番簡単です。 

その他であれば、シュレッダーにかける、焼く、薬でインクを溶かすなどが、方法としてよいようですが、 

私であれば、燃えるゴミの日に、生ごみなど他の生活ごみを入れず、本だけを入れて出すかもしれませんし、 

古紙回収日に、本をまとめて、そのまとめた本の上と下にシートを挟んで、出すかもしれません。 
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いまのところ本を捨てる予定はありませんが、本を処分するのは、日本だといろいろ大変です。 

ムスリムの多い国々では、みんなどんなふうに本を処分しているのでしょうか。 

特別な施設などがあるのかもしれませんね。 

 この件について、よい案をお持ちの方は教えてください。 

 

さて、神について、Hさんが考えていらっしゃることを、話してきかせていただいてとてもうれしいです。 

神さまのことを、自然に話せるご友人がそばにいらっしゃるのですね。 

アッラーからの素敵な贈り物だと思います。マーシャーアッラー 

私の信仰の中心は、ムスリムになる前も、今も、「信頼できる存在＝神」です。 

何が信頼できる存在なのか、そして、その存在はどのように信頼できるのか。 

何が信頼できない存在なのか、そして、その存在はどのように信頼できないのか。 

複雑な心の動きと、巧妙に配置される出来事、神の業の精妙さに、いつも驚かされます。 

ハビーバさんは、わたしがムスリムになる前から、そして、亡くなられる直前まで、言葉で、行動で、神を信

じることを教えてくださいました。 

当時分からなかった、彼女の言葉や振る舞い、そして、当時分かったと思っていた、言葉も振る舞いに、 

わたし自身が年を重ねて、理解しなおしたり、気づきを得たりしています。 

難病を患われている Kさんに、アッラーがよきお恵みをお与えくださいますように。 

禍福は糾える縄の如しと言いますが、苦しいことがあるから、その後に与えられる喜びが、本当にうれしく感

じられるものなのかもしれません。 

けれど、その病を患っている人自身は、その苦しみの中で、ひどく苦しまなくてはいけません。 

そばで見守る人も、心も体もたいへんな仕事です。 

アッラーの御導きがなければ、その苦しみの中であっても、耐えることは出来ません。 

Kさんが、その中でも、アッラーのことを思い出し、アッラーの安らぎの中にいらっしゃり、アッラーの深い

愛情を感じます。 

私たちも、アッラーの恵みに気づき、最期の日まで、日々暮らしていけるといいですね。 
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📚 おすすめ読み物 

🥚『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。 

「２３．神さまのしるし」（６９－７０頁） 

 じぶんじしんにとどまっている人に、神さまはこれをせよ、これはしてはならない、と命令を出します。なぜ

なら、その人は、神さまのご意志のままに転じるさまざまなものごとから、じぶんを切り離して考えているから

です。  

この文章を読むと、存在するすべてのことは、神さまのご意志のままに生起していて、じぶんじしんもその一

部であることを悟るならば、身の回りに起きるさまざまなできごとは、じぶんに関係しないものではなく、起き

た出来事が波打つなかの、じぶんも波紋の一部であることを体感できました。このことが実感できるようになれ

ば、きっと世界はよそよそしいものではなく、じぶんに親しいものとなるのでしょう。 

  

 

🥚『イスラーム的』大塚和夫著 講談社 

 長編小説や連続ドラマというよりも、短編小説や映画のようで、ハッとさせるような世界を眺めるのに役に立

つ文章が表れます。 

 さまざまな学者が提示した、ものごとを説明するための物差しを、教えてくれ、それによっていろいろな方向

から、「文明」、「ファンダメンタリズム」、「原理主義」、「民族」など言葉が、どのような意味を持っているのかを、

読者に考えさせてくれます。 

最後の第１２章の中にある、それぞれの文化文明は、その文化文明の中にある出来事はその内部の中で固有の

理論をもって生じるものであるとうい文化相対主義を主張するが、それゆえに、互いの文化同士が相互に理解不

能で排他的であるとするわけでない（同書２８６頁を参照）、と大塚先生が書かれているように、同書は、一つの

答えや、一つの道理に導くのはなく、どこまでの読者の目を、広く遠くへとやるように仕向けます。 
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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） 

 暑い陽ざしも風も、台風に飛ばされて行って、すっかり涼しき初秋といった雰囲気です。セミも鳴きません。

庭に植えていたトマトが、夏の日差しで甘くなるかなぁという矢先に、雨がザーザー降って、水分吸収しすぎで、

赤いトマトの玉が膨張して破裂していました。急に涼しくなったせいか、水槽の中のタニシが土の中に潜って、

そのまま動かなくなりました。うっかり小魚のアカヒレを買ってきてしまったのはわたしですが、金魚のいる水

槽にそのアカヒレを入れたところ、金魚が食べようと追いかけまわし、しようがないので、家に置いてあった別

の小さい水槽に水を張り、その中に、アカヒレを住まわせることにしました。きゅうきょ、２個の水槽で魚を飼

うことになってしまい、少々戸惑っています。 

 このごろは、中国ドラマの水滸伝を見ています。腐敗政権に嫌悪を抱いた中国各地の好漢たちが、梁山泊とい

う場所に集結していくお話です。好漢といっても、完璧な良い人という感じではありません。基本的には弱きを

助け強きをくじき、同胞愛を最優先しますが、時には、酒欲しさに泥棒をしたり、何かの目的のために人を殺し

たりします。さながら日本の漫画の『ワンピース』（尾田栄一郎著）のようでもあります。同胞愛といっても、

同じ民族だからということではなく、ある人が困っている時に助けてくれたある人と義兄弟の契りを結んで、そ

のつながりが、また別のつながりを結んで、という感じでつながって、誰誰の義兄弟なら私の義兄弟だ、という

ような感じで同胞としての愛を作っています。このドラマを見ている時に、ちょうどアフガニスタンのことが話

題となったので、アフガニスタンの状況に詳しくないわたしには、水滸伝の様子とアフガニスタンの様子が似た

もののようにも見えました。 

アフガニスタンでは、タリバンがカブールを制圧し、アメリカなどの他の勢力を押さえて、支配権を取り戻し

たようです。最新兵器を有する占領国を相手に、こつこつ勝利を収めていったというのは驚きです。私が生きて

いる短い間に、アフガニスタンという国は、ソビエトに占領された状態を克服し、アメリカに占領されたのを克

服し、絶え間のない戦いが続くなかで、人々は懸命に生きています。社会の混乱のなかで、空港では、アフガニ

スタンの地から逃れようとする人々が、押し合いへし合いで大騒動の様子が表れていました。 

 わたしは水槽が一つ家に増えただけでも戸惑ってしまうので、支配層がコロッと変わってしまったら、どんな

に気持ちが動転するのか想像もつきませんが、何年かしてアフガニスタンが落ち着いたら、古くから文化文明の

あるアフガニスタンにイスラームの勉強を兼ねて観光に行きたいです。インシャーアッラー。 

アッラーの御加護と祝福が、アフガニスタンの地に住む同胞にありますように。 

今月は、マッカからマディーナへと預言者がヒジュラ（聖遷）された月ですので、ヒジュラを連想する預言者

のハディースを下記に貼り付けました。どうぞ読んでみてください。 

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。 

アーリファ 
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サヒーフムスリムより 

アブー・サイード・フドリーは伝えている 

アッラーの預言者は言われた。 

「あなた以前に在世した者で、99 名の人を殺した者がいたが、その彼は現世で最も知識のある人物に、どうれ

ばその罪から救われるか、についてたずねた。 

この人物が或る修道士に会うよう指示したので、彼はその修道士の所に行き「99 名の人を殺したが、懺悔すれ

ば許されるだろうか」と質問した。 

この時修道士は、「いいえ」と答えたため、彼は怒ってこの修道士を殺してしまった。 

殺人の総数は 100 名になった。 

彼は、その後、また、この現世で最も知識をもつ人物に頼み、或る学者を紹介してもらった。 

それで、彼は、学者の処に行き、「100 名殺したが、懺悔は受け入れられるだろうか」とたずねた。 

学者は「その通りです」と答え、「あなたと懺悔の間を邪魔するものはなにもありません。 

しかし、しかじかの土地に行きなさい。 

そこには、アッラーを信仰する人がいる故、彼らと共にアッラーを信仰しなさい。 

あなたの土地に戻ってはなりません。 

そこは、あなたにとってよくない処です」と言った。 

そこで、彼は出発したのであるが、道中半ばにして死んでしまった。 

そのため彼について、慈悲担当役の天使たちと懲罰担当役の天使たちの間で意見の対立が起った。 

慈悲担当役の天使たちは「彼は、アッラーに対し許しを願う懺悔者としてやってきたのです」といい、一方、懲

罰担当役の天使たちは「彼は全く善事を行なわなかった」といった。 

するとそこに、彼らの間の問題を解決するため人間の形をした別の天使が来て、「彼がどちらの土地により近か

ったのかによって決めるため距離を測るように」と指示した。 

それで、天使たちは距離を測り、彼が、目指していた国により近づいていたことを知った。 

慈悲を担当する天使たちは、その結果、彼を受け入れることになった。 

このハディースに関連し、カターダは、ハサンの語った話によるとして、「死が迫った時、彼は、目的とする国

の方に胸を地につけはいずりながら、少しでも近づこうとした」と記している。 

 

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


