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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へ 

じょじょに暑い夏へと近づいて、家の窓を開け放ち部屋をなるべく涼しくして過ごす日が増えてきまし

た。ファジュル（暁）もマグリブ（日暮れ）も真夜中の方に少しづつ近づき、断食の時間の幅が少しづつ広

がってきました。けれど今年のラマダーンはもうすぐ過ぎて終わろうとしています。恵み多いラマダーン月

にどうぞ新聞をご覧ください。 
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クルアーン解説 

第３９章［集団］５、６節（３） 

アーリファ松山 

 

慈悲あまねき慈悲深きアッラーの御名において。 

かれは諸天と地を真実をもって創造し給うた。かれは夜を昼の上に巻き、昼を夜の上に

巻き給う。また、太陽と月を従わせ給い、いずれも定めの期限まで運行する。かれこそは

威力比類なき寛恕者ではないか。（３９：５） 

かれはおまえたちを一つの命から創り、次いで、それからその伴侶をなし、おまえたち

のために家畜から八種を下し給うた。かれはおまえたちをおまえたちの母親たちの腹の

中で一つの創造からまた一つの創造へと三つの闇の中で創り給うた。それこそがアッラ

ー、おまえたちの主であり、かれにこそ王権は属す。かれのほかに神はいない。それなの

に、いかにしておまえたちは逸らされるのか。（３９：６） 

 

かれは諸天と地を真実をもって創造し給うた。かれは夜を昼の上に巻き、昼を夜の上に巻き給う。また、太陽

と月を従わせ給い、いずれも定めの期限まで運行する。かれこそは威力比類なき寛恕者ではないか。（３９：５） 

 

★ジャラーライン 

『真実をもって』は『かれは～創造し給うた』にかかります。 

 『かれは夜を昼の上に巻き』の『巻き』は「入り込ませ」という意味で、「かれは夜を昼に入り込ませ、その

ためそれ（夜）は増える。」ということです。 

『昼を夜の上に巻き給う』は「かれはそれ（昼）を夜に入り込ませ、そのためそれ（昼）は増える。」というこ

とです。 

 『定めの期限まで』は「復活の日まで」です。 

『太陽と月を従わせ給い、いずれも定めの期限まで運行する』つまり、それらはその軌道の上を『運行する』

ということです。 

『威力比類なき』とは、かれはかれの物事に威圧的でかれの敵たちへ復讐し給う、ということです。 

『寛恕者』とは、かれが後見し給うた者らにとって、ということです。 

 

★イブン・カスィール 

 かれ（至高なる御方かな）は、かれこそが、諸天と地にあるものや、またその二つの間にある諸々の物事の創

造主、所有者、支配者、そして采配者であらせられ、その夜と昼を転じ給う、ということを教え給いました。 

 『かれは夜を昼の上に巻き、昼を夜の上に巻き給う。また、太陽と月を従わせ給い』つまり、かれはそれらを

ひとつがもうひとつに怠りなく続いて流れるように従わせ給いました。その二つはそれぞれ互いを求め促しまし

た。かれ（称賛されし至高なる御方かな）は『かれは夜で昼を覆い給い、それはそれを急いで求める。』（第７章
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［高壁］５４節）と説明し給いました。これはイブン・アッバース（アッラーのご満悦あれ）、ムジャーヒド、カ

ターダ、アル＝スッディーらから伝わる伝承が意味するものです。 

 『また、太陽と月を従わせ給い、いずれも定めの期限まで運行する。』つまり、いずれもアッラー（至高なる御

方かな）のみがご存知の時まで運行し、そして、復活の日で終了します。 

 『かれこそは威力比類なき寛恕者ではないか』つまり、かれは、かれの誉れと偉大さと高慢さゆえに、かれに

背きその後かれに立ち戻り悔悟した者をお赦しになる御方であらせられます。 

 

★クシャイリー 

 『かれは諸天と地を真実をもって創造し給うた』つまり、かれは手抜かりがなく的確に、それらを創造し給う

た、ということです。 

 『かれは夜を昼の上に巻き、昼を夜の上に巻き給う。また、太陽と月を従わせ給い、いずれも定めの期限まで

運行する。』 

かれは、増加と減少の状態として、夜を昼に入れ込み、昼を夜に入れ込み給いました。また、太陽と月を従わ

せ給いました。狭まった状態と広がった状態、合わさった状態と離れている状態、掴んだ状態と背いた状態、醒

めた状態と酩酊した状態、理性の星と学知の月と真智の太陽、唯一神信仰の昼と疑念と頑迷の夜、一致の昼と放

擲と分かれの夜など、しもべはさまざまな心の状態にありますが、それらの間にどのような違いがあるのか、ど

のようにそれが増したり減ったりするのかについて、既に（別のクルアーンの解説の中で）記述されています。 

 『かれこそは威力比類なき寛恕者ではないか』 

『威力比類なき』とは、（かれが）愛し給う者たちに力を与え給う御方であらせられるとうことです。 

『寛恕者』とは、罪を犯した者たちを赦し給う御方ということです。 

 

かれはおまえたちを一つの命から創り、次いで、それからその伴侶をなし、おまえたちのために家畜から八種

を下し給うた。かれはおまえたちをおまえたちの母親たちの腹の中で一つの創造からまた一つの創造へと三つの

闇の中で創り給うた。それこそがアッラー、おまえたちの主であり、かれにこそ王権は属す。かれのほかに神は

いない。それなのに、いかにしておまえたちは逸らされるのか。（３９：６） 

 

★ジャラーライン 

『一つの命』は預言者アーダムです。 

『その伴侶』は（その妻）ハゥワーです。 

『家畜』は、ラクダ、牛、小家畜、羊、山羊です。 

『八種』は各々雄と雌のつがいです。 

 『おまえたちのために家畜から八種を下し給うた』について、クルアーン第５［家畜］章１４３、144節にお

いてかれ（至高なる御方かな）が説明し給うています。 

 『かれはおまえたちをおまえたちの母親たちの腹の中で一つの創造からまた一つの創造へと三つの闇の中で創

り給うた』の「一つの創造からまた一つの創造へと」は「精液から凝血から肉塊へと」ということで、『三つの闇

の中で』は「腹の闇、子宮の闇、胞衣（胎児を包んでいる膜および胎盤・臍帯等の総称）の闇」です。 
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 『いかにしておまえたちは逸らされるのか』は、「かれへの崇拝からかれとは別のものへの崇拝へと」というこ

とです。 

 

★イブン・カスィール 

 『かれはおまえたちを一つの命から創り』つまり、かれはあなたがたをさまざまな一つの命から、さまざまな

民族、性別、言語、肌の色に創り給いました。『一つの命』とはつまり、アーダム（祝福と平安あれ）です。 

『次いで、それからその伴侶をなし』つまり、『その伴侶』とはハゥワー（平安あれ）です。かれ（至高なる御

方かな）は『人々よ、おまえたちの主を畏れ身を守れ。一人からおまえたちを創り、また、そこからその配偶者

を創り、両者から多くの男と女を撒き散らし給うた御方。』（第４章［女性］１節）と仰せになりました。 

『おまえたちのために家畜から八種を下し給うた』つまり、かれはおまえたちのために、家畜として八つのつ

がいを創り給いました。家畜章の中でそれらについて述べられています。その八つのつがいとは羊二種、山羊二

種、ラクダ二種、牛二種です。 

『かれはおまえたちをおまえたちの母親たちの腹の中で・・・創り給うた。』つまり、かれはあなたがたをあな

たがたの母親たちの腹のなかに置き給いました。 

『一つの創造からまた一つの創造へと』あなたがた一人一人は最初に精液、次に凝血、次に肉塊でした。それ

から、かれは創造し給いそれであなたがた一人一人は脂肪と骨と関節と血管でした。そして、かれはそこに霊魂

を吹き込み給いそれであなたがた一人一人は最後の創造へと到達しました。『それゆえ、祝福多きかな、アッラ

ー、創造者たちのうち最良の御方。』（第２３章［信仰者たち］１４節） 

 『三つの闇の中で』つまり、子宮の闇、羊膜―子供を包み守るもの―の闇、腹の闇です。そのように、イブン・

アッバース（アッラーのご満悦あれ）、ムジャーヒド、イクリマ、アブー・マーリク、アル＝ダッハーク、カター

ダ、アル＝スッディー、イブン・ザイドが説明しています。 

『それこそがアッラー、おまえたちの主であり』つまりこれこそが諸天と地とその間にあるものを創造し、あ

なたがたを創造し、あなたがたの父を創造し給うた御方、かれこそが主、かれに王権とそれらすべてのものの采

配は属します。 

『かれのほかに神はいない。』つまり、かれお独りの他、崇拝されるに相応しいものはありません。 

『それなのに、いかにしておまえたちは逸らされるのか。』つまり、「どうしておまえたちはかれと共にかれ以

外のものを崇拝するのか。」ということです。彼らの理性はとんでもありません。 

 

★クシャイリー 

 『かれはおまえたちを一つの命から創り、次いで、それからその伴侶をなし』つまり、アーダムとハゥワーで

す。 

 『次いで、それからその伴侶をなし、おまえたちのために家畜から八種を下し給うた。』『家畜から八種を』ラ

クダを二種、牛を二種、羊を二種、地を歩むものから二種を。『下し給うた』つまり、かれはおまえたちのために

創り給いました。 

『かれはおまえたちをおまえたちの母親たちの腹の中で一つの創造からまた一つの創造へと三つの闇の中で

創り給うた。』 
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『創り給うた』あなたがたを造形し、あなたがたの心の有り様を搭載し給いました。 

 『三つの闇の中で』腹の闇、子宮の闇、胞衣の闇。かれは、彼らが彼らの状態に自惚れることのないよう、彼

らに彼らの繋がりについて思い起こさせ給いました。 

 また別の観点からの説明によると、かれは、かれの英知ある諸々の行為の痕跡を、かれがあなたがたを部分的

によく似ている配偶子の二つの滴からさまざまな器官へと造形し給うた仕方の中に見せ給いました。 

また、かれはそれらの（さまざまな器官）を知識や力や生命そのほか心の状態のような称賛された性質のため

の場所として使い、また、それらのうちのあるものを聴覚、視覚、嗅覚などのような感じるための場所として使

い給いました。 

また別の観点からの説明によると、これらすべてはアッラーがわれらに垂れ給うた恵み（ni’am）です。そし

て、かれはわれらのかれへの愛を呼び起こすために、われらにそれを思い起こし給いました。 

自我（nufūs）は（害悪や試練に苦しむように）作られたものです。（訳者注：ハディース集『サヒーフ・ハデ

ィース』の害悪への忍耐の章を参考にしてください。）そのように、魂（qulūb）は愛情が最も深い御方を愛する

ために作られたものです。 

 『それこそがアッラー、おまえたちの主であり、かれにこそ王権は属す。かれのほかに神はいない。それなの

に、いかにしておまえたちは逸らされるのか。』あなたがたに最善な方法でこのようなことすべてをなし給う御

方こそあなたがたの主なのです。つまり「われは、おまえたちを創造し、われは、おまえたちに糧を恵み、われ

は、おまえたちを造形しおまえたちの姿を良いものとなした。われは、われの恵みとわれの尊き寛大さをおまえ

たちに授け、われの恵みの海におまえたちを溺れさせ、われの優美さと荘厳さにおまえたちを値せしめ、われの

唯一化におまえたちを導き、われの規範を注視することをおまえたちに継続させ給うた。であるならば、おまえ

たちが、われのみに崇拝を捧げず、われのもとでわれとおまえたちとの間で交された約束に満足しないとは、お

まえたちに一体何があったのだ。その時（waqt）におまえたちがおまえたちの心（qulūb）によってわれを注視

しなかったとは、おまえたちに一体何があったのだ。」ということです。 
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👀 見てみようアラビア語 
 

クルアーン第３９章６節から 

 

ن نَّف      ِّ .دَةٍ اح  ٍس وَ َخلَقَُكم م   
（意訳） 

かれはおまえたちを一つの命から創った。 

َخلَقَُكم  ←  ُكم  + َخلَقَ   
                         人称代名詞                動詞 

かれはおまえたちを創った   おまえたちを            かれは創った 

ِّن  م 
前置詞 

～から 

دَةٍ ٍس وَ نَّف   اح   

形容詞  名詞 

一つの  命 

 

 

🐣 🥚    🥚    🥚    🥚   🥚    🥚 🥚 🥚     🥚 🥚 🥚  🥚 🥚        🥚 🥚 
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９１

１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。 

 

 

☔ 
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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４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 

 

預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)がお生まれになった月、ヒジュラ暦の 3月、ラビーウ・ル・

アウワル月が来ると、イスラーム圏では、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)のハディースを読ん

だり、クルアーンを読誦したり、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)に平安を送るズィクルをした

り、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)を見倣って、食べ物を貧しい人たちに与えたりサダカをし

て、人類で最も素晴らしいお方がお生まれになった月を喜び、家やモスクで集まって預言者様(彼の上にアッラ

ーの祝福と平安あれ)への愛情を表す一ヶ月としています。 

まず、私たちが、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)に対して敬愛の情を抱くことは、信仰にと

ってとても大切なことだというハディースをご紹介します。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。 

《3つのことが備わっている者は、それにより、信仰の甘美さを見い出すでしょう： 

アッラーとその使徒が、それ以外の誰よりも愛する存在となること。 

誰かを愛するとき、アッラーゆえにしか愛さないこと。 

アッラーが不信仰から救い出した下さった後、そこに戻ることを、 

あたかも地獄の炎に投げ入れられることを嫌うがごとく、嫌うこと。》アル＝ブハーリーとムスリムの伝承 

ここで、本題に入る前に、ひとつ注意していただきたいのは、「愛する」という言葉は、日本語では異性に

対しての愛情に使われることが多いですが、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)への愛というの

は、アッラーへの愛と同様、異性に対するものとはまったく別の種類のものだという点です。ムスリムにとっ

て、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)への愛情というのは、教師に対する思慕の念や、両親に対

する親愛の情を超える、深い愛情であって、決して異性に対する恋愛の感情ではありません。それを間違えて

しまうと、「私には夫がいて、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)には奥様がいらっしゃるのに、

どうやって愛するのだろう？？？」とよくわからないことになってしまいます。こういった誤解が生まれるほ

ど、「愛」という言葉が、異性間だけに使われている日本特有の事情もあるかもしれません。本来、アラビア
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語で「愛」というとき、それは、先生と生徒の間の信頼関係にも使われ、動物への愛、思想への傾倒など様々

なものに対して使われる「フッブ」「ムヒッバ」という単語になります。日本語にはそれに適する訳がなく、

そのまま「愛」としていますが、そこに敬愛と親愛、思慕と憧れ、心酔と心服、信頼と信用などが含まれてい

て、決して異性間の愛情ではないことを、念のため、付け加えておきます。 

◆サハーバ達(アッラーのご満悦あれ)の、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)への愛情： 

サハーバ達(アッラーのご満悦あれ)は、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)のことを、とても深く激

しく愛されていました。アッラーによって人類最良のお方として選ばれ、アッラーがご自分の書簡を託された

預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)、全人類にとっての慈悲として遣わされ、自分たちをアッラー

へと導いてくださり、無知の暗闇からアッラーの知識の光へと救ってくださり、現世と来世の両方で幸せにな

る方法を教えてくださった預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)を、心から深く愛していました。サ

ハーバ達(アッラーのご満悦あれ)は、よく預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)のことを、「私の父と

母を犠牲にしてもよいお方、アッラーの使徒よ」と呼びかけていました。 

クルアーンでアッラーは、私達が、どのくらい預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)を愛すべきかに

ついて、こう仰っています。 

 

 

 

 

 

 

聖クルアーン 悔悟章 ２３節 

 

☔ ☔ 
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📓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、少しず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
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東南アジアのシャーフィイー派 第 ３３回 
― リアウ地方のシャーフィイー派 １― 

アフマド塩崎 

 

前号まで 11回にわたって、ジャワ島のシャーフィイー派について書いてきました。今号からは、スマトラ島

のリアウ地方とその周辺のシャーフィイー派について書こうと考えていました。ただ、その前に、最近の東南ア

ジアのムスリム社会のことを書こうと思います。他ならぬ、新型コロナウィルスのことです。 

これまで、東南アジアのシャーフィイー派のことを書いてきて、人々の移動がイスラームの知識を発展させて

きたことに毎回触れてきました。最大の学びの場としてマッカがあり、そこで世界中から来たウラマーから学ぶ

ことで、東南アジアのイスラームの知識は、向上し続けてきました。他にも、カイロやイエメンで学ぶ人々や、

インドで学んだ人々もいました。もちろん、東南アジアの域内で、アチェやパターニーといった、イスラームを

学べる中心地に移動して、何年も学ぶということも、人々の知識を豊かにしてきました。 

20 世紀になり、人々の移動は容易になり、東南アジアから中東やインドへ学びに行く人々も飛躍的に増えま

した。このことは、シャーフィイー派以外の法学派、特定の法学派にこだわらない考え方を東南アジアで広げる

ことにもなりましたが、シャーフィイー派法学についての知識も飛躍的に向上したといえます。 

21 世紀になり、人々の移動はいよいよ容易になり、経済的にも豊かになり、インターネットで情報を入手す

ることもできるようになりました。伝統的なシャーフィイー派は必ずしも人気が高いというわけではなく、昔の

マレー語の法学書はあまりかえりみられないようになりました。マレー語圏だけで知られていたウラマーよりも、

世界的な大学者の本をアラビア語で読める人が増えたし、そういった本のマレー語訳もたくさん出て、大学を出

たムスリム市民であれば自分で買って読んでいる、というようなことになっています。 

こういうイスラーム知識のあり方をどこまでよいことと考えるか、あるいは問題があると考えるかはともかく、

人々の移動や印刷をはじめとする情報通信技術が、急激な変化を起こしてきました。 

近年は、東南アジアの学生が、エジプトやサウディアラビア、ヨルダンで何万人も学んでおり、彼らが自分の

国に帰って大学や学校などで学んできたことを広める、というのが普通の状態になっていました。一方で、東南

アジア、特にマレーシアに世界中から何十万人ものムスリムが集まって来るようになりました。主に、マレーシ

アの経済成長のためですが、中東で暮らしにくくなったアラブ人やイラン人、あるいはロヒンギャ難民のような

人々が、マレーシアで働いている、ということが非常に増えました。 

今年に入って、新型コロナウィルスの感染流行で、このような人々の移動がかなり変わってしまったところは

あります。まず、各国の感染状況ですが、マレーシアでは、3月初めにクアラルンプールで行われたタブリーグ・

ジャマアトの集会に 1 万人以上が集まり、そこでの感染をきっかけとして、各地に感染が広がっていきました。

マレーシア国内のみならず、シンガポール、タイ、インドネシアといった周辺国へも、この集会の参加者から感

染が広がっていきました。 
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5月 15日時点だと、マレーシアは感染確認者 6,819人、死者 112人。インドネシアは感染確認者 16,006

人、死者 1,043人。シンガポールは感染確認者 26,098人、死者 21人です。感染確認者数は、実際の感染確認

者の人数よりも、検査がどれくらい行われているかを示していると考えた方がいいでしょう。死者数は、各国の

医療の施設や人員がどれだけ充実しているのかで決まっていると考えられます。 

マレーシアの場合、3月 15日以降、現在も「移動制限令」というのが出ています。マレーシア人が国内で仕

事をしたり学校に行ったり、その他外出が制限されています。外国人が入国することはできないし、マレーシア

人が外国へ行くこともできません。中東は中東で、より深刻な状況にある国も多く、マレーシア人が中東などに

留学するということも当面はできないでしょう。インドネシアもほぼ同様で、やはり出入国はかなり難しくなっ

ています。 

なお、日本についても、ほとんどのムスリム諸国から日本へ入国することは、今は非常に難しくなっており、

留学生であれ、技能実習生であれ、今年は新しく日本に入って来る外国人ムスリムは非常に少ないでしょう。景

気が悪くなって仕事がなくなるということもあります。2008年のリーマン・ショックの時に、日本のムスリム

人口は大幅に減少しましたが、今回はそれ以上に日本に住むムスリムの人口は減少せざるをえないでしょう。 

今回から、スマトラ島のリアウ地方のシャーフィイー派について書こうと思っていたのは、2020年 3月から

ムヒディン・ヤシン氏がマレーシアの新しい首相になったから、ということがあります。ムヒディン氏自身は、

マレー半島南部のジョホールの出身ですが、彼の父親はスマトラ島のリアウ地方出身で、そのあたりのウラマー

の家系でした。この機会に、ムヒディン氏の生い立ちや、彼の父親の周りの人々を見ていくことで、リアウ地方

のシャーフィイー派の伝統に話を広げていこうと思っていました。それにしても、ムヒディン首相自身は、新型

コロナウィルス対策に忙殺されています。 

次回からリアウ地方のその周辺地域のシャーフィイー派の伝統という、日本人からすると意識されることがほ

とんどないであろう話を書いていきたいと思います。しかし、この地域のウラマーによる、東南アジアのイスラ

ーム知識の発展への貢献は、かなり大きなものでした。 

続く、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―』（２０１２年ムスリム新聞社発行）より 

イスラームの使命（１） 

カリフ制の再興／大地の解放を目指して 

ハサン中田 

 

預言者ムハンマドは言われた。 

「おまえたちは羊飼いたちがこぞって高層ビルを建てるのを見る。またお前たちは裸足で飢えた困窮者たちが

人々の頭になるのを見る。それは最後の審判の予兆、条件の一つである。」 

（「『裸足で飢えた貧しい羊飼い』とは誰ですか」と尋ねられ、答えて曰く） 

「それはアラブのベドウィンである。」 

（アフマド・ブン・ハンバルの伝えるハディース） 

 

預言者ムハンマドは言われた。 

「食事客たちが大盆に互いに呼ばわり群がるように、四方八方から諸民族が汝らに互いに呼ばわり群がるよう

になるだろう。」 

 我々は尋ねた。「それはその時（ムスリムの）数が少ないせいでしょうか」 

 預言者は答えられた。「その時、汝らは多数である。しかし汝らは流れに浮かぶ塵芥のような塵芥なのだ。そし

てアッラーは汝らの敵の心から汝らへの恐怖を取り除かれる。そしてまたアッラーは汝らの心に弱さを投げ入れ

られる。」 

 そこである者が尋ねた。「アッラーの使徒よ、その弱さとは何でしょうか」 

 彼は答えられた。「生への愛と死への嫌悪である。」（注 1） 

（アフマド・ブン・ハンバルの伝えるハディース） 

 

序文 

 イスラームの内実が失われ、イスラームの名の下にイスラームとは真逆の偶像崇拝が蔓延しているこの現代

において、なお、イスラームを語ることができるとすれば、なにをどう語るべきか、神佑を希いつつ、手探り

で筆を進めて出来上がったのが本書である。 

 本書の目的は、今日の世界にイスラームが伝えるべき使命がカリフ政権の再興による地球の解放のメッセー

ジであることを、預言者の宣教の歴史に遡って明らかにすることである。以下に本書の概要を述べよう。 

第１章．預言者への服従としてのイスラーム 

 イスラームとは唯一神アッラーから遣わされた預言者たちの呼びかけに応えることであり、預言者たちに付

き従った者がムスリム、信仰者であり、背いた者がカーフィル、不信仰者である。ところがムハンマドは最後

の預言者であったため、彼の逝去後には新たな預言者からの呼びかけはなく、その呼びかけに従うこともでき

なくなる。 

第 2章．預言者の権威の継承 

 預言者ムハンマドの死後、預言者その人への服従であったイスラームの意味は、ムハンマドがアッラーから

授かった啓典『クルアーン』と預言者ムハンマドの言行録「ハディース集成」という書物、テキストへの服従

として「非人格化」され、預言者の無謬性を継承する人格、権威は存在しなくなる。 

第 3章．ウラマーゥ：預言者の相続人 

 イスラームの意味が『クルアーン』と『ハディース集成』という書物への服従として非人格化された後に
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も、イスラームを学ぶには書物の知恵を体現する生きた人格から学ばなければならないとの理念は存在し、イ

スラームの継承から「人格的」要素が完全に消えたわけではない。そうしたイスラームの知恵の生きた担い手

が「預言者の相続人」と言われるウラマーゥである。 

第 4章．カリフ：預言者の後継者 

 前期代のスンナ派では預言者の権威は、政治的権威は「世俗」の実力者である諸侯、教導的権威はウラマー

ゥが継承するとの分業体制が確立したが、「世俗の実力者」の長が、カリフ「預言者の後継者」である。不義の

カリフにも忠誠が求められる一方、カリフが唯一人しか認められないことは、イスラーム政体の統一の不可欠

性を示している。 

第 5章．イスラームの完成形態における広宣 

 アラビア半島のイスラームの教えの下の統一、アッラーの啓示の完了の時点において、イスラームの宣教の

形は、個人に対する信仰と倫理の宣教から、ムスリムを中心に多元的な共同体がそれぞれの宗教の領域におけ

る自治を享有し、全ての住民が生命、財産の安全を保証されるイスラームの法治空間のジハードによる拡大、

人類の解放へと変質を遂げた。 

第 6章．カリフ政権の性格 

 預言者ムハンマドの統治は、「神性政治」であったが、預言者の権威のうち政治的権威のみを継承したカリフ

政権は「世俗的」であり、薄リムと他の宗教共同体に、宗教的儀式だけではなく、家族法及び服装規定等を含

む宗教領域における自治をゆだねるが故に多元主義的であり、そのイデオロギーを異教徒のみならずムスリム

にも強制せず反全体主義である。 

第 7章．「イスラームの家」 

 ウンマを束ねるカリフがイスラーム法によって統治し、多数の宗教共同体が宗教的自治を享受して共存する

法治空間が「イスラームの家」であり、カリフの唯一性は、イスラーム的秩序の一体性を象徴、その空間の中

での人間、物、情報の自由な移動を保障する。それゆえ人々の移動を妨げる国境の廃絶はイスラーム的秩序の

不可欠の一部である。 

第 8章．戦争の家 

 ムスリムが主権を有さず「法定刑」などのイスラーム法を施行できない「無法地帯」が「戦争の家」であ

る。「イスラームの家」が、異教徒に征服された場合、その場合は「みかけ上の戦争の家」となるが、「見かけ

上の戦争の家はイスラームの家に戻す必要がある。現在のイスラーム世界は、西欧によって植民地化され「み

かけ上の戦争の家」に転化している。 

第 9章．カリフ擁立、「イスラームの家」再興の義務 

 カリフ擁立はイスラーム法上の義務であるが、カリフはイスラーム法の施行の責任者であり、また「イスラ

ームの家」の一体性の象徴でもある。それゆえカリフの擁立の義務とは、イスラーム世界を分断し西洋の法制

によって支配する「領域国民国家」群を廃絶し、単一の法治空間「イスラームの家」を再興する義務でもあ

る。 

第 10章．カリフ政権再興の障害 

 現在のムスリム諸国は、「見かけ上の戦争の家」であるだけではなく、政府批判を厳しく弾圧する独裁、専制

体制であり、政府の反イスラーム性、支配の正当性の不在、カリフ政権再興の義務を公言することは難しい。

また政府の御用学者に成り下がったウラマーゥや、西欧思想の代弁者の「ムスリム知識人」の反カリフ政権プ

ロパガンダとも戦う必要がある。 

第 11章．イスラーム世界の外への啓蒙 

 現代世界では、個々の「領域国民国家」は世界システムの一部として継承されることにより、初めて存在す

ることができる。ムスリム諸国の独裁、専制体制が命脈を保っているのは、西洋諸国からの外交的、経済的支

援を得ているからに他ならず、政権打倒には、その背後に控えている西洋とのイデオロギー闘争が避けられな
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い。 

第 12章．ナショナリズム＝新部族主義 

 部族主義は、イスラーム以前のジャーヒリーヤ時代のアラブの生活規範であり、その克服にこそ、全人類に

対する福音としてのイスラームの宣教の大きな課題だった。そして現在また、「ナショナリズム」という「新部

族主義」がイスラームの広宣の最大の課題の一つとなっている。大問題はそれがイスラーム主義運動の殆どを

汚染していることである。 

第 13章．現代の偶像神「リヴァイアサン」 

 ホッブズは、国家を「地上における可死の神 ―（聖書の怪物）リヴァイアサン」と名づけた。「国家」は偶

像であり実体はない。しかし人々がそれを恐れ崇める時、それは実体化し、人々を隷属させ支配する。領域国

民国家イデオロギーは地球全体を覆いつくし、全人類の共同幻想ともなっているため、それが偶像であること

は気付かれにくい 

第 14章．現代の偶像神：配偶者「マモン」 

 イスラーム法が利子の取得、貨幣が貨幣を生むこと、即ち貨幣のモノを離れた記号化、自己増殖を禁ずるこ

とは広く知られている。しかしイスラーム法は利子だけでなく、債務による債務の売買を禁じており、またイ

スラームにおける正貨は金銀のみの金銀本位制のであるが、これらの規定の目的は全て同じで、自己増殖、即

ち偶像崇拝の抑制である。 

第 15章．権力と責任 

 人間は神から各自異なる力を与えられているが、それはその神授の力により、誰もが自分の力に応じた義務

を負い、アッラーの命令に従うか否かを試されるためである。それゆえ権力を有する支配者は、「法定刑」執行

のような民衆が負わない義務を負い、また団結したムスリム共同体は、「イスラームの家」を地上全土に拡大す

る使命を担うのである。 

第 16章．カリフ政権と外部世界との関係 

 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悖るため、カリフ政権

は広宣のための戦争は行わない。カリフ政権と外部世界との関係は、休戦協定による「平和」が基調となり、

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。 

第 17章．イスラーム世界の外への宣教 

 カリフ政権と「イスラームの家」が不在の現状での宣教に必要とされるのは、（１）アッラーの唯一性の意味

を教えること、（２）服従を求める押し付けを一切排除したイスラーム学の正確な知識の伝達、（３）宣教者が

人々から手本として慕われる生きた知識の体現者であることである。 

終章．結論 

 終章では、以上の各章で展開した議論を総括する。 

 本書の想定する読者は主として、ムスリム、特にイスラーム世界の外に住むムスリム移民であり、執筆の目

的は、ムスリムが公的な場でムスリム共同体として果たすべき義務について、基本的な指針を与えることにあ

る。本書の原文は日本語で書かれたが、英語、インドネシア語で既に公刊されており、アラビア語での出版も

予定している。 

 本書は学術書ではなく、学者や研究者ではなく、アッラーの道での奉仕を志し、道を求める一般のムスリム

向けに書かれたものであるので、イスラーム学的な『クルアーン』、ハディース、過去の権威ある神学、法学文

献の典拠の引用、煩雑な論証は最小限に抑え、議論の骨格を明瞭に示すことを第一に心がけた。 

 本書はムスリムを主たる読者に想定しているが、現在のイスラーム世界が抱える諸問題とその解決のための

指針を示しているため、非ムスリムの読者は、イスラームにおける政治運動の内在論理と現代のイスラーム復

興運動の方向性を知るための手引きとして読むことが出来る。イスラームのメッセージは、共感するか否かは

別として、極めて明瞭であり、その大枠を抑えていれば、メディアの報ずる偏った情報や解説書の歪曲された



15 

 

解釈に惑わされることなく、現在のイスラーム世界の動きを理解することも困難ではない。 

 悲しいことではあるが、現在のイスラーム世界は、イスラームを弾圧、迫害する反イスラーム的な独裁、専

制体制による言論の弾圧に満ちており、イスラームをめぐる言説は何重にも歪んでおり、誰もが知っていなが

ら口にしないタブー、表面的には別の意味に取れるような表現でしか語られないような隠されたメッセージが

溢れている。著者は一定限の言論の自由が保障された日本に住み、また弾圧を恐れるイスラーム社会とのしが

らみがない立場にあるため、イスラーム運動のあるべき姿とその実現を阻んでいる現実の実相をありのままに

書くことができた。それゆえ、本書は、イスラーム運動の実像を伝えていると同時に、読者が他ではおそらく

殆ど耳にしたことのない議論も多く含んでいると思う。本書に価値があるとすれば、日本に住む日本国籍を持

つ改宗ムスリムという著者の特殊な環境にあるが故にこそ書くことが出来たことにいささかなりともあること

であろう。 

 本書の扱うテーマは、あくまでもムスリムが共同体として行動する場合に果たすべき使命である。言うまで

もないが、ムスリムにも家庭や友人の間での私的な生活がある。本書では、イスラームの霊的な側面について

は全く扱わなかったが、それはイスラームの霊的な側面を無視しているのではなく、霊性は個々人があくまで

も私的生活の中で涵養すべき事柄であり、現在ムスリムが置かれているカリフ、「イスラームの家」の不在の状

況下で共同体としての活動の目標として掲げられるべきものではないと信ずるからである。 

 本書が、カリフ政権と「イスラームの家」の再興による大地の解放という人類の夢の実現のための一助とな

れば望外の幸せである。 

 
☔ ☔ ☔ ☔ 

 
 

 

 

 

 

📚 おすすめ読み物 

 
💐飯山陽、中田考「イスラームの論理と倫理」 

晶文社のスクラップブック 

ＨＰ：http://s-scrap.com/3393 

 

💐山本直輝「スーフィズム入門」 

集英社新書プラスのＨＰ：https://shinsho-plus.shueisha.co.jp/column 

 

http://s-scrap.com/3393
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🖊イスラーム学習２ 
著者アブドル・アジーズ 

訳者：Ｍ 

監訳：ハビーバ中田香織 

 

２．アッラーは慈悲
じ ひ

深いお方 

 

アッラーはこの世界をお創りになられました 

アッラーはこの世界の守り主です 

アッラーは慈悲深いお方です。アッラーは審判の日の主宰者です 

地上のものは、アッラーから隠れることができません 

アッラーはすべてを見ることができ、すべてを聞くことができます 

アッラーはすべてのことを知っていらっしゃいます 

 

わたしは、わたしの生まれた日を知っています。わたしの誕生日です。 

アッラーはお生まれになりません。アッラーはこれまでいつでもいらっしゃり、また、これからもいつでもいら

っしゃいます。 

アッラーはとても偉大
い だ い

な御方
お か た

です。アッラーは命をお与えになります。 

アッラーは病人をお癒
いや

しになります。死をお与えになります。 

アッラーは、わたしたちのために昼と夜をお創りになられました。 

アッラーは慈悲深いお方です。アッラーはわたしたちの近くにいらっしゃいます。 

アッラーは、困った時にわたしたちをお助け下さいます。 

 

アッラーは、わたしたちに耳や目や口を授
さず

けてくださいました。 

アッラーは、わたしたちに食べ物を授けてくださいます。 

地上の人間、動物、空の鳥、命あるすべてのものに、アッラーは食べ物を授けてくださいます。 

アッラーは、御恩返
ごおんがえ

しに、わたしたちに何かをお望みですか？ 

は、アッラーは、わたしたちがアッラーに感謝することをお望みです。わたしたちがアッラーに心を向けること

をお望みです。 

わたしたちがアッラーだけを称えることをお望みです。 

わたしたちがアッラーだけに助けを求めることをお望みです。 
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練習 

Ａ．次の文章を完成させましょう。 

１．アッラーは世界の       です。 

２．アッラーはすべてを        です。 

３．アッラーがすべてのことを、        ます。 

４．アッラーへの御恩返しに、アッラーは、わたしたちがアッラーに         することを、お望みで

す。 

５．          は、地上の生き物全てに、食べ物を授けてくださいます。 

 

Ｂ．正しい文には〇を、間違った文には×をつけましょう。 

１．空のもので、アッラーから隠れるものは、何もありません。 

２．地上のもので、アッラーから隠れるものは、何もありません。 

３．アッラーは、わたしたちからとても遠いお方です。 

４．アッラーは、困った時にわたしたちを助けてくださいます。 

 

Ｃ．      にあてはまる言葉をいれて、次の文章を完成させましょう。 

１．アッラーは、すべてのことが            a.わたしは助けを求めます。 

 

２．アッラーただおひとりに              b.お見えです。 

 

３．       アッラーです。           c.審判の日の 

 

４．アッラーは        主宰者です。      d.私に目を授けてくださった 

お方は、 

 

 

Ｄ．アッラーへの御恩返しとして、アッラーはわたしたちに何をお望みですか？ 

 

☔ ☔ ☔ ☔ ☔ 
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🐓 お便り 

💐朝と夕方の保護のアーヤ（節）[āyāṭ al-ḥifẓ]（Ｕさんより）  

 

毎月、ありがとうございます。 

コロナウィルスの保護のアーヤがどこなのか調べてみました。 

（ありがとう、グーグル） 

２：２５５（アヤ―トゥルクルスィーの最後）、６：６１、１２：６４、１３：１１、１５：９、１５：１７ 

２１：３２、３４：２１、３７：７、８６：４、４１：１２、４２：６、８２：１０－１２、８５：２１，２２ 

世の中は、コロナで大騒ぎですが、世界中のムスリムが心穏やかにラマダーンが送れますように。 

 

アーリファより✑ 

Ｕさん、メールありがとうございます。さまざまなクルアーンの節が保護アーヤとしてひとまとまりになって

いるのですね。クルアーンの章と節を教えてくださったので、わたしは意味を調べてみました。 

 

يمُ  ﴿ ْفُظُهَما َوُهَو اْلعَل يُّ اْلعَظ  ﴾ َوالَ يَُؤودُهُ ح   
２：２５５（アヤ―トゥルクルスィーの最後） 

（雌牛）それら（諸天と地）を支えることは彼を疲れさせない。そして彼は至高にして偉大なる御方。 

 

ُل َعلَْيُكم َحفََظة   ﴿  ﴾ َويُْرس   
６：６１ 

（家畜）おまえたちに「監査者たち（天使）」を遣わし 

 

ُ َخْيٌر َحاف   ﴿ ينَ فَاّللِّ م  اح  ﴾ ظ ا َوُهَو أَْرَحُم الرَّ  
１２：６４ 

（ユースフ）だが、アッラーは守護者として最良の御方。そして、彼は慈悲ある者のうち最も慈悲ある御方」。 

 

ْن أَْمر  للاِّ   ﴿ ْن َخْلف ه  يَْحفَُظونَهُ م  ن بَْين  يَدَْيه  َوم  ﴾ لَهُ ُمعَقِّ بَاٌت مِّ   
１３：１１ 

（雷）彼（人間）には前からも後ろからも引き継ぐ者たち（交代で監督する天使）があり、彼らはアッラーの御

命令によって彼を守っている。 

 

ْكَر َوإ نَّا لَهُ لََحاف ُظونَ  ﴿ ْلنَا الذِّ  ﴾ إ نَّا نَْحُن نَزَّ  
１５：９ 

（アル＝ヒジュル） 

まことにわれら、われらこそが訓戒（クルアーン）を垂示したのであり、まことにわれらこそはその（改竄、散

逸からの）護持者である。 
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يمٍ  ﴿ ج  ن ُكلِّ  َشْيَطاٍن رَّ ﴾ َوَحف ْظنَاَها م   
１５：１７ 

（アル＝ヒジュル）また、それを石もて追われた（呪われた）全ての悪魔から守った。 

 

ْحفُوظ اَوَجعَْلنَ ﴿ ﴾ا السََّماء َسْقف ا مَّ  

２１：３２ 

（預言者たち）われらはまた、天を（落下から）守られた屋根となした。 

 

﴾َوَربَُّك َعلَى ُكلِّ  َشْيٍء َحف يظٌ  ﴿  

３４：２１ 

（サバァ）そしておまえの主はあらゆることを看視し給う御方。 

 

دٍ  ﴿ ار  ن ُكلِّ  َشْيَطاٍن مَّ ْفظ ا مِّ  ﴾ َوح   
３７：７ 

（整列）そして反抗的なあらゆる悪魔に対する守りとして 

 

ا عَ  ﴿ ﴾ لَْيَها َحاف ظٌ إ ن ُكلُّ نَْفٍس لَّمَّ  
８６：４ 

（夜の訪問者） 

どの魂もその上に監視者（記録天使）がいないものはない。 

 

يز  اْلعَل يم   ﴿ يُر اْلعَز  ْفظ ا ذَل َك تَْقد  ﴾ َوح   
４１：１２ 

（解説された）守護としても。そうしたものが威力比類なくよく知り給う御方の裁量である。 

 

يلٍ ا ﴿ م ب َوك  ْم َوَما أَنَت َعلَْيه  ُ َحف يٌظ َعلَْيه  ﴾ ّللَّ  

４２：６ 

（解説された）アッラーが彼らの上に監視者であらせられ、おまえは彼らの代理人ではない。 

 

ا َكات ب يَن * يَْعلَُموَن َما تَْفعَلُونَ  ﴿ َرام  يَن * ك  ﴾ َوإ نَّ َعلَْيُكْم لََحاف ظ   
８２：１０－１２ 

（裂けること）そしてまことに、おまえたちの上には監視者たち（天使）がいて、高貴な記録者で、おまえたち

がなすことを知っている。 

 

ْحفُوظٍ  بَلْ  ﴿ يدٌ * ف ي لَْوحٍ مَّ ج  ﴾ ُهَو قُْرآٌن مَّ  

８５：２１，２２ 

（星座）いや、それは栄光あるクルアーンで、「護持された書板」の中にある。 
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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） 

ヒヨドリやムクドリやキジバトなどたくさんの野鳥が外の電信柱や家の屋根の上や緑の葉で茂った木の上で

声とりどりに鳴いています。ピロピロとかピーピーとかポーポーポーとか。飼っている金魚はひとが他の人にあ

まり見せないような食欲をみせてくれ、水槽の中を遊泳しながらどこかに食べ物は落ちていないかと口を終始あ

ちこちでパクパクして私を圧倒しています。 

今月お便りをくださったＵからもう一通素敵な動画が届いていました。その中でムハンマドアリーがインタビ

ューを受けています。ムハンマドアリー、日本では「蝶のように舞い、蜂のように刺す！」モハメドアリの名で

有名なアメリカのボクシング選手です。 

レポーター：「あなたにボディーガードはついていますか？」 

ムハンマドアリー： 「私は一人ボディーガードがいて、目無くして見、耳無くして聞き、思考や記憶なしにあ

らゆることを把握し、なにかを創造することを望むときには、それがあることを命令するだけでそれは存在へと

転じる。しかし、その命令は、舌を使ったり耳で聞かれるような言葉で伝えられたのではない。そしてかれは、

ひとびとの黙して語られない秘密を聞く。それが神で、アッラー、私のボディーガードであり、あなたのボディ

ーガードだ。もっとも高みにおられる御方。」 

「do you have a bodyguard Muhammad Ali」でネット検索されると同じ内容の動画を見ることができま

す。英語字幕がついていたり、アラビア語字幕がついていたり、たくさんネットに上がっています。 

『斎戒は盾である』（サヒーフムスリム）と預言者ムハンマド（アッラーの祝福と平安あれ）は言われました。

日中食べ物を食べず水も飲まないと体は疲れ、珈琲などおやつタイムがないことは生活に物足りなさをちょっと

感じさせます。食事の時間がないと、一日どんなことをして過ごしたらいいのか時間を持て余すこともあるかも

しれません。けれど、確かにラマダーン月の斎戒の日々は、礼拝と夜のご飯と休息で一日が埋まり、音楽を聴い

たり遊びにどこか出かけたりと余分な活動に手を出す余裕が全くなく、悪しきことからアッラーに守られている

と、長く続く断食に疲れた体にひしひしと感じます。一か月の斎戒を書き留められ、スペシャルな月のラマダー

ン月は現世と来世での報奨もアッラーから約束されています。コロナの蔓延により社会のありかたが変わってい

るようですが、とりあえずラマダーン月は、夜は礼拝とごはん、昼は疲れと空腹で、心も体も忙しく、世間の動

きに構う余裕もありませんでした。ラマダーン月が終わりまた通常の生活に戻ると心が今まで以上に忙しくなる

でしょう。アッラーだけがわたしたちのボディーガード、かれだけで十分。この心持を忘れないようにとじぶん

に言い聞かせつつ、無事ラマダーン月が全うできますように。アーミン。では、みなさんアッラーに祝福された

イードをお迎えください。 

ワ アライクムッサラーム ワ バラカートゥフ（みなさんに平安とアッラーの恵みがありますように）。 


