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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。

秋になりました。天気が変わりやすく、洗濯物を家の中に干そうか、外

に干そうか躊躇われる朝です。 

ぼんやりそのまま思い悩みつつ、新聞をお読みください。 

 ب سم الله الرحمان  الرحي م
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クルアーン解説 
第４０章［赦す御方］２１～２２節（７） 

第４０章［赦す御方］６１～６５節（１７） 

慈悲あまねき慈悲深きアッラーの御名において。 

アッラーこそおまえたちのために夜をおまえたちがそこに落ち着くようにとなし、また、昼を見る者とな

し給うた御方。まことにアッラーこそ人々に対する御恵みの持ち主。だが、人々の大半は感謝しない。（４０：

６１） 

そうした御方こそアッラー、おまえたちの主であり、あらゆるものの創造者。かれのほかに神はない。そ

れなのに、いかにしておまえたちは迷い去らされるのか。（４０：６２） 

このように、アッラーの諸々の徴を否定していた者は迷い去らされる。（４０：６３） 

アッラーこそおまえたちに大地を住処となし、天を建物となし給い、おまえたちを形作り、おまえたちの

姿を美しくなし、おまえたちに良いものから糧を与え給うた御方。そうした御方がアッラー、おまえたちの

主であらせられる。それゆえ、祝福あれ、諸世界の主アッラー。（４０：６４） 

かれこそは生きた御方、かれのほかに神はない。それゆえ、かれに宗教を専ら捧げ、かれに祈れ。称賛は諸

世界の主アッラーに属す。（４０：６５） 

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。 

 

アッラーこそおまえたちのために夜をおまえたちがそこに落ち着くようにとなし、また、昼を見る者となし給

うた御方。まことにアッラーこそ人々に対する御恵みの持ち主。だが、人々の大半は感謝しない。（４０：６１） 

★ジャラーライン 

 「見ること」を『昼』に帰属させていることは比喩表現です。なぜなら、『昼』はそこにおいて見られるところ

のものだからです。 

 『人々の大半は感謝しない』つまり、アッラーに（人々の大半は感謝せず）、信じることもしません。 
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★イブン・カスィール 

かれ（至高なる御方かな）はかれの被造物に、彼らのためにかれが創造し給うた夜について、それが、彼らが

そこで落ち着くためのもので、日々の営みの中で忙しく動くことから離れ休息するためのものであることを優し

く語りかけ給いました。 

 また、かれは昼を見る者、つまり彼らが、旅をしたり、大地を横切ったり、また、さまざまな作業において自

由に動けるように、輝く者となし給いました。 

 『まことにアッラーこそ人々に対する御恵みの持ち主。だが、人々の大半は感謝しない。』つまり、「彼らはア

ッラーの彼らに対する恩寵へ、感謝をしめさない。」ということです。 

 

★クシャイリー 

 人々が夜に落ち着く様子には、いくつか種類があります。 

 （アッラーに）不注意な民は、（アッラーへの）不注意に落ち着いています。（アッラーへの）愛の民は、（アッ

ラーとの）結びつきの判断に落ち着きます。不注意への落ち着きと、結びつきへの落ち着きの二つの（状態）の

間には大きな隔たりがあります。 

 ある人々は、彼らに似たものや同類なものに落ち着いています。また、ある人々は、（アッラーへの）楽観と

（自己に対する）閑却ゆえに、献神行為の甘美さに落ち着きます。またある人々は夜も昼も落ち着くことがあり

ません。このような人々は、アッラーへ激しく焦がれる気持ちを抱えており、常に燃やされています。 

  

そうした御方こそアッラー、おまえたちの主であり、あらゆるものの創造者。かれのほかに神はない。それな

のに、いかにしておまえたちは迷い去らされるのか。（４０：６２） 

★ジャラーライン 

 （アッラーについての）諸々の証拠が挙がっているのにもかかわらず、いかにしておまえたちはかれを崇拝す

ることと、信仰から逸れていくのか。 

 

★イブン・カスィール 

『そうした御方こそアッラー、おまえたちの主であり、あらゆるものの創造者。かれのほかに神はない。』つま

り、「これらの（上述の）ことをなし給う御方こそ、アッラー、かれ以外に神はなくかれのほかに主人はないとこ

ろの、唯一にして一なる、ものごとを創造し給うた御方であらせられます。」ということです。 

『それなのに、いかにしておまえたちは迷い去らされるのか。』つまり、「それなのに、いかにしておまえたちは、

何も創り出さずむしろ創り出され削り出されたものでしかない諸々の偶像に仕えるのか。」ということです。 

 

★クシャイリー 

 『そうした御方こそアッラー、おまえたちの主であり』おまえたちがかれと共に落ち着き、おまえたちがかれ

に歓喜し、おまえたちがかれに恋い焦がれ、おまえたちがかれに没頭するようになし給うた御方であらせられま

す。 
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このように、アッラーの諸々の徴を否定していた者は迷い去らされる。（４０：６３） 

★ジャラーライン 

 『諸々の徴』とは、かれの（預言者に与え給うた）諸々の奇跡です。 

 彼らが否定したように、『アッラー（誉れ高き威厳ある御方かな）の諸々の徴を否定していた者は』否定され、

『迷い去らされる』。 

 

★イブン・カスィール 

 『このように、アッラーの諸々の徴を否定していた者は迷い去らされる。』つまり、「かれら（クライシュ族）

がアッラー以外のものへの崇拝によって迷ったように、彼ら以前の者たちも迷い去った。それで、彼ら（以前の

者）は論拠も証拠もなく、単なる無知と欲望ゆえに、かれ以外のものを崇拝した。そして、彼らは、アッラーの

諸々の証拠（ḥujjah）と徴を否定した。」ということです。 

  

アッラーこそおまえたちに大地を住処となし、天を建物となし給い、おまえたちを形作り、おまえたちの姿を

美しくなし、おまえたちに良いものから糧を与え給うた御方。そうした御方がアッラー、おまえたちの主であら

せられる。それゆえ、祝福あれ、諸世界の主アッラー。（４０：６４） 

★ジャラーライン 

 『建物』天蓋（屋根）。 

 

★イブン・カスィール 

 『アッラーこそおまえたちに大地を住処となし』つまり、「かれはおまえたちにそれを、そこで、おまえたちが

生活を営み自由に動き、その方々に歩みを進めるための住処や敷物や寝所となし、それがおおまえたちを激しく

震わさないように、それを山々で固定し給うた。」ということです。 

 『天を建物となし給い』つまり、「この世界のための天蓋で覆うものと（なし給い）」ということです。 

 『おまえたちを形作り、おまえたちの姿を美しくなし』つまり、「かれはおまえたちを最も美しい形状に創り、

最も美しい構造において、最も完全な姿を与え給うた。」ということです。 

 『おまえたちに良いものから糧を与え給うた御方』つまり、現世での食べ物や飲み物です。かれが土地や居住

地や諸々の糧の創造者であらせられることが述べられています。それで、クルアーン第 2 章［雌牛］２１、22

章で『人々よ、おまえたちの主に仕えよ。おまえたちを創り給うた御方であるおまえたちの主に。きっとおまえ

たちは身を守るであろう。（２：２１）おまえたちに大地を寝床として、また天を天蓋として創り、天から水を下

し、それによって果実をおまえたちへの糧として出でさせ給うた御方である。それゆえ、知っていながらアッラ

ーに互角の者たちを置いてはならない。（２：２２）』とかれ（至高なる御方かな）が仰せになっている通り、か

れは創造し糧を与え給う御方であらせられます。 

 かれ（至高なる御方かな）はこれらのものごとの創造について述べ給うた後で、『そうした御方がアッラー、お

まえたちの主であらせられる。それゆえ、祝福あれ、諸世界の主アッラー。』と仰せになりました。つまり、「い

と高く、神聖で、超越せし、それらすべてのものの諸世界の主よ。」ということです。 

 



5 

 

★クシャイリー 

『おまえたちを形作り、おまえたちの姿を美しくなし』かれは高御座（’arsh）、玉座（kursī）、諸々の天、大

地、すべての被造物を創造し給いましたが、かれはこれらの出来事について語られず、『おまえたちを形作り、お

まえたちの姿を美しくなし』とわれらに仰せになりました。「美しさ」とは、人がそれを美しいと見なしたもので

はなく、「美しさ」とは愛しい御方（アッラー）がそれを美しいと見なし給うたものです。 

中傷する者がおまえをわれの御許でのある位階から引きずり落とすことはない 

陰口を言う者はおまえを害することはない 

たとえ彼らが知らなかったとしても、彼らは彼らが非難したものによって、おまえをわれの御許で称えた 

『おまえたちを形作り、おまえたちの姿を美しくなし』と、太陽にむかってその高く掲げられた様について、

月にむかってその輝きについて、かれは仰せになりませんでした。 

終にわれら（人間）に番が回ってきた時に、かれは『確かにわれらは人間を最も美しい姿に創った。』（第９５

章［無花果］4節）と仰せになりました。 

また別の説によると、「たとえ、中傷する者らがわれの御許でおまえたちの姿が醜いと言ったとしても、いやむ

しろ、天使たちがおまえたちの犯した罪の醜さをおまえたちの帳簿に書き記したとしても、かれがもろもろの過

ちをおまえたちの記録帳簿から消し去り、それらの代わりとした善行らを確定し給うことによって、おまえたち

の主人（アッラー）はおまえたちの姿を美しくなし給うた。」ということです。かれ（至高なる御方かな）は『ア

ッラーはお望みのものを消し、また確定し給う。』（第１３章［雷］39 節）、『それらの者はアッラーが彼らの悪

事を善事に替え給う。』（第 25章［識別］70節）と仰せになりました。 

『おまえたちに良いものから糧を与え給うた』良いものは自我がそれを良いものと見なしたものではありませ

ん。良いものとは、心がそれを良いものと見なしたものです。 

それゆえ、感謝する貧しき者にとっての沙漠のパンは、満足しない富める者にとっての菓子よりも、より良い

ものなのです。 

自我の糧は食べ物と飲み物であり、心の糧は敬神行為の喜びです。 

 

かれこそは生きた御方、かれのほかに神はない。それゆえ、かれに宗教を専ら捧げ、かれに祈れ。称賛は諸世

界の主アッラーに属す。（４０：６５） 

★ジャラーライン 

『かれに祈れ』かれに仕えよ。 

『かれに宗教を専ら捧げ』（かれに）並び立とうとするもの、そしてかれ以外のものから離れて（『かれに宗教を

専ら捧げ』）。 

 

★イブン・カスィール 

 『かれこそは生きた御方』つまり、かれは、始まりも終わりもなく永久に生きつづけている御方であらせられ、

また、かれは最初の御方で最後の御方、外なる御方で内なる御方であらせられます。 

 『かれのほかに神はない』つまり、かれに似たものも同類のものもありません。 

 『それゆえ、かれに宗教を専ら捧げ、かれに祈れ。』つまり、かれを唯一の神として崇拝し － 称えあれ諸世
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界の主アッラー ー かれのほかに神はないということを強く承認し（かれに祈れ）、ということです。 

 イマーム・アフマドはアブドゥッラー・ブン・アル＝ズバイルからアビー・アル＝ズバイルに伝わる、次の言

葉を伝えています。礼拝の直後でサラームをした後に、彼（アブドゥッラー・ブン・アル＝ズバイル）は、「唯一

でかれに並ぶものなきアッラーのほかに神はない、かれにこそ王能はあり、かれにこそ称賛がある。またかれは

あらゆるものに力を持つ御方であらせあれる。アッラーによるほか権能も力もない。アッラーの他に神はない。

かれにのみわれらは仕える。かれにこそ恩恵はあり、かれにこそ恩寵はあり、かれにこそよき称賛はある。アッ

ラーの他に神はない。たとえ多神教徒らが嫌ったとしても、かれにのみ宗教を捧げる。」と言っていました。アッ

ラーの使徒（アッラーの祝福と平安あれ）もまた、礼拝の直後に、「アッラーの他に神はない。・・・・」と言わ

れていました。これについては（ハディース収集者の）ムスリム、アブー・ダーウード、アル＝ナサーイーが伝

えています。 

 

★クシャイリー 

 『かれこそは生きた御方』死なない御方であらせられ、かれの恵みは消えません。それゆえ（かれから与えら

れた）糧の舌でかれに祈りなさい。そのことは、かれから消え去りません。 

 

見てみようアラビア語 

クルアーン第４０章６１節から 

 

ٰـ  ٰأَكٰ َولَ ُكُروَن.نَاِسََٰلٰيَشٰ ل ٰٱثََرِٰكنَّ  
（意訳）だが、人々の大半は感謝しない 

 

ٰـ  َٰولَ ِكنَّ  
 （接続詞）  
 しかしながら、だが 

 

نَاِسٰل ٰٱثََرٰأَكٰ   
（名詞） （形容詞）    
人々    多く（大半） 

 

ُكُرونَََٰلٰيَشٰ   
（動詞）   （否定詞） 
感謝する    ～ない 
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🌸イブン・カスィールの中で出てきた礼拝の直後に言うドゥアー（祈り） 

 

ٰ، ٰقَٰدِٰيرٰ  ءٰ  دُٰٰوَٰهُٰوَٰعَٰلَٰىٰكُٰلِّٰشَٰيٰ  دَٰهََُٰٰلٰٰشَٰرِٰيكَٰٰلَٰهُٰٰلَٰهُٰٰٱل مُٰل كُٰٰوَٰلَٰهُٰٰٱل حَٰمٰ  ٰٰٱللُٰٰوَٰح  هَٰٰإَِٰلَّ ـ  ََلٰٰإِٰلَٰ

لُٰٰ ٰٰإِٰيَّٰاهُٰ،ٰلَٰهُٰٰٱل نِّع َمةُٰٰوَٰلَٰهُٰٰٱلٰ فَٰضٰ  ٰٰٱللُٰ،ٰوَََٰلََٰٰٰعٰ بُٰدُٰٰإَِٰلَّ هَٰٰإَِٰلَّ ـ  ِِٰٰٰٱللِٰ،ََٰلٰٰإِٰلَٰ ةَٰٰإَِٰلَّ لَٰٰوَََٰلٰٰقُٰوَّٰ ََلٰٰحَٰوٰ 

ٰكَٰرِٰهَٰٰٱلٰ كَٰافِٰرُٰونُٰ. لِِٰصٰينَٰٰلَٰهُٰٰٱلدِّينَٰٰوَٰلَٰوٰ  ٰٰٱللُٰ،ٰمُٰخٰ  هَٰٰإَِٰلَّ ـ   وَٰلَٰهُٰٰٱلثَّٰنَٰاءُٰٰٱلٰ حَٰسَٰنُٰ،ََٰلٰٰإِٰلَٰ
 

（意訳）「唯一でかれに並ぶものなきアッラーのほかに神はない、かれにこそ王能はあり、かれにこそ称賛があ

る。またかれはあらゆるものに力を持つ御方であらせあれる。アッラーによるほか権能も力もない。アッラー

の他に神はない。かれにのみわれらは仕える。かれにこそ恩恵はあり、かれにこそ恩寵はあり、かれにこそよ

き称賛はある。アッラーの他に神はない。たとえ多神教徒らが嫌ったとしても、かれにのみ宗教を捧げる。」 

 

📚本の紹介 

 

『ナーブルスィー神秘哲学集成』 

山本直樹訳 

中田考監訳 

作品社 

  

 イスラム教の入り口、「神さまって何？」ということを詳しく、はっきりと説明した一冊です。暑い本で硬い

言葉で書かれているのでゆったりとした時間が持てないとなかなか読む気分になりませんが、読むことができ

ればとても分かりやすく書かれていて「神さまって何なの？？？」というもやもやした気持ちが少しすっきり

します。 

「属性否定」、「預言者以外の無謬性の否定」など、ちょっとした用語は、前回紹介した『イスラーム神学古典

選集』（松山洋平訳、作品社）を読むとより理解しやすいです。 

「属性否定」の否定は、この世界が神の属性の個別化に由来していることに関係していて、クルアーンの中

に「見る」「聞く」などのアッラーについての描写など神の属性についての意義について深くナーブルスィーは

説明していますが、監訳者はこのことを「言葉こそ人間であり、人間の言葉となった神の言葉、クルアーン

は、神と人間を繋ぐメディアであり、神はその人間の言葉によって「人格」として顕現し、人間の社会、共同

体を作り上げる。」（１５頁）と解説しています。 

本の最後に収録されている論文の中で、訳者が、イスラームを知るためには、机上の勉強だけでは無理で、

日々の行動による実践が必要不可欠であることが分かると述べていて、「なるほど！」と私は膝を打ちました。 
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東南アジアのシャーフィイー派 第 ３０回 
― ジャワ島のシャーフィイー派 ７― 

  

アフマド塩崎悠輝 

 

前回は、ナフダトゥル＝ウラマーの創設者であるハーシム・アシュアリー（1871～1947）の一つ上の世代で、

オランダ統治下のインドネシアでは最も権力のあったウラマー、サイイド・ウスマーン・アル＝ブタウィー（1822

～1913）のことを書きました。オランダ当局から「バタヴィア（現在のジャカルタ）のムフティー」に任命され

たウスマーンは、出版や教育でムスリムの間で大きな影響力を持つとともに、オランダに積極的に協力しました。

ウスマーンは、当時、旧バンテン王国やアチェなどで起きていたオランダへの抵抗運動について、「ジハードでは

ない」とするファトワーを出して、抵抗運動に参加したムスリムたちを非難しました。当時のインドネシアのウ

ラマーの中には、オランダに対する抵抗運動で指導的な立場にあった人たちがいました。スマトラ島のアチェや

ミナンカバウで起きた反オランダの抵抗運動、ジャワ島で起きた「ジャワ戦争」と呼ばれる大規模な反乱でも、

ウラマーは指導部に入っていました。ただし、そのようなウラマーは少数派であったと見るべきで、大多数のウ

ラマーは、オランダ当局に対して沈黙を守っていたと見るべきです。オランダ当局に積極的に協力したウラマー

も、ウスマーン・アル＝ブタウィーだけではありませんでした。 

ウラマーと統治者（ウマラ）の関係は、イスラームの歴史を通して、課題であり続けました。より良い統治者

もいれば、ひどい統治者もいます。これは、統治者がムスリムであってもいえることです。インドネシアのウラ

マーも、1949 年まで続いたオランダ統治時代、1942 年から 45年までの日本占領統治時代、そして現代まで

も続く独立後のインドネシア共和国においても、この課題と無関係であることはできませんでした。これから書

いていきますが、ハーシム・アシュアリーは、このウラマーと統治者の関係という課題において、非常に大きな

役割を果たした人です。それはもちろん、彼がナフダトゥル＝ウラマーという巨大な団体の創設者であり、主な

指導者であったこととも関係しています。 

ハーシム・アシュアリーは、1871 年にジャワ島東部の町ジョンバンで生まれました。現在のジョンバンは、

プサントレンの密集地というべき都市で、イスラームについて学ぶ何万もの教師と生徒たちが暮らしています。

これらのプサントレンは、ハーシム・アシュアリーが成人して後、学問を教えるようになってから大きく発展し

たといえます。 

ハーシム・アシュアリーは、やはりウラマーである父親から学んだ後、他の多くのウラマーと同様、あちこち

を巡って学びました。まず、ジャワ島の 5か所のプサントレンで学びました。その後、1892年から 1899年ま

では、マッカに滞在して学びました。この 21歳から 28歳までの 8年間が、ハーシム・アシュアリーの後半生

の基礎をつくりました。学識を身につけたということももちろんありますが、インドネシアや諸外国のウラマー
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と知り合ったということもあります。 

東南アジアのムスリムにとってのマッカの重要性については、以前に書きましたが、シャーフィイー派の法学

をはじめ、イスラームについて学ぶうえで、マッカは最も重要な中心地であり続けてきました。世界中から学徒

が集まる場所であり、インドネシア出身の最も優れたウラマーが最も数多く住んでいた場所もまたマッカでした。

20 代のハーシム・アシュアリーが師事したウラマーの中には、インドネシア史上最も優れたウラマーの一人で

あるナワウィー・アル＝バンターニーもいました。また、同じジャワ島出身で、当時ハディース学に最も傑出し

ていたインドネシア人である、マフフーズ・アッ＝タルマシーもいました。ハーシム・アシュアリーは、当時ハ

ディース学があまり学ばれていなかったインドネシア出身者としては、比較的早い時期にハディース学を、時間

をかけて学んでいたといえます。 

当時のマッカでインドネシア出身のウラマーの中で、最も主だった人物としては、マスジド・アル＝ハラーム

のイマームであったアフマド・ハティーブ・アル＝ミナンカバウィーがいました。以前書いた、スマトラ島のミ

ナンカバウ地方出身のウラマーです。ハーシム・アシュアリーは、アフマド・ハティーブから、シャーフィイー

派の法学だけではなく、天文学や数学も学んだといわれています。そして、アフマド・ハティーブがハーシム・

アシュアリーに教えた書物の中には、ムハンマド・アブドゥフ（1849～1905）の『タフスィール・アル＝マナ

ール』もありました。エジプト人のムハンマド・アブドゥフは、法学派の古典的定説に従う（タクリード）だけ

ではなく、クルアーンとハディースから直接解釈を導き出すイジュティハードを推進しようとするとともに、エ

ジプトの法制度やアズハルの改革を唱えて、当時物議を醸していました。『タフスィール・アル＝マナール』は、

ムハンマド・アブドゥフが書いた文章を、共に仕事をしていたレバノン人のラシード・リダーが編纂したクルア

ーン注釈の本です。ムハンマド・アブドゥフやラシード・リダーの主張は、彼らが 1898年に雑誌『アル＝マナ

ール（灯台）』を刊行したことで、中東だけではなくアフリカから東南アジアまで広く知られるようになりました

が、1890年代にこのタフスィールに接した東南アジア出身者は非常に限られていたでしょう。 

 1990年代のマッカは、インドネシア史上を代表するウラマーが綺羅星のように集まっていた最後の時期だ

ったといえます。そして同時に、ここで書いたような、新しい時代の刺激を受けることのできる場所でもありま

した。この時期にマッカで、同年配のインドネシア各地出身のウラマーと共に学んだことは、ハーシム・アシュ

アリーが、後にナフダトゥル＝ウラマーという、シャーフィイー派の伝統を護持し、インドネシアの独立や政治

にも大きな役割を果たした団体をつくっていった上で、決定的なことであったと思われます。 

次回は、1920年代、アラビア半島でワッハーブ派が台頭したのを受けて、ハーシム・アシュアリーがナフ

ダトゥル＝ウラマーの創設に向けて活動しだした時期について書きたいと思います。続く、インシャーアッラ

ー。 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

前回の投稿では、アッラーは、聖月中の「不正」を禁じていますが、それは、他の月の不正を許可している

訳ではないことを述べました。 

 これらの祝福された月は、まるで「学校」のようなものです。小学校に入学した生徒は、その後、大学まで

進学し教育を受けるために、そこで読み書きを習い、卒業後も学び続けます。彼が合格と進学を繰り返すたび

に、知識や学識は増加し、高度な段階に達します。 

 しかし、学ぶことを止めてしまえば、そこで知識は止まり、その状態が長引けば、知識は忘れ去られ、学力

のグレードは後退して行きます。                                     

 ムスリムの状態も同じです。聖月やラマダーン等の祝福された月に、善行やアッラーに近づく行いを増や

し、その祝福された月が終わってからも、次の祝福された時期まで、善行やアッラーに近づく行いを継続する

必要があります。そうすることで、彼の中のアッラーへの悔悟とアッラーへの接近と愛情が増し、アッラーの

元での彼のグレードや地位がアップし続けます。                                   

 一方、聖なる日々に敬意を払い、それが終わってしまったら、自分の創造主を忘れ、崇拝行為を怠け、次の

祝福された時期が来たら、またアッラーに悔悟をする、、、こういう人達は、アッラーの元での地位が上がっ

て行きません。                         

 なぜなら、彼らは、常に過ちと悔悟の間を行ったり来たりしているだけで、自分の死が、悔悟をしている最

中に来るのか、それとも、過ちを犯している最中に来るのかわからないからです。                                   

この続きは、次回の投稿で、インシャーアッラー。 
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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
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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 

イスラーム復興運動の背景と構図 （５） 
 

４．イスラーム復興運動の現代 

 

（１）1990年代のスンナ派イスラーム主義の反政府武装闘争 

 サミュエル・ハンチントンが『第三の波』（三嶺書房１９９５年）の中で『民主化の第三の波』と呼んだ民主化

運動は、１９８９年に東欧の旧ソ連の衛星国の独裁政権を次々と崩壊させ、１９９１年末には終に旧ソ連をも消

滅させたが、イスラーム世界でも１９８０年代の終わりから１９９０年代の初めにかけて盛り上がりを見せた。

その時期に、イスラーム世界でも、欧米がイスラーム世界の民主化を支援するのではないか、イスラーム世界の

独裁政権に対して、民主化に向けての圧力をかけるのではないか、という期待が高まった。しかし１９８９年に

複数政党制を導入したアルジェリアでイスラーム主義政党「イスラム救国戦線（Front islamique du salut:FIS）」が

１９９１年に選挙で圧勝し政権を握ろうとした時に、それを軍事クーデターでつぶした軍事政権に対して欧米は

それに圧力をかけるどころか逆にそれを支援したため、「民主化」を求めるイスラーム世界の民衆の間には「民主

化」を唱える欧米への幻滅と不信が広がった。（注１）またほぼ時を同じくして起こった１９９１年の湾岸戦争

は、イラクによるクウェイト占領に対して武力行使をしながらイスラエルのパレスチナ占領を支援するアメリカ

の「ダブル・スタンダード」に対するイスラーム世界に拭いがたい不信感を植え付けた。１９８０年を通じて地

下に潜行していたスンナ派イスラーム主義武装闘争派の反政府武装闘争が１９９０年代に再び火を噴くことに

なるのは、このような時代背景があってのことである。 

 アルジェリアのイスラーム救国戦線（FIS）の非合法化、党首ら幹部逮捕、大弾圧は平和的手段によるイスラー

ム化が不可能であるとのイスラーム主義武装闘争派の認識を再確認させるものであった。以後、アルジェリアで

はイスラーム主義武装闘争派と政府の内戦が続いており、犠牲者は１０万人を超えている。またエジプトでも１

９９０年に「イスラーム集団」のスポークスマンが暗殺され、その報復にイスラーム集団がリファアト・マフジ

ューブ国会議長を暗殺したのを機に、イスラーム主義武装闘争各派の武装闘争が再燃した。イスラーム集団は１

９９２年秋には外国人観光客襲撃戦術を採用し、１９９３年のニューヨーク貿易センター・ビル爆破事件ではイ

スラーム集団の指導者ウマル・アブド・アル＝ラフマーンが容疑者として逮捕された。 

 １９９０年代にスンナ派世界で武装闘争が再燃した背景にはいくつかの理由がある。第一に革命のジハード論

の理論的整備と普及があげられる。１９８０年代を通じてイスラーム主義武装闘争派は、武装闘争を控え理論の

整備とその教宣に専念してきたのである。第二は、アフガニスタン・ジハードの終結によるアラブ・ムジャーヒ

ドゥーンの本国への帰還である。１９８９年２月にアフガニスタンから旧ソ連軍が撤退し、１９９２年４月には

ナジブラ政権が崩壊すると、ムジャーヒドゥーンの連立政権が成立したが、アフガン・ムジャーヒドゥーンの間

に内紛が生じたため、失望したアラブ・ムジャーヒドゥーンの中には、その後、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ紛

争（１９９２－１９９５年）、コソボ紛争（１９９１－２０００年）などにムスリム側に立つ義勇兵として参加
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し、その後、本国に帰国し、反体制武装闘争に加わった者もあった。 

 

（２）９・１１／イラク戦争の背景 

  １９９０年代、イスラーム世界では、イスラーム主義武装闘争派による反政府闘争が再燃した。この反政府

闘争は、人定法の施行によって背教した為政者の打倒のジハードを説く革命のジハード論に立脚し、「遠い敵」で

ある外国の異教徒より「自国の為政者」という「近い敵」の打倒が優先されるべきとの情勢判断に基づいていた

が、内戦を招来することから大衆的得られず多くの犠牲社を出しながら目的を達成する見通しが立たず、戦略の

転換を余技なくされることになった。 

 そうした状況下で、俄かに注目を浴びたのが、ウサーマ・ビン・ラーディンの対米ジハード（ユダヤ人と十字

軍に対するジハード）論である。ウサーマ・ビン・ラーディンはアフガニスタンで旧ソ連の占領に対する防衛ジ

ハードを戦った義勇兵であり、その関心は古典的に「イスラームの家」を侵略する異教徒に対する防衛ジハード

に留まっている。しかしアラビア半島を聖地とみなし、ペルシャ／アラビア湾岸におけるアメリカ軍の駐留をア

メリカによる「イスラームの家」の侵略、聖地の冒涜と看做すことで、アメリカとの戦いを防衛ジハードの枠組

みで正当化しのが、ビン・ラーディンの独自性であった。 

 ビン・ラーディンは、「イスラームの家」の外のアメリカ人とその権益、また「イスラームの家」、サウディア

ラビア国内の在留米軍だけではなく、在留米軍の駐留を容認する政府、民間施設の全てに対するジハードを呼び

かけた。 

 ビン・ラーディンの議論は、イスラーム法学的には極めて粗雑であったが、アメリカを主要敵とみなしジハー

ドを訴える単純明快な議論は、湾岸戦争で強い反米感情を育まれたムスリム大衆の心を捉えた。それに拍車をか

けたのが、アメリカの反イスラーム的外交と、アメリカ国内における反イスラーム意識の高まりであり、それを

象徴したのが、国際的影響力を有する外交雑誌 Foreign Affairs(Vol.72, No.3.pp.22-28)に発表されたアメリ

カの国際政治学者サミュエル・ハンチントンの論文「文明の衝突(The Clash of Civilizations)」であった。特に

ケニアとタンザニアの米大使館爆発への報復としてクリントンが１９９８年の８月２０日に行ったスーダンの

民間薬品工場の爆撃は直接、間接に多くの犠牲者を出し、イスラーム世界でのアメリカへの憎悪を増幅させた。 

 ムスリム諸国の政権打倒を目指す「対内ジハード」から、イスラーム世界を侵略する欧米を標的とする「対外

ジハード」へのイスラーム主義武装闘争派の戦略転換の明白な指標となったのが、１９９８年の「ユダヤ教徒・

十字軍に対するイスラーム世界戦線」の結成である。同聖戦はビン・ラーディンを担いでエジプトのジハード団

の指導者アイマン・アル＝ザワーヒリーが組織したものであるが、アル＝ザワーヒリーは２０００年１月にジハ

ード団を脱退し、ビン・ラーディンと共に欧米を標的とする対外ジハードに専心することになる。「９・１１」は

劇的ではあったが、こうしたアメリカとイスラーム世界の双方における敵意の増大の連鎖の一環であった。 

 

（３）９・１１／イラク戦争後のスンナ派イスラーム復興運動 

 「９・１１」は世界最大最悪のテロ国家アメリカの国内で起こったテロ事件であり、本来はアメリカの国内問
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題であったが、ブッシュ政権は、これを利用しイラクの侵略に踏み切った。サッダーム・フセイン政権は、イラ

ク・イラン戦争、湾岸戦争、国内の反体制派の虐殺で 100万人以上のムスリムを殺害し、一族による残虐な暴政

も相俟って、国内的にも隣国からも怨嗟の的となっており、その打倒とその後の占領行政は本来失敗しようがな

い容易なものであるはずであった。しかしブッシュ政権がこれ以上はないほどの稚拙な外交、占領政策を行った

ためイラク戦争は泥沼化し、ビン・ラーディン、アル＝ザワーヒリーの思惑通り、イスラーム世界における反米

感情は高揚し、イスラーム主義の諸潮流が活性化することになった。 

 「９・１１」は、イスラーム世界の独裁政権に「テロとの戦い」の名目で国内のイスラーム主義反体制派の弾

圧強化のお墨付きを与えるものであった。しかし、アメリカ軍によるイラク占領におけるイラク市民への虐待、

イラクの富の収奪の実態が明らかになり、イスラーム世界で、反米感情と共にイスラーム意識が高揚したのであ

る。 

 ビン・ラーディンにアメリカに占領されたと非難されたサウディアラビアは 2003年には駐留米軍を全て撤収

させた。 

 イラクの隣国のトルコではミッリー・ギョリュシュ運動の流れを汲む校正発展党が 2002年の総選挙で大勝し

単独与党となりエルドアン党首が首相となり、2008年の大統領選挙では副党首のアブドゥッラー・ギョルが大

統領に選ばれている。（注 2） 

 またエジプトでは 2005年末の選挙で、アメリカの中東民主化要求によりムバーラク政権が、ムスリム同胞団

への弾圧の手を緩めたため、同胞団は民選 444議席中８８議席を獲得する「大躍進」を遂げた。 

 イラク侵略に先立って侵攻しターリバーン政権を崩壊させ傀儡政権を樹立させたアフガニスタンでも、2008

年にはターリバーンの復活が顕在化した。米軍とＮＡＴＯ（北大西洋条約機構）軍による民間人への攻撃は目に

余るものがあり、アメリカの傀儡のカルザイ大統領すら、民間人の被害に繰り返し抗議し、次期大統領に選ばれ

たバラク・オバマ氏に民間人への攻撃の停止を訴えざる得ない情勢になっている。（注 3） 

 また「テロとの戦い」の名の下に、アメリカのアル＝カーイダとターリバーンに対する戦いに協力してきたム

シャラフ軍事政権は、総選挙で大敗し、2008年 8月ムシャラフは大統領を辞任に追い込んだ。 

 

（４）シーア派の伸張  

 イラク戦争の最大の受益者がシーア派及び、イランであることには疑念の余地はない。サッダーム・フセイン

政権が崩壊すればシーア派が政権を掌握することは専門家の間では常識であった。しかしアラブ・社会主義のバ

アス党サッダーム・フセイン政権の世俗主義の長年にわたる支配の下におかれていたシーア派の間で、イスラー

ムがどの程度の影響力を有するかは未知数であった。しかしイラク戦争開始後、イランのシーア派の間で最も政

治的影響力を有する人物は、ナジャフ在住のイラン人の大アーヤトゥッラーでイラク・シーア派宗教界の最高権

威アリー・スィスターニーであることが明らかになった。スィースターニーは、彼の師で死ぬまで政治的静寂主

義を保ったアル＝フーイーとは異なり、政治に積極的に関与し、占領軍への無抵抗、憲法の承認、スンナ派との

内戦の忌避、選挙への参加などを呼びかけ、強い指導力を発揮してイラクのシーア派の立場の強化に努めてきて
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いる。また現在のイラクの政権党「統一イラク同盟」の中で大きない勢力を有する「イラク・イスラーム再興会

議（Supreme Islamic Iraqi Council:SIIC）は、1982年にイラクの高位イスラーム学者ムハンマド・バーキル・

ハキーム（2003年没）が亡命先のテヘランで設立した「イラク・イスラーム革命最高会議」を母体としており

（2007 年改称）、本来イラン型のイスラーム学名を目指す組織であった。イラクのシーア派の間でヘゲモニー

を握ったのは世俗派ではなく、宗教勢力であったのである。（注 3） 

 アメリカとサッダーム・フセインの戦いで漁夫の利を得たシーア派とイランの勢力の伸張は、スンナ派アラブ

諸国から脅威とみなされた。シーア派がイランからイラクを経てレバノンに伸びる、「シーア派三日月地帯」の勢

力圏を形成するとの 2005 年のヨルダンのアブドゥッラー国王の警告は、このスンナ派の懸念の表現であった。 

 2006年 7月にはレバノンのシーア派政党ヒズブッラーが、イスラエル兵を拉致したが、その報復にレバノン

に越境侵略したイスラエル軍をヒズブッラーは撃退した。ヒズブッラーのこの「勝利」は、イスラエルの「無敵

神話」を崩す快挙として、スンナ派のアラブ民衆からも高い評価を受けた。 

 またイラクにおけるシーア派政権の成立は湾岸諸国にも影響を及ぼし、シーア派住民が多数を占めるバハレー

ンでは 2006年の議会選挙でシーア派政党「国民イスラーム協約協会」が第一党になっている。 

 

（５）アラブの春 

 2011年春、アラブ世界は、チュニジアでの青年の焼身自殺をきっかけに反独裁運動が突発し、瞬く間にチュ

ニジアのベンアリー政権、エジプトのムバーラク政権という長期独裁政権が崩壊し、反独裁運動は、リビア、シ

リア、イエメン、バハレーン、ヨルダンなどにも波及し、リビアでもカダフィー独裁政権が崩壊した。「アラブの

春」と呼ばれるこの運動は「反独裁」以外に殆ど共通性を有さず、ウラマーゥ（イスラーム学者）もイスラーム

運動も殆ど何の役割を果たさなかった。しかし、これらのアラブ諸国の独裁体制下ではすべての反体制政治勢力

が弾圧され存在が許されていなかったため、「非政治的」社会運動として生き残っていたイスラーム主義諸組織

が、独裁政権崩壊後、残存する最大の組織的社会勢力として漁夫の利を得て伸張する事態が見られた。チュニジ

アでは非合法化されていたアル＝ナフダ党のラーシド・ガンヌーシー党首が亡命先から帰国し、政権議会選挙で

第一党になり、モロッコでも憲法改正後最初の選挙でイスラーム政党と言われる公正発展党が第一党になり、リ

ビアでもアブド・アル＝ジャリール国民評議会議長が法制度のイスラーム化、シャリーア（イスラーム法）に反

する法律の廃止を口にするなど、独裁政権の崩壊により、政治のイスラームの可能性が開かれた。 

 しかし、「政治のイスラーム化」の可能性が開かれたとはいえ、長年にわたる独裁政権下でのイスラームの弾圧

の結果として、「政治のイスラーム化」は準備不足が目立ち、思想的基盤は整備されておらず理論化も進んでいな

い。またエジプトではムバーラク政権は崩壊し「自由な」議会選挙で「イスラーム勢力」が多数派を占めたもの

の、軍が権力を握る軍事政権の体制自体は変わっておらず、リビアでは反独裁運動は「外国の異教徒ＮＡＴＯ軍」

の介入による内戦によるカダフィーとその支持者の粛清に変質し、「アラブの春」の後のアラブ世界の将来には

暗雲が立ち込めている。 
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（注１）欧米によるアルジェリアにおけるイスラーム主義の弾圧の黙認、支援は、イラン革命時にアメリカのカ

ーター政権の人権外交によりシャーが反体制運動に対する露骨な弾圧を行えなかったために革命が多くの流血

を見ずに成功したのと好対照をなした。 

イスラーム世界で「民主化」が達成された唯一の例は、1998年のアジア通貨危機によりスハルト政権が崩壊し

たインドネシアであるが、インドネシアの「民主化」においても、欧米は何の役割も果たさなかった。 

（注 2）2005年 04月 26日付けの『日刊ベリダ』 

（http://www.nikkanberita.com/read.cgi?id=200504262035062）によると、トルコ国内世論調査では、

反米感情を示した人の割合は 82％にも達しており、イラク北部の米軍とトルコ軍の衝突が全面戦争に発展し、

米軍がトルコのイスタンブールやアンカラを攻撃し、その報復にトルコが米国で核爆弾を爆発させるという内容

の近未来軍事スリラー小説『メタルストーム』がベストセラーになっている。 

（注 3）2008年 11月 8日『毎日新聞』 

http://124.83.183.242/select/world/news/20081106dde007030003000c.html 

（編集者注：現在このＨＰは見当たりません。） 

（注４）2005年 1 月の制憲議会選挙、12月の連邦議会選挙で、シーア派宗教勢力の「イラク統一同盟」がそ

れぞれ 140議席、128議席を獲得し圧勝し、世俗派の「イラク・リスト」は 275議席中、それぞれ 40議席、

25議席しか取れず、惨敗した。 

（注 5）ホメイニーは 1988年に統治府は公益のためにイスラーム法を停止しうるとのファトワーを発する。富

田健次『アーヤトッラーたちのイラン』第三書館、1993年、130－131頁参照。つまり法学者による監督論で

は、イスラーム国家のイスラーム性を最終的に保証するのは、イスラーム法の施行ではなく国家の最高指導者と

してのイスラーム法学者の存在それ自体なのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nikkanberita.com/read.cgi?id=200504262035062
http://124.83.183.242/select/world/news/20081106dde007030003000c.html
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『イスラーム学習
がくしゅう

1』 

著者
ちょしゃ

アブドル
あ ぶ ど る

・アジーズ
あ じ ー ず

 

訳者
やくしゃ

 ハビーバ
は び ー ば

中田
な か た

香織
か お り

 

 

１０．私
わたし

たちはムスリム
む す り む

です（１）  

 

私
わたし

たちはムスリム
む す り む

です 

私たちはイスラームに従います 

それはアッラー
あ っ ら ー

の命令
めいれい

に従
したが

うということです 

アッラー
あ っ ら ー

の命令
めいれい

は預言者
よげんしゃ

ムハンマド
む は ん ま ど

に与
あた

えられました 

天使
て ん し

ジブリール
じ ぶ り ー る

がアッラー
あ っ ら ー

の命令
めいれい

を伝
つた

えました 

 

ムスリム
む す り む

は唯一
ゆいいつ

の神
かみ

を信
しん

じます 

ムスリム
む す り む

はアッラー
あ っ ら ー

が創造
そうぞう

主
しゅ

だと信
しん

じます 

アッラー
あ っ ら ー

はすべてを創
つく

りました 

アッラー
あ っ ら ー

はすべての世界
せ か い

の主
しゅ

です 

アッラー
あ っ ら ー

は慈悲
じ ひ

深い
ぶ か い

御方
お か た

です 

アッラー
あ っ ら ー

は審判
しんぱん

の日
ひ

の主宰者
しゅさいしゃ

 

私
わたし

たちはアッラー
あ っ ら ー

だけに仕
つか

えます 

私
わたし

たちはアッラー
あ っ ら ー

にだけ助け
た す け

を求
もと

めます 
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練習
れんしゅう

 

 

１. 次
つぎ

の質問
しつもん

に対
たい

し、正
ただ

しい回答
かいとう

を選
えら

びなさい 

 

Ａ．だれがアッラー
あ っ ら ー

の命令
めいれい

を伝
つた

えましたか 

Ｂ．審判
しんぱん

の日
ひ

の主宰者
しゅさいしゃ

はだれですか 

Ｃ．私
わたし

たちはだれに仕
つか

えますか 

Ｄ．私
わたし

たちはだれに助
たす

けを求
もと

めますか 

Ｅ．すべての世界
せ か い

の主
しゅ

はだれですか 

 

（答
こた

え） 

a. 審判
しんぱん

の日
ひ

の主宰者
しゅさいしゃ

はアッラー
あ っ ら ー

です 

b. 私
わたし

たちはアッラー
あ っ ら ー

に助
たす

けを求
もと

めます 

c. アッラー
あ っ ら ー

はすべての世界
せ か い

の主
しゅ

です 

d. ジブリール
じ ぶ り ー る

がアッラー
あ っ ら ー

の命令
めいれい

を伝
つた

えました 

e. 私
わたし

たちはアッラー
あ っ ら ー

だけに仕
つか

えます 

 

２．正
ただ

しい言葉
こ と ば

をおぎなって文章
ぶんしょう

を完成
かんせい

させなさい 

 

A.ムスリム
む す り む

はアッラー
あ っ ら ー

が          であることを信
しん

じます。 

B.ムスリム
む す り む

は          に従
したが

います。 

C.ムスリム
む す り む

は唯一
ゆいいつ

の         を信
しん

じます。 

D.        は慈悲
じ ひ

深
ぶか

い御方
お か た

です。 
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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） 

明け方ファジュルごろには家の外から吹き込んでくる風が冷たく、布団を体に巻き込んでファジュルに起きる

のに、エイヤっと、気合をいれる日々がやってきました。 

最初の人間で預言者のアーダム（平安あれ）と悪魔のイブリースの話は、「傲慢」についてのたとえとしてよ

く取り上げられます。むかしむかし、悪魔イブリースは、天使たちと一緒にアッラーにたくさんの礼拝を捧げて

暮らしていました。ある日、アッラーが、天使たちと悪魔イブリースに、アーダムに頭を下げるように命令をし

ます。天使たちは、アッラーの命令に聞き従い、アーダムに頭を下げますが、悪魔だけは「火で作られたわたし

がこんな土塊でつくられた者には頭なんか下げるものか！」と言ってアッラーの命令に逆らいました。イブリー

スの「火は土よりも、美しく素晴らしい」というのは、たしかに理解できる主張です。 

 さて、この話が、今月号のクルアーン解説のクシャイリー言葉に出てきます。『おまえたちを形作り、おま

えたちの姿を美しくなし』（４０：６４）について、クシャイリーは、「『美しさ』とは、人がそれを美しいと見な

したものではなく、「美しさ」とは愛しい御方（アッラー）がそれを美しいと見なし給うたものです。・・・・ 

たとえ、中傷する者らがわれの御許でおまえたちの姿が醜いと言ったとしても・・・・おまえたちの主人（アッ

ラー）はおまえたちの姿を美しくなし給うた。」と説明していますが、われら（アッラー）の下で中傷する者とは

イブリースのことを想定しているようです。 

 今月紹介した本『ナーブルスィー神秘哲学集成』１８２～１８３頁の「無知」の話題の中で、に悪魔イブリー

スの話が述べられていて、「超越者（アッラー）がアーダムの外面性に隠れてアーダムの内面性において顕現し

給うた時」、イブリースはそのことに気が付かなかったためにアッラーの命令に従わなかったと説明してありま

す。 

 アッラーによって「美しい」と認定されたアーダムを「美しい」と見做せなかったがゆえに跪拝しなかった、

または、アーダムの内面性にアッラーの顕現を見なかったゆえに跪拝しなかったイブリースは、理解できなかっ

た、知らなかったがゆえに、アッラーの命令に背いてしまいました。ナーブルスィーが、『ナーブルスィー…』

の２２８～232 頁で、罪を犯すことは不信仰ではない、罪を犯した後に、後悔するのが信仰者で、後悔せずにさ

らに罪を深めていくのが不信仰者なのだといっていました。預言者アーダムはアッラーの命令に背いて、イブリ

ースにそそのかされ禁じられた果実を食べてしまいましたが、その後で、アッラーに謝りました。イブリースは

命令に背いた後で、ぜったいに謝りませんでした。無謬の預言者であるムハンマドを除いて、理解ができないこ

と、無知、傲慢で罪を犯すことはひとに死ぬまでなくなりません。罪を後悔してアッラーにごめんなさいと謝れ

るかどうかが、天国の鍵なのです。アッラーが後悔の気持ちを、いつも心に投じ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（あなたがたに平安と、アッラーの慈悲

と、かれの恵みがありますように） アーリファ松山 


