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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 

 イードムバーラク！ 梅雨も明け、空も空気も、すっかり夏の装いで、セミの鳴き声とまぶしい太陽の光

が部屋の中にはいってきます。しばらくこの夏の日が続いていきますね。インシャーアッラー。熱中症に気

を付けて、冷たい麦茶でも飲みながら、新聞を広げてお読みください。 
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クルアーン解説 

第３９章［集団］４３－４５節（１７） 

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。 

 

彼らはアッラーを差し置いて仲裁者たちと成すのか。言え、「彼らがなんの権限も持たず、理解することもな

いとしてもか」。（３９：４３） 

 

★ジャラーライン 

『仲裁者たちとなす』彼らは、もろもろの偶像を神々たる『仲裁者』となしました。彼らは、アッラーの許で

の仲裁者である、と主張しました。 

『言え』彼らに。 

『彼らがなんの権限ももたず』仲裁などに。 

『理解することもない』「おまえたちが、それらを崇拝していることも、また、それ以外のことも何も（理解

することもない）」。 

『’am（～のか）』は、「bal（いや・・・である）」の意味です。「（彼らがなんの権限も持たず、理解する

こともないとしても）彼らが仲裁するのか、いや（彼らは仲裁しない）」 

  

★イブン・カスィール 

かれ（至高なる御方かな）は、多神教徒たちがアッラーを差し置いて、いわゆる、偶像や、（アッラーと共に）

並び立とうとするものらを仲裁者となすことについて非難し給いました。人々は、そうさせるような論拠も証拠

もないままに、手前勝手にそうしました。また、それらは考えるための知性も、聞くための聴覚も、見るための

視覚もなく、おおくの点で動物たちよりも劣っていて無機質です。 

慈悲あまねき慈悲深きアッラーの御名において 

彼らはアッラーを差し置いて仲裁者たちと成すのか。言え、「彼らがなんの権限も持たず、理解することもな

いとしてもか」。（３９：４３） 

言え、「アッラーにこそ執り成しはすべて属す。かれにこそ諸天と地の王権は属し、それからかれの御許にお

まえたちは戻される」。（３９：４４） 

そして、アッラーお独りが言及されると来世を信じない者たちの心は縮んだが、かれ以外のものたちが言及

されると、するとただちに彼らは喜ぶのである。（３９：４５） 
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★クシャイリー 

 『彼らはアッラーを差し置いて仲裁者たちと成すのか』つまり、たとえ、彼らが、彼らの主張のように、アッ

ラーを差し置いて仲裁者となすとしても、そのことは彼らの判断や考えであり、アッラーの御許からの知らせ、

又は、預言者の伝承にもとづくものではありません。アッラー（至高なる御方かな）は、かれが許可し給うた場

合をのぞいて、だれの仲裁も受け入れ給いません。まことに、彼らの主張は、アッラーについての嘘の捏造です。 

 

言え、「アッラーにこそ執り成しはすべて属す。かれにこそ諸天と地の王権は属し、それからかれの御許にお

まえたちは戻される」。（３９：４４） 

★ジャラーライン 

 『アッラーにこそ執り成しはすべて属す』つまり、「アッラーがそれを独占し給うゆえに、かれの御許しなく

誰一人として、執り成しはできない」。 

  

★イブン・カスィール 

 次いでアッラーは『言え』と仰せになりました。つまり、「己のなした仲裁者がアッラー（至高なる）の御許

で己のためにあると主張する者たちに、アッラーの御許ではかれが許可した者のためにのみ仲裁は役に立ち、そ

の権限はかれにすべて属すと教えよ、ムハンマドよ」ということです。『かれの御許可なしに誰がかれの御許で

執り成しを得ようか』（第２章［雌牛］２５５節） 

 『かれにこそ諸天と地の王権は属し』つまり、「かれはそれらすべてのことにおける管理者であらせられる」。 

『それからかれの御許におまえたちは戻される』復活の日に。つまり、「そして、かれはかれの正義によって

おまえたちの間を裁き、各々の者にそれぞれの行いに報い給う」。 

 

そして、アッラーお独りが言及されると来世を信じない者たちの心は縮んだが、かれ以外のものたちが言及さ

れると、するとただちに彼らは喜ぶのである。（３９：４５） 

★ジャラーライン 

『アッラーお独りが言及される』つまり、彼らの神々ではなく。 

 『縮んだ』驚愕し、塞いだ。 

 『かれ以外の者』つまり、もろもろの偶像。 

  

★イブン・カスィール 

前節に次いで同様に、かれ（至高なる御方かな）は多神教徒を非難して仰せになりました。 

『そして、アッラーお独りが言及されると』つまり、「『アッラー以外に神はなし』と言及されると」。 

『来世を信じない者たちの心は縮んだが』（クルアーン注釈者）ムジャーヒドは、『縮んだ（’ishma’azzat）』

とは「閉じる（’inqabaḍat）」である」と説明しました。『まことに、彼らは「アッラーのほかに神はない」と

言われると、思い上がり』（第３７章［整列］３５節）とアッラーが仰せになったとおりです。『彼らは、・・・

思い上がり』とは、「彼らは、その言葉へのあらゆる追従から離れ、思い上がり」ということです。彼らの心は、

あらゆる善を、受け入れません。あらゆる善を受け入れない者は、あらゆる悪を受け入れます。そのために、か

れ（称賛されし至高なる御方かな）は『かれ以外のものたちが言及されると』と、仰せになりました。つまり、

それ（『かれ以外のもの』）は偶像、アッラーに並び立とうとするもののことです。（クルアーン注釈者）ムジ

ャーヒドは、「『するとただちに彼らは喜ぶのである』とは、彼らは歓喜する」と説明しました。 

 

★クシャイリー 
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 拒絶して己の自我が唯一神崇拝に安らがない者らの心は、『アッラーお独りが言及されると』縮み、そして、

かれ以外のものが言及されると聞いたことに安心しました。 

 

 

 

👀見てみようアラビア語 
第４３章４４節 

َ  قُل ه ميَعًاـ  لشهف  ٱلِّّلَ ع ةُ ج   

言え、「アッラーにこそ執り成しはすべて属す。」 

 قُل

言え 

 َ  لَِّله

アッラーにこそ属す 

ع ةُ ـ  لش ف  ٱ  

執り成しは 

ميَعًا  ج 

すべて 

 

🕋  
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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      

 

聖クルアーン 日亜対訳注解：https://bit.ly/3dDxZt8 

◆ 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： 

８．預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）のお気遣い 

 

預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の外面のスンナ（表面的な行動など）に従うだけでなく、内面

のスンナ(心の状態)に従うことはとても大切です。 

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。 

 

≪隣人がかたわらで空腹を抱えている時に腹一杯食べる者は、（真の）信者ではありません。≫  

タバラーニー伝承 

 

預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)は、自分の周りのムスリムたちの苦しい状況をご自分のことの

ように感じていらっしゃいました。私たちは、その内面のスンナに従うことが大切です。預言者様（彼の上にア

ッラーの祝福と平安あれ）はこうおっしゃっています。 

 

≪あなた達のうち誰一人、自分自身に対して好むものを、兄弟に対して好むまでは、（完全に）信仰したのでは

ない。≫ 

アル＝ブハーリーとムスリム伝承／４０のハディース（１３） 

 

私たちの心に、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)を信じている、自分の周りのムスリ

ム達や、世界中のムスリム達の苦しみや悲しみを感じる気持ちがなければ、私たちの信仰は完璧ではなく、また、

預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)への愛情もまだ心に根付いてはいない、ということです。世界中

のムスリムが行なったことや出来事について、自分の愛する家族が行なったことのように感じているでしょうか。 

 

ある人が、ウマル・ブヌ・アブディルアズィーズ（訳注：ウマル様 -彼の上にアッラーのご満悦あれ- の子孫

で、その正しい施政ゆえに、第 5代正統カリフと呼ばれる。）に言いました： 

「ムスリムの内、年長者達を父親と見なし、年少者達を息子と見なし、その間の者達を兄弟と見なしなさい。

そうすれば、あなたは、彼らのうち誰かに害をもたらすことを望みますか？」 

（衛星チャンネル「アッサラーム アライカ」より） 

 

ムスリムの一人が被害者になったときも、加害者となったときも、自分の家族が被害者や加害者となったとき

に感じる気持ちを持ちましょう。預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)のご心配や悲しみは、全てのム

スリムたち、ウンマ(共同体)に対する心配や悲しみでした。それが私たちの心の中にもあるでしょうか。預言者

様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)のご満足、お怒り、お喜び、悲しみ、愛情など、すべての内面を、私た
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ちの心のお手本にしましょう。 

 

９．預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）のお怒り 

 

ティルミズィー伝承のシャマーイルに、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)について、こうありま

す。 

 

≪彼は、決して自分の為に怒ることはなく、自分の味方をすること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)がお怒りになられる時は、ご自分のためにではなく、アッラー

の権利が侵害された事に対してだけでした。預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)は、自分がどんなに

ひどく打たれても、誰に対しても悪いことをドゥアーしませんでした。傷付けられ、顔から血が流れても、また

ひどい言葉で中傷され罵倒されても、決して誰にもそういった悪いドゥアーをなさいませんでした。しかし、ア

ッラーのお言葉を暗記したクルアーンの暗誦者たちが虐殺されたときには、アッラーのために、何日も虐殺を犯

した殺人者にアッラーのお怒りがあるようドゥアーをなさいました。 

 

 アーイシャ様（アッラーのご満悦あれ）が預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)と意見の違いがあっ

た際、アーイシャ様(彼の上にアッラーのご満悦あれ)が、「私の父(アブー・バクル)を、調停者にしましょう。」

と言うと、人類で最も優れた調停者である預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)は、その言葉に怒るこ

となく同意し、「わかりました。アブー・バクルを呼びましょう。」と言いました。アブー・バクル様(アッラーの

ご満悦あれ)は事の経緯に驚き、娘であるアーイシャ様(アッラーのご満悦あれ)の家に来られると、預言者様(彼

の上にアッラーの祝福と平安あれ)は、アーイシャ様(アッラーのご満悦あれ)に、「彼が来ましたよ。あなたから

話しますか？私から話しますか？」とおっしゃいました。するとアーイシャ様(アッラーのご満悦あれ)は、常に

真実しか語らないアッラーに選ばれた預言者であられる預言者様（彼にアッラーの祝福と平安がありますように）

に向かって、「あなたから話して。決して本当のことしか話さないで。」と言いました。アブー・バクル様(アッラ

ーのご満悦あれ)は、この言葉に驚いてアーイシャ様（アッラーのご満悦あれ）に叫び、「自らの敵よ、このよう

な態度で、彼（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）に接しているのか！」と彼女に手を上げようとすると、ア

ーイシャ様（アッラーのご満悦あれ）はあわてて逃げ、それまで論争していた預言者様(彼の上にアッラーの祝福

と平安あれ)の後ろに隠れました。アーイシャ様（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)のお優しいご性格をよくご存知だったからです。こうした出来事の間、決して預言者様（彼の上に

アッラーの祝福と平安あれ）は怒ることなく、何を言われても、まったくお怒りになることはありませんでした。 

 

 ある日、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）が他の奥様サフィーヤ様（アッラーのご満悦あれ）

を褒めた事に、アーイシャ様（アッラーのご満悦あれ）が嫉妬され、「でも、彼女は、背が低いわ。」（伝承では、

こう言葉に出した、という伝承と、口では言わず手でそれを示した、という伝承があります。）とおっしゃったと

き、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）は顔色が変わり、大変お怒りになってこうおっしゃいまし

た。 

 

≪その言葉は、もし海の水に混ぜられたとしても、それが変わってしまうほどのものです。≫ 

ティルミズィー伝承 

 

つまり、それはギーバ（悪口）であり、海の水ほどの大量の水に混ぜても、水の色が変わるほどに汚い言葉で
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あると、注意を促したのです。また、海の水ほどの彼女が行った善行に、その言葉を混ぜても、その大量の善行

をすべて台無しにしてしまうほどの悪行だ、ということです。預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）

は、ご自分が中傷されても、罵倒されても、ご自分の権利が侵害される事に関しては、決して怒ることはありま

せんでしたが、アッラーのお怒りのあることには、このようにお怒りになられました。私たちの怒りを、預言者

様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）のお怒りを模倣し、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）

がお怒りになられたこと以外に怒ることがないよう真似をしましょう。 

 

自分の怒りを、アッラーのお怒りになることだけに置くことです。例えば、今日、家に子ども達が帰ってきて、

お子さんの服が汚れていたら、それに怒りを感じますか？預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）はお

怒りになられたでしょうか？いいえ、それならばそれには怒りを感じないことです。ご主人が仕事から帰って来

て、帰宅が遅いことに怒りを感じますか？家族の誰かが、自分が頼んだことをやってくれなかったことに、怒り

を感じますか？常に考えます。預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）はお怒りになられたかどうか？

預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）は、アッラーがお怒りになられることだけにお怒りになられま

した。家族の誰かが礼拝を時間内にしなかったら、どうでしょうか？友達が他の人の悪口を言ったら、怒りを感

じますか？自分の中の怒りを、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の怒りをお手本にしてみましょ

う。 

 

私たちが、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）をお手本にして努力することができますように。 

 

 

 

🕋 🕋 
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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 ４７回

―ブルネイのシャーフィイー派― 
アフマド塩崎 

 

前回までは、フィリピンのムスリムの歴史、シャーフィイー派の法学やウラマーについて見てきました。フィ

リピンはムスリムがマイノリティの立場にある国ですが、マッカやエジプトで学んだウラマーも多く、シャーフ

ィイー派の法学に基づいて個人や共同体でイスラームの実践ができるようにする仕組み、組織、学校なども整備

されてきました。フィリピンのムスリムは、マレー語が母語というわけではありませんが、マレー語を使ってイ

スラームの知識を学び、本を書くという伝統を、インドネシアやマレーシアと共有してきました。 

今回は、これまで見ていなかった東南アジアの国、ブルネイについて見たいと思います。ブルネイは、人口 40

万人の国で、実のところ東南アジアで広く知られたウラマーというほどの人はいません。東南アジア全域を見て

も、イスラームの歴史でトップクラスの影響があるウラマーという人はいませんが、ブルネイだと、東南アジア

の中に限っても広く知られているというウラマーの名前が浮かびません。 

ブルネイは、インドネシアやマレーシアと比べると、存在感や影響力は小さいといわざるをえません。ただ、

政府がシャーフィイー派の法学を擁護して、公式の法学派としているという点では、マレーシアと並ぶ国です。

インドネシアは、政府の政策や法律でそれほどシャーフィイー派が公式の法学派とされているわけではありませ

ん。これはあくまで政府が擁護している、という話で、民間でシャーフィイー派の法学を教えるウラマーや学校

は、インドネシアが圧倒的に多いです。 

ブルネイは、1888年に英国の植民地となりましたが、1984年に独立した国となりました。ブルネイのスル

タン家は 14世紀から存在していたといわれ、今のブルネイよりはるかに広い地域を統治していたこともありま

した。ブルネイのスルタン家の歴史は、マレー半島のどのスルタン家よりも長く続いているといえます。 

ブルネイの国家原則は、「マレー民族、イスラーム、スルタン制」とされていますが、マレーシアの諸州のス

ルタンがいる州と非常によく似ているといえます。使っている言語も全く同じマレー語で、法制度もよく似てい

ます。マレーシアが 1963年にできた時、ブルネイも 1つの州としてマレーシアの一部になる予定でした。しか

し、マレーシアよりもインドネシア寄りの人たちの反乱があり、結局、1つの国として独立することになりまし

た。 

ブルネイは石油と天然ガスを輸出していて、40 万人の国民の一員として生活していれば、マレーシア以上に

余裕のある国です。教育も法制度もマレーシアと非常に似ています。イスラームに関しては、イスラームが国の

公式な宗教であることが、憲法第 3条で定められています。同じく憲法 3条では、スルタンが「イスラームの首

長」であることが定められています。「イスラームの首長」というのは、イスラームに関わることは全てスルタ

ンが決定できる、ということですが、このような憲法はムスリム諸国でも独特なもので、マレーシアとブルネイ

にしかありません。インドネシアの場合は共和国であるし、大統領にはそのような権限はありません。「イスラ

ームの首長」という独特な地位は、シャーフィイー派であるということは別に関係なく、東南アジアの歴史的背

景によります。 

スルタンの下にイスラーム宗教評議会が設置されていて、イスラームについての行政や司法について助言し補

佐する、というのも、マレーシアの諸州と同じです。なお、インドネシアの場合は宗教省があり、実質的にはイ

スラームについての行政を担当していますが、あくまで省庁の 1つで、ブルネイのように議会を超える絶対的な

権限があるわけではありません。 
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イスラームに関わる行政や司法、教育について、法律が整備されているのもマレーシアとブルネイはよく似て

います。シャリーア裁判所法、イスラーム家族法、イスラーム銀行法、イスラーム保険法、ハラール認証法、等々、

マレーシアとよく似ています。これらの法律には、シャーフィイー派の学説に基づくことが明記されています。 

ブルネイの場合、マレーシアと違うのは、シャリーア刑法です。マレーシアの諸州にもシャリーア刑法という

法律はありますが、処罰の対象は、金曜礼拝に 3回以上続けて参加しなかった男性や、ラマダーン中の日中に食

事したムスリム、政府の委託を受けていないのに個人でザカートを集めたムスリム、等です。窃盗や殺人は普通

の刑法によって処罰されます。ブルネイの場合は、窃盗や殺人、婚姻外の性交渉もシャリーアに従って処罰する

と定められています。ただし、この法律で 2014年に定められた石打刑などが実際に行われたことは一度もあり

ません。このような刑法は、マレーシアでも制定を求める動きはありますが、反対も多く、議会で制定すること

はむずかしそうです。ブルネイの場合は、スルタンに権限が集中しているので、制定できたといえるでしょう。 

 ブルネイは、イスラームの学問において、シャーフィイー派で広い影響力を持った、という例は見つけるこ

とができません。ただ、現代のムスリムの国家の中で、小規模とはいえ国家が圧倒的にシャーフィイー派を擁護

し、法律によって実践させようとしている例としては際立っています。もちろん、法学派というのは、国家とそ

の法律によってのみ支えられるものではないし、歴史的にはむしろ国家とは関わりのないウラマーなどの人々に

よって維持され、発展してきた方が大きかったといえます。 

次回からは、ミャンマーのムスリムと、シャーフィイー派を含む法学派について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（１５） 

カリフ制の再興／大地の解放を目指して 

ハサン中田 

 

１５．権力と責任  

 現代のムスリム護教家たちは、クルアーンの聖句「宗教に強制はない」（２：２５６）を引いて、イスラーム

における寛容と宗教の自由を強調し、イスラームは平和の宗教である、と説明しがちである。確かにカリフと

「イスラームの家」が消滅して１世紀近くが経とうとしているウンマの現状については、こうした議論も確か

に成り立たないわけではない。しかし少しでもイスラームの歴史を学んだ者にとっては、ヒジュラ以降の預言

者の晩年が戦争の歴史であったことは紛れも無い事実であり、こうした護教論は不適切であるだけでなく、真

実を故意に隠す欺瞞に映り、かえってムスリムの信用を失わせるものでしかない。 

 「アッラーは誰にもその能力以上の義務を課し給わない。」（２：２８６） 

 「彼（アッラー）こそお前たちを地を継ぐ者とされ、お前たちに与えた物についてお前たちを試すために、

お前たちのある者たちを別の者たちより高い地位に上げた御方である・・・」（６：１６５） 

 クルアーンの聖句に「アッラーが不可侵とされた生命を殺めてはならない。・・・」（６：１５１，１７：３

３）とあるように、イスラームも他の宗教と同じく殺人を禁じている。しかしその句には、「・・・正当な理由

がある場合を除いて」との除外詞が続いており、イブン・アッバースは「正当な理由」を、「姦通の石打ち刑、

殺人の同害報復刑、背教の死刑」と注釈している。（注１）これらの執行は統治者の義務である。より明らかな

のは窃盗の場合で、アッラーは「窃盗犯の男でも女でも彼らの手を切断せよ・・・」（５：３８）と、統治者に

窃盗犯の手首切断刑を命じており、もし彼がその刑の執行を免除するなら、彼自身がアッラーの命令に背いた

ことにより、獄火の懲罰の対象となるのである。 

 イスラームは平和を愛し、無用な暴力は好まない。しかしイスラームは絶対平和主義を説くわけではない。

むしろイスラームは信徒がそれぞれの力に応じて勧善懲悪（amr bi-ma‘rūf wa-nahy ‘an munkar）を実践すべ

きことを教えており、特に統治者は最大の力の保有者として時に暴力を行使してでも、「法定刑」を執行し、戦

争を行い、治安と正義を実現する義務を負うのである。 

 個人と社会の信仰の深化は徐々に進んでいく量的な斬新的変化であるが、政治権力は、無から有へとの質的

変化によって成立する。 

 政治権力とは、それにあくまでも抗う者を物理的殲滅する暴力を合法的に行使することのできる権力であ

り、そうした権力が成立した時、そこに対外的に戦争を遂行し、対内的に犯罪者を処罰できる政治的統一体が

生まれるのである。イスラームの真の「法定刑」は「領域国民国家」の枠組みでは施行できないことは既に述

べたが、イスラームに基づく政治権力が成立した時点、つまりカリフ政権が再興された時点で初めて「法定

刑」を施行することができるのもそのためである。 
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 「法定刑」の啓示は、マディーナへの聖遷によって預言者ムハンマドの政治権力が確立してから始まったの

であり、聖遷以前のマッカ在住時代には、預言者には教えに背いた者への現世におけるいかなる処罰も命じら

れてはいなかったのである。 

 ムスリムは各自の能力に応じてそれぞれイスラーム法の履行の義務を負うとのイスラームの人間観の基本を

示した上で、ウンマが信仰に覚醒してカリフの旗の下に力を結集し「イスラームの家」の再興を果たした暁に

は、人間が人間を支配し搾取する領域国民国家の牢獄から全人類を解放し、人類、民族の違いを超えてそれぞ

れの共同体が各自の宗教的自治を享受して共存する公正なイスラームの法治空間を全世界に広げるとのイスラ

ームの広宣の使命を担うことを条理を尽くして説明することが求められるのである。 

 このイスラームの広宣の真の目的を整合的に語るためには、何よりも先ず、カリフと「イスラームの家」の

再興を怠りその理想を裏切ってきたウンマの有責性を自他を前にして正直に明言することが重要であり、自分

たちの罪、暗部から目を逸らし、言葉を濁してうやむやにしたままでは、一歩も前に進むことはできないので

ある。 

 本来、イスラーム法の施行の自治が許されない限り、「戦争の家」での定住は許されず、「イスラームの家」

への移住が義務となる。ところが現在、どこにも移住すべき「イスラームの家」が存在しないために、西欧な

どの「戦争の家」に住むことがやむをえなく認められているのである。ところが、現在のムスリムの中には、

カリフ政権と「イスラームの家」の再興の義務を怠り、「戦争の家」の家に移住する大罪を犯しておきながら、

自分たちの罪から目を逸らし、口を噤み、「自由」「人権」「平等」の名の下にホスト国での待遇改善を要求する

者たちがいる。これらの活動は、西欧に、「ムスリムは『戦争の家』では自分たちで『人権』『平等』『自由』を

声高に主張していながら、自国では非ムスリムに『自由』、『人権』、『平等』を与えない二枚舌、二重基準の徒

だ」、との非難の口実を与えるものである。「イスラームの家」では、どの宗教の信奉者も自分たちの共同体の

内部で宗教を守ることが許されるが、宣教活動は許されず、公の場で宗教活動を行うことも許されず、ムスリ

ムと非ムスリムは、生命、財産、名誉の保証、商業活動などにおいては平等だが、納税、兵役の義務や服装規

定などにおいては差異があり、西欧的な意味での「自由」、「平等」、「人権」は存在しない。（注２） 

 「戦争の家」に住むムスリムによる「人権」の名の下に待遇改善と引き換えに、「イスラームの家」で非イス

ラーム教徒にイスラーム法に反する「自由」、「平等」の譲歩を強いられることがあってはならない。 

 そもそも人間の保有するものは全て、アッラーから無償で与えられた預かり者であり、「人権」などというも

のは存在しない。「イスラームの家」ではイスラーム法の義務の反射として、生命、財産、名誉の安全が保障さ

れるが、無法地帯である「戦争の家」にはいかなる保障もないのが当然である。「不当」な待遇に抗議するより

も、むしろ与えられたものに対して、アッラーとホスト国に感謝するのが正しい心構えである。「人間に感謝し

ない者はアッラーにも感謝しない」とハディース（アル＝ティルミーズィー）にある通り、ホスト国に感謝を

示すことができなければ、アッラーに感謝することもないからである。そしてそれがムスリムがホスト国で尊

敬と信用を勝ち取る道なのである。 

 正しくイスラームの広宣が行われれば、カリフ政権と「イスラームの家」は、イスラーム世界の外に住む異

教徒からも、その再興の阻止のために干渉しないという消極的支持だけでなく、そこへ自国の編入、あるいは
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個人的な移住を望む積極的な支持の獲得も決して夢ではない。グローバリゼーションの進行と並行して生じて

いる地域・民族紛争の激化によって、ナショナリズムと領域国民国家のイデオロギーの破綻は誰の目にも明ら

かであるが、ヒューマニティーの理念に反するナショナリズムを峻拒し、領域国民国家の牢獄を打破し国境を

解放すべきとの正論を掲げる政治運動はイスラームにしか存在しないからである。 

 

（注１）Ibn ‘Abbās, Tanwīr al-Miqbās Tafsīr Ibn ‘Abbās, Beirūt, 1992, p.299. 

（注２）イスラームの宗教に対する立場は、いわゆる「共同体主義（communitarism）」であり、「個人主義」

ではなく、宗教を基盤とする共同体の保全を第一目標とする。それゆえ「宗教を変える者は殺せ」とのハディ

ース（アル＝ブハーリー、アル＝ティルミズィー、アル＝ナサーイー、イブン・マージャ、アフマド）によ

り、個人による宗教の選択、「背教」の「自由」は認められない。それゆえムスリムだけでなく、キリスト教

徒、ユダヤ教徒の改宗も原則として禁じられるのであり、改宗が許される唯一の例外がイスラーム入信なので

ある。拙稿『イスラーム法の存立構造 ハンバリー派フィクフ神事編』2003年、ナカニシヤ書店、722頁参

照。 

Cf., Whbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islami wa adillatu-hu, vol.8, Dmasascus, 1997, pp.55805-55802, al-Najdi, Ḥāshiyah 

Ibn Qāsim, n.p., 1992, vol.4, p.319. 

それゆえ「異教」は言うに及ばず、カトリック以外の全ての「異端」宗派が殲滅された西欧とは対照的に、中

東は「宗教の博物館」と呼ばれる程に多くのキリスト教宗派が現在まで存続、共存しているのであり、キリス

ト教諸宗派は、イスラームよりも、改宗を迫って信徒を奪い宗派共同体を壊す欧米のキリスト教の宣教に対す

る警戒心が強いのである。 

 

  

 

🕋 🕋 🕋 🕋
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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 

２３．マナー  

【食べるとき、飲むときのマナー】 

 食べる前には、いつも手を洗いましょう 

 食べるときには、始めに、次のように唱えましょう 

 بسم هللا وعلى بركة هللا
ビスミッラーヒ ワアラー バラカティッラー 

（アッラーの御名において、そしてアッラーの祝福を受けて） 

 

 食べるときと飲むときは、右手を使いましょう。 

 あなたの近くにあるものから食べましょう。 

食べ終わったら、次のように唱えましょう。 

 الحمد هلل الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين
アルハムドリッラーヒッラズィー アトアムナー ワサカーナー 

ワジャアルナー ミナルムスリミーン 

（わたしたちに食べ物を与え、飲み物を与え、ムスリムにしてくださったアッラーに賞讃あれ） 

 

【あいさつ】 

 あいさつをする習慣をつけましょう。 

 家を出る時や家に帰ってきた時に言いましょう。 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
 アッサラーム アライクム ワラフマトッラーヒ ワバラカートフ 

 （あなたにへ案とアッラーの御慈悲と祝福がありますように） 

 人と会った時「アッサラーム アライクム」と最初にあいさつする人はアッラーにもっとも近い人です。 

 だれかに「アッサラーム アライクム」とあいさつされたら、次のような返事をしましょう。 

 وعليكم السالم
 ワアライクムッサラーム（そして、あなたの上にも平安がありますように） 

 

【トイレのマナー】 

 トイレには、いつもはきものをはいて、入りましょう。 
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 トイレに入るときには、左足から入り、次のように唱えます。 

 اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث
 アッラーフンマ インニー アウーズビカ ミナルハバスィ ワルハバーイス 

（アッラーよ、悪と汚れからあなたに守護を求めます） 

 トイレでは、左手を使います 

 トイレが終わったら、手をきれいに洗って、次のように唱えます 

 غفرانك 
グフラーナク 

（あなたのお許しを） 

 

【睡眠のマナー】 

 早めに、休みましょう 

 夜遅くまで起きているのは、よくありません。 

 朝は、早く起きましょう 

 ベッドに入るときに、次のように唱えましょう 

 اللهم باسمك أموت وأحيا
アッラーフンマ ビスミカ アムートゥ ワアフヤー 

（アッラーよ、あなたの御名において私は死に、私は生きます） 

 起きたときに、次のように唱えましょう 

 الحمد هلل الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور
アルハムドリッラーヒラッズィー アフヤーナー バアダ マー アマータナー ワイライヒンヌシュール 

（わたしを死なせた後に生かしてくださったアッラーに賛美あれ。復活はかれのもとにあります） 

 

練習 

A.正しい文章には、〇を、間違った文章には×を書きましょう 

１．わたしは、いつも早く寝ます 

２．わたしは、いつも遅く起きます 

３．私は、近くにあるものから食べます 

４．わたしは、ときどき、はだしでトイレに入ります 

５．わたしは、トイレから出た時に、手を洗いません 

 

C.この本で学んだドゥアー（お祈りの言葉）を覚えて、日常の中で使いましょう 

 

🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 
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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 

 一度読んで、そして、しばらく時間をおいて、ふたたび本を開くと、以前読んだときとは、違った感動や発見

をひとつの文章に見ます。神さまの唯一性の理解が、日々の生活の中で、深まると、それまで理解していたもの

とは異なった意味が現れます。わかった、理解した、と思っていた文章も、どんどん違った意味に代わっていき

ます。 

 今月読んで、印象に残った一文を引用します。 

「２２．神様を知った人」（６７頁） 

 神さまを知った人は、その人じしん光となり、すべてのものもまた光となるのです。その人が足場とする光そ

のものに、その人がなってしまうのです 

 

🥚『モンゴルとイスラーム的中国』楊海英著 文藝春秋 

 ずいぶん古くから、そして、現在にかけても、日本と深いかかわりのある中国に、これほど深いムスリムの歴

史があり、ムスリム同士の間でのイスラームの教義を巡った争いや殺し合い、ムスリムではない人からの弾圧に

よる殉教の激しさを知りました。また、中国という広い場所で、あちらこちらに、優れた先生を中心としたそれ

ぞれのムスリムの集まりがあり、互いに切磋琢磨して、イスラームを実践していることも述べられています。 

 同じ東アジアの国でありながら、現代日本のムスリム社会よりも、その人数も、歴史の長さもはるかに勝って

います。中国からは、むかしから、イスラームの知識を求めて、パキスタン、イラン、サウディアラビアなどに

たくさんの人たちが勉強をしに行き、そこで学んだ知識を、中国の故郷に持ち帰りました。現在は、なかなか、

海外に留学することができない状況があるようです。それは中国だけではなく、現在では、コロナ禍のもと、世

界中で、人の行き来が制限されています。地球上の人の移動が、より容易いものになりますように。ウイグル問

題を考えるさいに、この本も読んでみられることをおすすめします。 

  



17 

 

 

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） 

気づけば、梅雨も終わり、夏が始まりましたが、家の窓の外をみると、日差しが強く、空の青さが際立ってい

て、きっと外は肌が焦げるほど暑いだろうと、外に出かける気分がいつもに増して減退しています。夕方になり、

日もだんだん陰り始めてようやく近所のスーパーに買い物にでかけます。 

昭和時代のサスペンスドラマを見ていると、エアコンがないので内輪でパタパタ扇いで暑さをしのいでいる様

子がでてきます。警察のおじさんたちが、ぎゅうぎゅうと狭い会議室に集まって、パタパタ内輪を扇ぎながらだ

らだら汗をかいて会議をやっています。現代にでてくる刑事さんたちは、広い会議室で、長机を前向きに並べて

いって、人と人との間の間隔も広いですが、ちょっとまえまでは、今よりもずっと人と人の間の間隔が狭かった

ようです。平安時代や明治時代の福岡、昭和時代の地方を撮影した日本映画を見ると、むかしは交通手段も不便

だし、何か事をするにも、何もありません。現代は、むかしにくらべ物があふれています。ほしいほしいと思わ

せるものに囲まれていて、ひどく禁欲をしなければいけない時代なのだなぁと、現代の人はずいぶん禁欲をじぶ

んに課した生活をしているのだなと気が付きます。 

ことしのハッジは、コロナのために、サウジ国内にいる人だけが、ハッジを行うことができたようで、ハッジ

に行きたい！行きたい！と、願っている世界中のムスリムにとっては残念でした。私も、約２０年前にムスリム

になってから、いつかは、ハッジに行きたいなぁと思っていましたが、２０年前は、招待ハッジなどもあるし、

あまり日本にムスリムも多くないしで、日本からはずいぶんハッジに行くことが容易いようでしたが、このごろ

はムスリムの数もずいぶん増え、また、コロナもあって、なんとなくハッジに行くのもだんだん難しくなってき

たように感じます。 

 先日ニュースで、山形県の町会議に、エジプト出身の方が議員に当選されたことを知らせていましたが、日本

人という概念も、時間を経るごとに、社会の中で変化しているのがわかります。本の紹介欄でも取り上げた『モ

ンゴルとイスラーム的中国』で、人々の歴史も、民族の名前も、完全な説明ができないことを、細かい調査結果

を挙げて、教えてくれています。自らを他と区別したいという欲求から、それまでなかった民族名を考え出した

り、その地域の人たちの対立を深めたいから、違う民族名にしてみたりと、色々と理由があって民族の名前が付

けられているようです。これから、日本でも新しい民族が誕生するのかもしれませんし、日本の国籍を持ったム

スリムが増えていけば、それだけ、日本におけるイスラーム実践にも複雑さが増え、「イスラーム的日本」の歴

史が作られていくのかもしれません。 

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 


