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イスラームとは、唯一真の神（アラビア語でアッラー）だけを信仰、崇拝
し、預言者ムハンマド（彼の上に平安あれ）を最後の使徒として受け入

れることです。

信仰 & 心得信仰を理解するために
神は人間が神の印しを通して、神の存在を認識するように求めていま
す。神を認めることは人間の責任で、この世での試験の一部でもありま
す。正しい心得なくしては、どんなに多くの情報も人を信仰へ導いては
くれません。

理由 1 : この世の始まり
神を信仰する最初の理由は、この世の創造に思いを馳せることに関連
します。

理由 2 : この世の秩序
次の理由は、以下の論法を使って、宇宙のシステムについて考えてみ
ましょう。

宇宙の多くの特徴が、宇宙は生命維持のために特別にデザインされ
ていることを示しています。こうした計算が現在ある状態より少しでも
狂うと、生命は維持できません。以下の例を見てください。

巨大で複雑な宇宙が偶然に管理なしで出来上がった？イスラムは科
学的研究や熟考を強く勧めています。神の創造物を見ると、数々のパ
ターンが観察できることが科学を通じてわかります。そして私達は、神
の偉力や英知に感謝します。

理由 3 : 啓示　クルアーン
クルアーンは、神の存在を示す強力な論拠となります。文体、英知、導
き、雄弁さ、読者に呼びかける独自性といった点で、クルアーンに並ぶ
ものがありません。

神は誰？
イスラームによると神は、完全、偉大、並ぶ物がない存在だと認識さ
れており、この事実には全く議論の余地がありません。それはイスラ
ームの美点の一つと言えるでしょう。
     

イスラームの神のコンセプトを理解するには、イエスについて理解
することが重要です。彼に関して混乱や疑問が多くはびこっていま
す。

イスラームはイエスを一人の尊敬すべき預言者で、神の使徒である
と認めています。しかしムスリムは彼を崇拝しません。イエスやその
他すべての創造物を創造した神だけを崇拝します。このようにイエ
スを神、また神の子、三位一体の一部として信じることは、明らか
にイスラームの神に関する純粋な教えに反します。

----

神は預言者たちを、同じ基本的メッセージを携えて、すべての時代を
通してすべての国々へ遣わしました。唯一神を崇拝するというメッ
セージです。ムスリムはすべての預言者を愛し尊敬しますが、彼らを
崇拝せず、神性は彼らに帰さないと考えます。これはすべて神だけ
に属するからです。

生きる意味
全能の神は私達を、ただ目的も無くさ迷わさせるため、或いは基本
的本能や欲望を満たすためだけにに創造されていません。むしろ
私達には、より崇高な目的があります。神を認め、神だけを崇拝する
、そして創造主の導きの上に生きることです。この導きにより人間は
人生のすべてにおいて満足し成功して生きることができます。

神は人間を創造し、人間が神を認識し、人生を全うし自己選択する
機会が与えられました。これは神の無限の英知の一部です。

イスラームはムスリムがバランス良く生き、真面目に社会の一員と
して貢献することを教える、完全で現実的な歩むべき道です。

イスラームの崇拝の考え方は、祈りや神への祈願だけを含みません。
定義は広く、神が満足するすべての行いを含みます。幾つかの例を
見ましょう。

崇拝行為には、神の満悦を乞う誠実な意図が必須で、イスラームの
やり方に従って正しく実践されなければなりません。

イスラームの立場
女性: イスラームでは女性は最高に高い尊敬を受けています。愛と名
誉、尊敬を持って扱われます。女性は男性のパートナーでどんな抑圧
も決して許容されることはありません。
テロリズム: イスラームは社会の健全を保つため、抑圧に対して、また
正義を広めるために戦うことは許可されています。しかし無実の非戦
闘員を標的にすることは卑劣な行為として禁じられています。
ハラールフード: ハラールフードは、イスラーム教徒が摂取することが
合法とされている食べ物です。肉や家禽類は人の手で苦しみを最小
限にし、神の名前を唱えながら屠殺されるべきです。
進化論: 神は最初の人類アダムを創造されました。進化した類人猿か
ら次第に進化したという考えに反して、最終型で創造されたのです。こ
れについて、科学は直接的に承認も否定もしていません、なぜならこ
れは他に類がない唯一の歴史的出来事、奇跡だからです。人間以外
の生物に関して、イスラーム学者は何も語っていません。ただ神が、進
化論を使ってもまたそれ以外の方法であっても、神自身が望む方法で
それらを創られたと信じることを、私達に求めています。
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• 両親への尊敬
• 正義を守る
• 隣人への親切
• 神を留意
• 自分の家族を守る
• 真実を話す

彼らの上に平安あれ

神の唯一性を強調

偽物の神や教えを否定

神の崇拝の仕方を実演

公正さの例となる

従うことの報奨（天国）を描写

不服従の罰、（地獄）を警告

• 正当な稼ぎを得る
• 抑圧に対抗する
• 孤児を助ける
• 環境を守る
• 忍耐と謙虚
• 社会貢献

現実的 & 偏りがない
歩むべき道

至近 & 直接 
神 と の 関 係

神 の 概 念
純粋 & 明確 

場所 & 時間、全て超越した 
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ムスリムの人生
に関する見方

•神の慈悲を期待し、また
神の罰を畏れます。

•私には崇高な生きる
目的があります。

•良いことが起これば、感謝し、
悪いことが起これば、 忍耐する。

・私が所有するものは全て神か
ら与えられました。

•この世は試験で、神は私の
行い全てを見ています。

•神を信頼し、神の許可
なしに何も起こりえません。

•すべての非ムスリムが導かれ
るように、真に願い関心を持っ
ています。

•私の範疇にあるものを見据え、
最善を尽くします。

•私は神に帰り、責任を問われます。
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イスラームって、
な・あ・に？

創られた？ その通り。ムスリムは宇宙創造の背景にある何か、
つまり創造主を信じています。
では誰が神を創ったの？ 神は創られていません。
宇宙やその他創造物とは違い、神は無限で、永存し、始まりもありません。

客観的&心を開く 

人間の存在意義
についての深い思考 
神の印を
受け入れる準備

謙虚&誠実 プライドや傲慢さ
物質主義
だけに偏る

何でもかんでも
無意味だと却下する

先入観に基づく
壁や誤解

もしイエスが神ならば、 
彼は誰に対して祈っていたのか？

神は同時に完璧また
不完全でいられるのか？

「神の子」の本当の意味は？
初期の聖書の言語では「神の子」という言葉が「正しい人」を示す言
葉として、イエスだけでなく多くの人々に象徴的に使われていました。神
は、物理的な文字通りの子を持つことからは程遠いのです。

イエスは生まれ、食べ、寝て、また彼の知識には限界
がありました。その行動は神に相応しくありません。神
は完全であり、人間は正反対です。

キリスト教の教えには、イエス自身が、
神は別にいて、イエス自身ではないこと
を示唆する話や行動の例があります。
例：イエスは神に祈っていた。

太陽、地球、
月の距離関係

オゾン層 地殻の厚さ 空気中の
酸素濃度

太陽から
の距離
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秩序立ったものは
全て、知能を
示唆する。

太陽系は、複雑に入り
組んだシステム、法則、
パターンがあり、高度
に秩序立っている。

この宇宙秩序は
創造主の知能を
示している。

“地上には信心深い者たちへの種々の印しがあり、またあなたがた
自身の中にもある。それでもあなたがたは見ようとしないのか。” 

当時解り得なかった
科学的根拠を含んでいる

誤りや矛盾がない
純粋で明確な
神の描写

アラビア語の言語
学的美しさの頂点

文盲の預言者ムハンマドを
通じて啓示された

保護: 1,400年以上
一切の改ざんなし

人間の行動の
奥深くまで
見据えている

多くの人々に
暗唱されている

いかにしてこの世は存在したのでしょうか？
無から始まった？ 
無からは無しか始まりません。
だから明らかに違います。

自然に始まった？いいえ、そんな非理論的な。
それではまるで母親が母親自身を産んでいるようなものです。

最初から、あった？
まさか、現代科学は宇宙は無限ではなく、

始まりがあったと結論付けています。

神が何でもできるなら、
なぜ人間にならなかったのか？

神は絶えず完全で、不完全なことは一切行いません。定義づけると、神は神
的でない行為はしないのです。つまり神が人間になったり人間的行動を　
とったりしたら、その人間は必然的に、もはや神にはなりえません。

クルアーン51:20-21

神は唯一無二で匹敵するものも、パートナーも子もいない
神はすべての崇拝に値する：直接的に＆独占的（仲介者を必要と
しない）
神は完全で完璧：限界や弱点がない
神は最も慈悲深い：人間が不完全で罪を犯すことは明白。鍵とな
るのは、自分の誤りを認め誠実に許しを求めること
人間も含めた創造物に、神の聖なる特性の一部として見出すこと
はない
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イスラームを信仰している人は、

様 な々人種や民族からなります。

ムスリムと呼ばれ、

実はムスリムで
1 . 5 億 人 以 上 い る の で す！

（地球上の２３％）
世界中の約４人に１人が 


