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第 7章

第 1草

ー
イ スラ ム

世界のあらゆる宗教にはその創始者の名、あるいはその宗教が生まれ
た社会や国家に因んだ名が付けられている。たとえばキリス ト教は預言
ニ ー (イエス・
キリス ト)の 名から付けられたものであり、仏教
煮イ サ
ー
はその創女
台者 ゴー ダマ ・ブ ッダの名か ら、またゾロアスタ 教はその創
始者 ゾロアスターの名か ら、またユダヤ人の宗教であるユ ダヤ教はそれ
を生んだユ ダヤ族の名が由来 している。その他の宗教の場合もよく似て
い る。しか しイスラームの場合は全 く異なる。イスラームの特徴はヾ特
イスラーム」 とい う言
定の個人や民族 と何 ら関係がないことである。 「
ー
葉 はこの ような関係を含んでいない。イスラ ムは特定の個人、集団、
国家に属 していない。
イスラーム とい う名称は、特定の民族t集 団、国家から生まれたもの
でもなければ、特定の社会 とも関係 がない。イスラームは人間の心の中
にその教 えに基づいた信仰 と道徳を育成 し啓発する普遍的な宗教であ
る.こ れを信仰する者は誰でも一いかなる人種、党派、社会、国家に属
していよ うとも―ムス リムである。 あらゆる時代を通 じて、あらゆる
人々の間にこの信仰を持 つた敬虔で善良な人々は存在 していたし、また
今 も存在 してい る。そのような人々は皆、ムス リムであった し、現在 も
そ うである。
ここでおのず と次の疑間が湧いてくる。イスラーム とはどうい う意味
なの力、 またムス リム とはどうい う人々の ことなの力、
1。イ ス ラー ムの意味
「
イスラーム」とはアラビア語で服従、帰依、従順を意味する。宗教
3

的には、イス ラー ムは唯一神 ア ッラー に対 して完全なる帰依 と鷹徒 を表
明す ることである。 これが 「
イ ス ラー ム」 と呼ばれ る所以であ る。
*注 イ スラームのもうひとつの意味は 「
平和Jで ある。 これは、人間は唯
一神アッラーヘの
帰依と服従によって初めて、肉体と精神の本当の平和を得る
ことができるとい うことを意味 している。 このような従順な生活は心の平和を
もたらし、ひいては真の社会平和を建設することができる。
我 々が住 んでい る宇 宙 が秩序正 しい組織体であることは明 らかであ
る。この宇宙 の あ らゆる構成 要素の間には一定の法則 と秩序があ る:万
夕 は思慮 を絶す る壮麗 な動 きを してい る宇宙の 中に各 々の位置 が割 り
当て られてい る。太陽、月、星そ してあ らゆる天体は壮大極ま りない機
構 の 中で互 いに結び合 ってい る。それ らは不変の法則に従い、定め られ
た進路 か ら逸脱す ることはない。地球は地軸を中心に 自転 し、太陽の周
囲を回転す るが 、必ず定められた軌道 を廻る。同様にこの世のあ らゆる
もの は 一極微小な電子か ら膨大な星雲に至 るまで 一必ず定め られた法
則 に従 う。物質、エネル ギー 、生命 の全てはその法則に従つて成長 し、
変化 し、生きて、死滅す る。人間の世界にお いて も自然の法則が働 いて
い るこ とは一 目瞭然である。人間 の誕生t成 長、生命は一連 の法則、い
わ ゆる生物学的な原則によって規制 されてい る。人間は不変 の法則 に従
つて自然か ら生活 の糧を摂取す る。微小な組織か ら心臓、
脳 に至るまで、
人間 の身体の あ らゆる器官 はだめ られた法則によって支配 されてい る。
要す るに我 々が住む宇宙は一 定の法則によって支配 されてお り、そ こに
生存す る万物 も各 々に定め られた コー スを歩んでい るのである。
極微小な塵か ら天空の壮麗 な銀河にいた るまで、
宇宙を構成するあ り
とあ らゆるもの を支配する偉大な普遍 の法則は、宇宙を創造 ・支配す る
唯 一神 の法則である。一切の ものは唯∵神 の法員1に従 つてい る。まさに

全宇宙がイ ス ラー ムの教えに従 つてい るのである。すなわちイ ス ラー ム
°
とは宇宙 の唯一創造主ア ッラーヘ帰依 し服従す るこ とである。太陽、
月、
地球、その他あ らゆる天体は創造主の命令を忠実に実行す るもの、すな
わちムス リムである。空気、水、熱、石 、木や動物 も同様にムス リムで
ある。宇宙の万物は唯 一神 の法則に従 つてお り、ムス リムである。この
意味 において、唯一神 を信 じない人や唯 一神以外 の もの を崇拝す る人で
さえ肉体的生存 に関する限 リムス リムであるといわ ざるをえない。何故
な ら人間の全生涯は、胎児 の段階か ら死 して肉体が土に帰 るまで、筋肉
の全組織 と四肢を含め唯一神 の定められた道に従 うか らである。無知ゆ
えに唯一神 の存在 を否定 し、多神教を唱 える者 さえもその本質はムス リ
ムである。ア ッラー以外 のなにものかに脆拝す るその頭 も生来はムス リ
ムである。本 当の無知ゆえにア ッラー以外 のなにものか に愛着 と崇拝 の
念 を抱 くそ の心 も本来はムス リムである。これ らはすべ て唯一神 の法に
従 い、その機能 と活動は唯一神 の法則 によつてのみ支配 されてい る。
以上が人間 と宇宙の真実の姿である。ここで別の観点か ら問題 を検討
してみ よう。人間 の構造には 2つ の面、すなわち 2つ の異なる活動 が
ある。ひ とつ は唯一神 の法によってすべ て規制 されてい る活動であ り、
そ こか らはわずか も動 くことができない し、一歩た りとも離れ ることが
できない。またいかなる方法、いか なる形態をもつて して もそれ を回避

することはできないのである。事実人間は他の一切のものと同様、自然
の法則に完全に縛られ、それに従う運命にある。しかし、人間の活動に
はもうひ とつの面 がある。すなわち人間は天賦 の知性 と理性 を与えられ
てい る。人間は思慮 し、判断 し、選択 し、反駁する能力を与えられてい
る。人生 ていか なる選択を し、歩 もうとも自由である。い ろいろな考え
を持 つ こともできるし、好み の主義 ・趣向に合わせて どんな生活をも営
む ことがで きる。自分で生活信条を規定 して もよい し、他人が規定 した

生活信条を受け入れてもよい。人間は 「自由意志Jを 与えられ 自分 の行
動方針 を設計できるのである。 この 「自由意志」において、人間は他 の
生物 とは異な り、思想、選択 、行動の 自由が与えられているのである。
この 2つ の面は人間の生活 の 中に並存 している。
まず人間 は他 の生物 と同様 、生来のムス リムであ り唯一神 の法に必ず
従 うよ うに運命づ けられてい る。もうひ とつの 面についていえば、人間
は 自らムス リムになろ うが、それを拒絶 しよ うが 自由である。人間は選
択 の 自由を与え られてい るため、この 自由をいか に使 うかによって 2
つ に 一すなわち信仰する者 と信仰 しない者に一大別す ることができる。
創造主を認 める人は唯 一神 を己の主 として崇拝 し唯 一神 の法 と命令に
誠実かつ厳格 に従 い、唯一神 が人間 と社会生活 のために示 した法に従 い、
完全なムス リムになろ うとす る。このよ うな人は、自由と選択が与えら
れてい る範囲内で主体的に唯一神 に従 うことを決意 したことによつて、
そのイ ス ラー ム的認識においていわば完全 の域に達 した といえる。
今や全生活で唯 一神に従 うことを決意 したため、人間性において、い
かなる矛盾や葛藤 もなくなる。その考 え方は完全なるムス リムであ り、
そのイ ス ラー ムに対す る信念は完壁である。一何故なら全生涯 をア ッラ
ー の意志 にそ つて生活することがイス ラー ムであ り、まさにイ スラー ム
以外 のなにもので もないか らである。
それまで無意識的に従 つていた創造主に、今や意識的 に服従 し、それ
までは何気な く服従 していた唯 一神に今や 自発的に服従す ることにな
つたのであ る。知覚 しかつ認識す る能力をお授けになつた 「
全智全能 の
自存者」を認 めることによって、その人の認識 は本物 となる。今やその
理性 と判断は確固不動なもの となる一なぜな ら、人間に思考 し判断す る
機能 をお授けになった全 智全能 の 自存者に正 しく服従す る ことを決 め
たか らである。

確信 を持 つて表
人間 に舌を活 かす機能をお授 けにな つた主 の真意を、
明す るため、その 日か ら発す る言葉は真実なもの となる。今や 自発的 で
一
あるか どうかにかかわ らず、人生 の あらゆる面で宇宙 の主である唯 神
の法則 に従 い、その真理を具体化す ることになる。このよ うに、全宇宙
が帰依崇拝す る主に従 うのである。このよ うな人は地上 における唯 一神
の忠実な僕 である。

2。 ク フル の本質
以上述べ たよ うな人物 とは反対に、生来 のムス リムであ りなが ら、ま
た死 ぬ まで無意識的にはムス リムであ りなが ら、理性、知性、直覚 の機
能を真 の主、すなわち創造主を認 めるために働 かせ ず、選択 の 自由を誤
用 して唯一神 を否定す る人がい る。このよ うな人は不信仰者 ―イ ス ラー
ムでlま「
クフル」は文字通 りには 「
カー フ イルJ一 と呼ぶ。 「
隠
覆 う」 「
蔽す る」とい う意味である。唯 一神 を否定す る人は不信仰 により自分 の
本質 の 中に潜在 し魂 の中に秘 されてい るもの を隠蔽す るために、一なぜ
イ ス ラー ムJが 浸透 してい るのであるか ら
な らば、人間には本質的 に 「
―カー フィル (隠す人)と 呼ばれ る。人間の肉体、筋肉や内臓はすべ て
そ の本能に従 つて働 く。あ りとあらゆる構成要素は 一活動 してい るもの
個 々に
もそ うでない もの も含 めて 一イ ス ラー 4に 従 つて機能 してお り、
割 り当て られた役割 を果た しているのである。しか し視覚 が曇 り、知性
が乱れ ると、その証拠を見出す ことがで きない.自 分 自身 の本質 さえも
心の眼か ら隠蔽 され本質を全 く無視 した行動を取 つて しま う。そ うなる
とお よそ真理か ら遠 ざか り、道に迷 つて しま う。これがクフルの性質で
ある。
クフル は純粋かつ単純な無知の一形態である。唯一神すなわち全宇宙

の創造主 について無知であること以上に大きな無知が あるだろ う力、自
然 の広大なパ ノラマ 、休む こ とな く働 く壮大なメカニ ズム、創造の あ ら

ゆる面に現われている唯一神 の偉大な配慮を見る。彼 らはこの壮麗な機
構を見ても、誰がそれを作 り、誰が支配 しているのかを知 らないのであ
る。人は自分の身体の中で精巧に働 く素晴 らしい器官には気を配 り、日
的 を遂行するために働 かせ る。̲しか しなが ら自分の身体を生み出 した
「
原動力」、この精巧なメカニズムを設計 し創 り出 した 「
製作者J、
炭素、
カルシ ウム、ナ トリウム等の無機質から唯一無類の生 き物を創 られた
「
創造主」のことが理解できないのである。宇宙の素晴 らしいメカニズ
ムを見ても、その背後にいる 「
設計者Jの ことは考えない。宇宙の偉大
な美 と調和を見ても、万物の 晴り
造者」を見よ うとしない。自然の素晴
らしい景観は見ても、その 「
設計者」を知 らないのである。我 々が住む
世界において、科学 と知識、数学 と技術、計画と目的が結合する完成物
について、眩いばか りの一大壮観を眼にす るが、この無限で広大無辺の
宇宙を誰が創 り出 したのかについては全 く知 らないのである。人間はこ
の重大な事実を知 らずに、どの よ うに して知識の真の姿に近づけるので
あろう力、このような人にどうして真理 と知性の扉が開かれることがあ
ろ う力ヽ出発点に誤 りがある人がどうして正 しい 目的地に到達すること
ができよう力、 こ うい う人は真理を把握 し得ないであろ う。「
正 しい道J
は隠蔽され、どんな科学や学問に専心勉励 してみても、その人の眼前に
は真理 と知恵の栄光は決 して輝 くことなく、渦に巻かれ、無知の暗闇の
中にさまよい模索するのである。
それだけではない.ク フルは悪徳や極悪非道の暴虐である。暴虐 とは
何か、それは権力 と威力を残虐かつ不正に行使することである。もし物
事を不正に行使 させ 、その真意、意志、先天的性向に反 してその不正を
強制するならばそれは徹頭徹尾暴虐である。

我 々は宇 宙のすべ ての ものが、
創造主に従 つてい るとい うことを知 っ
た。唯 一神 の意志、唯一神 の法に従 つて生きることは 一 もつ とは っ き り
い えば、イ ス ラー ムであることは 一天地万物の真性に初めか ら備わ つて
い る法である。唯一神 は人間 に物 事を処理す る能力を与えられたが、そ
の能力は唯 一神 の意志を成就す るために使 うべ きであ って、決 してその
他 の 目的に使 うべ きではない。しか し唯 一神に従わずにクフルに堕す る
者 は、不正非道 を犯す者 である。唯 一神か ら授 け られた肉体 と精神 の
諸 々の能力を本来 の真性に反 して用い、逸脱 した人生を送 つて しま うか
らである。そ して唯一絶対神ではない諸 々の神 々に頭 を垂れ 、心 の奥底
か ら湧 き出る本能的呼び声 を無視 して、他 の 「
権威Jに 執着 し、崇拝 し、
畏怖 の念 を抱 く。自分に与えられた能力 と思 い通 りになるあ らゆる物事
を駆使 して、唯一神 の 自明な意志 に反抗 し、 「
暴虐 の時代 Jを 作るの で
ある。この世の あ らゆるものを搾取乱用 し、こともあろ うにそれ を自然
と正義 に反する方向に強制す ることほ どこの世に大きな不正非道、暴虐、
残忍なものがあるだろ う力、
クフル は単なる暴虐 だけではない。少な くともそれは反逆、忘思、裏
切 りの行為である。 いつたい人間 の実在 とは何であろ う力、 人間 の 力、
権威 とはなんであろ う力、 人間は己の精神、心、魂その他身体諸器官 の
創造主であろ う力、 それ とも、それ らは唯 一神によって創造 されたもの
であろ う力、一体誰があ らゆる力とエ ネル ギー を人間に役立たせ るよ う
に したのだろ う力、 一人間か神力、
〕もしあ らゆる ものが唯 一神のみによ
つて創造 されたの であれば、一体、万物は誰に属するの だろ うか。誰が
万物 の真の所有者であろ う力、 誰が万物 の正 しい支配者であろ うか。明
らかにそれは唯 一神であ り、唯 一神以外 の なに もの で もない。唯 一神 が
創造主、主人、支配者であるな らば、唯=神 か ら授け られたもの を唯 一
神 の法を犯 して使 う人間 ―唯 一神に背を向け邪悪な考えを起こ し、
唯一

神 に不信 の念を抱 き、支配者 の意志 に反 して諸 々の能力を使 う人間 一ほ
ど罪深 い反逆者 はないであろ う。もし召使 いがそ の主人を裏切 るな らば、
人はその召使 い を忠実でない と非難す るで あろ う:も し役人が国家 に忠
義 を尽 くさなければ、売国奴 と呼ばれ るであろ う。も し恩人を欺 く者 が
あれば、
思知 らず と槍 玉に上 げ られ るであろ う。しか しこれ らの裏切 り、
忘恩、反逆 も、不信 の徒 がクフルによって犯す罪に比べれば ものの数で
はない。一体誰 があらゆる力 と権威 の真 の源泉 であろ う力、誰 が人間に
自然を支配す る力を授けたのだ ろ う力、誰 が人間を高い権威 と力を持 つ
地位 にまで高めたのだ ろ う力、人間が他人のために使 う一切 の ものは唯
一神 か ら贈 られた ものである。人間 がこの世 で持 つべ き最大の感謝 の念
°
は両親に向けられ るべ きであるが、それでは誰が子供に対す る愛を両親
の心 に植 えつ けたのだろ う力、誰 が母親に子供を養育 し成長 させ る意志
と力を授けたのだ ろ う力、誰 が親に持てる全ての物を子供 の幸福 の ため
に借 しみな く与えよ うとす る気持 ちを授けたのであろ う力、少 しで も沈
思熟考 してみれば、人間の最 も偉大な恩人は唯一神であることがわかる。
唯 一神は人間 の真 の王、支配者 であるとともに人間の創造者、主人、養
育者、支持者 である。これが唯 一神 の人間に対す る立場 であるか ら、人
間 がその真 の主人、支配者を否定 し服従 しないクフル を犯す ことほ ど罪
深 い裏切 り、忘恩、反逆、背信はないのである。
では、人間はクフル を犯す ことにより全能 の神に被害を与えてい ると
い えるであろ う力、 それは全 くばかげた ことであ る。無限の宇宙 の一点
に立つ 、取るに足 らない極微粉 の よ うな人間が、最高級 の望遠鏡 を借 り
て もその境界を見出せないほ ど無限に壮大な領域 を統 べ給 う宇宙 の主
に どのよ うな損害を与えることがで きよ う力、唯 一神 の力は、
月、
地球、
太陽、星など数えきれないほ ど多 くの天体を命 じられた通 りに小 さなボ
ールの よ うにその周 りを回転 させ るほ ど偉大 である。神は全宇宙 の唯一
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の主であるだけに、その富 は計 りしれない。万物のために恵みを垂れ給
一
うのは誰力、唯一神 のために仕 えないのは誰 力、唯 神 に対する人間の
反抗 は唯一神 に僅 かの損害をも与 えることはできないので ある。逆に、
唯 一神 に服従 しない者 は 日もあて られ ぬ破滅 と没落 の道 を辿 るだけの
ことである。
この よ うに唯 一神 に反抗 し唯 一神 の実在 を否定す る ことの必然的な
一
結果は、人生究極 の理想に失敗す ることである。このよ うな唯 神 へ の
反逆 は決 して真 の知識 と洞察力をもた らさないであろ う。創造主を明 ら
かにできないよ うな知識は真理を説き明 かせないであろ う。このよ うな
知性 と理性は迷路 に陥 つて しま う。創造 主を認識できないよ うな理性 は
人生 の道 を照 らす ことはできないであろ う。このよ うな人 は人生の あ ら
ゆる出来事 に失敗す るであろ う。道徳、市民生活、社会生活、生存競争、
家庭 生活な どやがて全生活 が くつが えされ るときが来るであろ う。地上

°
lこ
混乱 と無秩序を撤き散 らし、良心の呵責に咎 められることなく、世人
の血 を流 し、他人の権利を侵略 し、他人に残虐に当り散 らし、そ してこ
の世に無秩序 と破減の種を蒔いて去って行 く。その歪曲した考え方 と野
心、曇 った洞察力 と不当な価値観、更にその非道な行為は自らのみなら
生の平静 と
ず周囲の人々の人生をも暗い ものにする。このよ うな人は,人
均衡を破壊 し、喪失 して しま う。現世において 自分の本性、能力、才能
来世において有罪の宣告を受 けるであろう。
に関 して犯 した罪のために、
身体のあらゆる器官 ―頭脳、日、鼻、手、足す らも一それ らに加えた不
正義 と残虐非道に対 して攻撃するであろう。自分を形成 しているあらゆ
る組織は唯一神に向かつてこの人を非難するであろう。正義の源泉であ
その罪にふさわ しい最 も厳 しい罰を下 し給 うであろう。
り給 う唯一神は、
これ がクフルの不名誉な結末である。クフルは現世において も来世にお
いて も人を完全なる破減の袋小路に迷い込ませるであろ う。
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3.イ ス ラー ムの 思恵
さてクフルの罪悪 とその不利益について述べ るのはこの辺でとどめ、
次にイ ス ラー ムの恩恵に目を転 じよ う。
人は 自らの小宇宙 の 中にも唯一神 の神秘 の力 とその啓示 を数限 りな
く見ることがで きる。不変の法則 と比類なき秩序に従 つて滞みな く動 く
この素晴 らしい宇宙はその設計者、創造者、支配者 こそが無限の万物 を
包括す る全能者であることを示 している。そ して計 り知れない能力 と知
識 と資源 を持 つた全能 の 「自存者」であ り、またその知恵は最 も完全で、
宇宙の生きとし生けるものの 中でその 「自存者」に従わない ものはひ と
つ としてない とい う事実を証明 している。この宇宙に在 るあ りとあ らゆ
るもの と同様に、唯一神に服従す ることが人間 たるものの本性 である。
実際 の ところ人間は毎 日毎 日無意識的に唯 一神 の法に従 つて生きてい
るのである。なぜならば唯一神 の法 を逸脱す るや否や、人間は死 と破滅
に曝 され るか らである。この唯一神 の法 こそが我 々が 日常遵守 している
自然 の法則 と呼ばれるものである。
唯 一神は人間に知識を得 る能 力 と思考熟慮す る感性、善 と悪を識別す
る判断力を授 けよ うと思召 され、人間にかな りの意志 と行動 の 自由を授
けたのである。この 自由の 中にこそ人間 にとつて真の試練 がある。人間
の知識、知恵、識別力、意志 と行動 の 自由はすべ て試 されてい るの であ
る。この試練にお いては、人間は一定の道を取ることを押 し付け られて
は いない。強制 されれば試練 の 目的その ものが失われ る。試験 の際、答
案用紙 に決ま らた答 えを書 くよ うに強 い られ るな らばそれは受験者 の
自由意志 に基づいた答案ではな くな り、当然その試験は無効 になる。本
当の価値は自分 自身 の知識 と理解力 に従 つて質問 に 自由に答 えられ る
場合にのみ正当に評価できる。答えが正 しければ成功 し、将来の発展 ヘ
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の道 を開 くであろ う.答 えが違 っていれば失敗 し、将来の発展を
妨げる
であろ う。同 じことは人間がいかに生きてい くか とい うことについ て

も
い える。唯一神は、.人間が好 きなように人生 の選択を し、イ ス ラー ム
に
なるかクフルになるか、自分 自身で自由に決め られ るよ うに意志 と行動
の 自由を与えられたのであ る。

ところで、一方で自分の本性 も宇宙の本質 も理解 しない人がいる。真
の主を認めることができず、
唯 一神が賦与されているものを知ることが

できな￨ヽ
のである。このような人は、知識、知性、義務感の試練に落第
したのである.一定標準に達し得ず、
好ましい運命は望めないのである。
また他方にはこの試練に見事に合格す る人がいる。知識 と知性 を正 し
く用 いて創造主を認識 しかつ信仰 し、強制 されていないに もかかわ らず
創造主に服従す る道を選ぶ。過 ちを犯 さず 、善悪を識別 し、邪道に陥 る
性向を持 ちなが らも正義に従 うことを選ぶ。 自分 自身 の本性 を理解 し、
自然 の法則 と実在 を実現 し、いかなる道 をも選 べ る能力と自山を持 ちな
が らも唯一神 へ の従順 ど忠実の道を選ぶ のである。自分の知性やあ らゆ
る機能を正 しく使 うか らこそ試練に成功できるのである。日は実在を
見
るため、耳は真理 を聴 くため、精神は正 しい意見を持 つ ために用 い、心
と魂はその よ うに選んだ正 しい道 を辿 るために働 かせ る。真理を選び

、
実在を見、自発的に喜んで自分 の主人である支配者に従 う。そ して思慮
深 く、誠実で義務感 の強 い人 にな る。なぜな ら、間 の上に立つ晃を選ん
だか らであ り、実な の光明を見た後は、そ の光の呼び声に喜び熱心に応
えたか らである。その人は行 為によって、真理 の探求者であるだ けでな
く、真理を知 る者 、真理を崇拝す る者であ ることを証明す るのである。
この人は正道に立 ってい るの であ り、
現世において も来世にお いて も成
功す ることは明 らかである。
この よ うな人は知識 と行動 の あ らゆる分野にお い て常に正 しい道 を
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唯一神 の賦与 し給 うあらゆる恵みを知る者は、
選ぶであろう。唯一神 と、
実在の出発点 と共に究極の 目的を知ってぃ る。正 しい道に立ち、人生航
路 の方向と終着点を確信 しているから決 して迷路に陥ることはない。哲
学においては宇宙の秘密を考察 し自然の神秘を探 ろうとはするが、不信
心な哲学者 のように、疑惑 と懐疑の迷路に陥ることはないだろう。人生
の道は唯一神 の啓示によつて照 らされ、自らの足はすべて正 しい方向に
向くのである。科学において 自然の法貝Jを知 り、地球の隠 された宝物を
見出 し、まだ知られていない精神 と物質のあらゆる力を管理 しようと努
めるが、それはすべて人間性 の向上のためである。知識 と能力に至るあ
人類の幸福のために地上と天上にあるあらゆるもの
らゆる道を開発 し、
一
を駆使 しようと全力を尽 くす。その探究の全段階を通 じて、唯 神を意
識 し、
科学と科学的方法を邪悪かつ破壊的に使 う過ち を犯 さないのであ
る。自分を万物の支配者 と宣言 した り、唯一神の領域 と至高の力を我物
顔に独占した り、世界を転覆 しようとする野心を抱いた り、不工不義の
手段により人類を屈服 させ全世界を制御 しよ うと企てた りして自分 自
一
身を欺 くような行為は しない。ムス リムの学者がこのような唯 神に対
する謀反の戦いを挑む ことはありえない。ただカーフィルの科学者 だけ
が このような幻影の餌食 とな り、この妄想の虜 となつて人類を全面破壊
と絶滅の危機に曝すのである。
これに反 してムス リムの科学者 は全く違 つた態度で振舞 うであろ う。
一
科学の世界への洞察が深ければ深いほど、ますます唯 神への信仰 は強
くな り、喜んで唯一神の前に頭を垂れるであろう。自らの主人が偉大な
力 と知識を与えられたように、自分もまた自分 自身と人類の幸福のため
に努力 しなければならない と思 うようになるであろう。傲慢の代 りに謙
虚になるであろう。力に酔い しれる代わ りに人類に奉仕 しよ うとい う実
一
感 が湧 き出るであろう。自由は放縦ではなくなり、道徳 と唯 神 の啓示
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に 導 かれ るであろ う。科学 を掌握 して破壊 の道 具にす る代 りに人類 の福
祉 と道徳 の 再生 の発動力 と して役 立て るであろ う。これ こそが、我 らの
主が人類 に授 けた贈物 と思恵 に対 して 、我 々が感謝 を表わす方 法 な ので
あ る。
*注 現 代人が直面する事態について同 じことがいえる。 ジュー ド博士は云
｀
う.「科学は我 々にも神にも等 しい力を与えた。しか し我々はそれを小児の よ う
に使 う。J
*ま た著名な哲学者パー トラン ド・ラジセルは次のよ うに語る。『:00‑般
的に我 々は手段 に関 しては高い技術を持つが結果に関しては愚劣極まりない処
置を執る。 目的運ほのために技術の進歩が結局悪い結果に終わる場合が多い。
』

また歴史学、経済学、政治学、法律学、芸術、自然科学のあらゆる分
野で、ムス リムは研究面で決 してカー フィル に遅れを取 らないが、それ
ぞれの物の見方に従 つて、運用方法は非常に異なる。ムス リムは正 しい
観点から学問のあらゆる分野を研究 し、正 しい 目的のために努力 し、正
しい結論に達する。歴史学においては人類の過去の経験から正 しい教訓
を学び、文明の栄枯盛衰の正 しい結末を究明する。過去において、ムス
リムは善であり=義 であったあ らゆるものを活か し、
諸国家を衰亡と没
一
落に導いた 切の ものを賢明に回避 しよ うと努めるのである。政治学に
おけるムス リムの唯―の 目的は、人間すべて兄弟 として個 々の人格を尊
重 し、いかなる搾取も奴隷制 も許 さない、また個人の権利が確実に擁護
され国家の権力は唯一神からの神託と見なされ、万人共通の福祉のため
に行使 されるような平和 と正義 と友愛 と慈善が支配する国家の樹立に
まい進することである。法学の分野において、ムス リムが追求すること
は法律を真の正義の具現 とし、万人一特に弱き者 一の権利の真の擁護者
とすることである。あらゆる人が各々正 当な分け前を持ち、不正 と圧迫
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が誰 にも加 えられない ように配慮することである。さらには法律を尊重
し、
他 の人 々にも尊重 させて法律が正 しく公 平 に行使 され るよ うに配慮
す るのである。
ムス リムの道徳生活は常に敬神 と敬虔 と正義 と真実の念 に溢れて い
る。神 のみが万物 の主であ り、自分 も他人 もそれぞれ が持 つてい るす べ
ての ものは唯一神 か ら与えられ、自分が行使する力は唯一神か らの委託
にす ぎず、自分に授け られた 自由は無分別に使 うべきではな く唯一神 の
意志に従 つて使 うべ きであるとい う信念を持 つて、ムス リムは現世を生
きるのである。ムス リムは常にいつの 日か唯 一神の御許に帰 り、全生涯
の報告を しなければな らないことを念頭に置 いて生きてい る。ムス リム
はこの責任感 を常に しつか りと心中に持 つてい るため、決 して放縦で無
責任 な行動は取れないのである。
このよ うな精神 で生きる人間の高い道徳性 を見るならば、人生は純潔
と敬虔 と愛 と思 いや りであることがわかる。このよ うな人物 こそは人類
の祝福である。邪悪な考 え方や歪曲 した野心で機れ ることはない。悪事
を見ることも聞 くことも行な うことも慎む。日舌を慎み、決 して虚 偽 を
語 らない。公明正当な手段で生活 の糧 を得、搾取や非道、虚偽によつて
不 正に得た食物 よ りむ しろ飢餓 を選ぶ。その理由の如何 を問わず、他人

の生命 と名誉を決 して弾圧、蹂躙することはない。どのよ うな高価な犠
牲を払お うとも決 して悪には屈 しない。善良と高貴の具現者であ り、そ
の生命を犠牲にしても正義と真実を高く掲揚するであろう。あらゆる不
正不義を憎み、逆境の下で も強く真理を擁護する。このよ うな人はひと
つの権威 であり、必ずや成功するであろう。何事も決 して妨害されるこ
となく、また行 く手を阻まれることもないのである。
このよ うな人 こそ最も名誉ある最も尊敬すべき人である.この点では
何人も比べ られない。宇宙の支配者である万能の神以外の何ものかに恩
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恵を求めて頭を垂れた り、またそれに手を伸ばすことを絶対に しない人
に、どのよ うな恥辱が訪れることがあろ う力、
このよ うな人こそ最も権威があり最大の成果を収める人である.何人
も彼以上に強 くなることltできない。なぜな らば、唯一神の他に何 もの
をも恐れず、唯一神の他に誰にも祝福を求めないか らである.こ のよ う
な人に、どんな圧力をかければ正道から逸脱 させることができるのだろ
う力、 どれほどの巨大な富を以 つてすれば、彼を屈服 させることができ
るだろう力、いかなる権力を以 つてすればその良心を変えることができ
るのであろ う力、 どんなに圧 力をかけて も、この人の信仰 と行動を弾圧
することはできないであろう。
彼 こそ最 も富める者である。この世の何人も彼以上に富み、かつ独 立
することはできない。彼は簡素ながら満足と安定の生活をしている.好
色家でもなければ道業者でもない し貪欲でもなし、正直に稼いだ もので
満足 し、たとえ不正の手段で得られた富を前に差 し出されたとしても、
それを受け取らないことは当然である。見向きす らしないだろ う.彼 は
心の平和と安定を保 つてい るのである。これ以上の大きな富があ りえよ
う力、
彼は最も尊敬 され愛され親 しまれる人である.何人も彼以上に愛 され
ることはないであろう。なぜならば慈愛 と思恵の生活を送るからである.
すべての人に正義を以つて接 し、
義務を正直に果た し他人の幸福のため
に誠実に働 く。人々の心は自然と彼に惹きつけられ、彼を好み、愛 し、
尊敬するようになる。
彼は最も信頼される立派な人である。何人も彼以上に信頼されること
はない.な ぜなら信頼を裏切 らず、また正義を踏みはずすことがないか
らである。自分の言葉に忠実で、その行ないは真っ直ぐである。自分の
係わる出来事に対 して明瞭かつ公正に接する。なぜならばいかなる時に
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も、いかなるところにおいて も唯■神がすべて見通 してお られることを
確信 しているからである。このよ うな人の信用 と善意がいかに大きいか
は筆舌 しがたい。彼を信頼 しない人はいるだろうか¨¨・
。ムス リム (イ
スラーム信徒)の 人生と品格は大体以上の ようなものである。
もしあなたがムス リムの本当の特性 を理解するならば、ムス リムは屈
辱 と卑下の下に生きることはできない とい うことを知るであろう。ムス
リムは究極 においては必ず勝つであろ うし、
地上のいかなる力も彼を抑
‐
ヾ
のである。なぜならば、イスラ
圧 した り征服 した りすることはできなし
ー ムはいかなる現世の魅力や幻影によつて も曇 らす こと,がで きない品
性を彼に植 えつけるからである。こ うしてムス リムはこの世で尊重すべ
き栄誉ある人生を終えた後、創造主の許に帰るのである。
創造主は最も豊かな恩恵を彼に施 し給 うであろう。なぜならば彼 は義
務を果た したからである。自分の使命を立派に遂行 し試練を見事に克服
したからである。己の人生で現世と来世にわた り成功を収め、永遠に平
和歓喜 と幸福の中に生きるであろう。
これが人間の 自然の宗教、すなわちいかなる個人、民族、時代、場所
に拘らない宗教イスラームの本来の姿である。イスラームは自然の道 で
あ り、人間の真の宗教である。あらゆる時代、あらゆる国家、またあら
ゆる民族の中で唯一神を知 り真理を愛する人はイスラームを信奉 し、こ
の宗教の戒律の下に生きてきた。彼 らが 「
イスラーム」と呼ば うが、そ
の他の名で呼ば うがそんなことは関係なく、
彼 らはすべてムス リムなの
である。呼名 はなんであれ、それはイスラームを意味 し、イスラーム以
外 の何もので もない。
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第 2章 信 仰 と従力
贋
イス ラー ム とは唯一神に従 うことである。そのためには人生の根本的
事実を知 り、その事実に確固たる信念 を持たなければな らない。この事
実 とは どうい うことであろ う力、唯一神 の道に適合 した人生 を設計す る
ために知 らなければな らない根本 の事柄 とは何力、本章ではこのこ とを
論 じてみたい。
まず 、我 々は唯一神 の存在 に不動 の確信 を持たなければな らない。唯
一神 の
存在 を確固かつ純粋に信 じるこ とができずに、どうして唯一神 に
従 うこ とができるであろ う力、
次に我 々は唯一神 の特性 とは何かを知 らなければな らない。人間が持
つ諸 々の特質 の 中で、美徳 と信仰に溢れた人生 を設計できる最 も高貴な
人間を培 うものこそが唯一神 の特性 であ る。もし無知ゆえに 「
神は唯 一
であ り万物 の創造主かつ支配者 t宇 宙を支えるものであ り、かれに対比
され るものはなに もの もないJこ とを知 らなければ、虚構の神 々に頭 を
垂れ その思恵 を受けよ うとす るであろ う。
・しか
し神 の真 の特性である唯一性 (タウ ヒー ド)を 理解すれば、邪神
の幻影に叩頭す る過 ちを犯 さないはずであ る.同 様に 「
神は全智者 、全
聴者、
全視者 として我 々の公私一切 の行為 のみならず心の奥に秘め られ
た思 い さえも聞き、見、かつ知るJこ とがわかれば、どうして唯 一神 を
ないが しろに し、唯一神に背 くことがで きよ う力、人は 自分が永遠の守
護 と意志 の下にあると感ず るか らこそ唯一神 の法に従 うのである。しか
し唯一神 の この特性 を認識 しない人は無知ゆえに唯一神に従わず 、
紡復
うの である。唯 一神 のあらゆる特性 に関 して もこれ と同様であ る。実際

に、人間が持たなければならない特質と本性は、イスラームの道を探求
し、
唯一神の特性を深く認識することによつてのみ発展 し成就させるこ
19

とができる。人間 の心 と魂、信仰、道徳、行為を純化 させ給 う唯■ 神 の
本性 を知るべ きである。
この本性は単に生か じりや、つ け焼刃の よ うな知識だけでは不十分で
ある。知 らぬ間 に忍びよる疑惑や曲解 に振 り廻 されないよ うに心 と魂に
しつか り根 を下ろ した確固不動たる信念 を持たなければな らない。また
唯 一神 の思召 しに従 つた生き方 を十三分 に会得 しなければならない。唯
一神が喜ばれ ることと
厭われ ることを知 らずに どの よ うに して善き こ
とを選び、悪 しきを避けることができるであろ う力、 また、唯 一神 の法
を知 らずに どのよ うに してそれに従 うことができるであろ う力、このよ
うに唯 一神 の法 と人生の啓示 を知 ることは絶 対 に必要不可欠な ので あ
る。
しか し単 に知るだけでは充分 とは言 えない。それが唯 一神 の法であ り
自己の救済は この法に従 う以外にない とい うことに対 して絶対的な 自
信 と確信 を持たなければな らない。なぜな らばこのよ うな確信を伴 わな
い知識は、 「
正 しい道」に導 く力にな り得ず、不従順 の袋小路 の 中に迷
いこませ るか らである。
最後に、信仰 と従順の結末 と、不信仰 と不従順 の結末を知 らなければ
な らない。唯 一神 の道を選び純愛 と美徳 と従順 の人生を生 きるな らば、
どの よ うな恩恵が注がれ るかを知るべ きである。また不従順 と反逆 の道
を取るな らば、どれほ ど凶悪で悲惨な結果が起 こるかを知るべ きである。
さらに死後 の人生を知ることは絶対に欠 くべか らぎることである。死が
生命 の終焉ではなぃ とい う事実に不動 の信念を持たなければ ならない。

死後の復活があり、
人間は唯一神みずからが司る最高審判に呼び出され
る。そこでこの最後の裁きにおいて善行は報いられ悪行は罰せられる。
いかなる人間も公平に取扱われ、しかもその裁きから逃れることはでき
ないのである。このことは必ず起こるのである。この事実を認識するこ
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とは、唯 一神 の法に従 うために必要欠 くぺか らぎることである。
来世を知 らない人は、従順 も不従順 も全 くどちらで もよいこ とである
と見なすであろ う。人 々は信仰す る者 も信仰 しない者 も共 に似 た りよつ
た りの終末 に会 うだろ うと考えてい る。とい うの も死後 はいずれ も灰儘
に帰す ると考えてい るか らである。このよ うな考え方を持 つてい る人が 、
自発的な従順 の人生には必ず ついてまわるあ らゆる厄介 と困難を甘受.
してまで罪悪を回避す ることが どうしてできるであろ う力、これ らの罪
は この世 では表面的には道徳的お よび実質的損失をもた らさない な ら
一
なお さらである。このような心構えでは唯 神 の法を認識す ることはで
きない し、当然唯一神 の法に従 うこともできないのであ る。また来世 の
罪悪 と災禍の誘惑 に満 ち溢れた世
生命 と唯一神 の審判を信 じない人は、
間 の荒波 に毅然 と立ち向か うことはできないであろ う.疑惑 とため らい
は人間か ら行動の意志を奪い取 つて しま う。信仰 が確固不動 であればこ
°
そ、行動が確信に満 ちたもの となるだろ う.ふ らついた精神 では、決 し
て毅然たる態度をとることはできない。唯一神 の法に従 うな ら祝福 が到
来す ることを、またそれに従わないなら災禍 と悲嘆に引き込まれる こと
を確信 して初めて、心底か らこの道に従 うことができる。このよ うに信
仰 あるい は不信仰 による人生 の結末 と来世 の生命 を深 く認識す ること
は、唯一神 の教 えに従 つて人生を歩むために極めて重要な ことである。
すなわちイ ス ラー ム的生き方のために必ず
以 上が唯 一神に従 う人生、
知 らなければな らない基本原則である。
信仰 一それは何を意味するのか
知識 と信念Jで あ り、これまで論 じてきた ところのもので
信仰 とは 「
ー
ある。英語で Faiぬ (日本語 で信仰)と 訳 してい るアラビア語 のイ マ
ー ンは、文字通 りには 「
い ささかの疑惑 も持
知る」 「
信 じるJま たは 「
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たずに信 じるJと い う意味である.信 仰 とはこのように知識 と確信から
生 じる確固たる信念 である。神の唯一性、神の属性、神 の法、啓示 され
た導き、報い と罰の神の定めを知 り、それに不動の信念を持つ人はム ゥ
ミン (信仰者)と 呼ばれる。この信仰は常に唯一神の意志に従い唯一神
の御許 に戻る人生に人を導 くのである.ま た、このよ うに唯一神の意志
に従い生きる人をムス リ^と 呼ぶのである.
このことは信仰 ・
(イーマー ン)を 持たなければ何人 といえども真のム
ス リムにな、
りえない とい う厳然たる事実に帰着する。それは必要欠 くベ
か らぎる根本的な事柄である。いや、それが解 らなければ始められない
出発点その ものであると言えよう。イスラーム とイーマ ン の関係は、
ちょうど樹木 とその種子の関係 と同じである。樹木は種子がなければ育
たないの と同 じように、出発点 となるべ き信仰を持たない人間はムス リ
ムになることはできない。逆に、種子を蒔いて も樹木がいろいろな理由
で発芽 しなかつた ,り
、その発芽や成長が妨げられた り、遅れた りするこ
とがあるように、
信仰を持 つている人もいろいろな弱さのために真に強

いムスリムになれないことがある.ここで、信仰が出発点であり、信仰
が唯―神に従 つた人生に人間を導 くとい うこと、
信仰 がなければムス リ
ムになることはで きない とい うことを理解 した。反対 に信仰 を持 つてい
ても意志 が弱かつた り、崇拝行為 がた りなか った り、環境 が悪 い と、真
のムス リムの生活をすることができないこともあ りえるのである.そ の
ためイ ス ラー ムの観点 か ら人間を4つ のカテ ゴ リー に分類す るこ とが
できる。
1.確 固たる信仰 ―心か ら唯一神に服従する信仰 を持つ人間.彼 らは唯
一神 の道に従 つて唯一神が喜び給 うことを行ない、
唯一神 が厭 われ 給
うことを避 け、全身全霊 をあげて唯一神 の嘉み し給 うことを求 める。
そ の献身 さは現世 の財産や名誉を求 める人を遥 かに凌 ぐものである.

このよ うな人は真のムス リムである。
2.信 仰 を持 つて唯 一神 を信 じ、唯一神 の法 と審判 の 日を信 じてはい る
が、その信仰が強 くないために絶対的に唯一神.に
服従す ることがで き
ない人間.彼 らは真のムス リムのよ うな強 い信仰を持たず、怠慢 と逸
脱行為の ゆえに罰を受けるであろ うが、それで もなお ムス リムであ 。
る
怠慢で不埒者であるが反対は しない。唯一神 の権威 と法を認め、た と
え唯一神 の法 を犯す こ とがあって も唯 一神 の権威 には反抗 しない。彼
らは唯一神 の崇高 さと自分の罪を認 めてい る。彼 らは罪を犯 してい る
ために罰を受けるか もしれないが、それでもかれ らは ム不 リムであ る
。
3.全 く信仰を持たない人間。唯一神 の権威 を否定 し唯一神に反抗する
人間のこ とである。仮に彼 らが善い行ない を したとして も、また社会
に害悪や暴力を被 らせなかった としても、
彼 らは反 逆者であ りその見
せか けの善行 むほとん ど価値がない。この人達は無頼漢 の よ うなもの
である。彼 らの行為は国の法律か ら逸脱 していな くても彼 らは法 を守
る忠実な市民になるこ とはで きない。全 く同様に、唯一神に反逆す る
者 の見せ かけの善行は犯 した罪悪 と反 逆 と不従順 の重大 さを償 うこ
とはできないのであ る。
4.信 仰 を持たず善 い行ない もしない人間。彼 らは世界に混乱をまき散
ら し、あ らゆる暴虐 と抑圧 をほ しいま まにす る。彼 らは人間の うちで
も最悪 の部類に属する。彼 らは凶悪者、罪人であるとともに唯一神に
反逆す る者である。
以上の よ うに人間を分類す ると、人間の真 の成功 と救いはィーマー ン
(信仰)に あることがわか る。唯 一神に従 う人生 (イス ラー ム)は イー
マー ン とい う種子か ら生まれ るのである。イス ラー ムを信
奉す る人 の性
格は完壁であるか もしれない し、また欠点があるか もしれない。しか し
イーマー ンなくしてはィ ス ラー ムた りえないのであ るこすなわちイーマ
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― ン (信仰)な きところにイスラームはないのである
。イスラームがな
い ところにはクフル (不信仰)が ある。形や性質は異なるかもしれない
が、
イスラニムがない ところにはクフルが蔓延 リクフル以外には何 もの
もなし、
このことは唯一神への絶対的服従の人生にとっていかにイーマー ン
が大切であるかを十三分に教えてくれている.
1。いかに唯―神 を知 るか
さてここで疑間がある。人はいかにして神、神 の属性、神の法、最後
の審判の 日を知 り、それを信 じることができるのだろ う力、
本書では我々の周囲と我々 自身の中にある、
数えきれない唯一神の啓
示を述べてきたが、それは唯一神が一この壮大な宇宙の唯―の創造者、
支配者である神が一存在 し給い、宇宙を支配 し、統ぺ給 うものであると
い う事実を証明 している。この証明は創造者の神聖なる本質を表わ して
い る。唯一神のその偉大な叡知、万物を知 り給 う知恵、全知全能、慈愛、
万物を統ぺ給 う力、反抗を許 さない力を示 している.要 するに、唯一神
の御業の印はあらゆるところに顕在 しているのである。だが人間の知性
と能力ではそれを見出し理解することは難 しし、この唯一神 の啓示は全
く明白自明であり、
我 々の眼は被造物の上に大 きく書かれてあるものを
自由に読めるはずである.し か しこの点で人間は過ちを犯 してきたので
ある.あ る者は 2つ の神があると言いふ らし、ある者は三位一体を信
じ始め、またある者は多神教に追従 してきた。ある者は自然崇拝を始め、
ある者は雨の神、空気の神、火の神、生命の神、死の神 とい うように神
を多種多様に分けてきた.唯一神の啓示が明らかであるにもかかわらず、
正 しい位置にある唯一神の実在を
人間の理性はさまざまな場合に曇 り、

見失 つてきたのである。その理性は次 々 と疑念に感 わ され、思想 の混乱
をもた らす のであ った。今 さらここで人間の判断 の誤 りを説 くまで もな
いであろ う。
死後の生命に関 して も、人間は多 くの誤 つた考え方を して きた.た と
えば人間は死んだ らすべて灰儘に帰 し復活な どあ りえない とした り、あ
るいは人間は現実に この世にお いて繰返 し生まれ 変わ り、来るべ き輪廻
の 中で罰せ られた り報 い られ るとい う類 の考え方を してきた。
人の道になるともつ と難 しくなって くる。人間の知性だけを頼 りに し
て唯 ―神 の嘉 し給 う完全に調和 した人の道 を規定す ることは非常に難
しい。最高の理性 と知性を備 えた高い見識 と豊富な思索経験を持 つてい
る人です ら、人間の生命 ど生き方について正 しい考え方を形成する可能
性は薄 い。人生 とは何かを思索 し続け、悟 つた としても、まだ 自分が本
当に真理 を悟 り正 しい道 を歩んでい るのかで の 自信が揺 らぐことがあ
る。

人間の理性 と知性 と知識を最も完全かつ公平に試す方法は、
外からの
誘導なしで自分の持 つているものだけに頼ることである。それぞれ正 し
い生き方を求めよ うと苦心するが、その場合、賢明に求道 じ努力 して真
理 と正義に達 した者は成功と救いを得、
真理と正義に達 しない者は敗北
一
し去るのである。しか しながら唯 神は人間をこのような過酷な試練よ
り免れ させ給 うた。唯一神は人間に対する慈悲 と慈愛をもつて人間の中
から真に人間らしい人間を召 し給い、生きる意味 と目的、死後の生命に
ついて教え、それに従 うならば必ず成功 し永遠の喜びを得られ る道を示
されたのである。この選ばれた人々は唯一神の使徒たち、預言者たちで
ある。唯 一神はこれ らの人 々にワー ヒイ (啓示)と い う手段によつて知
識 と知恵を伝達 された。 この唯一神 の伝達を記 した書物は、 「
神 の書J
または 「
神 の御言葉Jと 呼ばれ る。人間 の叡 知 と知性 の試みは、預言者

の純粋で敬神な生涯をくわ しく知 り、
精魂を傾 けてその貴き教えを学 ん
でか ら、唯一神の使者を認めるか否かにかか つてい る.正 しい叡 知 と健
全な良識を持 つ人は、唯一神 の使者 が もた らす真理を事実 と認めそ の教
えを受け入れ る.も し人が唯 一神 の使者 とその教えを拒 むな らば、それ
はその人に真理 と正義を見出す能力がないこ とを表わ している.そ して
この真理を拒む者は試練に失敗 したのである。このよ うな人は唯一神 と
唯 一神 の法 と死後 の生命 に関す る真理 を見出す ことはで きない であろ
う.

2。 未知 の信仰

日頃私たちは何か知 らないこ とがあると知 ってい る人に尋ね、その人
の言葉を信 じ頼る.も し病気にかか り自分で治療できない時は医者 の診
断を受け、
疑問な く医者 の診断を受け入れてそれに従 う.なぜだろ う力、
それは医者が医学的な助言を与える立場にあ り、多数 の患者 を扱 い浩療
した経験 があるか らである。医者 の忠告をよく守 り医者が勧めることを
行ない、禁ず ることを避 ける.同 様に、法律 の問題にお いて も法律 の専
門家 の言葉 を信用 し、それに従 つて行動す る。教育の場合 も教師や先生
を信 じ、その教えを真実 として受け入れ る。ある場所へ行 くのにたまた
ま道 を知 らない時は、その道 を知 ってい る人に尋ね 、教えられ た道を行
く。要するに知 らないまたは知 ることがで きない物事について、普段 日
常生活 で選 ぶ正 しい方法は、それを知 ってい る人に助言を仰 ぎそれに従
つて動 くことである。その物事や問題に認識不十分な場合 はそれを知っ
てい る人を苦心 して探 し、そ の助言を受け入れ る。その場合、これ と思
う人を選ぶのにあ らゆる努力をするであろ う。しか しふ さわ しい人を選
んだな らば、問題な くそ の人 の忠告を受け入れ るだろ う。このよ うな信

じ方は 「
未知の信仰Jと 呼ばれる。自分の知 らない事を知っている人に
頼るからである。このよ うに以前に知 らなかったことを信 じた り信仰 し:
未知の信仰J(イ ーマー ン ・ビル ・ガイプ)と 呼ばれ
た りすることは 「
る。
イーマー ン ・ビル ・ガイプ とは知 らなかった物事についての知識を、
それを知っている人から得るとい うことである。神 と神 の本性を知 らな
い とする.唯一神の天使たちが唯一神 の命に従 つて全宇宙の機構を統べ、
四方人方であなた方を取 り囲んでいるとい うことに気付かない。創造者
の嘉 し給 うことを求めるには どうい う人生の道を辿 らねばならないか
が分からない。来世の生命について もまた全く盲日である。これ らすべ
ての事柄に関する知識は、
至高者 と直接に接触を持 ち正 しい知識を授か
つている預言者を通 じて授けられているのである。預言者 とは誠実さ、
清廉、真実、さらに絶対的に純潔な生活によって、その知識を持 つてい
ると公言 している真実を明白に証明できる人である。そ してなによりも
まず、預言者の叡知と警告の力その ものが、真理を説 く説教が信頼にた
り、かつ従 うに値すると聞く者に思わせるのである。このよ うな確信が
イーマー ン 。ビル ・ガイプである。真理を判断 し真理を認める態度 (イ
ーマー ン ・ビル ′ガイプ
)は 唯一神に従 うために、また唯一神の嘉み し
給 うことと一致 して行動するために不可欠である。なぜならば真 の知識
を得るためには、唯一神 の使徒の他に仲介者が存在 しない し、また正確
な知識がなければ、イスラームの道を正 しく進むことはできないか らで
ある。
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第 3章 預 言
本書 でこれまで論 じて きた ことは次の 3つ に要約す ることがで きる。
1、ま ず、人間の正 しい道は唯一神 の教えに従つた生活をす ることであ
る.唯 一神 を知 り、唯一神に従 い、唯‐神 を信 じる生活 をす るため
には次の ことを知 ることが不可欠である.唯 一神 の真性、唯一神が
喜ばれることと厭 われ ること、唯―神 の選び給 う道お よび唯 一神 の
審判 の 日。そ して これ らを知 る こ とが根本であ り真実であるこ とを
固 く信 じること。 これがイ ス ラー ムである。
2、次 に、唯 一神は人間に個人の努力だけでこの知識を得 るとい う困難
な仕事を免れ させ られた。唯 一神は普通 の人 々にはこの試練を課せ
られなか つた。唯 一神は この知識を人類 の 中か ら選ばれた預言者 に
啓示 し、唯 一神 の意志を人類に伝 え人間に正 しい道を示す ように預
言者に命 じられた。
3、 最後に、一般 の人 々の義務 は預言者を認 めることであ る.そ の預言 サ
者 が唯一神 の本 当の預言者 であるこ とを確かめてか ら、預言者 とそ
の教えを信 じ、預言者 に心か ら従 い、その模範的な生き方に従 つて
生きることであ り、それ こそが救済へ の道である.

この章では、預言者 の性質 と歴 史お よびその特質について論 じている.
1.預 言者 一そ の性 質 と必要性
人は、
唯 一神が慈愛 をもつて人間がこの宇宙で必要 とす る一切 の もの
を授 け給 うたことを知っている。生まれたての赤ん坊はそれぞれの機能
を持 つた五感 と身体 、そ して感 じるための心を授 けられてこの世 に出て

くる。人間が必要 とす るあ らゆる潜在力、能力、機能は細心 の考慮を払
つて創 られ、驚 くべ き精巧 さでちっぱけな身体 の 中に組み入れ られ てい
る.微 小なあらゆる必要物 も予知 され与えられてい る。人間が必要 とす
るものは洩れな く与えられてい るのである。
同 じことは、我 々が住 んでい る地球についても言える。人間の生存に
不可欠なもの 一空気、光、熱、水は地球に溢れてい る。幼児は 目を開け
るや否や母親 の胸 の 中にある生命 の糧 を見出す。両親は子供 の面倒 を見、
す くす くと成長 させ、
子供 の幸福 のためには 自分の一切を犠牲に しよ う
とい う抗 し難 い衝動が植 え付けられてい る。子供は このよ うな生存 の庇
護 の下で成長 し、人生 の あ らゆる段階で必要 とす る一切 の もの を自然か
ら得 る。生存 と成長 のための あ らゆる物質的条件は与え られて い る.
我 々は全宇宙が人間に奉仕 し、あ らゆる局面で人間に役に立 ってい るヒ
とを知 る。
更に人間は生存競争 に必要なあ らゆる能力 と機能 ―肉体的に も精神
的にも道徳的にも一に恵 まれている.こ こで も唯 一神は素晴 らしい配慮
を示 し給 うた。唯 ―神はこれ らの恵みを厳密に平等には与えられなかつ
た。唯 一神 の恵み が平等 であるな らば、人間は相互に信頼 し合わな くな
り、お互 いの気 づかい と協力 の可能性が損なわれ るであろ う。このよ う
に人類全体 としては必要 とす るあらゆるもの を持 つてい るが、しか し人
間 の間 では天賦 の能力は平等にかつ十 三分 に分配 されてはいない.あ る
者は強 い肉体を持 ち、ある者は知的な才能に秀 でてい る。ある者は偉大
な文才をもつて生まれ 、ある者は雄弁 の 才能 を持ち、またある者は優れ
た軍事的能力を持 ち、
更に商業に長ける者、
数学 の天才、
科学^の 情熱、
文学鑑賞、哲学的志向を持つ者な ど ・・・・数え上げればき りがない.
人間は特別な才能 を持つ ために個性 があ り、
他 の人が理解 できない よう
な複雑で込み入 つたことを も捉 えることができるのである。これ らの洞

察力、傾向、才能は唯一神 の贈物 であ る。それ らは唯一神 がある一定 の
特性 を授けよ うと思召 された人間の性質 の 中に具体化 されてい る。これ
らの才能は大部分生まれなが らの もので あ り、単に教育や訓練 によつて
得 ることはできない。
この唯一神 の贈物に対す る配慮 を注意深 く観察 してみると、その才能
が驚 くほ どうま く人間に分配 されてい ることが明 らかになる。人間 の文
化 を保 つ ために一般 に不可欠な才能は普通 の人間に与え られ ているが 、

限 られた程度のみ要求 ぎれる特殊な才能は少数の人間だけに与えられ
・
ている。兵士、農民、職人、労働者の数は多い。 しか し将軍、学者、
政
治家、知識人は比較的少数である。同 じことは、職業、芸術、文化事業
についてもいえよう。高い能力 と偉大な天才であればあるほど、それを
持つ人間の数が少ないことは一般的に妥当である。人間の歴史に不朽 の
足跡を残 し、その影響が何世紀間も人類を導くような超天才は極めて稀
である。その天賦 の才能を持つ人にいたつては更に少ない。
ここで もうひ とつの疑間に直面す る。人間の文化が絶対的に要求す る
の は、法律 と政治 、科学 と数学、技術 と機械学、財政 と経済等 々の分野
のエ キスパー トと専門家 だけであろ う力、 それ とも人間 の文化は 「
正し
い道J一唯一神 と救 いへ の道 ―を人類に教える人間 の出現 もまた要求す
るのであろ う力、その道 の権威者達は この世 の あらゆる知識 とそれ を利
用す る方法 と手段 を我 々に提供す るが、しか し創造 の 目的 と人生そ の も
のの意味を我 々に教える人がいな くてはな らない。人間 とは何か、また
何故 に人間は生まれてきたの力、誰 が人間にあらゆる能力 と資源を与え
た の力、 またその理由は。人生 の正 しい 目的 とは何か、いか に してその
目的を成就すべ きか、人生の正 しい価値 とは何であ り、いか に してそ の
価値 に達す ることがで きるの力、これ らの疑間は人間が最 も知 りたい と
思 う事柄であ り、これ らを知 らなければ人間は健全なる基礎 の上に文化

の段堂を築 くことはで きない し、また現世にお いて も来世において
も成

功することは難しし
、しかし必要とする最も些細なものまで人間に授け

られた唯一神が、
人間の最も本質的で強い この要求を知られないはずが
なし、 断 じてそんなことはあ りえない.事 実またそ うではなし、 唯一神
・
は芸術 と学問に非几な人間を創 られたが、その人が唯―神を知 り理解す
るよ うに深い洞察力と純枠な直感力と最高の能力を与え給 うたのであ
る.神 御 自身がその人々に信心 と敬虔 と正義 の道を啓示 し給 うた.唯 一
神は人生の目的 と道徳の価値をその人々に教 え給い、
その啓示を人類に
伝え正 しい道を示す義務を託 された.そ の人々こそ預言者であ り唯一神
の使徒である.
預言者は特別 の才能 と生まれつ きの精神的傾向、
謙虚で意義深い生活
によってこの世に高くそびえ立つ人である.預言者は芸術や学問上の天
才達 と同 じよ うに、
希有な能力 と生まれつ きの天才を兼ね備えたその英
姿は颯爽 としてい る.天 才的な人間は人を感服 させる風格を持ち、人を
して直ちに天才であることを認めさせ、
納得 させる何 ものかを持 ってい
る.た とえば天性の詩人の詩に接すると、我 々は彼が非常な天才である
ことを認める.も し生まれなが らの才能を持たない人が文芸で一家を成
そ うと最大の努力をしたところで真の成功は期 し得ないであろ う.同 じ
ことは生まれながらの雄弁家、著述家、指導者、発明家についてもいえ
る.こ のよ うな天才はすべて素晴 らしい能力と驚 くべ き業績によって卓

越 しも
他 の人々の追従を許さない.預言者について も同 じことがいえる。
預言者の心は他の人々の心では捉えられない問題を把握する。預言者は
他 の人が論 じることのできない物事を論 じ、新 しい光を投げつける.預
言者は、
何年 も深 く思索 し瞑想 して も誰一人として理解 できなかった徴
妙 で複雑な問題を看破する.理 性 も預言者の説 くところを認め、心もそ
の真理を直感する。日常の出来事の経験 とこの世の様相を観察 してみて
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も、預言者の日か ら出るすべての言葉は真実であることが分かる.し か
し我々が同 じようなことを試みて も、結局失敗に終わつて しま う。預言
者の気質は非常に善良、純粋で、その本質はすべての面にお いて真実、
率直、
高貴である。預言者は決 して不正を言 つた り行なつた りしない し、
どんな悪事も犯さない。預言者は善行 と正義を鼓舞 し、他人に説教する
ことを自ら実践する.預言者のいかなる行為も彼の生活が彼の信仰告白
と‐致 していることを示 している:預言者の言葉も行為も決 して個人的
な利益によつて動かされることはないこ預言者は他人の幸福のために苦
しみ、自分の名誉のために決 して他人を煩ゃせない。預言者の全生涯、
・
全生活は真実と高貴と純粋 と高尚なる思索の典型的なものであり、人間
性 の最も高揚 した形である.預 言者の人格は非の打ちどころがな く、い
くらあらを探そ うとしても彼の生活にはひとうの欠点も見出せないで
あろう.これ らすべての事実とこれ らすべての品格は彼が正真正銘 の唯
一神の預言者であ り、
我々は彼 を信 じなければならない とい う結論に到
討 る.
このような人が唯―神の本当の預言者であることが明らかに解れば、
その教えに耳
我 々の当然なすべ き次のことは預言者の言葉を受け入れ、
を傾け、その言 うところに従 うことである。逆に預言者の言に従わない
ことは唯二神に従わないことになる一そ して唯■神への不服従は我 だ
を減 亡と堕落に導 く以外のなにものでもない。そのため、預言者を容認
絶対に異議を挟
すること自体がその教えを崇 めることを義務づけさせ、
むことなく教えを受け入れ させるのである。あなた方はもろもろの命令
の叡智 と有為性を十分に把握することはできないか もしれないが、その
教えが預言者から出た限 りはそれが真実であることを十分に保証 し、疑
念の余地をはさむ ことはできない.あなた方が理解できないからといつ
て真理が欠点や誤 りを持 つているのだとい うことにならない.普通の人

の理解力には限界があり、その限界を無視することはできない。ある分
野の技能を知らない人はその構巧優秀 さを完全に理解できない。しか し
そ うい う人が彼 自身その道をよく知らないからとい う理由だけでその
専門家の言 うことに反駁するのはばかげてぃる。この世めある重要な事

柄において専門家の助言を求める場合tあなたがたはその専門家を信頼
して依頼する.自分の判断と解釈を捨て、
専門家に心より従うであろう.
普通の人間はこの世のありとあらゆる学問や技能を修得できるもので

はない.そこで一般の人々にとって正しい道は、自分でできることは自
できないことは自分を導き助けてくれるのに相応しい人を
分で行ない、
見つ けるため、知恵 と頭脳 を働か し、その ような人を見出す と彼の助言
を受け容れ 、彼に従 うことである.こ の人が自分 の 目的に最 も有益で最

上の人間だと確信するならば、その人に助言と指導を懇願し、心からそ
の人を信頼することである。法律上の事件で弁護士に依頼するときに、
あなたがたは弁護士のやることなすことにひとつひ とつ干渉 しない.む
しろ弁護士を信頼 し彼の忠告に従 うだろ うふ医者の もとに治療 しに行 く
ならば、医者の指示に従 うであろう。医学上の事柄にで しゃばることも
しない し、
理論上で自分の方が勝 つているからと言つて医者 と議論をす
ることもないであろ う。これが人生の正 しい態度である.同 じことが宗
教において もいえる.あ なたがたは唯一神 を知 りたい と念願 している。
唯一神の嘉 し給 うところに従 つた生き方を知 りたい と念願 している。だ
があなたがたはこれを知る手段 を持たない.そ れ故に、唯一神の本当の

預言者を探すことがぁなた方の義務になる。預言者を探すにはあなたが
たの最大の苦心と洞察力と知恵を動員 しなければならない。なぜならも
し預言者に悪い人間を選ぶならば、
悪への道に陥ってしまうからである。
しかしあらゆる事情を正しく照合し、考察して、この人こそ本当の唯一
神の預言者であると決めるならば、あなたがたは心から彼を信頼し彼の
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あ らゆる教えに忠実に従わなければな らない.
今や、人間の正 しい道は預言者 が示す道、しかもそれ のみであ り、人
間 の正 しい生き方は預言者 が唯一神 か ら聞いて我 々に教 える生き方だ
けであるとい うことが明 らかになつた。我 々は預言者を信 じ預言者に従
うことはあ らゆる人間に絶対必要であ り、
預言者 の教えと預言者その も
の を無視ず る者は 自ら墓穴を掘 つて正 しい道 か ら逸脱 し、
迷路に入 り込
む者である ことが容易に理解 できるであろ う。
この点で我 々は奇妙な誤解 を しやす い。預言者 の完全 さと真実 さを認
めて も、預言者 を敬愛す る心掛けなく、また自分の処世上の都合 で預言
者 に従 わない人 々がいる。このような人 々はカー フィル (不信仰者、背
教徒)で あるだけでなく、不 自然な愚か しい生き方を してい るのである。
何故な らば、預言者を認 めていなが ら預言者 の教えに従 わないこ とは、
まさしく自ら己の心を裏切 り故意に不真実を求 めていることに他な ら
我 々は
ないか らである。世に これ よ りも愚かなことがあるだろ う力、 「
預言者 の導きな ど必要 としない。我 々 自身で真理への道を見出す であろ
う。」 と言 う人 々がいる。 これ もまた誤 つた傲慢な考え方 である.あ な
た方は幾何学を学んだならば、二点の間 にただひ とつの直線 だけがあ り、

その他のあらゆる直線はその点から外れ、その点を通らない とい うこと
を知っているに違いない。イスラームの用語でスィラー ト・ル ・ムスタ
キーム (真直ぐな道)と呼ばれる真理への道についても全く同様である。
この道は人間から始まり真直ぐ唯一神に通 じ、この道はただひとつであ
り、ひとつでなければな らなし、 その他のあらゆる道は外れ道であ り、
迷路に通 じている。その道を無視 し、他の方向を求める者はただ自らの
想像、幻想の とりこにすぎない。彼はある道を選びそれが正 しい と想像 .
するが、間もなく自分が罠にかか り、自分の想像が作 り出 した嘘八百と
迷路に陥つていることが解るだろう。道に迷 つているとき、親切な人が
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正 しい道 を教えてい るのに、 「
あんたなんかの指示を受けない し、道な
んか教 えて貰いた くもない。未知な ところでも自分で手探 りで道を探す
し、好 きなように 目的地に達す るさ。」 と言 らて、親切な人の指図をき
つば り無視す るような人間をあなたがたは考えるこ とができるだろ う
力、 預言者 の明瞭な指導があるのに、このよ うな拒否をす るならば、全
く愚劣 の極み である。出発点 か ら再び出直そ うとするな らば、それは時
間 と精力の大 いなる浪費であろ う。我 々はこんな無駄 なことを科学や学
問 の分野 では決 して しない。しかるに何故宗教 にお いては敢 えて愚かな
ことをす るの だろ う力、
これはよくある過 ちであるが、少 し考えてみればその欠点 と弱点がす
ぐにわかる。あなたがたが少 し立ち入つて考えるな らば、本当の預言者
を信 じることを拒絶する者は唯一神に至る真直 ぐな道を見出す ことは
できないこ とがわかるであろ う。その理由は、真実な人間の忠告を信 じ
よ うとしない者はひね くれた態度を取るか ら真理への道は彼 か ら離れ、
彼は 自らの頑固、傲慢、偏見、曲解 の虜 になるか らである。また この拒
絶は しば しば、偽 りの傲慢、盲 目の保守主義、先祖代 々の生き方に対す

る固執t自分自身の矮小な願望の虜のために、預言者の教えに服従する
ことを不可能にさせる。もし我 々が今述べた事態に陥るならば、真理ヘ
の道は閉ざされる。世のすね者の ように物事を真実の偽 りない観点から
見ることができなくなるのである。そ うなれば救いの道を見出す ことは
できない。これに反 して、我 々が誠実で真理を愛 し、上述の事態にとら
われていないならば、真実の道は常に我 々に開かれ、預言者を信 じよう
としない理由は見つからないはずである.預言者の教えの中に我々の魂
の反映その ものを見出 し、
預言者を発見することによつて我 々自身を再
発見するのである。
本当の預言者は神御自身によつて創 られ
何よりもまず重要なことは、
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た とい うことであ る。預言者 を人類に遣わ し、人間に唯 一神 の意志を伝
達 させ られたのは唯一神である。預言者 を信 じ預言者に従 うこ と‐
1ま唯―
神 の命令 であ る。だか ら、唯 一神 の使 い を信 じよ うと しない者は、現実
に唯 一神 の命令に従 うことを拒絶 した者であ り、反逆者 となる。例 えば
一国 の元首の遣わ した
総督 の権威 を認めよ うとしない者は、現実にはそ
の元首の権威その もの を拒絶 したことになる。このよ うな不敬 の人は反
逆者 とされ る。唯一神は宇宙 の支配者、元首、王の王で ある。唯一神 の
使者 と伝道者 の権威 を認め、
唯 一神 の遣 わ し給 うた預言者 として従 うこ
とは、あ らゆる人間が責任 を持 つてなすべ き義務である。唯一神 の預言
者に背を向ける者はた とえ唯 一神 を信 じていよ うが信 じていまいがカ
ー フ ィル (背教者)で ある。

2.預 言者 の歴 史
ここで預言 に関す る歴史を調 べ ることに しよう。どのよ うに してこの
長 い連鎖 が始ま り、どの ように して唯一神のメッセー ジが次第に打明か
され、遂には最後 かつ最高の預言者 ムハ ンマ ド (彼の上に平安あれ)に
至 つたかを調 べ る。
人類は最初一人の人間か ら始 まつた 一アー ダム (アダム)で ある。人
間の家族 が成 長 し人類が分かれ たのはアー ダム (アダム)か らである。
この世に生まれたあらゆる人間 は結局あの最初の夫婦アー ダム (アダ
ム)と ハ ウワー (イプ)一 に端を発 しているのであ る。
*注 こ れは非常に重要で革命的な概念である。その倫理的な帰結は人類の
一体化と人間の平等である。人間を階級、皮膚の色、人種、領土の
相違に基づ
‐
いて分類するのは愚劣である。りショナリズムと偏狭な人種主義と残虐な反セ
ム運動が世界をずたずたに引き裂いてきた時代において、この人類の一体化の
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信条は将来,の 強力な光明である。―.編
者
また人間の起源 を科学的に研究 してみ ると、世界の各地でい ろいろ
な
人間が 、同時にまたは異な った時期に生まれたのではないこ とは
明 らか
であ る。大多数 の科学者 もまた最初に一人の人間が誕生 し
、そ して全人
一
類は この同 じ 人 の人間か ら出てい るとい う説 を支持 してい る。
地上の最初 の人間であ るアー ダム (アダム)は また唯一神 の
最初 の預
言者 として任ぜ られたのであった。唯一神はその宗教 一イ ス ラー ム ー
を
アー ダム (アダム)に 啓示 し、イ ス ラー ム を子 に
孫 伝導す るよ うに命 じ
給 うた。すなわち人間に、ア ッラー は唯 一であ り世界 の創造者であ り
支
配者であ ること、ア ッラー は宇宙 の主人で人間はア ッラー の
み礼拝 し従
うこ と、人間はいつの 日かア ッラー の許に帰 らねばな らず 、ア
ッラー の
みに助 けを求めるべ きであるこ と、人間は唯―神 の嘉 し給 うところに
従
つて善目辱謙虚で正義 の生 き方をせね ばな らず
一
、そ うすれば唯 神か ら
―
い
い
良 報 を恵まれ 、唯 神に背を向け従わないな らば、人間は
現世で も
来世で も失敗 者 とな り不信仰 と不従順 の ゆえに厳重に罰せ られ
ること、
これ らの こ とを人間に 伝 えるよ うに唯 一神はアー ダムに
命 じ給 うた。

アー ダムの子孫の うちで善良なる者はアー ダムによって示
された正
しい道を選んだが、
い
悪 者は彼 らの父の教えを捨てて次第に邪道に踏み

入っていった。ある者は太陽 と月 と星を崇拝 し始め、ある者は
樹木 と動
物 と河川を崇拝 しだ した。ある者は、空気や水や火や健康やその
他 自然
のあらゆる恵み と威力はそれぞれ異なった神 々の支配下にあ
るか ら、
そ
れぞれの神 々を礼拝 して慰 めなければなら。
ない と信 じた。このよ うに し
て無知な多神教と偶像崇拝を生み出 し多くの宗教が形成
された。これは
アー ダムの子孫が地球上いたる所に散 らば り、それぞれの
異なつた人種
と民を形成 した時代においてであった。あらゆる民はそれぞれ
独 自の形
式 と儀式を持つ異なった宗教を作 り出 した。神 一人類 と宇宙の 一の
唯
主
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人で創造者 一は全 く忘れ 去 られた。それだけではな く、アァ ダムの子孫
達は唯 一神が人間に示 された偉大な人類 の教師達 が人間に教 えた生 き
方 さえ忘れて しま つた。彼 らは自分 の短知少才に従 つて きた。あ らゆる
種類 の悪 い習慣 ができ、あらゆる種類 の無知 が彼 らの間にはび こ り、彼
らは善 と悪 の見分けがつか な くな り混同 じ始 めた。多 くの悪 が善 と見な
され るよ うにな り、多 くの善行 が無視 され るばか りでな く却 つてこれは
悪 と呼ばれた。
*注 イ スラームの多くの見方は自然崇拝を最初の段階とする進化論的宗教
観と正反対である。 この説を唱える人々は原始的社会における自然崇拝の発表
に止まり、もつと初期の宗教形態を調べようとはしないのである。最近の科学
的研究によれば、タウヒー ド (唯一神崇拝)は 礼拝あ最も初めの形であつて、
その他のあらゆる形態は原始宗教を後に曲解 して作られたものであるというこ
とがわかつている。 この問題を詳 しく研究したい方は、WOシ ュミッド博士の
「
宗教の起源と成長」(H・ J。 ローズ氏の英訳あ リーロン ドン、メセヴン社)
を参照されたい。一編者
この時にあた つて唯一神はあ らゆる民族に預言者を下 し給 い、イ ス ラ
ー ム を伝 えさせた。預言者達 はそれぞれ の民族に忘れ 去 られた教えを覚
一
醒 させた。預言者達は彼 らに唯 神を礼拝 させ ることを説 き、偶像崇拝
と絶縁す ること、つ ま り唯一神 への崇拝 と唯一神以外 へ の崇拝 とを結び
つ けることに終止符を打ち、あらゆる無知の習慣 を取 り去 り、彼 らに唯
一神 の嘉み し給 うところに従 った正 しい生き方を教え、それに従 うよ う
に説 き、かつ社会 で施行すべ き生 きた法を与えた。唯一神 の真 の預言者
はあ らゆる民に 一あらゆる土地 と人間 の間に 一遣 わされた。彼 らは一 人
残 らず同 じ宗教を持 つていた 一すなわちイ ス ラー ム とい う宗教を (注)。
もちろん、それぞれ預言者達 の教 えの形式 と宗教の戒律は彼 らが生まれ
た民族 の必要 と文化の程度 によつて少 しは異な っていた。各預言者 の教
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えの詳細 はそ の預言者 が直面 し取 り除 くことに苦心 してい る害悪 の種
類 によつて決 め られ た。改革 の方式は様 々な概念や考 え方 と戦 う事態 の
相違 によつて異な つた。社会、文明、知性 の発達が低 い段階にあ つた時
は、預言者 の法 と指図は簡単 であつたが、それは社会 が進化 し発展す る
一
につれて修飾 され進歩 していつた。しか しこの相違は表面的 面的 にす
一
ぎない。あ らゆる宗教 の根本的な教 えは同 じであつた。 神 がひ とつ で
あることを信 じ、謙虚 に善行 と平和の生活に終始 し、.報い と罰を正 しく
審判す る死後 の世界を信 じることである。
*注 特 に西洋の学者の間にはイスラームの起源は預言者ムハンマ ド(彼の
上に平安あれ)で あるとい う誤解が多く見られる。ムハンマ ド (彼の上に平安
イスラームの創始者」と呼んでいる学者さえある。これは真理の冒
あれ)を 「
流である。イスラームは唯一神のあらゆる預言者達の宗教であうて、すべての
ー
一
預言者は唯一神から同 の啓示を受けたのである。預言者達はイスラ ムの創
ー
ー
始者ではなく、教えを伝達する人間、メッセンジャ であつた。イスラ ムは
真実の預言者達から人類に伝えられた唯一神の啓示の教えであつた。
人 々の預言者 に対する態度は さまざまであつた。まず人 々は預言者 を
虐待 し教えを聞き入れることを拒絶 した。ある預言者はその土地 か ら追
放 され、ある預言者 は殺害 された。またある預言者 は人 々が 自眼視す る
最中にも全生涯にわた うて説教 し続 け、わずかに数人の共鳴者 を獲得す
一
るにす ぎなかつた。激 しい反対 と嘲笑 と侮辱 を浴び てもこれ らの唯 神
の使者達 は説教す ることを止めなか つた。彼 らの忍耐強 い決心はつい に
。
彼 らの教 えは結局功を奏 さないこ とはなかつたのである。大多
勝 つた。
数 の民族 と民はついに彼 らの宣教を受け入れ彼 らの教義 に改宗 した。幾
世紀 も続 いた逸脱 と無知 と破廉恥行為 か ら生 じた人 々の悪 い傾 向は今
や変わ った形を取 つた。しか し預言者達の存命中は人 々はその教えを受
け入れ実行 していたが、預言者 の死後、人 々は次第 に歪曲 した考え方を
39

宗教に取り入れ、預言者の教えを変えてしまった。人々は唯一神を礼拝
するのに全く新奇な方法をとった。ある者は預言者を神の権化とし、あ
る者は預言者を神の子とした。またある者は預言者を神聖さにおいて神
と同一 とした。つまり、このことに対する人間のさまざまな態度は理性

の乱用.,あり人間自身を愚弄するものであった。
その使命が偶像をこな
ごなに破壊することであった預言者をこともあろうに人間は偶像にし
て しまつた。宗教に無知の習慣 と儀式と根 も葉もないでた らめの伝説 と
人間が作 つた掟をまぜて、人間は預言者が説いた教義を変え歪曲 した。
それによって時が経過するにつれて真実と虚偽が混然一体とな り、
無価
値 なもの と本質的なものを区別することが出来な くなった。人々は更に、
預言者の教えをこのよ うに堕落させただけでは満足せずに、
預言者 の生
涯に根 も葉 もない逸話や とるにたらぬ伝説を付け加え、
預言者の生涯の
信頼できる真の記録が認められないほ どに虚偽の ものにでっちあげた。
追従者によるこの よ うな虚構に もかかわ らず、
預言者の偉業は全 く失わ

｀

れは しなかった。あらゆる勝手な作 り変えとでっちあげに もかかわ らず。
あらゆる民の間に真理が少 しは残存 していた。神 と死後の生命の考え方
は明らかに似かよった形に同化 した。善行 と真実と道徳のある種の原理
は全世界を通 じて共通に認められる。このよ うに預言者は人々が普遍的
世界的宗教 一人間の本質と全 く一致 し、
他のあらゆる教養やあるいは社
会で良い とされているものを含み、
全人類に自然に共通 して受 け入れ ら
―
れる宗教 を安心 して歓迎することができるように、それぞれの民族の
知的態度に応 じた説き方を準備 した。
上に述べたよ うに、は じめは預言者達がそれぞれ異なった民や民族集
団の間に出現 し、それぞれの預言者の教えは特別に自分の民族または集
団に向けられていた。歴史の段階においては、それぞれの国家は地理的
に離れた位置にあ り、国家間の接触は互いに断絶されて閉鎖されていた
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ため、国家間の交渉手段は存在 しなかった。このよ うな状況 の中 で、こ
の世 の生活に適 した法律制度 を伴 つた共通 の普遍的信仰 を布教す るこ
とは困難であつた。その うえ、古代 の民族 の一般的状態は互 いに非常に
異な っていた。無知は大きく、それぞれ の民族 の間 で道徳的額廃 と信仰
の歪曲がい ろい ろな形で蔓延 つていた。そのため預言者 たちが生まれ 、
人 々に真理 を説教 し、唯一神 の道に向かわせ 、徐 々に害毒 と額廃 を根絶
し、無知蒙味の生き方を改めさせ 、敬虔な正 しい生き方の最高原理を実
践す ることを教えて、人生の生業に訓練 させ熟達 させ ることが必要であ
つた.唯 一神 のみが、この よ うに人間を育成 し、人間を知的、道徳的 、
精神的に発展 させ るのに何千年 かか つたかをす べてご存知なのである。
とにか く人間は準歩を続け、遂に人類 が幼児時代か ら発展 し、成熱 の時
代 に入 る時が来たのである。
交易、産業、芸術 の発達 と普及に伴 つて、交流 が諸民の間 で確 立 され
た。中国や 日本か ら、遠 くヨー ロ ッパや アフ リカ大陸か ら、本格的な交
通路が海や陸で開かれた。多 くの人 々が もの を書 く方法を学んだ。知識
と学問は広が り、思想は国か ら国へ伝達 され、学問 と技術は交流 し始め
た。偉大な征服者 が現 われ 、
征服を遠 く広 く押 し進め、
大帝 国を建設 し、
多 くの異な った民族をひ とつの政治組織 の元に結びつ けた。この様 に し
て諸民族は次第に交流を深め、
彼 らの相違は次第 に少な くなつてきたの
である。この様な状況下で、包括的な全人的な人生態度 を示唆 し、人類
の道徳的、精神的、社会的、文化的、政治的、経済的その他あらゆる切
望を満た し、宗教的にも世俗的にも必要なもの を具現化 した唯一の信仰
が唯一神か ら全人類に授けられ ることになったのである。 2000年 以上
昔に人類は普遍的宗教 を渇望す るようにな ったほど、一般的な進歩 を遂
げたの である。仏教は道徳的 原理 をあま り含 まず 、人生 の完全な組織 で
はなか つたが 、イ ン ドか ら発生 し、東は 日本や蒙古まで、西はアフガニ
41

ス タンやボハ ラにも広まつた。仏教の伝達者達 は世界の隅 々まで布教 の
ー ー
旅に出た。数世紀後 にはキ リス ト教が現われた。イ サ (イエ ス)(彼
ー
に平安 があ ります ように)によつて伝えられたこの宗教は本来イス ラ

ムに他ならなかつたが、後の信奉者達は この宗教をキリス ト教と呼び、
ペルシャや小アジアの各地に深 く浸透 し、更には遠 くヨー ロッパや アフ
リカの国々まで伝播 していつた。これ らの出来事から、その時代の人々
が全人類に共通普遍の宗教を切望 していたことが判る。かれ らは完全な
真の宗教でない とわかると、どのように欠点があり、不完全で満足がで
きない ものであれ、より優秀な宗教を他の諸民族に伝道 し始めたのであ
る。当時、人類の文明はこの様な決定的な段階に達 してお り、人間の心
その ものが世界的な宗教を渇望 していた時に、全世界と全民族のために
一人の預言者がアラビアに生まれた。その預言者が伝道するために与え
られた宗教が再びイスラームであった。一だが今度は個人と集団、人間
の道徳的 ・
物質的生活のあ らゆる面にわたる包括的で完全な形で啓示さ
れたのである。その預言者は全人類の預言煮 とされ、これを全世界に広
める重大な使命を持つていたその預言者 こそ、イスラームの預言者 ムハ
ンマ ド (彼の上に平安あれ)で あつた。
3.ム ハ ンマ ドの預言
我 々が念願 の世界宗教を受 け入れ ぅの にアラ ビア
世界地図 を見ると、
よ りも他に相応 しい国は どこにもない とい うことがわかる。アラビアは
ー
アジア とヨー ロ ッパの丁度真中に位置 している。そ して ヨ ロ ツパ か ら
もそれ ほ ど遠 くはないのである。ムハ ンマ ド (彼の上に平安 あれ)の 時
ー
代、ヨー ロ ッパ の文化的に進 んだ民族が ヨ ロ ッパ大陸 の南部に居住 し
ていた。アラ ビアは地理的にイ ン ド人とヨー ロ ッパ人のほぼ中間的な位
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置を占めていた。この事実がアラビアに中心的な位置 を与えたのである∫
またその時代 の歴史をひも解 くな らば、この預言 が与え られ るの にア
ラ ビア民族以上に相応 しい民族は他にいなか つたことがわかるだろ う。
世界 の偉大な諸民族 は世界征服を目指 して烈 しく争 つてきたが、この
長 い闘争 と絶えぎる戦果を通 して財力 と活力を強 めた。アラブ民族 は生
気溢れ る剛健な民族 であつた。いわゆる社会的進歩 は進歩 した民に数 々
の悪習をもた ら したが、アラブ民族にはその よ うな社会機構 が存在 しな
かったため、奢修 と官能的飽満か ら生 じる無気力、顔廃、放縦に陥る こ
とはなか つた。信仰 を持たなか つた 6世 紀 のア ラブ民族 も、世界の征
服民族 の人工的な社会組織 と文明か ら悪影響 を蒙 らなかつた。アラブ民
社会進歩Jに 犯 されない民族 が必ず持 つてい るあ らゆる
族は、当時の 「
良い人間性 を持 つていた。かれ らは勇敢で、恐れ を知 らず、寛大で、約
束 に忠実 で、自由を愛 し、政治的 に独立 していた。そのため、いか なる
大帝国 の支配にも屈 しなか つた。彼 らは簡素な生活を営み、贅沢 と放縦
の生活には縁がなか つた。勿論、後で述べ るよ うに好 ま しくない生活態
・
度 も合 つたが、この ような状況があつたことは、何千年 も彼 らの 中に預
言者 が 出現 しなか つたこ とが理由であ つた.そ のた め彼 らを啓蒙 し、彼
らの道徳生活 か らあらゆる有害な不純物 を取 り除 く改革 がで きなかつ
。
たこともその原因 であ つた。乾燥 した砂漠 の 中に何世紀 にもわた つて 自
由 と独立の生活を営んだ ことが 、アラブ民族に極端な無知が広が って し

まつたのである。そのため、彼 らを人間 らしくすることが並大抵ではで
彼 らの心は頑迷にな り無知の伝統を固執するようになつた。
きないほ ど、
しか し同時に、かれ らは尋常でない力を持 つた人間が改革のため招かれ、
彼 らに高貴な理想 と完全な計画を与えるならば、その呼び声に応 じ、日
的達成 のために迅速に行動 し、そのためには戦ぃ も犠牲も借 しまないよ
うな性格を有 していた。アラブ民族は、彼 らの使命のために、躊躇す る
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ことなく全世界の敵意 とす ら勇んで直面 した。世界の預言者 ・
「
ムハ ンマ
ドJ(彼 の上に平安あれ)の 教えを布教することを命 じられた民族は、
若 く力強い円1健な民族 であった。
さらにアラ ビア語を学び、その文学に精通するなら:ず
、アラビア語ほ
ど高し
,ヽ
理想を表現 し、神に関する難解で微妙な問題を説明 し、人間の心
を強 く打ち唯一神への従順を呼びかけるために相応 しい言語が他には
ないことを確信するであろ う。簡単な文句 と短い文章でも深い思想を表
現 し、同時に心に染込み、「
聞いただけで人間を感動させ洸惚 とさせるJ
ほど偉大である。アラ ビア語の言葉は蜜が耳に注ぎ込まれるとい うほ ど
甘い。その言葉は、聞く人の全身、あらゆる器官がそのシンフォニーに
感動 させ られるほど調和に溢れている。唯一神の偉大な御言葉、クルア
ー ンに必要なのはこのよ うな豊
富な偉力ある言語である。
一
唯 神が世界の預言者 の誕生地 としてアラビアの土地を選び給われ
たのは、唯一神 の偉大な叡智の顕われである。ここで、世界の預言者 の
ち

ために唯 一神か ら選ばれた祝福 された人がいかに特色 の ある素晴 らし
い人物であ つたかを見てみよ う。
A.合 理的な証 明
目を開 じて、14CЮ年前に生きていた と想像す るな らば、今 の世界 の
混乱 と転倒 の様相 を全 く持たない、現代 とは完全に異なった世界を見出
すであろ うぎその時代は思想 の交流 の機会な ど皆無であっ・
た。伝達 の手
段が制限 され、未発達な状態であった.人 間の知識は恐ろ しく卑小 で貧
弱であ りt見 識は驚 くほ ど狭か ったのである。人間は迷信 と不毛の悪ず
れ した考え方に覆 い被 されていたのである。
暗黒が支配 し、人間の知識 をほとん ど照 らさないよ うな一条の学問 の
光 があ るにす ぎなか った。無線 もなければ電話 もなく、もちろんテ レビ

も映画 もなかつた。鉄道や 自動車は夢に も考えられず、印刷機や出版技
術は知 られていなか った.手写 しの写本 と写本を作る人だけが ご くわず
かの書物 を提供 し、その書物は世代か ら世代べ と受け継 がれていった。
教育は極恵 まれた者だけの贅沢三味を意味 し、教育施設は全 くない とい
つてよかった。人間の知識量は少なく、見識は狭 く、人間 と物事に関す
る考え方は制限 された環境に開 じ込 め られていた。当時 の学者 さえある
点では今 日の一般人よりも知識が乏 しく、
最 も文化の高い人でも今 日の
普通 の人間 よりも洗練 されていなか ったのである。
実際に人間性は無知 と迷信にはま り込んでいた.学問の光はあること
にはあったが、いたるところに蔓延 つている暗黒に対 して負戦を続 けて
い るよ うであつた。今日では常識的な事柄 も、当時にお いては何年間 も
考察 され忍耐強 く審査 された後です ら、ほとん ど受け入れられる ことが

なかった.現代人は万人の遺産である知識を獲得するために、危険な旅
をし、全生涯を費やす必要はない。今日では 「
神話Jや 「
迷信」に類す
る物事がその当時では疑 いの無 い真理であつた。現代では我 々が極悪で
野蛮 と見なす行為 が 当時 の 「
秩序Jで あ った。現代の道徳観では耐えら
れないこ とがその時代 の道徳 の精神であ りゝ自分達の生き方 とは異なる
生き方があるとは 当時ほ とん ど想 像す る こともできなかったのである。
不信 と懐疑が広範囲 に広まつていたため、当時 の人 々は超 自然的で、異
常で、神秘的で、信 じられないよ うな装 い をまとわなければ、物事を深
遠で崇高なもの と考えようとは しなかった。人 々は人類 が神のよ うな魂
を持 ち、人類が聖人になることは想像する こともで きなか つたほ どに劣
等感 をはび こらせていた。
B。 アラビア ー無限 の暗黒
そ の混迷 の時代に暗黒が さらに深 く重 く横たわ つていた 土地があ つ
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た。ペ ルシャ、ビザ ンチン、エ ジプ トな ど隣接す る国 々には低次の文明
と学問の微光が見 られた。しか しアラ ビアはそれ らの文化的影讐 を全 く
受 ける ことができず、砂漠 の大海原にさえぎられて孤立 していた。アラ
ビア商人 は数 ヶ月 もかかる遠 距離を旅 し、これ らの国 々の あちらこちら
へ荷物 を運 んだ。だが彼 らの旅行 は知識 を得 るためではな くまたそれ を
吸収す る下地 として必要な知的教養 も持 ち合わせなか つた。自分 の国 に
一
はひ とつの教育施設 も図書館 も持 たなか つた。誰 人 として教養や知識
の 向上に関心を示 さないよ うであ つた。読み書きのできるわずかの人 々
も学問 と科学を活用す るほ どの教養を持 ち合わせていなか つたが、彼 ら
は人間 の考 えの微妙 な色合 い を素晴 らしく上手に表現す る ことができ

る高度に発達 した言語 を持 つていた。また高尚な文学趣味を持っていた。
しか し彼 らの当時の文学遺産を研究 してみると、いかに彼 らの知識が乏
に染み込んでい
しく、いかに文化 と文明の水準が低 く、いかに迷信が,い
またいかに道徳観が
。
たか、いかに思想 と習慣が野蛮で凶暴であつたか、
粗暴で額廃 していたかがよく解る。アラピアは統治者のいない国であつ
ジ
た。それぞれ の部族は主権を主張 し、独立体であると信 じていた。 「
ャシグルの法J以 外に法律は無からた。罪の無い弱い人々から略奪 し、
放火、殺人が当時の秩序 となつた。生命 と財産 と名誉は常に危険にさら
されていた。それぞれの部族は互いに深い敵意を抱いていた。どんな些
時には数世代も執拗 に続
細な事件でも残忍凶暴な戦争の原因 となつて、
く、国を挙げての大戦火に発展 した。実際ベ ドウィン人は自分が生殺与
奪の権利を持つ と考える他の部族 の人間をなぜ解放 しなければならな
いのか理解できなかったのである。
アラビア文明Jで 次 のよ うに書 いている。 「こ
*注 ジ ョゼ フ ・ヘル 教授 は 「
特殊主義Jを 発展 させた 一
れ らの闘争は民統 一 の理念 を破壊 し、救 いがたい 「
それぞれ の部族は 自給 自足できると信 じ、他 の部族 を殺人 と強盗 と略奪の合法
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的犠牲と見なした。」―編者

彼 らの道徳や教養や文明に対す る考え方はたい てい粗野 で原始的で
あ つた。彼 らは純粋なもの と不純なもの、合法的な もの と非合法的な も
の、社会的なもの と非社会的な ものの 区別 がほ とん どできなか つた。彼
らの生活は野蛮であった。彼 らの秩序 もまた野蛮であ った。彼 らは不貞
と賭博 と飲酒 に耽 り、分捕 りと略奪をモ ッ トー とし、殺人 と強盗は常習
であつた。良心に とがめられ ることもな く互 いに真裸 でいた。婦人 で さ
えも、カアバ を巡回する儀式 の際にも裸であつた。全 く愚かな威信か ら、
自分 の娘を生きたままで埋めた りした。彼 らは 自分 の父親が亡くなると
継母 と結婚 した。彼 らは食事の作法や清潔な衣服を身に着ける日常作法
の初歩 さえ知 らなか つた。
彼 らの宗教的信仰は、世界の人 々を破壊にお としめてい るもの と同 じ
害悪を蒙 つていた。石や樹木や偶像や星や妖精 ―要す るに神 の外に考え
られ るすべ てのものを崇拝 した。彼 らはいに しえの預言者 の数を全 く知
らなか った。彼 らはイ プラー ヒー ム とイ スマー イールが 自分達の先祖で
あると言 うこ とは知 っていたが、イ プ ラー ヒー ム とイ スマーイールの宗
教 の教えと彼 らが礼拝 した唯 一神についてはほ とん ど知 らなか った。彼
らの伝説にはアー ドとタムー ドの物語 を見出せ るが、その物語は預言者
フー ドとサー リフの教えに全 く触れていなか つた。ユ ダヤ人 とキ リス ト
教徒 はイ ス ラエルの預言者 の こ とを述べ てい る伝説的な説 話を彼 らに
伝 えていた。

C.救 世主 の誕生
このよ うな無明時代の暗黒の国に、一人の人間が生まれた。幼年時代
に両親 を失 い、その後数年 して祖父も亡くなつて しまつた。そのため彼
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は同年配 のア ラ ビアの子供たちが受けるわずかばか りの 訓練 と教育す
ら受けることができなかった。少年時代にはベ ドウィンの少年達に混 じ
つて、羊 と山羊の世話を していた。成年 に達す ると商売をは じめた.彼
が交際 し商売を した人間はす べ てアラ ビア人であつたが 、当時のア ラ ビ
ア人の状態 はす でに述べ た通 り教育 とはお よそ縁遠 い ものであった。彼
は全 く無学文盲、
無教養で、
学問の ある人に交わる機会 が全 く無か つた.
とい うの は当時 のア ラ ビアには学問 の ある人間は全 くい なか ったの で
・
ある。国外 に出る機会は多少あ つたが、そ の場合 も普通 のア ラ ビア商人
の隊商 となん ら異なるところはなかった。も し彼 がその旅行で学問 の あ
る人に接 した り、文化 と文明 の素晴 らしさを観察す る機会があ つた とし
て も、それは彼 の人格形成には全 く資す ることがなか つたであろ う.な
ぜ な らば、その よ うな偶然 の 出会 いは、生まれ 育 つた環境 か ら彼 を完全
に引き上げ、変貌 させ、彼が生まれた社会 とは全然関係 の ない よ うな創
造性 と栄光 の あの素晴 らしい高 さにまで、彼 を成長 させ るほ ど深 い影響
を与えられ るもの ではなか つたか らである。またそんなことはこの無学
な一介 のベ ドウィンを、
彼 が生 きた国 と時代だけではな く全世界 と未来
永劫 の指導者にさせ るような、あの深遠で広大な知識 を獲得す る手立て
とはな りえなかつたか らである。人 々はこの隊商旅行が どれほ ど彼に知
的 ・文化的影響 を与えたかを想像する が、実際にその旅行が当時 の世界
には全 く存在 しなかった宗教、倫理、文化、文明 の理念 と原理 を彼に与
え る もの ではあ りえなか っ た し、ま た 当時何処 に も見出す こ とがで きな
か つた崇高で完壁 な人間性 を彼に備 え させ たわけでは なか っ た:

D.石

の 中の ダイヤ モ ン ド

本項では、
てラビアの社会だけでなく当時の全世界と関連させながら、
この高貴な人間 の生涯 と業績 を見ることに しよ う。彼は、共に青年時代
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と壮年時代の初めを過 した人々 とは全 く異なっていた.まず彼は決 して
嘘は言わない。彼を信 じるあらゆる人々は異 口同意に彼の議実さを証言
する。彼を憎悪する敵でさえも、彼の生涯のいかなる時にも嘘をついた
と彼を非難 したことは一度 もなかった。彼は丁寧に話し、みだらな悪い
言葉lt決して使わなかつた。彼は自分に近づ く人々の心を魅惑する魅カ
的な人格 とマナー を持 つていた̀人 々と接触する際には常に正義 と公正
の原則に従 つた.彼 は永年にわた り交易 と商業に従事 したが、
.決して不
正な取引は しなかった。商売上彼と交渉する人々は彼の正直さを心から
アル ・ア ミー￨ン(正直で信頼できる
固く信 じた.あ らゆる人々は彼を 「
人)Jと 呼んだ。彼の敵です ら大事な所有物を安全に保管するために彼
に委託 し、彼は彼 らの信頼に誠意を込めて応えた.全 く無作法が慣例 と
なつていた当時の社会で、彼は謙譲の権化の ようであった.飲 酒や嗜け
事を美徳 と思つていた人々の間で生まれ成長 したにもかかわらず、決 し
て酒を口にせず、賭け事をしなかった.彼 の民族は粗野で教養がなく不
彼は最高の教養 と最も洗練 された美的感覚を体得 してい
潔であつたが、
た。凶悪な心を持 つた人々に四方人方取 り囲まれながらも、彼 自身は親
切な人情が ミル クのよ うに流れ出る心を持 つていた。彼は孤児と未 亡人
を助けた。旅行者を親切に もてなし、他人を傷つけず、進んで人の為に
苦難を忍んだ.戦争が飯より好きな人々の間で生きながら非常に平和を
愛 したので、人々が武器を取 り戦火を交えようとした時でさえ、彼の言
葉は人々を和らげた。彼は彼の部族の争いに加わらず真先に和解をもた
らそ うとしたのであうた。偶像崇拝の民族 の中に育つていながら、唯一
天上にも地上に も礼拝するべ きものは何 もない と考えるほ
真の神 の外、
ど、彼は澄んだ心と純粋な魂を持 つていた。少年時代でさえ、被造物の
前に頭を下げず、偶像に献げられた供物を食ぺ ようとしなかつた。本能
的に彼は神以外のあらゆる被造物 と存在物への一切の崇拝を憎んだ.要

す るにそ の よ うな無明 と暗黒 の環境 の真只中にあ つても高 くそびえ光
輝 を放 つ 「この人間」の人格は暗黒の夜を照 らす照明灯 か 、用途 の ない
積み 上げ られた小石 の中に輝 くダイヤモン ドに喩えることができる。

E.革 命来 たる
このよ うに彼は清潔で純粋 に人生の大半を過 した後 に、内面的な革命
が起 こうた。周 りに蔓延 る暗黒 と無知に辟易 して きた彼は、四方人方か
ら取 り囲んでい る無知、額廃 、不道徳t偶 像、無秩序 のいまわ しい海 を
泳 ぎ渡 りたい と願 つた。周囲のすべ てのこ とが 自分の魂 と調和 しないこ
とに気がついた彼は、人の雑踏 と騒音を離れて山にこも り、完全な隠遁
と瞑想に昼夜を過 し、魂 と心が純粋に気高 くなるまで断食 を した。

周 りの暗黒を取 り去らせる光を求めていた。
沈思 し、
彼は深 く瞑想 し、
新 しくよりよい世
当時の須廃 し切 つた無秩序の世界に終焉をもたらし、
界の基礎を築 く力を得たい と強 く願 つた。
彼の心に唯一神 の光が輝 き、
見よ。驚 くべ き革命が彼を襲つた。突然、
祈願 していた力が与えられた。その後、洞窟の隠遁生活から出て人 々の
所 に行き、次の ように説いた。
「
あなたがたが礼拝 してい る偶像は ごまか しに しかす ぎない。今す ぐ
星 も、
そんなもの を礼拝す ることは止めなさい。どんな人間 もt樹木 も、
石 も、妖精 も、人間が礼拝す べ きものではない。偶像 の前に頭 をさげて
礼拝す ることを止めなさい。全宇宙 の中に在 るすべ ての物は全知全能の
神 の もので ある.唯 一神 こそが万物 の創造者、養育者、支持者である。
す べ ての人 々は唯 一神 の御前 に脆 き、唯一神に祈 り、唯一神に従わねば
な らない。神 こそが我 々の唯 一 の主である。唯 一神にのみ礼拝 し、唯 一
神 の命令 に従 いなさい。略奪 と横領、殺人 と強盗、不正 と残虐 ―あなた
がたが行 つてい るすべ ての悪徳は、唯 一神 の眼 か ら見れば罪である。あ
50

一
なたがたはこの悪 い道を避 けなさい。唯 神はそれ らすべ てを憎 んでお
られ る。真実を話 しなさい。正義を守 りなさい。何人も殺 してはいけな
,ヽ
い。何人か らも盗んではし
けない。分け前 は公平に取 りなさい。公正に
判断 して正当と思われ る分を他人に与 えなさい。
一
あなたがたは人間である。あらゆる人間は唯 神 の眼か ら見れば平等
である。誰 も顔に恥ず か しい汚名 をつ けて生まれてきたのではない し、
一
誰 も胸に名誉の勲章をぶ らさげて世に出てきたのでもない。唯 神 を恐
れ、唯 一神 を敬 い、言葉 と行為 が真実である人間だけが高貴で名誉を与
えられ る。家柄 の良さや 自分 の民族 が栄 えてい ることは偉大 さと名誉の
尺度ではない。唯一神 を恐れ良い行ない をす る者 が最 も高貴な人間 であ
る。唯 一神 の愛 を失い不義不正に耽 る者は呪 われた人間である.あ なた
がたには死んでか ら唯一神 の御前 に現われなけれ ばな らな い 日が必ず
一
や つて来る。あなたがたは自分 の行為 一善行 も悪行 も の責任 を釈明 し
なければな らないだ ろ う:そ してその時、あなたがたは何事 も隠す こと

ができない。あなたがたの全生涯の記録は唯一神の御前に明らかに され
るこあなたがたの運命は自らの行為の善 し悪 しによつて決定される。真
実の審判者 ―全知全能の神 一の法廷ではt不 公平やえこひいきの心配
はない。あなたがたの素性や家柄は全く考慮 されないのである。真の信
仰 と良き行為のみがその時あなたがたの役に立つであろう。信仰 と善行
を深 めてきた者は天国で永遠の幸福の中に生きるが、そ うでない者は地
獄 の業火の中に投げ入れ られるのである。」
これが彼のたず さえてきた唯一神の メッセー ジであった。無知な人々
iま
彼に背を向け、尊い彼の身体に悪日と小石を容赦なく投げ付けた。想
像を絶す るあらゆる責苦と残忍さが彼に向けられた。そ してその苦難は
一両日だけではなく 13年 間絶 えず続いたのである。そ してとうとう彼
は追放 されたが、そ こで も休息を与えられなかつた。彼は追放された先
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で も様 々な方法で苦 しめられた。ア ラ ビアの全土は彼に反抗するよ うに
煽動 された。そ こで更に 8年 間 も絶えず迫害は続けられ 、あらゆる迫
害を蒙 つたが、それでも彼は 自分 の立場か ら一歩 も動 こ うとは しなかっ
た。篠 は 目的 と任務 において決意が固 く毅然 とし不動であった。
F.な ぜ あ らゆる敵 意 があ るのか

なぜ彼の民が彼￨1対しこの世に生か しておけないほ どの憎 しみを抱
くのか疑間に思 うか もしれない。金銀やその他の現世の富が問題なのだ
ろう力、流血の戦いが原因だろ うヵ、それ とも彼が 自分の民族に物質的
なものを要求 したのだろう力、そ うではない。あらゆる敵意は彼が人々
に唯―の真の神を礼拝するように求めたか らであった。彼は唯一神以外
の ものを崇拝 してはいけない と説教 し、人々の悪い生活態度を非難 した。
彼は聖職者の世俗的策略の根元を暴いた。彼は人間の中の高貴 と貧賎の
差別を烈 し￨く
非難 し、宗教と民族の偏見を全く暗愚だと非難 した。記憶
がないほ ど遠 い昔から続けられてきた社会構造のすべてを改革 しよ う
と試みたのである。一方で、人々は彼の伝道の原理が先祖伝来の伝統を
破壊するもめだ と主張 し、彼に伝道を止めるか、それ とも最悪の結果を
望むのかと彼に詰め寄つた。
人々′
は何のために彼がその よう′
なあらゆる苦難を耐え忍んだのか尋
ねるか もしれない。彼が教えを説 くことをやめ、預言を流布することを
やめさえすれば、彼の民族は彼を主人として迎え、彼にその土地のあら
ゆる富を差 し出すことを提案 した。しか し彼はその誘惑の提案を拒否 し、
任務のために受難 の道を選んだ。それは何故だろ う力、.もし人々が信仰
深 くなり行ないが正 しくなることで1彼が何か得をすることがあったの
だろ う力、
なぜ彼は富と贅沢と王位 と安逸 と豊かさを少 しも求めようとしなか
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づたのだろ う力、彼はそんなものなど比ぺ ようにな らないほ どもつと高
価な物質的利益を得 ようとして活動 していたのだろ う力、その物質的利
益はt彼 が火の 中、槍 の中にも敢えて入 って行 き、心の 平静を失わずに
｀
魂 の苦悶 と肉体の苦難を何年 間 も耐え忍ぶ ことがで きるほ ど欲望 をそ
・
そるものであったのだ ろ う力、我 々はこの疑間に答えるために沈思考慮
せねばな らない。
人間 の進歩向上 のために最善の努力を してい る人が、こ ともあろ うに
幸あれ と願 つている当の人 々か ら石を投げ られ、虐待 され、亡命先にあ
つてさえ住居を与えられなかったのに もかかわ らず、彼 らの幸福のため
に奮闘す ることを借 しまず 、
他人の幸福 のために 自分の幸福を犠牲にす
る人がいるな らば、その人間 こそ同胞に対す る献身 、同胞愛 と親切の最
も貴い模範である。どんな真面 目な人間であ って も、誤 つた思想 のため
にそれほ ど大 きな辛苦をなめるこ とがで きるだろ う力、いか なる不正直
な思索家 と夢想家でも、自分の民族が彼に対 して武器 を取 つて立ち上が
つてお り、
想像 もできない ような危険 と暴虐に対 して も自説を堅持 Lて 、
冷静、沈着でい られ るほど自分 の理想に対す る強い確信 と決意を抱 くこ
とがで きるだろ う力、
最後 の勝利 を得 るまで彼の運動を導 い た信仰 とそれに基 づ く忍耐 と
決意は、それ 自体彼 の宗教の崇高な精神 を雄弁に物語 るものであ る。心
の 中に少 しで も疑惑 と不安があったならば、彼は 23年 間 もの長 い間、
暴虐 の限 りをつ くした攻 撃 と陰謀に対 し勇敢にい どみ打 ち勝 つ ことは
決 してで きなかったであろ う。
これが彼 の内部 の 中に起 った革命 の一面である。もうひ とつの面は も
つ と素晴 らしく驚 くべ きことである。
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G.40才

の時に襲 った運命 の大展開

40年 間にわた り彼はアラビア民族の中でアラビア人 として生 きてき
た.そ の長い間、彼は政治家、説教師、雄弁家 としては全 く知られてい
なかつた。後に彼が布教を始めた時、誰も彼が知恵 と知識のエ ッセンス
,ヽ
た者はいなかった。
を授けられているのを聞し
形面上学、
倫理学、
法学、
一
政治学、経済学、社会学等の原理を講述 している彼の姿は 度も見られ
なかつた。偉大な将軍としてはもちろんのこと、普通の兵士 として も知
られることがなかつた。彼は神、天使t啓 示書、初期の預言者、過去の
民族、審判の 日、死後の生命、地獄 と天国などについては一言も話 した
ことはなかつた。もちろん彼は優れた性格 と魅力的な態度を持ち教養が
高かつたが、
将来人類が彼から偉大で革命的な精神の糧を期待できるよ
うな印象の強い並外れたものは何 も彼にはなかつた。
彼は人々の間では気立ての良い真面日で落ち着いた上品な性格で、法
を守る人として知 られていた。しか し彼が新 しい教えをたず さえ洞窟か
ら出て来た時には変貌 していた。
彼が唯一神 の啓示を説教 し始めると、全アラピア人が愕然 とし、威怖
し、驚倒 し、彼の素晴 らしい雄弁に魅せ られた。彼の雄弁は彼を最も憎
む敵です ら思わず耳を傾けるほど印象的、魅力的であった。彼の雄弁は
人々の心の奥底、骨の髄まで浸透 し、彼 らの足場を切崩 し、古い宗教 と
文化に別れを告げさせるほどの力強い ものであった。彼が自分に敵意を
抱 く人々に向かつて彼が朗唱 した文句に似たものを一行 で もよいか ら
作 つてみるように と挑戦 した時、全アラビアの最高級の詩人、説教師、
雄弁家でさえ、
言葉の美 しさと表現の卓越 さにおいてそれに匹敵するな
にもの も作れなかったほどに比類のない素晴 らしさであった。
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H.普 遍的なメッセー ジ
今や彼はユニー クな哲学者、優れた革命家、文明 と文化 の新 しい形成
者、優れた政治家 、偉大な指 導者、最高の審判官、比類な き将軍 として
人 々の前に現われた。この無学な砂漠 のベ ドウィンは、何人 も彼 の先に
も後にも説 くことがで きなかったよ ぅな学識 と知恵 を以 つて人 々に語
りかけた。彼は形而上学 と神 学 の複雑な問題 を説明 した。過去の改革者
の業績 を評論 じ世界の様 々な宗教を批判 し、民族 の間の摩擦 と相剋に
判
断 を与えた。倫理 の規範 と文化 の原則 を教え、最高の思想 家や学者が生
涯 をかけて研究 し、人事百般について深 い経験 を経て初 めて本 当の真理
が把握できるよ うな社会文化、経済組織、集団行動、国際関係 の
原理を
説 いた。実際、人間は理論的知識 と実際的経験において進歩す るに従 つ
て、知識 と経験 の美 しさは漸次実 って くる。
以前に一度 も剣を振 ったこともな く、軍事訓練を受けたこともな く、
戦争にはただ一度 のみ ― しか もただ傍観者 として しか参加 したこ との
なか った、この静かな平和を愛好する商人は どんな激 しぃ戦 いであれ 一
度 も退却 しなか った勇敢な軍人に突然変わった。兵器が未発達で、交通
機関が貧弱であった時代に、
僅 か 9年 間でア ラビア全土を征服 したほ ど
の偉大な将軍 となった。彼 の軍事的才能 と機動 力は最 高度に発
揮 され、
彼が鼓吹 した尚武 の精神 と、アラビア人の塵 の よ うな群衆に授けた軍事
訓練によってアラビア軍は数年を経ずに、当時 の二大強 国を打ち破 り、
当時知 られていた世界の大部分 の支配者になったほどの奇跡 を生んだ。
50才 をとっ くに越 してか ら今まで政治活動には少 しの関心 も示 さな
かつたこの落ち着 いた物 静かな人物が、非常に偉大な政治の改革者 とし
て突然世界 の舞台に現われた。彼はラジオや無線や印昴り
物 の助けを借 り
ないで 120万 平方マイルの砂漠に散 らば って住む人 々、
好戦的で無知 、
粗野、暗愚で、部族同士で共倒れになるまで戦 いに耽 ってい る民族 をひ
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とつの旗印、ひ とつの法律、ひ とつの宗教、ひ とつの文化、ひ とつの文
明、ひ とつの政治形態 の下に統■ させた。
彼は人 ■の考え方、習慣、道徳 を変えた。粗野な人間を上品に、野蛮
な人間を文化的 に、悪事をなす性悪な人を、唯 一神 を恐れ る敬虔な正 し
い人間に変えた。彼 らの手には負えない頑固な性 質は法律 と秩序に服従
させ る模範 とな つた。高名 と言える偉大な人間を一人 も産んだことの な
いそ の民族が彼 の影響 と指導 の下に、
数世紀 の間に宗教 と道徳 と文化 の
原理 を説教す るために世界 の隅 々 まで出かけた何千人 もの 高貴な人間
を生んだ。
彼 はこの偉業 を世俗的な魅惑や圧迫や強制によつてではな く、
魅力的
な態度 と誰か らも慕われ る高潔な人格 と確信 に溢れた伝道によつて成
し遂げたのであった。彼は高貴で上品な態度で彼に敵意を抱 く者 とす ら
仲良くな つた:限 りない同情心 と親切心で、人 々の心を。
とりこに した。
彼は正 しい政治を した。彼を生まれ故郷か ら追放 した り、アラビア全土
をあげて彼に反対 させた、憎むべ き敵す ら、復讐に狂 つて彼の亡 くな つ
た伯父 の肝 を食 つて しまつた人 々でさえ も弾圧 しなかった。彼 らを征服
した時には、彼 ら全てを許 した。彼は自分 の個人的不満や 自分に加 えら
れた悪意 のために復讐 した り、
恨みを晴 らす よ うなことは決 してなかっ
た。
彼は国 の支配者 になったに もかかわ らず、非常に無私無欲かつ 謙虚 で
そ の生活は極めて簡素であった。以前 と同 じように粗末な草葺 の泥 の家
に住み、床 の上に眠 り、粗末な衣服を身にまヽ
とい、最 も質素な食物 を食
べ 、時には何 も食べずに出かけて行 くこともあつた。そ して夜は主の御
前に祈 りをささげなが ら過す のが常 だつた。 いつ も貧 しく一 文 もな い
人 々を救 いに出かけた。
彼 は労働者 の よ うに真 っ黒にな って働 くことを少 しも恥 とは思わな

かつた。最後 まで王者のよ うに華美を誇示 した り、権勢者や富者にあ り
がちな傲慢な態度 が少 しも見 られなか つた。普通 の人の よ うに人 々 と共
に 日常坐臥 し、苦楽を共に した。彼は人 々 と交わ リー緒にな つていたの
で、知 らない人や外部 の者には、誰が民の指導者、国家 の支配者である
のか見分ける ことは難 しかった とい う。
それほ ど偉大であ りなが ら、彼 が貧 しい人に接す る時 の態度は、何等
他 の人 と分け隔てがなかった。全生涯の努力 と奮斗を通 じて、自分 のた
めの利益や報酬を求 めず、また後継者に財産を残 さなか った。彼は総て
を共同体のために投げ出 したのであった。彼 の子孫がザカー ト (喜捨)
の思恵 を受けることす ら禁 じたほどであ るか ら、
彼や彼 の子孫 のために
は何 もの をも求めなか った。将来彼 の信者 が彼 の一族 のた めにザカー ト
(喜捨)の 全割 当を出す よ うになるの を恐れたか らであ つた。
I。 人類 の思想 に対す る預言者 ムノ、ンマ ドの貢献
この偉大な人間 ムハ ンマ ド (彼の上に平安あれ)の 業績は これだけで
はない。彼 の真 の価値を正 しく評価す るためには、世界史全般 の背景の
下で調 べねばな らない。そ うすれば 14CЮ年前 の 「
無明時代Jに 生まれ
た このア ラ ビアの砂漠 の無学な人間が 「
近代Jの 本 当の開拓者、人類 の
本 当の指導者であ ったことが明 らかになる。彼は彼 の指導を受け入れ る
人 々だけではな く、彼を指導者 として認めない人々、さらには彼 を非難
す る人 々の指導者 で もある。ただ唯 一の違 いは このよ うな人 々には彼の
導 きが感 じられないが、
依然 として彼 らの考え方 と行動に影響を及 ぼ し、
彼 らの生活を律す る原理であ り、かつ近代 の精神その もの であるとい う
事実に気がつ かないことであ る。
人間の思想 の進向を、迷信、自然でない もの、神秘的なもの ごとや修
道院制度 へ の執着 か ら、合理的なアプ ロー チ、真実を愛 し、敬虔で調和
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が とれた現世 の生活を愛する ようにさせたのは彼であつた。要す るに、
超 自然的な出来事 のみを奇蹟 と見な し、その出来事に宗教的使命 の真理
の証明を要求 し、それに対す る合理的証明 と信仰 を求める努力を真理 の
基準 であると強調 したのは彼であ つた。当時、自然現象 の 中に唯 一神 の
印を求 めていた人 々を開眼 させたのは彼であ つた。根拠 の ない推測 の代
りに、観察、実験、調査に基づいた合理的な理解 と健全な推測の道に入
類 を導 いたの も彼 であつた。感覚 による認識、理性、直観力の機能 と限
界を明 白に したの も彼 であ つた。精神的価値 と物質的価値 の調和をもた
らしたの も彼であ つた。信仰に知識 と行動を調和 させたの も彼 であつた。
宗教 の力をもつて科学的精神 を創造 し、科学的精神に基 いた真 の熱烈な
宗教を発展 させたの も彼であ つた。
あ らゆる形 の偶像崇拝、人神崇拝、多神教を徹底的 に根絶 し、神は唯
一 であるとい う非常 に強 い信仰 の下に、迷信や偶像崇拝を基本 としてい
る宗教で さえこの一神教的要素を取 らぎるをえない よ うに したの も彼
であらた。倫理 と霊性 の根本的概念 を変えたの も彼 であつた。難行苦行
と自己寂減 のみが道徳 の規準 と精神 の純潔 ―その純潔は現世 の生を逃
れ、人間性のあ らゆる欲望を無視 し、肉体をあらゆる苦難に投 じなけれ
身近な世界の現実
ば得 ることはで きない一であると信 じていた人 々に、
の 出来事 に積極的 に打ち込む ことによつて精神 の発達、
道徳 の解放 と救
済を得 ることの道 を示 したの も彼 であ つた。
人間の本然 の価値 と位置を人類に教えたの も彼 であつた。神 の化身や
神 の子だけを道徳的教師 かつ精神的指導者 として仰 いでいた人 々に、い
かに神 に近 い とは いえ神 ではな い人間が地上における神 となることは
できないこ とを教えられた。偉 大な人間を神 と宣言 し崇拝 していた人 々
は、自分達が崇拝 してい るものは結局人間にす ぎず、それ以上の何者で
生まれ 1に よつ
もない とい うことを納得 させ られた。いか なる人間 も 「

て神聖や権威や支配を要求す ること,はできない、また何人 も不蝕賎民や
奴隷や農奴 の名 を持 つて生まれたのではな い と強調 したの も彼 であ つ
た。人類 の一体化、人間の平等、世界の真 の民主主義 と真 の 自由思想 を
鼓吹 したの も彼 であ つた。
二
観念 の領域 か ら 歩眼を転ずれば、この無学 であつた人物 の思想 が世
界 の様 々な規範 とあ り方に強 く影響 を与えて い る現実を無数 に見出す
ことがで きる。今 日世界に広 く行 きわた ちてい る善行、文化 と文明や思
想 と行為 め純潔 に関す る非常に多 くの原 理 はその起源 をさかの ばれ ば
彼に負 うところが 多い。彼 が与えた社会の規範は当時 の人 々の社会生活
とその構造に深 く浸透 してお り、今 日に至るまで影響をあたえてい る。
彼 が説いた経済 の基本原理は世界史の多 くの運動 に取 り入れ られてき
たが、将来 にお いて もその可能性は高 い。彼 が規定 した支配 の規範は世
界 の政治に対す る考え方 と倫理に多 くの論争 をもた らしたが、今 日まで
そ の影響 は持続 され つづ けてい る。彼 の天分を示す法学 と裁判 の根本的
な原理は諸国家 の法廷 における裁判に顕著な影響を与えてきたが、後世
の多 くの立法学者 にとつて永遠 に尽 きない導 きの源泉 で もあるごこの無
戦争 と平和 の
学なアラビア人が始めて国際関係 の全機構に足跡 を残 し、
法を規制 した最初 の人間 であ つた。なぜな らば、戦争 にもまた倫理的規
範 が必要であ り、国家間 の関係 は共通の人類 とい う基盤に立って調整す
一
る ことができるとい う考えを持 つた人が以前に 人 もい なかつたか ら
である。

.J◆偉 大な革命家
世界史上でこの素晴 らしい人間の崇高な姿が、国家 の英雄 として名高
いあ らゆる時代 の あらゆる偉人達の上 に高 くそびえているので、彼 と比
較す るとどんな偉人でさえも小人の よ うに見えるほ どである。彼 らの 中
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には、唯一人 として人間生活の 1つ か 2つ の面以上に深 しヽ
印象を与え
ることができる天才はいなかったのであ る。ある者は理論 と思想に優れ
てい るが、実際的な活動に欠けている。ある者は行動 の人であるが見識
がた りない。ある者 は政治家 としてのみ知 られ、ある者は策略 と戦術 の
名人であつた。ある者は他 のい ろんな局面に 目をつぶって、社会生活 の
一 面だけに全力を注いだ ある者は
。
倫理的 ・精神的な真理の探究に精力
を注いだが、
経済や政治は無視 した。ある者は経済や政治に専心 したが 、
道徳や人生 の精神的な面を怠 った。要するに、我 々が英雄 と呼んでい る
人 々はたいてい人生行路のただひ とつの面の達人、熟練者であ った。ム
ハ ンマ ド (彼の上に平安あれ)だ けがあ らゆる美徳長所を入格 の 中に渾
然 と具現 している唯 一の例である。彼は哲学者 であ り、預言者であ り、
自分 の教えを一身に具現 した人である。軍事的天才であるとともに偉大
な政治家 である。立法者であ り、かつ また道徳 の教師 である。宗教 の導
きであるとともに精神 の光明である。彼 の眼は人生のすべ ての面を洞察
し、彼が触れて飾 らない ものはひ とつ もない。彼 の法 と命令は国際関係
の調整 か ら、飲食、身体を清潔 にす ることな どの 日常生活の習慣に至る
まで広範囲にわたっている。彼 の理論に基づいて、
文明 と文化を建設 し、
欠陥や弱点や不完全がい ささかも見 られないほ ど、人生の矛盾 した様 々
な面に素晴 らしい調和を生み出 してい る。このよう に完全で万能的な人
間を彼 の他 に指摘す ることができるだろ う力ゝ
世界 の著名な人物 の多 くは環境 の産物であると言われ ている。だが彼
の場合は一種独特であ る。彼 の環境は彼の人格形成には関係 がないよ う
に見える。また歴史的に見て彼 の出現 が 当時 のア ラ ビアの事情に合致 し
た とはい えない。せ いぜい言えるこ とは、当時のアラビアの事情は、相
争 つている部族 をひ とつの民に結合す ることができ、また他 の諸国を支
配下にお いて経済統一 と福祉 の基礎 を置 くことがで きるよ うな人間 の

出現 一つま り当時のアラビア人の特性をすべて持ち〔
残虐、
圧迫、
流血、
欺麟、偽善その他善悪のいかなる手段を用いて も、民を富ませ、その後
継者 の遣産 として王国を残すことができるよ。
うな民的指導者の出現を
切実に待望 していた とい うことである.当時のアラビアの歴史を見ると、
この切実な要求以外に見出す ことができない。
ヘー グルの歴史哲学やマル クスの唯物史学の観点か らせ い
ぜい言え
ることは、時代 と環境が、民を形成 し国家を建設することができる指導
者の出現を要望 したとい うことである。しか しヘーグル流やマル クス流
の哲学では説明できないことがある。どうしてそのよ うな環境が、最善
の道徳を教え人間性を清め無明 と暗黒の時代の偏見 と送信を一掃する
使命を帯びた人間、人種や民族や国家の頑迷な区別 を超越 した人間、.自
国のためばか りでなく、世界の幸福のために、道徳的、精神的、文化的、
政治的な上部構造の基礎を置いた人間、理論上でではなく現実に、商取
引、市政、政治、国際関係等を道徳の基礎の上に置き今 日までも彼の生
前 と全 く同 じよ うに、知恵 と預言の傑作と見なされ、世俗的な生活と精
神的な向上の間で調和する中庸 の統合を作 りだ した人間 ―この ような
人間を生み出すことができたのだろ う力、 このよ うな人間が、アラビア
全土に浸透 した暗黒の産物 と言えるであろう力、
彼はただ自分の環境 と無縁 であったばか りではなし、彼の偉業を見る
ならば彼は本当に時空間のいかなる限界を も超越 しているとい う結論
に達せざるをえない。彼の洞察力はア ッラーの許 しによってあらゆる俗
界や自然界の障害を通 り抜けて看破 し、あらゆる人間の歴史を包括 して
い るのである。
彼は歴史から忘れ られるよ うな人間ではない.生きている時良L il指
導
者であったために賞讃されるのではない。彼は彼の時代にそ うであった
よ うに、いつの時代にで もその時代の要望に応え、時代 と共に進む、人
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類 の唯一無 二で比較す る者 がない指導者 である。ま ことに彼 の教えは明
日の朝の ようにモ ダ ンであ る。
歴史か ら作 られた
歴史を作 つた人間Jと 呼 んでい る人達は 「
人 々が 「
人間Jに すぎないのである。まことに人類 の全歴 史にお いて、彼 こそは
一
「
歴史を作 つた人間Jの 唯 の例 である。革命的大改変 をもた らした世

界の偉大な指導者達の生涯 と環境を調べてみると、どんな場合について
も革命の気運がまさに起ろうとする動乱に対 して凝集 して、ある下定の
方向に進路 を取 り、ただ爆発する瞬間を待 つていたにすぎないことを見
出すのである。この革命の気運の時を得て行動に移すために、革命指導
者は舞台 と役割が前もつて定められていた役割を果た したのであつた。
歴史を作る人間」と革命的な人
これに反 してあらゆる時代のあらゆる 「
物の間 で、彼は革命に必要な条件 を結集するために方法 と手段を探 し、
彼 の 目的のために要求 される人間 を自ら教育 し作 り上ねばならなかつ
‐
た唯一人の人間である。なぜならば、彼の運命が投ぜ られたアラビアの
人々の間には革命 の精神 とそれに必要な道具立てが少 しも存在 しなか
ったからであつた。
彼は力強い人格 で何千人もの弟子達の心に消えることがない影響を
与え、彼の望むように彼 らを統治 した。彼の意思によつて革命の基盤を
準備 し、その性格 と姿を創 り上げ、さまざまな事件の流れを彼が期待 し
歴史を作る人
要望 したひとつの水路に信仰を定わた。これほど優れた 「
間Jの 例を、これほど優秀で素晴 らしい革命の例を誰か他 に指摘するこ
とができるであろう力、
K.最 終の証明
アラビアのような未開の地で、1400年 前の無明時代に元々羊飼いで
無学なアラビアの商人あつた人間がなぜこの ような光、知識、偉力、能
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力、そ して素晴 らしく発達 した道徳 を持つ ようにな つたのであろ う力、
我 々はこのこ とを沈思考慮 しなければいけない。
彼 の啓示に特別変わ つた ところは何 もない。それは彼 自身 の心か らの
産物であると人は言 うかもしれない二も しそ うであるならlfaは 自分が
神であると宣言 したはずである。そ してもし彼が当時そのよ うな宣言を
したな らば、ただ想像か らク リシ■ナや仏陀を神 と呼び、イーサニ (イ
エス)を 神 の子 と呼びtま た火や水や空気などの 自然の 力さえ平気 で崇
拝 していた 当時 の人 々の ことを考えると、このよ うな素晴 らしい人間を
主なる神 自身であるとただちに認 めたであろ う。
しか し、彼 の啓示は全 く反対であつた。彼 は次の ように言 つた。
「
私はあなた方 と同 じ人間である。私は自分では何物 もあなた方に与
えることはできない。すべ ては唯 一神 が私に啓示 されたものである。私

が持つているあらゆるものlま
唯一神のものである。同じものを誰一人作
ることができないこの啓示は唯一神の啓示である。私の心の中から作ら

れたものではない。
そのひとつひとつの言葉はすべて唯一神から啓示゛
れた ものであるが、あなたがたの眼には私の功績であるよ うに映 つてい
るであろ う。素晴 らしいすべ ての偉業、私 が授けたあ らゆる規範ゝ私 が
説 き教えたす べての原理 の 中で、私か ら出てい るものはひ とつ もない。
これ らは どれひ とつ とつても私個 人の能 力と才能 か ら作 り出す ことは
全 く不可能である。私はあ らゆる物事を為すためにすべ て唯 一神 の導 き
にすが つてい る。唯 一神 が欲 し給 うことを私は行ない、唯一神 が命 じ給
うことを私は宣言 しているだけである。J
ああ、なん と素晴 らしい感激 であろ う力、 なんとい う正直さ と名誉の
模範 であろ う力、嘘 つ きや偽善者は他人の名誉を自分の ものに横取 りし
て も、化 けの皮がはがれて も、少 しも良心 の とがめを感 じない。 しか し
この偉大 な人間は、彼のイ ンス ピレー シ ョンの源を見出す方法がないの
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で、誰も彼を否認することができないほど明らかなことで も、彼の偉業
の どれひとつ として自分の名誉にしようとは しない。
目的の完全な率直さ、性格の素直さ).魂の崇高さをこれ以上に証明す
るものが どこにあるだろ う力ヽこれほどの多芸多才と能力を秘密の経路
か ら得ているのに、自分を啓発 し激励 したあらゆるものの源泉を明 らか
に指摘 した彼ほど誠実な人間が他にい るだろう力、これ らの要因はすべ
て、この ような人間こそ唯一神 の真の御使 いであつたとい う結論に我 々
を必然的に導くのである.
この人こそ我 々の預言者 ムハ ンマ ド (彼の上に平安あれ)で あつた。
彼は驚嘆すべ き価値を持った人であり、美徳 と善良の典型であり、真実
と正直の象徴であり、唯一神の偉大な使徒であり、かつ全世界への御使
いでありた。彼の生活 と思想、彼の真実と正直、彼の信仰 と親切、彼の
性格 と道徳、
彼のイデオ ロギー と業績 ―これ らはすべて彼の預言に対す
る非難の余地のない証明である。偏見を持たずに彼の生涯 と教えを研究
する人は誰でも明 らかに彼が唯一神の真の預言者であり、クルアー ンー
彼を通 じて人類に与えられた啓典 ―は唯二神 の聖典であつたことを証
明するであろう。偏見を持たない真面目な真理の探究者は この事実を見
逃す ことはない。
更に、ムハ ンマ ド (彼の上に平安あれ)を 通 じてのみ、我 々はイスラ
ー ムの道を正 しく知ることができることをはつきり理解 しなくてはな
らない。クルアー ンとムハ ンマ ド (彼の上に平安あれ)の 伝承 (ハデ ィ
ー ス)だ けが、人間が唯一神の意志をことごとく知るために役に立つ信
頼できる典拠そある。ムハ ンマ ド (彼の上に平安あれ)は 全人類に対す
る唯一神の御使いであり、往古から、次から次へ と続いてきた預言者達
の輸は彼の ところで止まつた。彼は最後の預言者であり、直接の啓示を
通 じて人類に伝えるのが唯一神の御意志であったあらゆる教えは、ムハ
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ンマ ド (彼の上に平安あれ)を 通 じて唯一神か ら授け
られ 、クルアーン
とハデ ィ ス の 中に大切に秘 め られてい る。真理の探究者 正
、 直なムス
一
リム、唯 神 の道 の誠実な信者にな らん と願 う人は誰でも
、唯 一神 の最
後 の預言者 を信 じ、彼 の教えを受け入れ 、彼が人類に示 した道を進まな
ければ ならない。 これが成功 と救いへ の真 の道である。
4。 最後 の預言者
ここでムハ ンマ ド (彼の上に平安あれ)の 預言の面を考察 しよ
う。
預言 の性質は既 に論 じられたが、この論述で預言者 の出現は普通 の
出
来事ではないこ とが明 らかにな った。預言者 の肉体の現存 もまたあ らゆ
る土地 、民族、時代に必要欠 くべか らざることで もない。預言者 の
教え
は人 々 を正 しい道に導 く照明灯であ り、預言者 の教えと導 きが生きてい
るか ぎ り、いわば預言者 自身 も生きているこ とにな る。預言者 の
本 当の
死lま肉体的な死ではな く、彼 の教えが弱ま り、彼 の導きが改
ざん さ。
れる
ことにある。以前の預言者達は、信奉す る人 々がその教えに
卑 しくへつ
らい、教訓を勝手に作 り変え、偽 りの出来事を付け加えて伝承を
汚 して
しまったために、
死んで しまったのであ る。以前の聖典 ― タ ウラー ト(ム
ーサー の
律法)、ザプール (ダー ゥー ドの詩篇)、インジール (イー サー
の福音書)― はいずれ も今 日その原典が残っていない
ため、その聖典を
信 じる人 々 も原真を持っていない ことを告 白 してい る。過去の
預言者達
の生涯につい てその記録はフ ィクシ ョンが非常に
多 く混 じってい るた
め、
彼 らの生涯 を正確に信頼で きるように記述することは不可能である
。
の
彼 ら 生涯は物語や伝説 となって しまい、
信頼すべ き記録は どこに も見
当たらない。記録が失われ 、存命中の教えが忘れ られてい るばか りでな
く、いつ どこでその預言者が生まれ成 長 したか、いかに彼 が生 き、どん
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な規範を人類に与えたか も確実に言えないのである。まさに預言者 の真
の死はその教えが死滅 したことにある.この点から事実を判断するのな
らば、何人もムハ ンマ ド (彼の上に平安あれ)の 教えが生 きていること
を否定することはできない。年の教えは偽作されずにあるし、偽作する
こと もできないの である。クルアー ンー彼が人類に与えた啓典 ―はその
語句 もつづ りも少 しも違 いな く、原典の ままに存在 している。彼 の生涯
の あ らゆる出来事 ―彼 の言 つたこと、訓示 したこと、行動 したことな ど
―は完璧 な正確 さで保存 されてい る。そのため、13世 紀経 つた今 日で
さえ、その歴史の叙述 は、我 々がす ぐ間近に自分 の眼で彼を見てい るよ
うに思 うほど明瞭で完全 である。どんな人間 の伝記 もイ不ラー ムの預言
者 ムハ ンマ ド (彼の上に平安あれ)の 伝記 ほ どよく保 存 されてい るもの
はない。我 々の生涯 の あらゆる場合に、我 々はムハ ンマ ド (彼の上に平
安あれ)の 導きを求 めることができる し、彼 の伝承 か ら教訓を得 る こと
がで きる。それ が最後 の預言者 ムハ ンマ ド (彼の上に平安あれ)の 以後
に他 のいか なる預言者 も要求 されない理由である。
また新 しい預言者 の出現を必要 とす る 3つ あことがぁる。預言者 の
死去だけではもう一人の預言者 の出現を招 くことにはな らない。新 しい
預言者 を要望す る事態は次の ように要約 され る。
1、前 の預言者 の教 えが勝手 に作 り変えられた り、偽作 された り、また
は教えが死滅 しその復活が望まれてい る場合。このよ うな場合には、
人 々の生活か ら機れ を取 り除 き彼 らの宗教を元の形態 と純粋 に再
生す るために新 しい預言者 が送 られ る。
2、 既 に亡 くな つた預言者 の教えが不完全であ り、その教えを修 正 し、
改善 し、またその教えにい くらか付け加 えることが必要な場合。そ
の時は、それ らの改善進歩を成 し遂げるために、新 しい預言者 が遣
わ され る。
66

3、以 前 の預言者 がある特定の民や地域にのみ遣わされた場合は、他 の
民族や国家 のために預言者 が派遣 され る。
以 上が新 しい預言者 の出現 を必要 とす る 3つ の根本的条件 である。
だが注意 してみ ると、これ らの条件 が どれひ とつ として今 日存在 しない
ことがわかる。最後 の預言者 ムハ ンマ̲ド(彼の上に平安あれ)の 教えは
完全 に保 存 されてきて不朽 の もの とな り生きている。彼 が人類に示 し給
うた導きは完全で欠点 がなく、聖 クルアー ンの 中に大切に保存 されてい
る。イ ス ラー ムの あらゆる典拠は完全にその まま残 つてお り、預言者 の
あ らゆる教訓 と行為は、少 しの疑惑を持たずに確 かめることがで きる。
このよ うに彼 の伝 えた教えは完全 に元の ままであることか ら、この点に
関 し新 しい預言者 の必要はないのである。
*原 著者注 も うひとつの場合は、他の預言者を助けるために預言者が現わ
れる場合である。だがそのような場合の例は極めて稀である。―クルアーンに
はその例が 2回 あるにすぎない一このような預言は極めて例外であリー般的で
ないから、我々はこれを4番 目として取り上げなかつたのである。
第 二 は、唯 ―神は預言者 ムハ ンマ ド (彼の上に平安あれ)を 通 じて、
唯 一神 の啓示 された導 きを完成 され給 うたの であるか らイ ス ラー ムは
人類 の完全な宗教 である。彼は 「
今 日、汝 らの為に、汝 らの信仰 一宗教
を完成 した り。汝 らに与えるわが恵みを完成 した り。」 と言 い給 うた。
人生 の完全なる道 として、イ ス ラー ムを徹底的に研究す るならば、この
クル アー ンの言葉 の真理が分 かる。イス ラー ムは現世 と来世 の生き方の

導さ を与え、そ して人間の導きに必要欠くぺからぎることは決 して漏れ
ていない。宗教は今や完成 された。未完成 とい う理由で新 しい預言者を
求める必要はない。
特定の民族、
最後にムハ ンマ ド(彼の上に平安あれ)の伝えた教えは、
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土地、時代にのみ与えられたのではない。彼は 「
世界の預言者Jと して
一全人類に対する真理 の御使 い として 一 わ
遣 されたのであった.クルア
ー ンにお いてはムハ ンマ ド (彼の上に
に 「
平安あれ)ヽ
おお人類 よ。我は

汝 らすべてへの唯一神の使 いである」と宣言させている。彼は 「
世界の
(あらゆる民族への)祝 福Jで あると記されている。彼の教えの説き方
は普遍的で人間的であつた。それが彼以後に新 しい預言者の出る必要が
なく、彼がクルアー ンにハー タムン ・ナ ビィイ (最後の預言者)と 記さ
れている理由である。
唯 一神 と唯一神 の道を知るための唯一 の源泉はムハ ンマ ド(彼の上に
平安 あれ)で ある。我 々は、終末の 日まで人間を導 くことができる完全
で総括的な彼 の教えを通 じてのみ 、イ ス ラー ムについて知 ることができ
るのである。今や世界は新 しい預言者を必要 とは しない。ムハ ンマ ド(彼
の上に平安あれ)を 心か ら信 じる人 々が彼の神託の伝導者 とな り、それ
を全世界に布教 し、ムハ ンマ ド (彼の上に平安あれ)が 人類に与えた文
化 の建設に努 め る人 々のみを世界は必要 とす る.彼 の教えを実行に移 し、
ムハ ンマ ド (彼の上に平安あれ)が 建設す るために遣 わ された、唯 一神
の法に支翠 された社会を建設す ることができる人 々 を世界は必要 とし
てい る。これが ムハ ンマ ド (彼の上に平安あれ)の 使命であ り、その成
否 に人間の成否がかか つている。
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第 4章

信 仰箇条

先に進む前に、今まで論 じて きたことを復習 し、その真髄 を要約す る
ことに しよ う。
1。イ ス ラー ムは宇宙の主であ られ るア ッラー に帰依 し服従することで
あるが、
唯一神 と唯一神 の法を知る唯 一の真正かつ信頼できる源 泉は
預言者 ムハ ンマ ド (彼の上に平安あれ)の 教えである。イ スラー ム と
は預言者 が説 く唯 一神 の教えを信仰 し、彼 の生活態度 を模範 と仰 ぎ、
これに近づ こ うと努力する宗教であると定義 され る。
2.古 代にはそれぞれの民族に別 々の預言者 がいた。そ して預言の歴史
・
は、単一 の同 じ民族 の中にす ら、幾人 もが次か ら次 と出現 したこ とを
教えてい る。その時代においては、イス ラー ム とはそれ ぞれ の真 の預
言者によって民族に教えられた宗教 の名前であった。イ ス ラー ムの性
格 と真髄 はいかなる時代や国にお いて も同 じであったが、礼拝 の仕方、
法 の様式、その他 の生活の詳細な規範や規定は、あらゆる民族 の地方
的な事情に。
したがって多少異なっていた。そのため、どの民 も他 の民
の預言者に従 う必要がなかった し、その民の責任はその預言者か ら与
えられた導 きに従 うか どうか とい ぅことに限 られていた。
3.こ の多 くの預言者 の時代は ムハ ンマ ド (彼の 上に平安あれ)の 出現
とともに終焉 した。イス ラー ムの教えは彼を通 じて完成 された。ひ と
つの根本的規範が全世界のために作 られ 、彼は全人類 の預言者 とな つ
たのであ る。彼の預言は特定の民や国家や時代のための もの ではな く、
彼 の メ ッセー ジはすべ ての人 々、あらゆ る時代 のための ものであった。
古い規範は ムハ ンマ ド(彼の上に平安あれ)の出現 とともに廃棄 され、
彼は新 しい完全な生き方を世界に与えた。そのため 「
最後の 日Jま で
に、将来 いかな る預言者 も現われない し、いかなる宗教 の法 も啓示 さ
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れないのであ る。ムハ ンマ ド (彼の上に平安あれ)の 教えはアー ダム
(アダム)の す べ ての子孫、全人類 のための ものである。イ ス ラー ム
はア ッラー とムハ ンマ ド (彼の上に平安あれ)に 従 うこと、すなわち
彼 の預言を認 め、彼が我 々に信 じるよ うに求めたことを信 じ、彼に従
い彼 の あ らゆる命令 と指図を唯 一神 の命令 と指図 として従 うことを
真髄 としてい る。 これがイ ス ラー ムである。
以上の ことは我 々にひ とつの疑間に抱かせ る。ムハ ンマ ド(彼の上に
平安あれ)が 我 々に何を信 じることを求めたの力、 イ ス ラー ムの信仰内
容は どんなものであるか。それ では我 々はこの信仰 の内容を調べ 、それ
がいかに簡易で、真実で、愛 されて、価値 があ るものか、また現世 と来
世において人間の地位 をどれほ ど高める ものか見る ことに しよ う。
1。 タ ウ ヒー ド (神の唯 一性)
預言者 ムハ ンマ ド(彼の 上に平安 あれ)が 説 いた最 も根本的で重要な
教えは、神 が唯 一 であることを信 じることであ る。この ことはイ ス ラー
ムの最 も基本的なカ リマ (信条)で 「
ア ッラー の外に神 はな し (ラー ・
イラーハ ・イ ッラッラー)」と表現 されてい る。 この美 しい言葉はイ ス
ラー ムの根本であ り、土台 であ り、精髄である。真 のムス リム をカー フ
ィル (不信 の徒)や ムシュ リク (神の神性 を他 の もの と結びつ ける者)
か ら区別す るものがこの信条である。この言葉を認めるか拒否するかに
よつて、人間 と人間の間に異な つた世界を形成する。それ を信 じる人 々
はひ とつの共同体を作 り、それ を信 じない人 々は反対 の集団を形成す る。
信 じる人 々は正 しい道を見出 し、真理を知 り、真実の光の 中に彼 らの進
路を押 し進める。信 じない人 々は次か ら次 と幻影を追 い、暗黒 の中を紡
復す る6信 じる人 々は何 もの に も妨げられない進歩 と、現世にお いて も
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来世にお いて も確固たる成功がある。それを拒否す る人 々には、結局あ
るのは無駄 と失敗 の虚 しき栄 えである。まことにタウヒー ドは革命的な
概念 であ り、恐ろ しく威厳 のある理念 であ り、かつイ ス ラー ムの出発点
その もので ある.
しか し信者 と不信者 の間 に生 じる差異は、単に二つ三つの言葉を復唱 ′
した結果 ではない。二つ二つ言葉を唱 えても、こんなに大きな差異 が生
じるはずがない。その真 の原動力は この教理 と条件を心か ら受け入れ、
ア ッラーの外に神はな し」
現実生活 でそれを完全に守 ることにある。 「
とい う言葉 の真 の意味 と、それ を人間生活へ いかに取 り入れ るか とい う
方法を知 らないな らば、この教理の真の重要性 を認識す る ことはで きな
い。 この基本的な事柄 が行 なわれなければ、決 して効果 がない。「
食物」
とい う言葉をただ繰 り返 し言 つてみても、飢えを和げることはで きない。
処方箋をただ口に出 して唱えても、病人を治す ことはできない。同 じよ
うに、その意味を理解 しないでカ リマ を復唱 しても、現 われ るはず の変
化 がいつこ うに出てこない.教 理 の完全な意味を把握 し、その意義を理
解 し、それを心か ら信 じ、全身全霊をあげて受け入れ、それに従 つた時
初 めて、思想 と生活に変化が起 こるのである。このカ リマ を十分理解 し
ていなければ、それは完全に効力を発 しない。我 々は火が燃 えることを
知 ってい るか ら、火を避ける。我 々は人間が毒に触れ ると死ぬ と知 って
い るか ら毒を見ると避ける。同様にタウ ヒー ドの真の意味を十分 に理解
す ると、我 々は信仰 と行動にお いてあ らゆる形 の不信仰、無神論、多神
一
教を排斥す ることがで きる。これが神 の唯 性 を信 じることの 自然な成
行 きである。

A.カ

リマ の意味

アラビア語でイラーnahと い う言葉 は拝 され る人間、た とえば偉大
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であり権威 があるために崇拝 され威服 され、
謙虚に頭を垂れる値がある
と思われる人間や、人間には理解できないよ うな偉大な力を持つ存在を
意味する。イラーの概念は無限の力、驚嘆すべ き力を持つ とい う意味も
含んでいる。またイラーは、他の ものがイ ラーに依存 しているが、自ら

は何者にも依存しないという意味ぉ持ってい ,さ らにイラーという言
ぅ
い
葉は秘密や神秘と う意味にも使う。つまリイラーは見えもしなければ
五官で知覚することもできない存在である。ペルシャ語の 「
ホダー」
、
ー
ヒンディ 語の 「
「
ゴ
デヴァ」
の
、英語
ッドJと いう語が、多少はイラ
ーハと似た意味を持っている。その の
他 外国語にも同じような意味を持
つ語がある。
*注 た とえばギ リシア語 の OEOS、 ラテン語 の Deus、古代 ゴLド 語 の
guth、
ー
デ ンマ ク語 の gud、 ドイ ツ語 の gO枕な ど。 (Enwloped・
ia B五
tanica VO1 lo、
P460か ら引用。)

一方、ア
ッラー とい う言葉は唯 一神 の根本的な名前である。 「
ラー ・
イラーバ ・イ ッラッラー」は文字通 りには 「
ア ッラー」とい う名で知 ら
れてい る至大唯 一の存在 の他にイラー はない とい う意味である。全宇宙
でア ッラー の外に礼拝 に値す るものは絶対にない:ア ッラー のみ を畏服
し賛美 して頭を垂れ るべ きであ る。ア ッラー はあ らゆる力を持 ち給 う唯
̀万
一 の御方であられ、
物はア ッラーの御恵みを必要とし、万物はア ッラ
ー の助けを懇願 しな くてはな らない
とい うことを意味す る。ア ッラー は
我 々の五感 では認識できず 、
我 々の知性ではア ッラーが どんな方であ る
か知ることはで きない。もちろん見ることも聞 くことも触れ ることもで
きない。
これ らの言葉の意味を学んだ ら、次にその言葉 の真の意味を探究 しよ
う。
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知 られてい る最 も古い人間の歴史か ら、また我 々が手に入れ ることが
で きた最 も古い古代 の遺跡か ら、人間はあらゆる時代に神 または 々
神 を
認め、礼拝 していたこ とがわか る。現代でも世界のあ らゆる民族は ■
最
も原始的な民族か ら最 も進歩 した民族にいた るまで 一神 を信 じ礼拝 し
い
下 る.こ の事実は、神を信 じ神 を礼拝 しよ うとい う思 いが人間の本性
に埋め込まれてい ることを明 らかに してい る。人間にそ うい う気持
ちを
抱 かせ るなに ものかが人間の魂 の 中にある。
しか し、それ は何であ り、なぜ人間はそ うせ ざるをえない ような
気に
の
なる か とい うことが問題 になる。この問題に対する答えは我 々が広大
無辺 の宇宙における人間の位置を えてみ るな らば、見出 され るだろ
う.
考
この観点か ら人間 の本性を考察すれば、人間は全能ではないこ とが
明ら
かになる。人間は自給 自足や 単独で存在 することもできない し
、またそ
の能力 も無限ではない.ま こ とに人間は弱 く、もろく、貧 しく
、乏 しい
の
も であ る。人間 は多種多様な力に依存 し、それ らの助けがなければ生
きて行 くことがで きない。人間 の生存を支えるのに必要な ものは数え き
れないほ どあるが 、それ らすべ てが人間 の能力の全く手の届かない とこ
ろにあ る。人間は時にはそれ らを自然か ら容易に見出すが 、時にはそれ
らを失って しま う。人間が得 よ うと努力する重要で価値ある ものがた

く

さんある。時にはそれ らを得るのに成功 し、
時には失敗す る一なぜな ら、
それ らを得るこ とは人間の能力を超えてい るか らであ る。人間に有害な

もの も多くある。不慮の事故は人の ライフワー クを一瞬の間に破壊する。
悪運は人間の希望を宋如として失わせる。疾病、苦労、災害、不幸など
はたえず人間をおびやか し、幸福への道を妨げる。人間はそれ らを無 く
そ うと努めるが、成功
oす るし失敗もする。山々、河川、巨大な動物、
・
野獣など、偉大さと素晴 らしさで人間を畏怖 させる多 くあ ものがある。
人間は地震や嵐やその他の 自然の災害を経験する。頭 Lにある黒雲がた
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ちまち厚 くな り暗 くな り、雷鳴 が とどろき、稲妻がひ らめき、どしゃぶ
りになる。太陽や月や星が永劫不変の動きを していの を見ると、人間は
天体が何 と偉大で力があ り素晴 らしい もの であるか、それに反 して人間
は何 と弱 く価値 のない ものであるか とい うことを しみ じみ考 える。太陽
や月や星の驚嘆す べ き現象 と自分 自身 の虚弱 さを意識す ることによつ
て、自らが弱 く、卑少で、無力であることを深 く実感す るのである.神
に対す る予備的な考 えが このよ うな意識 と合致す るのは極 めて 当然 て
ある。人間は これ らの畏るべ き不可抗 力な力を持つ もろもろの存在 を考
える。そ してそれ らが偉大で不可抗力であるとい う意識 は人を謙虚に し、
頭 を垂れ させ る。それ らが素晴 らしくとてつ もない力を持 つ とい う意識
にようて、人間 はそれ らに助けを求め、恵みを与えて くれ るように、懇
願す る。またそれ らを恐れ、それ らか ら破壊 されない よ うに怒 りを避 け
よ うとする。
偉大 さや素晴 らしさが眼に見え
無知 の最 も初 めの段階にお いては、 「
た り、人間 に危害を加 えた り恩恵を与えた りしそ うに思える自然の存在
そ の ものの 中に、真 の力 と権威 を具有 してい るJと 人間は考えた。そ の
段階で人間は、樹木、動物、河川、山々、火、雨、空気、天体、雷そ の
他数 えきれないほ ど多 くの有体物を崇拝する。これは無知 の最 も初歩的
な形態である。
人間の無知がい くらか少な くな り、光 と知識 の微光が多少現 われ、知
性 の視野が広まると、人間は これ らの偉大な強力なものは、それ 自身は
決 して人間以上ではない と一人間よ りも
全 く無力で他 に依存 してお り、
もつ と無力であるとい うことを一知るようになる。最 も巨大 で強 い動物
も微小な細菌の よ うに死に、あらゆる力を失 う。大きな川 も満 たされた
り欠けた りして、遂に水 が涸れ ることもある。高い山も人間によつて爆
破 、紛砕 され る。地上の作物 が豊かであるか どうかも、土地 自体が決定
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す るのではな く、実は水が豊作にさせ るので あ り、水 の不足は凶作をも
た らす。水でさえ何 ものの支配 も受けないのではな く、実は水は雲をも
た らす空気に依存 してい る。空気 自体は力の ない ものであるが、空気を
有効 に利用 させ る他 の原因があるぃ月や 太陽や星もまた、ある強力な法
則に支配 されてお り、その法則 の指令 がなければ少 しも運動することは
できない。以上の よ うな ことを考えると、日に見えるあ らゆるもの を支
配 し、あ らゆる力の宝庫であるかもしれない、神 とおぼ しき偉 大な神 秘
的な力を持 つ ものの存在 の可能性に、人間は心惹かれ る。この ように し
て 自然現象 の奥 にある神 秘的な力への信仰 が発生 し、多 くの神 々が空気、
光、水な どの ように自然の さまざま面を支配 していると想像 され、その
神 々を表現す るために暗示的な形や象徴が作 られ る。そ して人間 はこの
像や象徴を礼拝 し始める。これ もまた無知の一形式にほかならず、知的
文化的であるべ き この段階 にお いて さえも、真理はまだ人間の眼には隠
されたままである。
人間 の知識 と学問が更に進歩 し、生命や存在 の根本的問題を更に深 く
考 えるようになると、人間は宇宙における全能 の法則 と万物 の支配 を発
見す る。 日出や 日没、風や雨、星の運行、四季の変化な どになん と完全
な秩序が見 られ る ことだろ う。数えきれないほ どの さまざまな力が見事
に調和 して働 いてい る。宇宙 の あらゆる原因がそれに従 つて共同 して働
い とも賢 き法」
き、一定の時間に一定の結果を生ませ る。なん と強力な 「
であろ うか。 「自然Jの あらゆる面の 中にあるこの秩序、調和、法則 ヘ
の完全な従順 を考察するな らば、多神教徒で さえ、 「
至高の権威 を持 ち
給 う、他 の神 々 より偉大な神があらせ給 うにちがいない」と信 じざるを
得ないであろ う。なぜな ら別 々な独立 した神 々がいるとするな らば、宇
宙 の全機構は群雄割居 の戦国時代のご とく大混乱す るか らである。人間
は この最 も偉大な神をア ッラーやペル メシュワル 、ゴ ッ ド、ホダー イ ・
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ホー ダアイガ ンな どいろい ろな名前で呼ぶ。しか し無知の暗闇が依然続
いてしVるので、人間は 「
至高者」と並ん でその他 の神 々 も礼拝 し続 ける。
人間は神 の国 が地上の国 と差がない と想像 している。地̲Lの支配者 が多
一段格下る神 々
知事 、
その他 の責任 のある役人を持 っ ように、
くの大臣、
至高の神」のいわば責任ある役人の よ うなものになる。神 の役人を
は 「
亀
至高の神 Jに 近づ くことはできない。だ
喜ばせ 、機嫌を取 らな くては 「
か ら神 々 も礼拝 し、助けを求め決 して怒 らせてはならない。このよ うな
わけで、神 々は 「
至高の神」の御許 に行 く際に通 らなければな らない代
理人の よ うに考えられてい る。
人間 の知識 が増せば増す ほ ど、人間は多数 の神 々に満足できなくなる。
神 々の数は減 りは じめる。もつ と人間が進歩す ると神 々の正体をひ とつ
ひ とつ厳密に研究 し、
遂 には人間が作 りあげた神 々は どれひ とつ として
神性 を持 つていないこ とを発見す る。その神 々 と見なされてい るもの 自
身 が、実は人間 と同 じく、いや人間よりももつ と無力な、人間 の 手によ
る被造物である。それゆえ、その神 々はひ とつひ とつ脱落 し、最後 に 「
唯
一神」のみが残 る。 しか し唯 一神に対する人間の考え方は、依然、無知
の要素 の残滓が含まれてい る。人 々は神が人間の ように身体を持 ち、あ
る特定の所に住む と想像す る。ある者は人間の形をした神 が地上に下 り
て来 られ ると信 じている。またある者は神に近づ くには或種 の仲介 が必
要 であ り、その仲介 がなければ何 も得る ことがで きない と信 じている。
またある者は神がある姿 と形を持 つてお られ ると想像 し、礼拝するた め
にその神 の像を自分 の前に置かなければならない と思 つてい る。このよ
うな歪曲 した神 の考え方はまだ消え去 らず根強 く続 いてお り、それ らの
大半は現代です らい ろい ろな民族 の間 に今 も残 つてい る。
タウ ヒー ドは神 の最高の考 え方であ り、
神 があらゆる時代に預言者 を
通 じて人類に授 けられた知識である。最初にアー ダム (アダム)が 地̲L
76

に遣わ された時に持 って来 たのが この知識であ った。 ヌー フ (ノア)、
イプラー ヒー ム (アプラハ ム)、ムー サ,(モ ーゼ)、イー サー (ィエ ス)
(彼らすべ てに神 の平安あれ)に 啓示 された もの と同 じ知識であ った。
ムハ ンマ ド (彼の上に平安あれ)が 人類にもた らしたの もこの知識その
もの であった。それは純粋かつ絶対的 で、少 しも無知の影 のない知識で
あつた。預言者 の教えか ら逸脱 し、自分 の誤 つた推理や偽 りの認識や偏
つた解釈 に頼 るだけで も、人間は シル ク (唯一神に他の もの を付与す る
こ と)、偶像崇拝、 クフルの罪になる。 タ ウ ヒー ドはあ らゆる無知の雲
を追い払 い、地上を真理 の光で照 らす。
では、このタ ウ ヒー ドー 「
ラー ・イラーハ 。イ ッラッラー」とい う短
い言葉が、どんなに重要な真理 を示 してい るか 一それが どんな真理 を伝
え、どんな信仰 を育てたか を調べ ることに しよ う。以下の点を熟慮す る
と、それ を理解す ることがで きる。
まず神性 の問題に取 り組んでみる。人間は壮大な無限の宇宙 と向か い
合 つているが ヾ宇宙の始ま りを知 ることもで きなければ、その終わ りを
心に描 くこともできない。宇宙は悠久 の 昔か ら定められた道を動き続 け
未来に向かってその旅を続けてい る:数 えきれないほ ど被造物が宇宙に
現われた 一そ して毎 日毎 日現われ続けてい る。―宇宙 の現象は驚嘆極 ま
りない もの であ り、それ を考え る人は度肝 を抜かれ 茫然 自失する。誰 の
助 けも借 りず 、自分の ヴィジ ョンで宇宙の実体をつかみ、理解す ること
は人間 には不可能である。宇宙 のすべ ての ものが、単に運や偶然だけで
現われた とは信 じられ ない。宇宙は物 質の偶然の集団ではない。宇宙は
関係 ない雑然 とした物 を寄せ 集 めてで きてぃ るの ではない。宇宙は渾沌
とした無秩序な意味 のない ものの集塊ではない。宇宙 のすべ ては 、創造
者、設計者 、管理者 、支配者がいなければあ りえないの である.し か し
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誰がこの巨大な宇宙を創造 し、管理することができるのだろ う力、 万物
の主であらせ給 う唯∵神のみが、宇宙の創造者 であ りうるのである。唯
一神は無限で永遠 である。唯一神は全知全能である。唯一神はすべてを
知 り給い、すべてを見給 う。唯一神は宇宙に存在するすべての ものの上
に最高の権威を持ち給 う。唯一神は無限の力を持ち、宇宙 と宇宙に存在
するすべての ものの主である。嘔一神には欠陥や弱点は微塵 もなく、唯
一神の御業を妨̀げる力を持 つているものはなにもない。このよ うな御方
だけが宇宙の創造者t管 理者、支配者 となることができる。
第二に、これ らの神性 と力はすべて唯一の神 にのみ与えられているこ
とが必要である。2つ またはそれ以上の ものがあらゆる特質と能力をそ
れぞれ持ちつつ、共存することは実際不可能である。彼 らは衝突するに
ちがいない。他のあらゆるものの上に立って、それ らを統べ る唯一の、
ただひとつの最 も勝れた支配者がいなければならない。あなたがたは同
じり
11に2人 またはそれ以上の知事、同 じ軍隊に 2人 以上の最高司令官
がいると考えることができるだろ う力、 仮 にこれ らの力をさまざまの
神 々に平等 に分配 し、それぞれの神が独立 した分野を持ち、ある神は知
恵 の神、ある神は摂理の神、ある神は生命の神であると考えたとしても、
宇宙は分離することができない全体をなしているから、その ような各々
の神 々が 自らの御業を果たす時には、他の神 々に依存するであろ う。
神 々が独 立対等の時は神 々の間で調整が とれない場合も起 こるであろ
う。そ して もしこの不調整が起きれば、世界は粉 々になつて しま う運命
になる。これ らの特性は移す ことはできない ものである。ある特性があ
る時にはある神 に依存 し、また別の時には、それを別の神に見出すこと
は混乱を招 く。なぜならば自らが生きていることができない神は他の も
のに生命を与えることができない し、自らの神性力を保つ ことができな
い神は、
無限に広大な宇宙を支配することはできないか らである.
結局、
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このよ うに問題 を深 く考察すればす るほ ど、
神 の あらゆる力と本性は唯
一 な神 のみに存 しなければな らない とい う確信 をますます強 く持 つ で
あろ う。多神教は無知か ら出たものであって、合理的な綿密な研究に耐
えることはできない。多神教は実際不可能 である。人生 と自然 の事実か
ら多神教 の説明の材料 がでてこない。人生 と自然を観察す ると、神が唯
一 であることが真理であると人間 に教えているのである
。
さて、この ように神 を考える ことが正 しく完全 であることを念頭 に置
きなが ら、この広大な宇 宙を考察 しよう。胸に手をあてて考えてみて く
だ さい。あなたがたが見るす べ ての物 の 中に、あなたがたが感知す るす
べ ての ものの 中に、あなたがたが考え、感 じ、想像す るすべ ての ものの
中に 一あなたがたが知 ってい るあ りとあ らゆるものの 中に 一 これ らの
神 の象徴を持 つてい るものが何 かあるだろ う力、 太陽、月 s星 、動物、
鳥、魚、鉱物も金属、機械、それ に人間 一 これ らすべ ての 中で神 の象徴
を持 つ機能 がひ とつで もあるだろ う力、勿論ないのは当然である.な ぜ
な らば、宇宙の 中にあるすべ ての ものは創造 され、支配せ られ、規定せ
られ、他 の もの に依存 してお り、不滅なものはな く、自由勝手な行動が
できず、自ら推進 できないか らである。―ほんのかす かに動 く時で も厳
格な法則に支配せ られ、その法則 か ら外れ ることはできない.こ の無力
な状態は、それ らが神 を疑 うことがで きないこ とを証明する。それ らは
神 の よ うな顕われはない。神性 を持たないばか りかを神 と同列に論 じる
ことは真理 を冒演するものである。 これが 「ラー ・イラーハ LnahJ
の意味すなわち、
神はいない 一いか なる人間 も物体 も礼拝 し服従す るに
値す る神性 と権威 を持たない 一 とい う意味である。
しか しこれで問題が終わ つたのではない。神性は宇宙のいかなる物質
的また人間的要素 の 中に も存在せず 、それ らは神性 のかけ らさえ持 つて
い ない とい うことを我 々は理解 したの であるが 、この ことは とりもなお
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さず人間 のふ し穴だ らけの眼 が宇宙 の 中に見 るあ らゆる ものの はるか
上に 「
至高の御方 (存在)Jが 在 ることを教えて くれ る。その存在は神

の本性を持ち、あらゆる現象の背後に働 く 「
意志Jで あ り、この壮大な
宇宙の創造者であ り、すばらしい法則の管理者であり、厳粛な調和の支
配者であり、あらゆる行為の執行者であられる。その存在 こそ、宇宙の
主、現世ど来世の主アッラーである。そ してア ッラーは唯一無二の神で
ある。 これが 「
イ ッラッラー」(アッラーの外に0000)の意味である。
このことを知 り信 じることが、他の何事よ.りも重要であ り、これ を知
るように努めるほど、これがあ らゆる知識の出発点であるとい う確信を
ますます深めることであろ う。物理学、化学、天文学、地質学、生物学、
動物学、経済学、政治学、社会学、人文科学など、科学のいろいろな研
'究
分野において問題を深 く研究すればするほど、あらゆる学問 と研究の
ラー ・イラーハ ・イッラッラーJの 真理がますます明
分野において、 「
らかになつて くることがわかるであろ う。研究と調査の窓を開き、真理
の光で真の知識にいたる道を照 らすのは、この 「
ラー ・イラーハ ,イ ッ
ラッラー」である。もしこの真理を拒否 した り無視するならば、いたる
ところで幻滅に会 うであろ う。なぜならばこの根本的な真理を否定する
ことは、
宇宙にあるあ りとあらゆるものからその真の意義 を奪 うことに
他ならないか らである。そ うなれば、宇宙は無意味な もの とな り、進歩
への展望は霧み、混乱を招 くのみであろう。
B.タ ウ ヒー ドが人間生活に及ぼす影響
ラー ・イラーハ ・イ ッラッラー
さて、 「

(アッラー の他に神はな し)J

を信 じることが人間生活にいかなる影響をもた らすかを調べ 、どうして
それ を信 じる人は終局にお いて も現世にお いて も必ず人生 の成功者 と
な り、信 じない人は人生の失敗者 となるのか 見ることに しよ う。
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イ)こ のカ リマ を信 じる人は決 して狭陰な萎縮 した見識に陥る心配はな
い.天 と地 の創造者、過去 と現世 と未来の主、全宇宙 の支配者であら
れ る神を信 じる。この信仰を持 つてい るか ら、世界 の何物をも自分に
無縁なもの とは思わない。宇宙 のあ りとあらゆるもの を、自分が属す
る同 =じ
主なる神に属 してい ると考える.自分勝手な考え方 と行動に固
執 しない.同 情 、愛情、奉仕はある特定な範囲や集団 に限 られていな
し、 その視野は大 きく、知的限界は広 く、その見識は、神 の王国の よ
うに、自由闊達で果て しなし、 無神論者や 多神教徒や、人間 の よ うに
限 られた不完全な力を持つ と想像 されてい る神を信 じる者などは、こ
の よ うな広 い見識、寛大な精神 を持 つ ことがで きないであろ う.
口)こ の信 心は人間に最高 の 自尊心 と自重心を植 えつ ける。信 じる人は、
ア ッラー のみがあ らゆる力の所有者であ り、ア ッラーの他に人間に恵
みを与えた り、生命を奪 つた り、いかなる権威や影響を与えたるもの
もあ りえないことを知ってい る.。
この確信によつて、
神 の力を除 いて、
あらゆる力に対 して、平然 とし恐れない よ うになる.神 の被造物に礼
神 の他に誰にも助けを求めるよ うな ことは しない。
拝す ることはなく、
ほかの何 もの にも長服圧倒 され ることはない.こ の よ うな毅然 とした
心構 えと態度は唯 一神以外 の ものへの信仰 か らは決 して生まれない。
・
なぜな らば、他 の存在 を唯一神 と一緒 にする者や、唯一神 を認めない
者は、代 りに他 の被造物 を崇拝 しなげればな らず、それが 自分に恵み
または危害を与えるか もしれない と考え、それを恐れ、それ らにあ ら
ゆる希望を託 さねばならないか らである。
ハ)自尊心 とともに、この確信 は人間に謙虚な慎み深 い心を植 え付ける.
この確信は人間を素朴 かつ率直にす る。これ を信 じる人は決 して横柄、
高慢 にはな らない:自分が持 つてい るすべ ての ものは唯一神 か ら与え
られ、
唯一神は与える こ とができるとともにすべ ての もの を奪 うこと
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権力や富や その他 の世俗的価値を騒 々 し
もできると知 つているか ら、
く誇示す る ことな どは、お よそ愚にもつかぬ ことであると考える。こ
れ と反対に、信 じない者はなにか世俗的 に価値 がある もの を得ると、
その得た価値 あるものは自分 自身 の価値に よるものだ と錯覚 し、高慢
にな りうぬばれ る。同様に、高慢 と自惚れは シル ク (唯一神 の神性 を
他 の もの と混迷す ること)の 当然の結果 であ り、随伴物 である。なぜ
ならば、ムシュ リクは神 々 と他 の人 々の間には存在 しない特殊な関係
を自分 が神 々 と持 つてい ると信 じてい るか らである。
二)こ の信心は人間を高潔 にまた公明正大にす る。信 じる人は、魂 の純
潔 と行動 の正 直 さ以外に成功 と救 いに導 く手段は他 にない とい う確
信 を抱 いてい る。唯=神 を一何 ものにもま して必要 とされ、何 もの と
神性 の力に何 もの も影響 を及ぼ した り、
絶対的 に正 しく、
も縁 がな く、
.こ
日をはさむ ことができない唯 一神を心か ら信仰 してい る。 の信 心は、
正 しく生き、正 しく行動 しなければ、成功することはできない とい う
意識を与える。またいか なる影響力も秘密活動 も破壊 か ら救 うことは
できない とい う意識 も与える。これに反 して、カー フィルや ムシュ リ
クは常に虚偽 の希望を持 つて生 きてい る。彼 らのあ る者は神 の子が彼
らの罪を償 つた と信 じてい る。ある者は自分達が神に愛 され る者であ

るから、罰せられないだろうと考たている。ある者は彼らの聖人が信
仰 については神に うまく取 り成 してくれ るだろ うと信 じてい る。ある
者は神 々に捧げ物を し、そ の ような神 々を買収すれば、あらゆる不面
目な ことや不道徳なことを して もよい とい う免許状 を神 々か ら貰 う
ことができ、好き勝手に振舞 つて もよい と信 じている。このよ うな誤
つた確信 は人 々を常に罪 と悪行 の罠に陥れ、自分達の神 々にすが つて
い る うちに、魂 の純化を怠 り、純潔 で善良な生き方を しな くなるので
一
ある。無神論者 は どうか とい うと、自分達を支配す る力を持 つ唯 神
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が存在す るとは信 じない。それゆえ彼は、この世で どんなことを しよ
うが全 く自由であると考える。自分達の想像 が神 とな り、また欲望 と
願望の奴隷にな つて生きる。
ホ)信 じる人は どの ようなみ じめな環境に置かれても、
失望落胆 しない。
地上 と天上のすべ ての宝の持 ち主であ り給 い、限 りな き慈悲 と恵みを
与え給 う、はか りしれない力を持ち給 う唯一神 を固 く信 じる。この信
仰 が心の確 かな支えとな り、心は幸福 に溢れ希望に胸をふ くらませ る。
この世にお いて四方人方か ら反撃に会 い、この世の何 もの も自分 の 目
的に役立たず、あらゆる手段が次か ら次 と見放すか もしれない。しか
し唯一神 へ の信頼 と帰依は決 して心か ら去 らないで、その 力に頼 つて
雄雄 しく聞 い を続 けるbこ の よ うな強 い確信は唯一神 へ の信仰 か らだ
け生まれ 、それ以外 の信仰か らは決 して生まれない。ムシュ リクやカ
ー フ ィルや無神論者は狭少な心 しか持 たない
。彼 らは限 られた力に し
か頼 らないので、困難な事態に陥ると、絶望感におそわれ、自殺す る
ことも少な くない。
へ )こ の信心は人間に強 い決意 と辛抱強い忍耐を植 え付ける。唯一神 の
喜 びを得るために、
全力をつ くして唯一神 の命令を実践 しよ うと決意
す る時は 自分が宇宙 の主 の援助 と支持 を受 けてい るの だ とい う確信
1い
を持 つてい る。これが山の よ うに不動な強 い人間にな らせ、
かなる
困難、障害、敵意を持 つた反 対にあつても遅疑、遺巡す ることな くそ
の決意は不変である。ム シュ リクやカー フ ィルや無神論者はこの よ う
な

わ

け

に

は

い

か

な

い

。

卜)こ の信心の表明は人間に勇気を鼓 舞す る。人間を臆病にさせ るもの
が 2つ ある。第一 は、死を恐れ、安全を願 うことである。第二は、
神 のほか に生命 を奪 うこ とができる何者 かが存在 し、人間はなにか工
死を避ける ことがで きると考えてい ることである。「
夫 工作すれば、
ラ
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‐ ・イラーハ ・イ ッラッラー (アッラーの外に神な し)Jの 信心は、
これ ら 2つ の考 えを心の 中か ら追放す る.こ れを信 じる人は、自分
の生命、財産、その他 一切 の ものが本当に唯一神に属す るものである
ことを知 り、自分のすべ てを唯 =神 の嘉み し給 うところに喜んで献ず
るか ら、この第一の考えは心 か ら消え失せ る。いかなる武器、いか な
る人間や動物 も自分 の生命を奪 う力を持たず唯 一神 のみがそ の 力を
持 ち給 うこ とを知 っているか ら、彼は第二の考えも追 い払 う。現世で
寿命 の尽 きる時は生物に定まつている。この世の あらゆる力を結集 し
ても、その定まつた時が来る前に何人の生命 も無 くなる ことはない。
唯 一神 を信 じる人 の他に勇気 があ る人が いないの はこの理由の ため
である。何 もの も彼 を恐れ さす ことはできない。苦難の峠、
反対 の嵐、
最強 の軍隊 さえ、彼を威服 させ ることはできない。唯一神 のために出
陣す る時は何十倍 もの強 い力 さえ畏れない。それにひきかえ、ムシュ
リクやカー フ ィルや無神論者は、これほ ど偉大な決意 と威力を持 つ こ
とができるだろ う力、彼 らは生命をこの世で最 も愛すべ きもの と考え、
死は敵によつて もた らされるもの、
敵 か ら逃れれば死を免れ ることが
できると信 じている。
チ)「ラー ・イ ラーハ ・イ ッラッラー (アッラーの外に神はな し)Jの 信
心は平和 と満足 の態度を生み出 し、
嫉妬や羨望や貧欲にか られて動揺
成功を得るために卑怯 で不正な手段を取ろ うとす
する心を追 い払 い、
る考えを寄せ付けない。 これ を信 じる人は富が唯 一神 の御手にあ り、
唯一神はそれを御心 の ままに施 し給 うこと、名誉や権力や名声や権威
のすべては唯 一神 の御意志 に従い、
唯 一神 が御心の ままに与え給 うこ
と、そ して人間の義務 はただ正 しく努力 し奮闘する ことであ ると知 っ
てい る。成功や失敗は唯 一神 の慈悲いかんであ り、も し唯 一神が与え
ようと思召 しになれば、
唯 一神 がそ うな され給 うことを この世のい か
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′
なる力 も妨げることはで きない し、
唯一神 が与えよ うと思召 しにな ら
なければ、それ を得ることができないこ とを知 ってい る.こ れに反 し
て、ムシュ リクやカー フィルや無神論者は、成功 と失敗は自分達 の努
力の結果 であ り、また世俗的権 力の援助 と反対次第で決まると考えて
い る.そ のため、彼 らは常に貧欲 と羨望の奴隷 となる。 なぜならば、
成果を得るためには買収、媚び、陰謀、その他あ らゆる卑怯で不正な
手段に訴える ことも辞 さなし、他人の成功への嫉妬 と羨望は心を蝕み、
成功 したライパル を没落 させ るためにあらゆることを試み、
最悪の手
段にす ら訴えかねない。
り)「ラー ・イラーハ ・イ ッラッラー (アッラーの外に神はな し)Jの 最
も重要な効果は、人間を唯一神 の法 に従 わせ遵守 させ ることである.
それ を信 じる人は、
唯 一神は隠れてい ることも顕われてい ることもす
べ て知 り給 い、頚動脈 よりも自分 に近い とい うことを確信 している。
唯一神はそれを知 り給
もし深夜に誰 も見ていない所 で罪 を犯 しても、
う。唯 一神は良い ものであれ悪 い もので あれ我 々の考 えや意図 も知 り
一
給 う。我 々は人か ら隠す ことがで きるが、しか し唯 神 か らは何事 も
一
隠す ことはで きない。我 々は人を避けることができるが、しか し唯
ら逃れ ることはできない。この点を人間は固 く信ずれば
神 の統御カカゞ
信 じるほ ど、人間は唯一神 の命令 にますます従順 になるであろ う。信
真暗闇に一人でい る
仰 の ある人間は唯 一神 の禁 じ給 うた ことを避け、
時 さえも、唯一神 の命令を実行す る。なぜならば唯 一神 の監視役 が決
して一人に しておかない とい うことを知 つてい るし、
絶対 に回避す る
ことができない唯 一神 の審判 を恐れ るか らである。ムス リムであるベ
°
き最初 の重要な条件は 「ラー ・イラーハ ・イ ッラッラー」 (アッラー
の外に神はな し)を 信 じることだ とい うのは以上の理由か らである.
「
ムス リムJは すでに御承知の ように、 「
唯 一神に従順なる人Jと い
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う意味であるが、ア ッラーの外に礼拝す るに値するものな しとい うこ
とを明 らかに信 じなければ唯一神に従 うこ とはできない。
ムハ ンマ ド (彼の上に平安あれ)の 教えの 中で、唯一神 を信 じること
は最 も重要である。それ がイ スラー ムの根源 であ り、イ ス ラー ムの源泉
である。イ ス ラー ムの あらゆる信仰、命令、規範は この原理に強 く基づ
いてい る。あらゆるものはこの源泉か ら力を得 る。それ をな くしてはイ
ス ラ■ムにはなにも残 らない。
2.唯 一神 の天使 達 を信 じること
預言者 ムハ ンマ ド (彼の上に平安あれ)は 唯一神 の天使達を信 じるよ
うに教えた。このことはイス ラー ムの第 二の信仰箇条 であ り、タウ ヒー
ドの概念を考えられ るあらゆる機れか ら免れ させ、それ を純粋に、簡潔
に保 ち、考えられ るあ らゆるシル ク (多神教)の 影響 の危険をな くさせ
るた めに、非常に大切 である。
多神教論者は三種類の被造物を神になぞ らえてきた。
イ)有 形 の存在を持ち、人間の 日に見えるもの。例えば、太陽、月、星、
火、水、動物、偉大な人物な ど。
口)有 形 の存在 を持たず、人間 の 日に見えない もの 一宇宙 の働 きに従 事
していると信 じられているもの。不可知な存在。例えば、
火 を司る神 、
光を司る神、雨をもた らす神な ど。

(イ)で主張 されてい る神 々は形のある存在で、人間の 日の前にある。
それ らの神 々が虚 偽 であることは、カ リマ ーラー ムィラーハ ・イ ッラッ
ラー (アッラー の外に神はな し)一 により完全に暴露 された。

(口)の 類 は非物質的であ り、人間の眼 か ら隠 され、神秘的 である.
多神教論者 はそれ らを信仰す る傾向が多分にある。彼 らは、それ らは神
性 を持 つ 、すなわち神 々お よび神 々の子 と考えてい る。彼 らはその像 を
一
作 り、それ らに捧げ もの をす る。神 の唯 性 の信仰 を純化 させ るため、
またその信仰 を (口)の 目に見えない被造物 との混同か ら明 らかにす る
ために、この信仰箇条が説かれてきたのである。ムハ ンマ ド (彼の上に
平安 あれ)は それ らの感知 できない、人 々が神性 を持つ もの (あるいは
一
神 々または神 々の子)と 信 じている霊的存在 は、実は唯 神 の天使達で
あると我々は考えてい る。それ らは唯 一神 の神性 とは関係 がない。
天使達は唯 一神 の命令 の下に あ り、唯 一神 の命令に絶対 に背 くことが
で きないほ ど、唯 一神に従順 している。唯 一神は天使達を神 の国を支配
す るために送 られ、天使達は唯一神 の命令を正確 に忠実に実行す る。天
使達は自分達で何かをす る機能を持たない。彼 らは自ら考えた計画を唯
二神 の御前に提出す ることはできない。彼 らはいかなる人間のためにも、
唯一神に取 り成す ことさえ許 されない。天使達を礼拝 し彼 らの助けを求
めることは人間 に とつて、恥ずべ きことであ り、卑 しいことである。な
唯 一神は天使達をアー ダム (ア
ぜ な らば、
人間を創 り給 うた最初 の 日に、
ダム)の 前に平伏 させ給 い、アー ダムに彼 らよ りも偉大な叡智を採 け給
一
うた し、また唯 一神は彼 らをとば して、アー ダムに地上における唯 神
の代理権を授 け給 うたか らである (注)。それ こそ、かつ て人間 の前に
平伏 したものの前に平伏 し、それ らの愛顧 を求 めるほ ど、人間に とつて
堕落はまた とあるだろ う力、
*注 ク ルアーン第 2章 34節 、第 7章 n節 を参照。
ムハ ンマ ド (彼の上に平安あれ)は 天使達に礼拝す ることと、彼 らを
神聖なる唯 一神 と混合す ることを禁 じた。しか しそれ と共に、彼 らは唯
一神 の選ばれたる被造物 であ り、罪に陥る ことな く、彼 らの性質 自体が
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唯 一神に背 くことができない ものであ り、常に唯 一神 の命令を実行す る
ことに専心 しているとムノ、ンマ ド(彼の上に平安あれ)は教えた̀更に、
唯 一神 の天使達は四方八方か ら人間を包囲 し、付き添つて、常に人間 と
一緒にい ると彼は教えた。天使
達は、良いこ とであれ悪 いこ とであれ 、

人の行動をすべて注目し、観察している。彼らはすべての人間の生涯の
表全なる記録をつける。死んでから、あなたがたが唯一神の御前に連れ
て行かれた時、
彼 らはあなたがたの地上における一生の完全な記録 を提
出す るであろ う。あなたがたはその記録 の 中に、どんなに取るにた らな
らことだ ろ うが、ひ とつ も洩れな くあらゆることが正 しく記録 されてい
るの を見るであろ う。天使達 の本質的な性格は我 々には知 らされていな
いが、彼 らの価値 と本性は若 干知 らされてお り、人間は彼 らの存在 を信
じるよ うに求められている。我 々はア ッラー によって知 らされているこ
と以外 、彼 らの性格、属性 、本質を知る方法を持たない.そ れゆえ、勝
手にある形や性 格 を彼 らのす べ てに与え、彼 らを本当は知 らない くせに、
天使はか くか くしか じかの もの であると言 うことは全 く愚劣である。天
使達 の存在 を否定す ることはクフル である。なぜな らば、我 々はその否
定 の理由を持たない し、
我 々が天使達を否定す るならば、ムハ ンマ ド(彼
の上に平安あれ)が 偽 つているとい うのに等 しくな るか らである。我 々
は 、唯 一神 の真 の御使 いが教えてい るとい うだけで、天使達 の存在 を信
じるのである。

3。 聖典 を信 じるこ と
ムハ ンマ ド(彼の上に平安あれ)が 我 々に信 じるよ うに命 じた第二番
目の信仰箇条は、聖典 (神の書)一 代 々の預言者 を通 じて人類に下 し給
うた諸啓典を一を信 じることである。
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唯 一神は ムハ ンマ ド(彼の上に平安あれ)よ り以前の預言者達 に神 の
書 (啓典)を 下 し給 うたが、この啓典は、唯 一神 が ムハ ンマ ド (彼の上
に平安あれ)に クルアー ンを下 し給 うたの と同 じ方法で下 つたの である。
我 々はこの啓典のい くつかの名前は知っている一イプラー ヒー ム (アプ
ラハム)の 書、ムー サー (モーゼ)の 夕。
ウラー ト (律法)、 ダー ウー ド
(ダビデ)の ザプール (詩篇)、イー サー (イエ ス)の イ ンジール (福
音書)な ど。そ して我 々は過去において唯 一神 か ら贈られてきたあ らゆ
る啓典は真実であることを暗黙 の うちに信 じてい る。
啓典 として伝え られてい る諸書の うちで 「
イプラー ヒー ムの書Jは 散
逸 し現 存する世界の文学遺産 の 中に形を密 めていな い。 「
ザプール (詩
編)J「タウラー ト (律法)」 「
イ ンジール (福音書)Jは ユ ダヤ教徒や キ
リス ト教徒 と共存 しているが 、クルアー ンは人 々がそれ らの諸啓典を勝
手に作 り変 え、
唯 一神 の言葉が 人間の作 つた言葉 と混合 されてい ると教
えてい る。この啓典の改 ざん と改作の仕事 があま りに大 きく、あま りに
明 白であるか ら、ユ ダヤ教徒や キ リス ト教徒 自身です ら 「自分達は啓典
の『
原刺 を持たない。自分 たちの持 つてい るのは、何世紀にもわた り
多 くの変更が加え られ、また今だにつ け加 えられてい る啓典の翻訳書に
す ぎない。Jと い うこ とを認めてい る。それ らの諸書を研究す ると、明
らかに唯一神 か ら下 され る筈 のない多 くの章句 と記述を見出す:唯 一神
の言葉 と人間の言葉は、これ らの諸書の 中では、混合 し、どの部分 が唯
一神によって啓示 され給 うた部分で、どの
部分が人間によって加筆 され
た部分か識別す ることができないのである。クルアー ンの以前に、唯 一
神が預言者達を通 じて幾多の啓典を示 し給 いそれ らの啓典はす べ て唯
一神 ― クル アー ンを下 し うた神 と同 じ神か ら啓示
給
されたの であ り、し
かも 「
神 の書Jと してのクルアー ンの啓示は 目新 しく変わ つた出来事 で
はな く、人 々が とつ くの音 に忘却 して しまつた唯一神 の教えを確認 し、
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繰 り返 し唱え、完成す ることに過 ぎない とい う意味でクルア∵ン以前に
啓示 された諸書を信 じるよ うに命ぜ られてい るのである。
クルアー ンは唯 一神によって啓示 された最後 の啓典であって、クルア
ー ン とそれ以前の啓典 の間には非常な相違がある その
。
相違点を要約 し
て言えば次の如 くである。
イ)以 前 の啓典 の大部分はその原典を全 く失 い、その翻訳のみが今 日、
存在 してい る。これに対 して、クルアー ンは預言者に啓示 された一字
一句そのままの で現 して い る.ひ とつの
姿
存
言葉 も変わ っていない。
ー
二
クル ア ンは原典 の まま生 きてお り、唯 神 の言葉は永遠に保存 され
ているのであ る。
口)以前の啓典にお いては人間 が唯一神 の言葉 と人間の言葉を混合 した
が、クルアー ンにおいては、わず かの変化 も加筆 もされていない。こ
の事実はイ ス ラー ムに反対す る者にさえ認め られてい る。
ハ)さ まざまな民族 の間で啓典 とされてい る 「
神聖なる書」の どのひ と

つについても、精密な歴史的証明に基づいて、その書がほんとぅに啓
示された預言者のものであると言 うことはできない。それらの諸書の
あるものに関 しては、どの時代に、どの預言者に啓示 されたか とい う
ことさえ分かつていない ものが ある。 しか しクル アー ンに関 しては 、
それが ムハ ンマ ド(彼の上に平安あれ)に 啓示 された証拠が非 常 に数
多 く、しか も納得せ ざるを得ないほ ど強 い確信 を与えるよ うな証拠で
あるため、イ ス ラー ム を攻撃す る論者 さえもクルアー ンを疑 うことは
できない。この点に関す る証拠は多 くの文句や教えが、いつ どこで啓

示 されたかはっきり知ることができるほどに豊富かつ詳細である。
二)以 前の啓典は、ず っと昔に既 に死語 となった言葉で啓示されたもの
が多い。現代では、どこの民も集団もその言葉を話 さず、それを理解
することができると主張する人は極めて稀にしかいない。そのため、

た とえそれ らの啓典が混ぜ物の入 らない原典 の形で今 日存在 してい
て も、その教えを正 しく理解 し解釈 し、要求 され る形でその教 えを実
行に移す ことは、現代 では事実上不可能である。これに対 して、クル
アー ンの言葉は現在生きている言葉 である。無数の人がそれ を話 し、
書き、その言葉を知 り理解できる人はさらに膨大な数 となる。その言
葉 は世界のiあらゆる大学で教えられ学ばれてい る。あらゆる人がそれ
を学ぶ ことがで き、またそれを学ぶ時間がない人は、その言葉を知 り、
クルアー ンの意味を説明 して くれ る人 々を至る所に見出す ことがで
きる。
ホ)世 界 の さまざまな民族 の間 に存在す る聖典はいずれ も、ある特定 の
民族 に対 して呼びかけてきた。いずれ の聖典 も、特定の歴史の時代に
のみ意義があ り、その時代の要求だけを満た したように思える教義を
含 んでい る。それ らは今 日では必要 もない し、また円滑適切に実行に
移す こともできない。またこれ らの諸書 はある一定の民族だけに特 に
意味 がある ものであうて、その どれひ とつ として全世界に対 して通用
す るものはない。その上それ らの諸書は、それが下 された民族でさえ
一
も、永遠 に従 うことができない ようなもの もある。それ らはある 定
の時代にのみ効果を発揮するだけである。これに反 して、クルアー ン
は全人類に対 して呼びかけられてい る。クルアー ンの 中である特定の
民族にだけ呼びかけられてい ると思われ る教えはひ とつ もない。クル
アー ンの中の あらゆる法 と教えはあらゆるところ、あらゆる時代に、
全 く同 じよ うに適合する性格 の ものである。この事実は、クルアー ン
が全世界に呼びかけられた もの であ り、終末の 日までの人間生活の規
範 であることを証明 してい る。
へ)以 前の啓典 も善 と徳を包含 し、道徳 と真理 の原理を教え、唯一神 の
嘉み し給 うところにかなつた生き方を示 していたが、それ らの うちで、
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善き人間生活に必要なあ らゆることを 一過剰 も、不足 もな く―包含す
るほど総括的な ものはひ とつ もなかった。それ らの うちであるものは
ひ とつの面で勝れていたが、他 の面では他 の ものが より勝れていた。
以前の啓典 の 中の善なるもの をすべて包摂 し、ア ッラー の道を完成 し、
ア ッラーの道をあます ところな く示 し、この世の人間に必要なあ らゆ
ることを総括 した人生の規範を提示 しIてい るのはクルアー ンであ り、
クル アー ンの他にない。
卜)人 間の勝手な手入れ と書き換えの為に真理 に反 し、理性に背き、正
義 に絶対 に合わない ような多 くの事柄が これ らの諸書の 中に差 し入
れ られた。その 中には残酷で、不正 で、人間 の信仰 と行動を不純にさ
せ るもの もある。さらには、不幸にも、猥 らで、下品で、不道徳なも
°
の さえ も付け加え られてい る。クルアー ンはこれ ら一切 の愚劣なこと
を超越 している。クル アー ンは理性に反す るもの、誤 りと認 め られ る
ものは一切含 んでいない.そ の教えに不正な ものはひ とつ もない。そ
の 中には疑惑を起 こ させ るよ うなところはひ とつ もなし、淫猥 と不道
徳 の跡はその 中には決 して見出す ことはできなし、 始終一貫 この 「
万
ー
の
人 書Jは 叡 知 と真理に満 ちてい る。クルア ンは人間 の文明の為 に
最善の哲学 と最高の規範を持 つてい る。クルアー ンは正 しい道を指示
し、成功 と救済に人間を導 く.全 世界の人 々がクルアー ンを信 じ、ク
ルアー ン以外 の諸書を放棄 し、クルアー ンのみに従 うのは、以上の よ
うなクル アー ンの特徴のためであ る。なぜならば、クルアー ンは唯 一

神の嘉み し給 うことに一致 した生 き方に不可欠なことを全て含み、そ
れ以外に他の啓典を必要とすることは絶対にないからである.
クルアー ンとその他の啓典の相違を研究すると、グルアー ンを信仰す
るの と以前の啓典を信仰するの とは性質が同一ではないことが容易に
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理解 できる。以前の啓典へ の信仰は、それ らの諸書が全て唯一神 か ら下
されたものであ り、真理であ り、クルアー ンが下 されたの と同 じ目的を
成就す る為に下 されたものである、とい うことの確認 に制限すべ きであ
る。これに対 してクルアー ンの信仰は、純粋 かつ絶対的 に神御 自身 の御
言葉 であ り、それは完全に真理 であ り、その あらゆる言葉が保存 されて
お り、その中で述ぺ られてい るあらゆることが正 しく、そのあ らゆる法
を実行す る ことが人間の責任 をもつてなすべ き義務である.そ してそれ
に反逆す るものは全て拒絶 されなければならなし、
4.唯 ― 神 の預言者 を信 じるこ と
前章では、唯 一神 の御使 い達があ らゆる民族 の間 に生まれ、彼 らは全
―
て本来、・
預言者 ムハ ンマ ド (彼の上に平安 あれ)が 唱えたあの宗教 イ
ス ラー ムー と全 く同 じ教えをもた らしたことを論 じた。この点に関 して
は、唯 一神 のあ らゆる御使 い達は同 じカテ ゴ リー に属 し、お互 いに立場
を同 じくする。もし御使 い達 の 中の一人に背 くな らば、全てに背 くこと
になる。もし御使 い達の一人を認 め信 じるな らば、先駆的 に全てを認め
なければな らない。十人の人間 がひ とつの同 じ陳述を した と仮定 しよう。
も しあなたがた十人の中一人を正 しい と認めるならば、あなたがたは残
りの九人をも正 しい と認めた ことになる。なぜな らば彼 らの一人を信 じ
ない な らば、暗 に彼 ら全てを信 じていないか らである.イ ス ラー ムにお
い て、
唯一神 のあ らゆる預言者達を絶対的 に信 じる必要があるのはこの
理由のためである。預言者達の 中で誰か一 人を信 じない者があるとすれ
ば、た とえ他 の あらゆる預言者を信仰 していて も、彼は カー フ ィルであ
る。
様 々な時代 の様 々な民族に出現 した預言者達の総数 は、伝説的に 12

万 4千 人 と言われている.地 球に人類が住む よ うにな つて以来、いか
に多 くの民族 と民が地上に生まれ 消えていったかを考えるな らば、この
預言者 の数 が決 しζ多い とは思えないであろ う。我 々はクルアー ンに述
べ られてい る預言者 達 を積極的に信 じなければいけない。その他 の預言
者達については、
り:々は人類 を導 くために唯一神か ら遣わ されたあ らゆ
る預言者達は真実であると信 じるよ うに教えられてい る。我 々はイン ド、
中国、ベルシャ、エ ジプ ト、アフ リカ、 ヨー ロ ッパ、その他世界の あ ら
ゆる国 々に出現 したあらゆる預言者達を信 じる。しか しある人間 に関 し
ては、正確に知 らされていないか ら、彼 が本当に預言者であつたか どう
か明確に言えない立場にある。また我 々には他 の宗教 の聖人に反す るよ
うな ことを言 うことは許 されない。これ らの聖人 の中で何人かは唯 一神
の預言者 であつたか も知れないが、ちょうどムー サー (モーゼ)と イー
サー (イエス)(2人 の上に平安あれ)の 後継者達がその宗教を作 り変
えたよ うに、彼 らの後継者達が彼 らの寂滅後に、その教えを作 り変えた
ことはよ くあ り得 ることである。それゆえ、我 々がその聖入達 のこ とを
語 る場合はいつ で も、その宗教 と教義 と儀式についてであ り、この宗教
の創始者 について語 ることは、
預言者 に対 して不敬の罪を犯す とい けな
いか ら、それ を避 ける。
"と
い う同一の正 し
唯一神 の預言者 であるとい う事実 と イ ス ラー ム
い道を教えるために唯 一神 か ら遣わされた とい う事実に関 しては、ムハ
ンマ ド (彼の上に平安あれ)と 他 の預言者達 (神の恵み が彼 らす べ てに
あ ります よ うに)の 間 に相違はない。我 々は彼 らをすべ て同 じように信
じることを命ぜ られてい るの である。しか しこの点に関 して彼 らが平等
であるにもかかわ。
らず、彼 らの間 には次の よ うな 3つ の区別lがあるの
である。
イ)過 去の預言者達はある特定の時代に、特定の民族 の ために出現 した
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が、ムハ ンマ ド (彼の上に平安あれ)は 未来永遠にわた つて全世界 の
ために遣わ されたのである。
*注 こ の点では第 3章 に詳しく述べた。
口)預 言者達の教えの真 の意味 はこの世か ら失われたか、残存 していて
も純粋な形 ではな く、多 くの虚偽 と誤解 の記述 が混 ざつて発見 され る
か らである。このため、その教えに従お うとしても、従 うことがで き
ないのである。 これに反 して、ムハ ンマ ド (彼の上に平安 あれ)の 教
え、彼 の説話、彼 の生活方法 、彼 の道徳 と習慣 と美徳 一要するに、彼
の生涯 と業跡 のあらゆる詳細な記録 一は保存 されてい る。それ ゆえ、
ムハ ンマ ド (彼の上に平安あれ)は あらゆる預言者 の 中で、生きた人
格 を持ち、その歩まれ た跡 を正 しく自信 をもつて従 うことがで きる唯
一 の預言者 である。
ハ)過 去の預言者達か ら伝えられた導きは完全かつ総括的 ではなかつた。
あ らゆる預言は次 の後継者 が受け継 いだが、後継者は先人 の教えと指
示に変更を加 え、この よ うに して改変 と発展が続け られた。 これが、
初期 の預言者達が説 いた純枠 の教えがある一 定の時が経過 した後、忘
却 された理由である。遂 に最 も完全な導きの規範 がムハ ンマ ド (彼の
上に平安あれ)を 通 じて人類に告げ られ、以前の規範はすべ て自動的
に廃棄 された。なぜな らば、完璧なる規範 が出現 したのに、不完全な
規範 に従 うことは無益で愚 かだか らである。ムハ ンマ ド(彼の上に平
安あれ)に 従 う人は全 ての預言者達 に従 う。なぜな らば、彼 らの教え
の 中で、善であ り終末まで有効なものはす べて彼 の教 えの中に具現 さ
れてい るか らである。それゆえ、ムハ ンマ ド (彼の上に平安 あれ)の
教 えに従 うことを拒否 し、他 の預言者 に従 うことを選ぶ者は、ムハ ン
マ ド (彼の上に平安 あれ)の 教えの 中に具現 され、初期 の預言者達の
最後 の預言者 を通 じてのみ啓示 された膨大な有益 で
啓典に存在せず 、
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貴重な教えと導きを失 うことにな るだけであ る。
これが ムハ ンマ ド (彼の上に平安あれ)を 信仰 し、彼 のみに従 うこと
があ らゆる人間の義務である理由である。真 のムス リム (唯一神 の わ ヽ
遣
した預言者 の生き方に従 う人間).になるために、ムハ ンマ ド (彼の上に
信 じ、以下の事柄 を確信す ることが必要である。
平安あれ)を 完全.に
A.ム ハ ンマ ド (彼の上に平安あれ)は 唯 一神 の真 の預言者である
。
ハ
B.ム
ンマ ド (彼の上に平安あれ)の 教えは絶 対的に完全で、少 しも
欠点や虚 偽 が ない。
C.ム ハ ンマ ド (彼の上に平安あれ )は 最後 の預言者である。彼の後に
は、
最後の審判 の 日までいか なる民族の間にも決 して預言者は現わ
れ ない し、また預言者に類す る人間が将来現われない と信 じるこ と
がム ス リムに とって絶対必要なことで ある。そ して、もし彼が最後
の預言者であることを否定す る者がいるな らば、その人はカー フ
ィ
ル であ る。

5.死 後 の 世界 を信 じること
イ ス ラー ムの第 5番 目の信仰箇条は死後 の世界を信 じるこ とである。
預言煮 ムハ ンマ ド (彼の上に平安あれ)は 、死後の復活 と最 後の審判 の
日を信 じるよ うに指示 してい る。この信仰 の根本的な要因は、彼が教 え
るところによれば 、次の如 くである。
イ)こ の 世 の寿命 とこの 世に現 存す る一 切 の ものの 生命 が 、定 め られ た
日に終焉す る とい うこと。この 時 には地上 の あ りとあ らゆ る ものが 絶
滅 し地上の生物 界は終焉 とな る。そ の 日が 、キヤー マ す なわ ち 「
最後
の 日」 と呼 ばれ る。
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口)こ の世 の始ま りか ら最後の 日までに、この世に 生を受けたあ
らゆる
人間がその時に生命を復活 し、至 高者 ア ッラー の 前で最後 の 日の審判
の座に立た され る。 これがノくシュル 、すなわ ち、:「
復活 Jで ある。
ハ )あ らゆる男 女 の全記録 一彼 らの生前のすべ ての 善行 と罪業 との
完全
な記録 一が最後 の審判 のために唯 一神 の御前に出 され る。
二)唯 一神 はあ らゆる人間 の報 い を最 終的に決め られ る。
唯 一神は各人 の 善悪を清算 され 、善行に対 しては善 き報奨を、悪事非
行 に対 しては罰 を下 し給 う。唯 一神 の償罰には微塵 の狂 い もない。この
審判 に合格す る者 には永遠 の楽園 の門 が開 かれ 、
そ の悪行 の為有罪 を宣
告 された者は地獄 一火 と苦 しみの場 ―へ送 られ る。以上 が死後の世界に
関す る基本的な確信である。

A。 この確信 の 重要性
死後 の 世界にお ける生命 の存在につい ては今 までの 預言者達によっ
て も常に説かれ て来てい る。どの預言者 もその信者達に向かつてこれ を
信 じるよ うに説 い た。
最後 の預言者 ムハ ンマ ド (彼の上に平安あれ)も そ の例外ではなかっ
た。これ を信 じることは イ ス ラー ム信者 の基本的条件である。総ての預
言者は 「これ に疑間を抱 くもの はカー フ ィル で ある」 と宣言 してい る。
事実死後 の 生命 を否定す ることは信仰 の 他の 要素を無意味に し、善の成
果を破壊 し、人を無知 と不信の淵へ 追 いや る。
少 し考えれ ば この 点はす ぐ明 白となる。日常生活におい て他人か ら何
かや つて欲 しい と頼 まれた時はそれ をや る利益 と、それ をや らない不利
益 とをす ぐ考えてみ るだろ う。これは極めて 自然 の事で、誰でも無駄 な
行為は本能的にや りたが らない。だれ も無益で効 果 の ない仕事に時間 と
97

精力を費やそ うとは しない。同様に無害なものに気を配 る努力も不要で
ある。概 して利用 しよ うとす る決心が強ければ強 いほ ど、それに対す る
関心は深まる し、効果が疑わ しければ尻込みせ ざるを得ない。子供がな
ぜ火 の 中へ 手を入れ るか、それは火が危険であることを知 らないか らで
ある。子供がなぜ勉強 したが らないのか 、それは勉強が安易なもの でな
い他に、教育の重要性 と効果 を十分に把握ぜず 、また先輩 の云 うことを
信用 しないか らである。さてここで 「
最後 の審判」を信 じない人につい
一
て考えてみ よう。その人は唯 神その ものや唯 一神 の啓典による死後 の
世界￨￨ついて も信 じないのか。彼に とつては唯一神 への服従は何 の利益
もな く、唯一神 へ の反逆 も何 ら損失がない。それ ゆえに彼は唯一神、そ
の預言者、聖典 の禁止事項を注意深 く守ろ うとす ることがで きないの力、
世俗的な快楽 の追究にのみ汲 々 とせず 、人生 の試練や犠牲に耐え定め ら
れた道 を力強 く行 き抜 こ うとす る発想がないのだ ろ う力ヽもし人が唯 一
神 の法に従わないで自己の好 き嫌 いだけで生 きようとす るな らば、一体
彼は唯 一神につい て どの ような考え方を持 つてい るの力、
しか し少 し掘 り下げて冷静に考察すれば 「
死後の生命 の存在 を信 じる
ことは現世における最大の決定的要素である」との結論に到達するはず
である。それ を信 じるか信 じないかでその人の生き方が決定づ けられ る。
この世の成功 と失敗だけを目的に物事を考える人は、その生涯に起 こ
る利害 のみに関心がある.現 実的な利益を得 る望みがない限 り、決 して
善行を しよ うとせず、またいか なる不正不義 で も自分 の利益が侵害 され
ない限 りこれ を避 けた り拒んだ りす ることもしない。これに反 し来世を
信 じ自分 の行為 の結末に確信 をもつ者はすべ て、この世の得失は一時的
かつ 暫定的なもので永遠 の天国へ持 ち運 べ るものではない ことを知 っ
てい る。物事を幅広 い視野で眺 め、利害 に対 して 目先に捕 らわれない。
それ が世俗的収益の点よ りすればいか に有益であろ うとも、また現 実の
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利害関係 よ りすればいかに不利 であろ うとも、必ず善を行ない、悪を避
ける.た とえそれがいかに魅力的であろ うとも、物事を長 い 日 (現来世
を通 じて)で 判断 し、決 して 自分 の気まぐれや好き嫌 い で決めない。 こ
の よ うに両者 の間には信仰、行動、生活 の上に根本的な開きがある。現
世に縛 られ る人間にとつて、善行 とははかないこの世 の金銭、財宝、社
会的貴賎または他 の同様 の もの、た とえば地位、権力、名声お よび世俗
的幸福 と言 う形 で得 られ る範囲内の思恵に限 られたもので ある。個人 の
願望の充足、宮の増 大が生涯 の幸せ となる。そのためには残酷で不正な
'
手段 も敢 えて辞 さない。同様 に悪事に関する考え方 も、この世 にお い て
自分 の利益を損な うもの、た とえば生命財産 の喪失、病気、名声 の失墜
またはその他 の不愉快な結果をもた らす もの を指す事になる。
これに反 し、信仰者 の善悪 についての考え方は全 く異なる。彼 らに と
つて唯一神 を喜ばす ものはすべ て善 であ り、
唯 一神 の怒 りを買 うものは
総 て悪である。た とえこの世で何 の利益 も与えずまた危害を伴な つた り、
一
所有物 を失 う結果 になって もやは り善事は善事 であると考える。唯 神
が必ず 善事 に対 して現世あるいは来世にお い て報奨 を用意 され る こど
を信 じ、そ してそれが真の 目的達成だ と確信する。従 つて、この世 の物
質的な収益 のために悪事に荷担す ることは決 してない。た とえ短 い この
世で罰 を免れて も唯 一神 の法廷にお いて結局失敗者 となることを知 っ
にる絶対
てい るか らである。道徳 の相関関係 を認 めず、唯一神 の啓示にく
的規準を厳守 し、現世の利害損失は後回 しにす る。
この よ うに死後 の生命を信 じる者 と否定す る者は異な つた人生を歩
む。最後 の審判 を信 じない者 にはイス ラー ム的な人生を送 る ことは絶対
貧者 にザカー ト (嘉捨)を
的に不可能 である。例 えばイ ス ラー ムでは 「
いや、嘉捨 をすれば 自分 の富が
施せ」とい うが 、これに対 して彼 らは 「
減 る。逆に金利 が欲 しい くらいだ」と答える。金儲けにかけては情け容
99

赦 な く、借 り手が貧乏で飢えていて も元利 の回収に購躇 しない.イ ス ラ
ー ムは 「
常に真実を語れ。た とえ虚 言 によって得を し、真実を語 つて損
す るよ うなことがあって も真実を語れ。」 と教える。 しか しこの人 の答
えは [今す ぐ何 の役にも立たぬ真実な どどうしよ うもない。ま して損失
を受けるなど真 っ平、リス ク も悪評 も受けずに利益を得 られ る場合 、な
ぜ嘘 をつ くのが よくないのか」と反撃す る。仮に人気 のない場所で貴重
品を見つ けた場合、イ ス ラー ムは 「
それはあなたの財産ではないか ら手
をつ けてはな らぬ」 とぃぃ、その人は 「ここには警察へ 報告する人 も、
法廷で私 の反対に立つ証人 も、
公衆に告げ口をす る人 も誰 一人 いないの
に、なぜ この価値あるもの を私が利用 して悪 いのか」と答える。ある人
は この男に密かに何か を預託 しその後死亡 した とす る。 イ ス ラー ムは
「
託せ られた財産について公正であれ。それは預託者 の遺族に返 してや
りなさい」と教えるが 、彼は反問 して 「
私が彼の財産を預かつてい る何
の証拠 もない し、彼 の遺族達は何 も知 らされていない。私 が困ることも
な い し、法に問われ る心配 もない。また名 を傷つ けることもな くこれ を
自分 の もの とす。
ることがで きるのになぜ そ うしてはいけないのかJ
要す るに人生 の行動 の ひ とつ ひ とつ においてイ ス ラー ム はあ る特定
の方向 と態度 とあ り方を要請す る。しか し不信者はまつた く逆 の コー ス
を採 ることが多い。イス ラー ムは判断 の標準を永遠 の 目標に定め る。一
方来世を信 じない人は、常に刹那的な欲 望に基づ く個人的願 望で行動す
る。ここに大きな開きがある。ここで 「
最後の審判を信 じない者は ムス
リムた り得ない」ことの意味 が明 らかにな ったことと思 う。イ スラー ム
の信者 となるのは偉大な ことであ る。信仰な くして真の善者にはな り得
ない。その善行に確固たる根拠がないか らである。最後の審判 の否定は
人間を最低 の動物 の地位に貶めることになる。

100

B.死 後 の生命
ここでは、信仰 の構成要素が理論的に理解 されるよう考慮 してみた。
ムハ ンマ ド(彼の上に平安あれ)が 死後の生命に関 して我 々に語 られ
た所 は明 らかに理 由が存在する。その 日についての信念は唯一神 の使者
を固 く信頼す ることにかか ってい るが、一方で理論的に考察すればこの
信念 を再確認す るのみな らず、この面でムハ ンマ ド(彼の上に平安あれ)
の教 えは死後 の生命に関す る他 の人の見解 よ りも妥 当かつ理解 され易
い ものであ った。死後の生命については、この世にお いて次の解釈 が行
われている。
イ)あ る一部 の人 々は言 う。 「
人の死後は何 も残 されない。従 つてこの
人生 の終焉はすべて の終わ りで他 の生命なぞあ り得ないJ彼 らは、死
後 の世界なぞ存在 の可能性がない しそんな信念は非科学的であると
言 う。これはいわゆる無神論者 の見解である。彼 らは自分達の考え方
は科学的であ り、近代西欧文化に立脚す ることを主張す る。
口)他 の一派 の人 々は 自己の行為の結果によってこの世へ何回 も復活 し
て来るとい う考え方を持 つ。もし人が 良 くない生涯を過 ごした後の生
まれ変わ りは動物 の形、たとえば犬や猫、あるいは植物やある種 の下
等人間 とな り、人の一生が善だつた時は高位 の人間に再生 して くるざ
この見解は東洋 の宗教 の 中に見出され る。
ハ)第 二番 目の見解は最後の審判 (復活、唯一神 の法廷への出廷、唯一

神の賞罰)を信じる人々である。これはすべその預言者達の共通の信
念であつた。
さて以上の見解を検討 して見ると、(イ)は 科学の権威 と支持にかけ
て死後の生命の存在を否定する。死人が死後生き返つたのを見た人は誰
もいない し、復活の例は唯の一回もなかった と主張する。人は死んで土
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と化す。それが人生の最後であり死後の生命など無い とす る。しか しな
がらこれは本当に科学的な論法だろう力、この主張は正当な理論付けに
よるものだろ う力、死者の復活を見たことが無い とい う理由で死後の生
命を否定するのは明らかに論理の飛躍である。この場合 「
死後何が起き
るのか我々には分からない」と述べ るのが正 しい態度であろう。彼 らは
知識の高さに誇 りを持 つて 「
死後何事 も起 らないJと 言い切るが、この
場合科学は肯定も否定もし得ないはずである。彼 らの主張は飛行機を見
たことが無い者がその知識に基づいて飛行機は無い と断言 しているよ
うである。見たことが無いか らその ものが無い とは言えない。これ こそ
正に幻影的で非科学的であり、ものの分かる人はこの説を重視できない。
次に (口)は 言い換えれば、人間に生まれるの も動物になるの も前代
における本人の行為の結果であるとする考え方である、
が、では二体最初
にどちらがあつたのだろ うか。人か動物か植物か、もし人間が動物 より
先に在 つた とい うならその人の前身は動物だったがその善行 によって
人 となったとい う理屈も通る。動物が先だといっても今の論の逆が通ず
ることになる。これは結局堂々巡 りとな りこの信仰の主唱者は初めの型
がいずれ とも決定できない。ただ前代の行為の結果によって死後の生ま
れが定まるとい う見解であり、これは条理が立っていない。 (ハ)め 見
この世はいつか最後の 日が来る。唯一神は現在の宇
解を要約すると、 「
宙を破壊 し、絶滅 し、新たに遥かに高級な宇宙を創 られる」
。 この声明
は否定の余地無く正 しい。その真実性に疑いをかける者はいない。宇宙
の姿を研究すればするほど現世の組織は永久不変の ものではないこと
が判る。なぜならその中に動 く全ての力は有限であり、いつの 日か完全
レギーを失い、
に停止する時が来る。太陽もいつかは冷却 して運動のエネメ
星は互いに衝突 し合 つて、
やがて宇宙の組織が破壊 される時が来ること
を現代の科学者は認めている。現在の宇宙の構成要素について、進化論
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に誤 りがない とす るならば、これが全ての場合に適用 されないのだ ろ う
力、 宇宙 が全面的に非存在 (消滅)の 方向に向かつてい るとい うの に別
一
の面においては、それ が進化の過程をた どり更に 層進歩 した理格 的秩
序 が到 来す るであろ うとい う主張 には納得 しかねる。この信念 の第 二の
点は 「
人は再び生命を授けられ るJである。これは不可能なのだろ う力、
今 の人間にどのよ うに して生命が授けられたのだ ろ う
も し不可能なら、
造主)が 次の世 ではそれが不可能 で
力、 今 の世に生を授け給 うた神 輸り
あろ う力、 これは単に可能性 の問題 ではなく、後述 の通 り、必要性 の間
題である。
現世 にお ける人の行為は全 て記録 され、復活 の 日に提示
第 二の点は 「
され るJに ついては今 日の科学 によつて証明 され得 る。例 えば音は初 め
に空中に生ず る波状 の運動体 でやがて消滅す ると考えられ た。今はそれ
は周囲の物体 に影響を残 し、また再生 し得 ることが判 つた。蓄音機 はこ
の原理 の応用 か ら発明 された。人 の運動 (行為)の 記録 もその運動波 と
接触 した全ての物 の上に残 されてい るはずである。そ うであるな らば、
我 々の行動 の全てが完全 に保存 され再生 され得るものであ る ことは架
空ではない。
一
復活 の 日、唯 神 が審判 の座に就かれ、人間の生前 の善
第 四の点の 「
行悪行 に対す る賞罰を裁 かれ る」ことについて納得がいかないのだろ う
力Ъ 唯一神は公平に裁かれ るとい うが、現実に善事を してもこの世では
全 く報 い られなかつた人の例 も我 々は知 ってい る。またさんざん悪業を
重ねても何 の各 めも受けなか つた例 も知 ってい る。以 上の例 のみにあ ら
非業悪徳 が却つて満足 と幸せをも.た
ず善行 の ゆえに眼前の不幸を招 き、
らした幾百千の ケー スを見てい る。日常 これを見るにつ け、この世の裁
きはつ くづ く不完全なもの と思 う。そ して正義 に対する理性 を強 め、唯
一神が真 の正邪 を両断 し、
公正な裁判 が行われ る日が来ることを希求 し
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て止まぬのであ る。現状 の秩序は物質的法則 の下に立 ってい るため、悪
事を行な う手段 を持 つ者は望む時にそれがで きる。そめ悪 の結果が 自分

の上に全体的または乱分的に跳ね返すかどうかはわからない。もし石油
一缶とマッチー箱あれば反対者の へ火を つこ がで
放
と
家
きるcそしてこ
の世の力が味方すれば、この行為の結果から逃れられる。その時はこあ
行為は結局何でもなかったのだろう力、 ただ物理的な結果が現われて、
道徳的結果が表面に出なかった。そしてこの道徳的結果がそのまま葬ら
れて しま うのは当を得てい るだろ う力、もしそれ が不当な らば問題はい
つ か、どこかへ 姿をあ らわすだろ う:た ぶん現世ではない。物質的現世
にお いては行為の物質的結果 のみが具現 され 、
理性的道徳的結果は影を
ひそめる。この結果は、理性的道徳的法則 が最高に活用 され物 質的法則
が秩序 の世界にお いて初 めて充分な効力を発揮するのである.先に述 べ

た通 りそれは宇宙の 次期の進化の過程で来世に起 きることであ り、
物質
的法則よりむ しろ道徳律に支配 される点において進化すると言える。現
世にお いて全面的または部分的に残 された人の行為の理性中結果はそ
こに姿を現わす。この試練の現世における行為に対 して下された裁決の
理性および道徳的価値によって人間の真の地位が決定付けられる。
この信念の最後の命題は天国と地獄の存在である。その存在は不可能
だろ う力ヽ 唯一神が太陽、月、星、地球を創 られたのになぜ天国 と地獄
が創れないのか。唯一神が審判の法廷において最後の裁きを行ない、人
の善悪を賞罰 される際、善者に対する報償、栄誉、幸福を享受する場所
すなわち天国と、
罰を被 つた者達の刑に服するところすなわち地獄は当
然必要となる。以上諸問題を詳細に検討すると、死後の生命を信 じるこ
とは条理に沿つた常識のある人ならば誰で も容認 し得ることである。そ
の上ムハ ンマ ド(彼の̲Lに平安あれ)の ような真の預言者がこれが事実
であることを述べているし、知l恵はそれを信 じることの中にあ り、反対
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す る中にはない。以上が信仰の 5箇 条でイス ラームの柱 となる もの で
ある。それ の主旨はカ リマ ・タイイバ と呼ばれ る短 い文章の 中に含 まれ
てい る。 「
ラー ・イラーハ ・ィ ッラッラーJ(ア ッラーの外に神はな し)
を唱える時、誤 った崇拝 の対象を捨て、唯 一神 ア ッラー の被造者である
ことを真に 自覚 し、更に次の語 を添える時 ムス リム として完全なもの と
なる。

「
ムハ ンマ ドッラスール ッラーJ(ムハ ンマ ドはアッラーの使者である
)。
彼が預言者であることを受け容れた後は、唯一神の本性 と属性を信 じ、
唯一神の天使達を信 じ、唯一神の啓典を信 じ、死後の生命を信 じ、預言
者 ムハ ンマ ド (彼の上に平安あれ)の 説かれた方法に則 つて唯一神に礼
拝を捧げるよう真心を込めて従わなければならない。か くしてここに成
功 と唯一神 の権威がある。
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第 5章

礼 拝 と崇 拝 行 為

ここに預言者 ムハ ンマ ド (彼の上に平安あれ)力｀
説 いた 5ヶ 条の信
仰 の基礎 を要約す ると次の ようになる.
イ)神 の唯 一性、絶対性を信 じること。
口)唯 一神 の天使達を信 じること。
ハ)唯 一神 の諸啓典を信 じること。特 にクルア∵ンは唯 二神か らの最後
の啓典であること。
一
二)唯 神 の諸預言者 を信 じること。特 にムハ ンマ ド (彼の上に平安あ
れ)は 唯一神 の最後の使徒であること。
ホ)死 後 の生命 (世界)が あることを信 じること。
以上のことを信 じて疑わない者はイス ラー ムの門に入 り、ムス リム社
会 のメンバー となる。しか し口頭 の告白だけでは完全なムス リム とは言
えない。ムハ ンマ ド (彼の上に平安あれ)を 通 じて下され た唯 一神 の命
令 を立派に実行 してこそ 、初 めて真 のムス リム となる。今や唯 一絶対 の
神 ア ッラーがあなたの神、創造者であ り、あなたはその被造者である。
唯 一神 はあなたの主であ り、あなたは唯 一神 の下僕 である。唯 一神はあ
なたの支配者であ り、あなたはその臣下である。唯一神があなたの主で
あ り、支配者であると認めてか らその命令を拒む ことは自らの心の反逆
者である。唯一神 へ の忠誠 のみな らず クルアー ンが唯 一神 の書なる こと
を、あなたは認めた。すなわちクル アー ンの内容はすべ て唯 一神か ら賜
つた もの であることを認 める。そ してその 中に書かれていることを学び、
それを守 ることが義務 と同時に喜び となる。あなたはムハ ンマ ド (彼の
上に平安あれ)が 唯 一神 の使徒であることを認められたのだか ら、彼 が
勧 め る ことや禁 じることのひ とつ ひ とつ が唯 一神 の命令に基 づ くもの
であることに疑いを挟 まない。そ して使徒 ムハ ンマ ド(彼の上に平安あ
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れ)に 対する従順 もあなたの義務のひ とつになる。すなわち告白に並行
して実践が伴 つて一人前のムス リム と言える。そ うでなければ不完全な
ムス リムである。
ー
ここでムハ ンマ ド(彼の上に平安あれ)が 全能者 ア ッラ より授けら
れた行為の規定 とはいかなるものか見てみよう。最初に挙げられること
はイバー ダー ト(アッラー を信 じる者は誰でも守るべ き基本的義務)で
ある。
1。イパー ダー ト (崇拝行為)の 精神
イパー ダー トは元来アラビア語で、語源はアパダすなわち奴隷、下僕
従順」となる。唯一神はあなたの主であり、あな
を意味 し、そ こから 「
たは唯一神 の下僕であるから主の思召に従順 として汲々 として仕 える
こと、すなわちイパー ダー トである。この言葉のイスラーム的概念は非
.錯誤、悪意、罵詈雑言を 目にせず、常に真実を話 し、
常に広い。卑猥、
唯一神の命ぜ られたところのみ を行な うことはイバ
良いことのみ語 り、
ー ダー トである。たとえ外見はいかに世俗的であつても、商売や取引に
おいて唯一神の法に従い、また両親、親族、朋友、その他接する一切の
人々 との応対に際 してもこの心掛けを忘れないならば、あなたの行動は
すべてイバー ダー トである。もし貧者や困窮者を助 け、飢える人に食物
を恵み、病 める人や悩める人を慰めるなら、そ してそれが自分の利得の
ためでなく唯一神 の喜びのためにのみ行われ るのなら正にそれ こそイ
パー ダー トである。自分の生活費および家族を養 うために働 く活動も誠
実公正に唯一神の法則に従 つて行な う限 り、イバー ダー トである。つ ま
り人の活動、人生行動の全てがイバー ダー トであるとも言える。それが
唯一神を畏敬 し、唯一神の法に従い、唯一神を喜ばそ うとの心掛 けでな
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されたもの な らば、人生 の活動分野にお いて常に唯∵神 を想 い、善を行
ない、
悪を避けるな らば、イ ス ラー ムの義務を果た してい ることになる.
これがイパー ダー トの真の意味 であ つて、要約すれば 「
唯 一神 を喜ばす
日常行動を取ることJに 他な らない。この 目的 の達成 を容易にす るため
に、形式的なイバー ダー トが実践訓練 として定め られてい る。この訓練
を熱心に実践すればす るほ ど、よりよい 習慣 が身につ く。イパー ダー ト
はイ ス ラー ムを構成す る柱である。
2.サ ラー ト (礼拝)
礼拝はイ ス ラー ムの義務 の 中で最 も重要な第一義的な もの である。礼
拝 とは何か.そ れはア ッラー を賛美 して捧 げる、日常の定め られた礼拝
を言 う。信仰 を確実にす るため毎 日 5回 唯 一神 の前にその信念 を反復
して、それ を新たに深める行 為 である。まず 早朝 日の出前 に起 きて身体
を清め、その上で神に感謝の拝を捧 げる。これが 日の出の前に行われ る
礼拝である。礼拝 の時 の各種 の姿勢は服 従の精神 を現わ した もので あ り、
唯 一神 の御言葉を読誦 し、唯 一神 への服従を再度確かめる6唯 一神 の導
きを請 い、その怒 りを避け、
選ばれた道を歩ませていただ くことを祈 る。
唯 一神 の書 クルアー ンの章句を詠み、預言者 の真実性 を確証 し、審判 の
日とそ の時に生涯 の全記録 を唯 一神 へ提示す べ き こ とを想 い起 こして
反省す る。それか ら数時間後 、正 午過ぎに礼拝を捧げる。す べ て礼拝 の
時 が来れば、数分間の時間を割愛 して、その時従事 中の仕事や遊び事か
ら離れ 一切 の雑念 を払 つてひたす ら唯 一神に祈る。この祈 りにより人生
におけるあなたの真の役割 を反省 し、魂 の純化をはかる。礼拝 の後は直
ちに仕事に戻る。それ か ら目が傾 く頃に午後の礼拝を行ない、自分の信
仰 が誠実であるよ うに気持ちを集中させて唯 一神 を再び想 い起 こす。次
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は 日没後 の礼拝で、夜 の間 がや って来て も信仰 の義務を忘れない よ うに、
唯 一神 へ の ゆるぎない忠誠を誓 う。その後、床に就 く前に夜の礼拝 を行
な う。
この よ うに、毎 日の礼拝 の回数 と時刻は定め られてお り、必ず定時、
随所でこれ を実行 しな くてはな らない。人は人生の 目的 と使命を世俗的
な繁1亡の迷路 の 中に見失 つてはな らないのである。
毎 日の礼拝 が どれほど信仰 の基礎を強め、唯 一神 へ の忠誠、徳義 の遵
守を助け、勇気、誠実、希望、心 の純潔、魂 の浄化の培養 に役 立つ もの
であるかは計 り知れない。預言者 の教えられた方法に従 い、まず ウ ドゥ
ー (小浄)を
済ませてか ら礼拝す る。読誦 も預言者 の指示に従 つて行な
う。なぜそ うす る力、 それは ムハ ンマ ド (彼の上に平安あれ)が 預言者
であ ることを信 じるか らである。 なぜ クルアー ンの章句を畏れ るの力、
クルアー ンは唯 一神 の書であ り、故意にその教えか ら逸脱すれば罪であ
る。礼拝 は無言で唱える部分 も多い。祈 りの語句を飛ば して も誰 もチ ェ

・
ツクできないが、誰も故意にそうしてはならない.唯一神は現われごと
も秘めごとすべて知 り給 うか らである。誰も見た り聞いた りしていない
場所で礼拝す るのは、
唯一神が常に見守 つてお られるとい う確信に基づ
くものである。どうして重要な仕事や用事をさて置いて礼拝のためにモ」
°
ス クに駆けつ けるの力、何故夜明け前か ら目覚 め、あるいは暑 い 真昼に

モス クに向かい、夕方の娯楽 より礼拝に勤 じむのか。それは信仰す る者
に とつて、
何は ともあれ主に対す る責任を果たそ うとす る義 務感に他な
らない。なぜ礼拝 における過 ちを気遣 うの力、 それは唯 一神に対す る畏
れ と審判 の 日にはそんな些 細な事柄で さえ、良いこ とも悪いこ とも裁か
れ ることを知ってい るか らであ る。考えてみ ると、礼拝にまさる道徳 と
精神 の 訓練が他にあるだろ う力、これ こそ ム ス リムの 人格 を完成す る絶
好 の習練である。もし人が創造主に対■‐
る義務感を他のいか なる利益よ
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り重要視 し、礼拝を通 じて常にそれを浄化す るならば、その人の心 と行
な いに曇 りがない。その人の信念によれば、礼拝を怠れ ば必ず唯 一神 の
不興を被 る ことがわかってお り、それ こそ最 も気に掛げて避けたいこ と
である。信仰する者は全生涯 を唯 二神 の法則 に従 つて毎 日 5回 の礼拝
を続 ける。人が生 きるために毎 日 3回 の食事を摂 ることを忘れないよ
うに、礼拝を し、唯一神 の教えを常 に自覚す ることによつて、人生活 動
の他 の分野 にお いて も人か ら信頼 され る。なぜな ら罪悪や欺哺 の誘惑 が
常 に心 の 中に唯一神 へ の畏れ があるため拒 否す
自分に近づいてきても、
るか らである。
特に金曜 日の礼拝 は集団 で行われ るべ きで ある。この礼拝は ムス リム
の間 に相互に理解 と愛を育み、互いに団結心を呼び起 こ し、民族的親善
を助成す る。参加者はす べ て同 じ行動 の礼拝 を捧げ、兄弟愛 の深 い感情
人 々は唯 一神 の前 に、
に 日覚 める。礼拝は平等公 平の象徴 であ り、
貧富、
身分、主従関係、教育、皮膚 の色、人種、老若 の違 いなく、全員が平等
に一線 上に並んで平身す るのである。自分達が選んだ指導者 の先導に従
つて、強 い共感 を持 つて一糸乱れ ぬ合同礼拝を行な うのである。礼拝 と
は個人生活 と集団生活 の豊か さを発展 させ る多 くの徳性 を高める訓練
である。
以 上が 日常礼拝 より得 られ る様 々な徳 の一部 である。も し礼拝 を避 け
れば、損 をす るのは他 の誰 で もない礼拝を怠 つたその者 である。礼拝 を
避 けるのは、それを義務 と認 めないかあるいは義務 と認めて もやろ うと
しないのかのいずれかである。前者 の場合は信仰 を持 つ者 としては恥知
らず のたわごとであ る。なぜな ら唯 一神 の命令を拒否す ることは、唯 一
神 の権威 を認 めないこ とになる。後者 の場合は唯一神 の権威 を認 めて唯
一神 の命令を愚弄す る者、従 つて地上に住む生物 として最 も不信極 まる
ものである。なぜな ら全宇宙の最高至上な もの に対す る愚弄は言語道断
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社会 の秩序を破壊 し、
であ り、
他 の人間に対する同様 の行為は許 し難 く、
落ち行 く先は不統 一の地獄 のみ しかない。

3.サ ウム (断食)
ー
礼拝 は毎 日 5回 捧 げることが定め られてい るが、 ラマ ダ ン月 (イ
ス ラー ム暦第 9月 )の 断食は毎年 lヶ 月に亘 つて行われ る。 この期間
中は暁 か ら日没に至る日中は飲食 してはならない。たとえご馳走を 目の
前 に し空腹であ つて も、どうして自発的 に行動を規制 しよ うとす るのか。

それは唯一神を崇拝 し最後の審判を信 じるからである。断食の最中常に
一
感情 と欲望を抑 え、唯 神の法則が絶対であることを讃え奉る。義務を
自覚 し、耐 え忍ぶ精神は lヶ 月の行を成功 させ、信仰を強める。 この
月の厳格 さと鍛錬 は私たちに人生の現実に直面させ 、その年の残 りの
1lヶ月を心から唯一神の意志に服従 して生きることを助ける。
断食は社会的に非常に大きな影響を及ぼす。
また他の観点からみても、
すなわちムス リムはすべて身分や地位 に関係なくこの期間に断食を し
なければならない。 このことは、人間の基本的平等性を高く引き上げ、
兄弟愛 と同情心を育ませる。ラマ ダニ ン月は、悪が自ら影をひそめ、善
が前へ進み出て、社会の雰囲気が神聖かつ清浄 となる。
断食は我 々自身の利益としても大きくはね返つて くる。この課せ られ
た原則的義務 を果たさなぃ者は他の義務 を果たす時 も十分信用 され得
ない。しか し最 も好ま しくない行為はこの聖なる月に平気で公然と飲食
することである。自分たちの創造主および維持者として信仰するア ッラ
ーの法を全 く意に介さず、自分勝手な ことをする人達である。それだけ
ー
ではなく、
彼 らはムス リム社会の誠実なメンパ ではないことを自ら示
している。む しろムス リムの社会と縁のない人達である。この偽善者達
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には最悪 の ものが訪れ ることは自明の理である。
4.ザ カー ト (喜捨)
第 3の 義務はザ カー トである。 ムス リムは誰 で も財政状態が定 め ら
れた最少額以上の余裕 があれば、毎年その現金 の残高の 2.5%を 貧者、
新入信者、旅行者などに施す のである。これは最低 ライ ンであ り、これ
以上 に喜捨することはア ッラー の報奨 が更に増大 され る。
ザカー トとして支払われ る金額はア ッラ胃 が必要 とす るもの ではな
く、またア ッラーが取 るもので もない。唯一神は何の不足 も要求 もな く、
唯そ の慈悲 の御 心 より我 々の 善行 に対 し様 々な報 い を与えられ るの で
ある。ザカー トを出す時はア ッラーの御名にお いて行ない、受取人か ら
は何物 をも決 して期待、要求 してはな らない。また自己の宣伝を目的 と
してもならない。
ザカー トは礼拝、
断食 と同 じくイスラー ムの基本的な義務 の行為であ
る。ザカー トの重要性は犠牲 と献身 の気持 ちを助長 させ、無慈悲 と利 己
心よ り遠 ざけることにある。自分で苦労 して作 り上げた富の一部を唯 一
神 の道に進 んで快 く喜捨 し、それによる直接 の 見返 りや思恵 を考えない
純粋な行為 でなければならない。これは私欲家にはできない。真のムス
リムは一旦唯一神の思召 し (死)が あれば、喜んで全ての所有物を己の
手 より離 して去ることに徹 してい る。ザカー トによつて充分 に訓練 され
ているか ら何 の未練 もない。
ムス リムの社会はザ カー トの制度によつて莫大な恩恵を受けてい る。
裕福な ム ス リムが己よ り貧 しく困つている者 を助ける一種 の援助で あ
り、社会全体の福祉 と平安に貢献す る。富者の富は全て快楽 と贅沢のた
めにのみ消 費され るべ きではない。富に対 して多 くの正統な権利の 主張
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者 がいることを忘れてはな らない、す なわち寡婦、孤児、病人、身体障
害者、失業者、苦学生な ど枚 挙 にい とまない。
富者 が 自分 の所属す る社会 の 中で困 つて い る人達を助 けよ うとしな
いな らば、その社会の健全性は得 られず、唯一神 の繁栄 と平安 の道に沿
失業 に歎いてい るのに、
うことがで きない。多数の人 々が飢えに苦 しみ、
自分 の懐 に貯める ことだけを考えてい るのは残酷である.そ んな利 己的
で貪欲、強欲な者 はイ ス ラー ムの敵である。不信者や博愛心の欠けた者
ー
は、大金を貯 め ることに汲 々 とし、利子を取 つて他人に貸す.イ スラ
ムの教えはこれ とは正反対である。人は 自己の富を他人に分けて与え、
一
独 り立ちを助け、早 く社会の有用な 員 となれ るように援助す る。

5.ハ ッジ (巡礼)
巡礼すなわちハ ッジはイパー ダー トの第 4番 目の基本的義務である。
これは経済的、時間的 に余裕の あ る人に課せ られた一生に 1回 は行 な う
べ き義務 である。今 日のマ ッカは預言者イプラー ヒー ム (アプラハ ム)
によつて唯 一神を礼拝す るため建立 された方形 の建物 (カアパ)を 中心
神 の家Jと 呼び、地 上における礼
とす る聖地 である。唯 一神はそれを 「
ー
拝 は全ていつ もこの方向に向かつて行なわれ る。毎年イ スラ ム暦 12
ー
月 8日 にマ ッカを出発 して、9日 は東方のア ラフ ア トの丘に至 り、12
月 12日 または 13日 に再びマ ッカに帰 るまで、世界各地 か ら集まつた
巡礼者によつて勤行書れ る諸行事がいわゆるハ ッジ (巡礼)で ある。ハ
ッジは単なる儀礼的訪間 ではない。この巡礼には我 々の信仰 の 力と善行
を強化するために一定の行事 と条件が備わ つてい る。ハ ッジに参加す る
場合、信仰 に対す る情熱を燃や し、殺生を慎み、言動に心を配 る ことが
一
要求 され る。唯 神は我 々の誠実 さと忠順を御喜びになるであろ う。ハ
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ッジはイパーダー トの最大の ものである.なぜなら真の唯一神を敬愛す
ることなく、
近親や最愛の者を残 してこのよ うな長い旅に出られるはず
がないであろ う。
しか もハ ッジは物見遊山の旅行とは異なる。全思考は唯一神に集中さ
れ、生命は唯一神への強い献身の精神に打ち震え、やがて ミナの谷の聖
地に到達すると、信仰 と崇拝が充満する周囲の雰囲気に包まれる。更に
イスラームの光栄にゆか り深いアラファー トの丘にあるムズダリファ
の両聖地を歴訪 した後、
強 く焼き付けられる消すことのできない清 らか
一
な印象は 生永く心に残るであろう。イパー ダー トが持つ他の意味にお
いても、巡礼を果た した人た ちが享受 し得る利益は数多くある。マ ッカ
はムス リムが 1年 に 1回 集結する中心地であ り、会合 し、意見を交換
し、共同利害関係を討議 して、地域や文化の差に係わ りなく全信徒の平
等な相互親愛の信念を強化実践するところである。このよ うな巡礼によ
つて、世界のムス リムはア ッラーが教える国際友愛の下に団結される。
6.イ ス ラー ムの防衛 とジハー ド (聖戦)
イスラームの防衛はイスラームの柱のひとつではないが、クルアー ン
やハディースにおいてこのことが繰返 し強調されている。
それはイスラームの信奉者 としての誠意と実直さを示す ものである。
もし自分の友を敵の陰謀や公然たる攻撃から守ろうとせず、
友人の利益
に無頓着で、利己ヽ点張 りで振舞 うならば、それは実に偽の友情 と云わ
ざるをえない。同様にイス ラームを信 じる限 りは、イスラームの尊貴を
守 り、それを掲げなくてはならない。我 々の行動の 目標はムス リム大衆
の関心事であり、その最 も重要であるイスラームヘの奉仕には、この考
慮が深 く浸透 していな くてはならない。
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ジハー ドはイ ス ラー ムの総括的な防衛 の一部 である。ジハー ドは個人
の能力を最大限 に活用 し努力す ることを意味す る。自己を肉体的、精神
ー
的に唯一神 の道に捧げ、そのための物質的支出 も顧みない態度 がジハ
ー
ドに専念 してい る姿である。シャ リー アによれば、これは特にイ ス ラ
ムの敵 として侵略す る者に対 し「
唯一神 の御名 の下に行われ る総ての戦
い」として用 い られ る:こ の唯 一神に対す る人生で最大の犠牲はす べ て
のムス リムに負わ され る。だが、も し集団 の 中で一部のムス リムがジハ
ー ドヘ の参加を申 し出た場合は、全集団の参加は免除 され る。しか し誰
も参加す る者 がない場合 は全員 の義務 が問われ る。この免除は、非教徒
の勢力がイ ス ラー ム国家 に攻撃を仕掛 けてきた場合には通用 しな い.こ
の場合は誰 でも全てジハー ドのために立ち上が らなければならない。攻
撃 された国 が反撃す る充分な力がない時は、近隣のムス リムはこれ を助
ける宗教的義務 がある。も しそれでも失敗すれば、全世界のムス リムは
この共通 の敵に対 して立ち上が らなければな らない。このよ うに、ジハ
ー ドは 日常 の礼拝や断食 と同様にムス リムの基本的な義務である。これ
を避 けることは罪である。そ してその人のムス リム としての存在 自体が
ー ー
疑問視 され る。それは明 らかに偽善者であ り、誠実 さとイパ ダ トの
失敗者 であ り、その礼拝 は偽 善であ り、無価値で うつ ろな見世物的な も
の にす ぎない。
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第 6章

デ ィ

ー ン とシ
ー
ャリ ア

本書 では 、これまでデ ィー ン、すなわち信仰その ものの関係 について
述 べ てきた。これか ら預言者 ムハ ンマ ド (彼の上に平安あれ)の シャ リ
ー ア を取 り上げ論 じる。最初 に、デ ィー ン とシャ リー アの相違を明 らか
に したい。
1.デ ィー ン とシャ リー アの 区別
既 に各章で述べ たように、
過 去の各時代に遺わ されたすべ て預言者は、
イ ス ラー ムの道を説 き広 めた。 これは極 めて重要な基本的事実である。
彼 らはイ ス ラー ム を伝播 した。すなわち唯 一神 一諸 々の属性 を持 つ ―に
対する信仰、最後 の審判 に対す る信仰、預言者 と啓典に対す る信仰、そ
して主に対す る服従 ・
帰依 の生活を送ることを人 々に説 いたのであ った。
これがデ ィー ン (信仰)を 構成するものであ り、すべ ての預言者の教
えに共通す る。
このデ ィー ン (基本的信仰)と は別に、シャ リー アす なわち人間行為
の詳細な法典あるいは崇拝 の方法や形式を編録 した規則、
道徳 と生活 の
標準、容認お よび禁止に関す る法律、善悪 の判別をするのがシャ リー ア
である。こういつた施行細則的な規則は時代に応 じて修正す る必要があ
る。預言者達は皆同 じデ ィー ンをもた らしたが 、その時代 の特定の人 々
の 条件に適応 した別 々の シャ リー アを持 つて来たのであった。これはす
べ ての時代を通 じて、それぞれ異なつた人 々を訓練す る目的にお い て、
さらによりよい文明の建設 の ため、さらにより高い道徳 の育成 のために
役 立った。 この過程は最後の預言者 ムハ ンマ ド (彼の上に平安あれ)の
出現によつて ピ リオ ドが打たれた。彼は来るべ き人類すべ てに適合す る
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完全 かつ最終的 な法典をもた らしたのである。 デ ィー ン (基本的信仰)
には何 の変化 もないが、過去 のシャ リー アの総 てはムハ ンマ ド (彼の上
に平安 あれ)の この総括的な シャ リー アに取 つて代 わつたのである。こ
れは人類時代 の黎明期 に発足 した鍛錬 の 大過程におけるクライマ ック
スであ り、 フィナー レでもある。
2。 シ ャ リー アの 法源
預言者 ムハ ンマ ド (彼の上に平安あれ)の シャ リー アの二大原典、す
なわちクルアァ ン とハデ ィー スについて要約すれば、クルアー ンは唯 一
神 の啓示であ り、その章句はすべ て唯 一神 よ り出た もの であ り、ハデ ィ
ー スは最後 の預言者 であるムハ ンマ ド (彼の上に平安あれ)の 言行 の記
録 と教訓の集 大成である。それは預言者 と直接会 つた教友 たちによつて
伝承 された ものである。この資料 が後 に神学者達 によつて集積 され厳選
され叢書の形式 として編纂 されたのがハデ ィー ス集 である。この叢書 の
中のマー リク、プハー リー 、ムス リム、テ ィル ミズ ィー 、アプー ・ダー
ウー ド、ナサー イー 、お よびイプン ・マー ジャ等諸氏の コ レクシ ョンが
最 も信頼度 が高い と云われ る。

3.フ ィ ク フの 学説
人の世の流れ の 中で起 こる千差万別 の諸事件 に関す る細則 (クルアー
ン とハデ ィー スに基 づ く)はすでに多 くの著名な立法学者によって公版
されてい る。我 々ム不 リムはこれ ら鍛達の博識者や、一 生をクルアー ン
とハデ ィー スの精通 のために捧 げ、またシャ リーアの要請 に従 い、いか
に 日常生活に適用 させ るかを明快 かつ平易に書き表 した立派な人 々に
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対 して、我 々は感謝すべ きである。世界中のムス リムが シャ リー アに容
易 に従 うことがで きるようにな つたのは、これ ら諸先覚者 の功績に帰す
るところが大 きい。た とえクルア∵ ンや ハデ ィー スについて正確 に要点
を明 らかにす る解釈を下せ るほ どの学識 がない人達 で も、このような先
達 の解説 か ら大きな利益を受 けてい る。
当初は多数 の指導者 たちが この仕事 に取 り組み専念 したが 、今は以下
の 4学 説が代表学説 として残 つてい る。
イ)ハ ナフ ィー学説
アプー ・ハニー フ ァによつて主唱 された学説でアプー ・ユー スフ、ズ
ー ・フ ァルそ の他信頼 されたイ スラー ム碩学者 の支持 と協力によつて編
述 された もの
口)マ ー リキ学説
主唱者 マー リク 0イ プン ・アナ スによつて解釈 された学説
ハ )シ ャー フ ィイー学説
ムハ ンマ ドCイ プン 0イ ドリー ス 0ア ッシャー フ ィイー によつて倉:l唱
された学説
二)ハ ンパ リー学説
アフマ ド・イプ ン ・ハ ンバルの主唱 した学説
アプー 0ハ ニー フ ァは西暦 699年 (ヒジュラ暦 80年 )に 生まれ 767
年 に没 した。この学説 の同調者は主 として トル =、 パ キス タン、アフガ
ニス タン、 ヨル ダ ン、イ ン ド、 ソ連等でその数は 3億 4千 万 と云われ
て い る。 マー リク ・イプ ン ・アナ スは 714年 に生まれ 798年 に没す。
同調者は 4千 5百 万でモ ロ ッコ、アル ジェ リア、チ ュニ ジア、 スー ダ
ン、 クエー トお よびバハ レー ン等 に多い。
ムハ ンマ ド ・イ プン ・イ ドリー ス ・ア ッシャー フ ィイー は 767年 に
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生まれ 852年 に没 した。同調者は レバ ノン、エ ジプ ト、イラク、サ ウ
デ ィアラビア、イエ メン、イ ン ドネ シアに多 い。
アフマ ド ・イプン ・ハ ンパル は 780年 に生まれ、855年 に没す。サ
ウデ ィア ラ ビア、 シ リア、 レバ ノン方 面に約 3百 万の同調者がある。
これ らの学説 のすべては預言者 の時代か ら 2∞ 年間の内に最終形式
が整えられた。4つ の学説に見 られ る違 いは、真理が多 くの面を持 つ と
い う事実の 当然の結果 にす ぎない。これ らのいるぃ ろな学説に真実性 を
与えるものは、それぞれ の主唱者 の高貴な人格 と彼 らの取 つた方法の真
実性である。そのため、ムス リムが どの学説を受け入れ よ うとも、4つ
の学説は基本的にすべて真実で正 しい と信 じる理由であ る。
もつ とも、知識 と学問を習得 した者は直接 クルアー ン と言行録 (ハデ
ィー ス)に導 きを求 め るべ きであ り、それだけの知識 と能力のない者は、
特に好 きな学説を選 んで、それに従 うべ きだ と説 くアハ リ・ハデ ィー ス
とい うグル ‐ プ もある。
4。 タサ ウー フ
・フ
ィクフは一 日で明 らかに解 か る行 為、すなわち外見的所作に関す る
もの を扱 い、文字通 り義務 の遂行である。行為の精神的な面に関す るこ
とはタサ ウー フ と呼ばれ る。例えば礼拝す る時 、フ ィクフは ウ ドゥー に
関することやカアパ の方向に向 くこと、ラカア ト (ネ
L拝単位)数 や時間
な どに関す るもの について規定するが 、タサ ウー フは精神 の集中力、熱
心 さ、純粋 さ、礼拝に対する精魂の打ち込み方などに関す ることに言及
す る。このよ うに フィクフは戒律を最後まで詳細にわたって遂行す るこ
とに関係 してお り、真のイ スラー ムの タサ ウー フは信者が どれほど従順
で誠実であ るかの度合 いである。その所作が正 しくて も精神 の伴 わない
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イパー ダー トは、
外見はハ ンサ ムであるが品性が欠けてい る人の よ うな
もの であ り、精神は入 つているがその方法に欠点があるイパー ダー トは、
品性は高貴であるが外見は端麗 でない人のよ うなものである。
この例 えは フ ィクフとタサ ウー フの関係 を明 らかに している。後にム
ス リムは知識 と品性に埋 もれて しまい、外見をなお ざりに したため (つ
ま り実践が空転 したため)、時が経 つ につれて、当時流行 した、イ ス ラ
ー ムを歪曲 し教義を偽装 した 、誤 つた国家 の理念に妥協 したことは ム
、
ス リムに とつて不幸な ことであ る。
誤 つた国家 の指導方針は、い くら善意 に解釈 して も、クルアー ン と言
行録に基づいて正当化する ことがで きない非常識 さの ため、タサ ウー フ
の純粋性 を汚 した。次第にムス リムはシャ リー アの要求に麻痺 し、それ
を超越 してい ると考えた り主張す るムス リムの一派が現われてきた。か
れ らは全 くイ ス ラー ムを知 らないのである。なぜな らば、イ ス ラー ムは
シ ャ リー アか ら遊離 して勝手 に振 舞 うタサ ウー フを許すはずがないか
らである。いかなる信者 もシャ リー アの限界を超える権利 を持たない し、
日常のサラー ト (礼拝)、サ ウム (断食)、ザ カー ト (喜捨)、ハ ッジ (巡
L)な どの基本的義務を軽視す ることは許 されない。タサ ウー フは本当
ネ
の意味 ではア ッラー とムハ ンマ ド(彼の上に平安あれ)に 対す る心か ら
なる敬愛である。そ して、その よ うな散愛は唯 一神の啓典 と唯 一神 の預
言者 のスンナ に記 され ているア ッラー とムハ ンマ ド (彼の 上に平安 あ

れ)の命令に厳重に従うことを要求するのでゎる。この命令に背く者は
ア ッラー とその使者に対 して偽 りの愛を抱 く者である。
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第 7章

シ ャ リー ア (法典 )の 原 理

イスラームの原理を研究 し、イスラームが どの ような人間と社会を作
ろ うとしているのかを明確に理解 しなければ、イスラームの本質につい
て議論することはできない。この最後の章では、我 々のイ去 ラームの概
念 が完全にな り、イスラームの生き方がいかに素晴 らしい ものであるか
がよく分かるように、シャリーアの原理の研究をしてみたい。
1。シャ リー アの性格 と意味
人間は発展する能 力と機能を与えられてお り、
唯―神はこの点におい
て全 く惜 しみな く人間に恵み給われた。人間は知性 と叡知、意志 と決断
力、五感、四肢 の機能、喜怒哀楽の感情等を与えられている。これ らす
べ ては人間 に非常に役立ち、
その どれひとつ とって も不必要であつた り
余分であった りするものはない.与えられたこのさまざまの能力は人間
にとって切実に必要であ り、人間に必要欠くぺか らざるもの となってい
る。人間の生活 と幸福その ものが、己の必要と欲望を満たすためにこれ
らの能力をいかに使 うかによって決まるほど、重要になっている。この
天賦の能力は人間に役立つために与えられているのであって、それを十
三分 に活用 しなければ、人生は生きがいのあるもの とはならない。唯一
神はさらに、人間が天賦の能力を働かせ、要求を満たすために必要なあ
らゆる手段 と原動力を与え給 うた。人間の肉体は人生の 目標を達成する
闘いにおいて、最 も偉大な武器となるように作 られている。さらに人間
が住んでいる世界があ る。人間の住む世界は、あらゆる種類の資源を有
している。その資源を人間は己の 目的を達成する手段 として使 うのであ
る。あ りとあ らゆるものは人間の利用を待 つてお り、人間はそれ をあら
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ゆることに利用す ることがで きる。その上、よりよく豊かな生活を構 築
す るためにお互 いに協力できるように、人間の同胞 がいるのである。
この現実をもう少 し考えてみると、これ らの能力や資源はすべての人
類 が使 えるように与えられていたのである。これ らは人間 の幸福 の ため
に賦与 されたものであ り、決 して人間を傷つ けた り破壊す るためではな
い。それ らを活用するのは、善意 と美徳をもつて人生 を豊かに し、人生
を危険に陥れないためである。これ らの能力をどの ように適切に使 うか
は、それ らを自分達 のために どの ように役立たせ るかにかか つてい る。
多少困難 があつて も、それをできるか ぎ り無駄に しないよ うに しなけれ
ばならない。そ うして こそ、これ らの能力を適切に活用 した ことになる。
そ の結果 が浪費や破壊になるような ことはすべ て愚かであ り、
誤 りであ
り、不合理である。例えば、もし自分を傷つ けた り、自分の ためにな ら
ないこ とをするな らば、それは過 ちである。また、自分の行為が他人に
危害を与え、迷惑をかけるな ら、それは全 く愚かな行為であ り、唯 一神
か ら与えられた能力を誤 つて使 つたことになる。あるいは資源を浪 費 し、
それ らを無意味な ことに濫用 した り破壊すれば、それ もまた大 きな過失
である。この よ うな行為は言語道断 の不合理であるが、破壊 と損害を避
けて繁栄 と利益 の道を追求 しなければな らない と示唆す るのが人間 の
理性 とい うものである。も し損害が揮 こる場合は、それが不可抗力の場
合 か、将来さらに大きな利益を生む場合か、どちらかのみであ る。それ
以外は不合理 とい うものである。
この根本的な考察を念頭にお いて人間を観察す ると、人間には 2種
類 の タイプがあることがわかる.
第 1は 、故意 に自分の能力 と資源を誤 つて使 い、 この誤用によつて
天然の資源を浪費 し、自分の重要な利益を損ない、他の人 々にも害を及
ぼす人間 である。第 2は 、誠実 で真面 日であるが、無知のために誤 り
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を犯す人で ある。第 1の 故意に能力を誤用す る人間は悪質 であ りt彼
らを補導 し改心 させ るためには断固たる法的処置を とる必要 があるが、
第 2の 無知 のために誤 りを犯す人間 には、彼 らが正 しい道を知 り、自

適当な知識と指導が必要である。
分の能力を最大限に活用できるように、
唯一神が人間に啓示 し給 うた行動の規
そ してこの必要を満たすために、
範 ―シャリーアが重要となる。
人間に最 も便宜を与え
シャリーアは唯一神を根源 とする法典であ り、
至上の道」
るような生活態度の道徳を提供 している。その 目的は人間に 「
を示 し、人間の要求を最も効果的かつ最 も望ま しい形で満たす方法 と手
段を与えることである。唯一神の法典は常に人間の幸福のためにある。
その中には、能力を浪費 した り、また人間の本来の要求と欲望を抑制 し
た り、さらには正常な感情 と本能を阻止 した りするものは全くない。そ
世界から隠遁せ よ。人生のあ
れは難行苦行をせよとは云つていない。 「
らゆる安逸 と快楽 を捨てよ。出家 し、食物も着物も持たず に、荒野や山
一
や密林を行脚 し、苦難に身をさらせ。Jと い うようなことは 切言ち て
いない。
この ような説教はイスラームの法とは無縁である。イスラームの原理
ー
は宇宙を創 り給 うた唯一神によつて規定されたものである。シャリ ア
は万物を人間の下に創 り与えた。唯一神は神自身の創造物の破壊を望 ま
れない。唯一神は人間 にひ とつ として不必要 で無駄な能力は 与えられな
か った。また唯 一神は人間の役 に立つ諸 々の もの を、天 Lに も地 llにt)
一
創 り給 われた。人間 一棟造物 の 中で最 も高貴なるもの が、地 上で も天
空で もその能力を活用 して、人間の利用を待 つてい るあらゆるもの を最

唯一神は明確な御
も上手に最も建設的に活用することができるために、
一
意志を持つてこの宇宙―この複雑多岐な運動をする壮大な工場 を支
障なく円滑に働かせ続けているのである。人間はそれらから素晴らしい
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収穫を得る ことがで きるように活用す べ きであ り、故意であれ、無意識
であれ 、唯一神 の創造物 を決 して損ねてはな らない。シャ リー アはこの
点で人間の道 じるべ となるの である。シャ リー アは人間に害になるあら
ゆることを禁 じ、人間 に有益 ・有効 ・有為な ことを薦 めてい る。この規
人間はあらゆる純粋な要素 と欲望を成就 し、か
範 の根本的原理 とは、 「
つ利益を高め、
繁栄 と幸福を獲得す るためにあ らゆる努力をす る権利 を
持 つてい る し、ある場合にはそれ が義務 である。 一 しか し (この 「しか
しJは 重要である)人 間 は、他人の利益の妨害を した り、彼 らが 自分達
の権利 と義務を達成す るために奮闘 してい るの を邪魔 した りしては絶
対 にい けないJの である。それぞれ の 目的 の達成 を目指 して奮闘 してい
る人間同士の間 には、で きる限 りの社会協力 と相互扶助が不可欠である。
大
善 と悪、利益 と損失が不可避的に結びついてい るものに関 しては、 「
きな利益を得 るためには、できるだけ少ない損失を選び 、大きな損害を
避 けるためにできるだけ少ない利益を犠牲 にす る」とい うのが 、この規
範 の教義 である。 これがシャ リニ アの基本的なアプ ロー チで ある。
我 々は人間 の知識が限 られてい ることを知 ってい る。自分にとつて何
がためにな り何 が害になるか、いか なる時代 のいか なる人間 も、自分だ
けでは判 らなかつた。その知識は、人間に正 しい真理を与えるにはあま
りに限 られてい る。そのため唯 一神は人間がこの面で過誤に陥 らない よ
うに配慮 され、全人類 の正 しく完全な生活 の規範 となる法を啓示 された。
この規範 の価値 と真理は時を経 るにつれて、ますます人間に明 らかにな
つてきている。数世紀前には、この規範価値 の 多くは人 々の 日か ら閉ざ
されていた。しか し今や 知識 の 発達 と共にそれ らは次第に明 らかになっ
てきたの である。今 日でも一部の 人 々はこの規範の価値を認 めないが、
もつ と知識 が進歩すればそれ らに新 しい光があて られ、この規範がいか
に優れてい るかが明 らかになるだろ う。ltL界
は否応な しに唯 一神 の法に
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向 か つ て い る 一 この法 を認めない者 の 大部 分は暗 中模索 と試練 と過誤
を重ねたあげ く、結局 この規範 のい くっ かの条項に従わ ざるをえない。
啓示 の真理 を否定 し、
導標 の ない人間 の理性 を絶対的に信仰 して きた人
も、過失 と苦 しい経験 を経た後、結果的にシャ リー アの教 えをい くつ も
実践 している。 しか しこ うい う人はなん と損 してい るの だろ う力、 そ し
て遅ればせに唯 一神 の道に従 つて も完全ではないの であ る。これに反 し
て唯 一神 の預言者達を信 じ、その言葉 を受 け入れ 、シャ リー ア を学び完
全に理解 し、それ に従 う人 々がい る。彼 らはある教えについては 、その

総ての価値 を知 らないか もしれないが、真の知識の真髄であ り、害悪無
知の暗中模索や過失か ら救 つてくれ る規範を全面的に受け入れてい る
のである。 このよ うな人々 こそ正 しい道を進み、栄えるにちがいない
人々である。
2.シ ャ リー アその権利 と義務
イ スラー ムが描 く人生の計画は権利 と義務か ら成 り立っている。イス
ラームを信 じる人間は総てそれ らによって生 きなければならない。おお
まかに言えば、イスラームの規範は次の 4つ の権利 と義務を総ての人
間に課 している。 (1)す べての義務が果たされなければならない唯一
神に対する権利 (,2)自分自身に対する自分自身の権利 (3)自 分に対
する他の人 々の情:利 (4)唯 一神が人間に奉仕するようにと作 り給い、
また人間 がそれ らを使 うことがで きるよ うに。
させ給 うた能 力と資源の
権利。これ らの権利 と義務はイスラームの礎石をな してお り、それ らを
理解 し、真剣に用心深 く実践することが、あらゆる真のムス リムの義務
である。シャ リーアはあ らゆる権利を明確に論 じ、
仔細に説明 している。
シャ リー アはさらに、それ らがすべ て実践され、ひとつ として無視され
125

た り蹂躙 された りす るものがないよ うに、その義務を行な う方法 と手段
を説明 している。ここで、イ ス ラー ムの生き方 とその根本的な価値 の概
念 をは つ き りと理解 できるよ うに、この権利 と義務 について若干考察 し
よ う。
A.唯 一神 の権利
まず 、人間 の創造主に対す る基本的な関係 を研究 しなければならない。
一神 の最 も根本的で第 1義 的な権利は、人間は唯 一 のみを信仰す
神
唯
べ きであると言 うことであ る。人間は唯 一神 の権威 を認め、唯 一神に何
ヽ・イ ッラッ
もの をも結び付けてはならない。このことはラー ・イラー ′
ラー とい うカ リマ に要約 されてい る。
*注 こ のことは既に第4章 で詳しく述べた。
人間に対す る唯 一神 の第 2の 権和lは、我 々が唯一神 の導き一唯 一神
が人間に啓示 し給 うた規範 ―を心か ら受け入れ従 い、全身全霊を尽 くし
て唯一神 の満足を求 めることである。我 々は唯 一神 の預言者 の導きと指
示に従 い、 この権利 の神命を成就する。
人間に対す る唯 一神 の第 3の 権利 は 、我 々が唯一神に誠実に何等 の
含み もなく従わなければな らない とい うことである。我 々はこの権利 の
要求をクルアー ン とスンナに記 されてい る唯 一神 の法に誠心誠意従 う
ことによつて成就できる。
人間に対す る唯 一神 の第 4の 権利は唯 一神を崇拝することである。
これは礼拝を捧 げることと前述 の イバー ダー トを実行す ることによつ
て成就 され る。
これ らの権利 と義務 は他 の あらゆる義務 に先行するため、
他をある程
度犠牲 に しても、それ らを最初に成就 しなければならない。例えば、礼
拝や断食 をす る時は、個人的な権利 の 多くを犠牲 にする。唯 一神に対す
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る義務を完全に果たすために、人間は困難を克服 し犠牲を払わなければ
ならないのである.礼 拝するために朝早く起きな:ザ
ればならないか ら、
そのために睡眠 と休息を犠牲 にす る。日中には創造主を礼拝するために、
多くの重要な仕事を後回 しに し、休憩を犠牲にする。ラマ ダー ン月 (断
食月)に は、ただ唯一神 の喜びを得るために、空腹 と苦難を耐 え忍ぶ。
ザカー ト(義務的喜捨)を することで富の一部を手放すが、唯一神への
愛 はなに ものにもまして大きく、
富への愛 もそれを妨げることはで きな
い とい うことを示す。巡礼の時には、富と時間を犠牲に して、困難な旅
をする。そ してジハニ ド (聖戦)に 際 しては、金も物もその他持てるあ
らゆるもの一生命 さえも―を犠牲にするのである。
同様に、これ らの義務を遂行するためには、人間は他人の権利をもあ
る程度犠牲にす ることも生 じ、そのために結局自分の利益を犠牲に しな
ければな らない。召使 いは仕事をその ままに して、主なる唯 一神 を礼拝
しに行 く。実業家 は事業を中断 して、マ ッカに巡礼に行 く。ジハー ドの
時には、ただア ッラーの ためのみに生命を奪 つた り捨 てた りする.同 様
に、唯 一神 の権利 を遂行するためには、例えば家畜や財貨の よ うな大事

に貯えている多くのものを犠牲にするのである。しかし唯一神は人生の
さまざまな場面で調和と均衡が取れ、
他の権利の犠牲はできる限り少な
くてすむ よ うに シャ リー ア (法典)を 規定 された。う ま り唯一神 か ら規
定 された限界を守ればよいの である。唯 一神はサラー ト (ネ
L拝)の 義務
を遂行す るの にあ らゆる便宜 を我 々に授 け給 うた。もしウ ドゥT(′卜浄)
・
をす るのに水 がない場合、あるいは病気の場合には、夕ヤ ンムム (土に

よる小浄)を することができる。旅行中はサラー トを短縮することもで
きる。病状に伏 し、立って礼拝ができない場合は、坐った り横になった
りしたまま礼拝を捧げることができる。礼拝時のクルアー ン章句の朗誦
は自由であるから、礼拝は好きなよ うに短 くすることも長 くすることも
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できる。
忙 しい時にはほんの数行
用事がない時はクルアー ンの長ぃ章を読み、
読むだけでもよい。集会や仕事時間の礼拝では、読誦は短 くなければな
らない と指示され ているほどであるご唯一神はそれぞれの場合に任意の
礼拝を喜ばれるのであつて、礼拝のためにまった く眠 らなかつた り休ま
なかつた り、子供の権利を犠牲に した り、家庭を犠牲に した りすること
を認 められないのである。イスラームは人生の様 々な活動の調和を計る
ことを我 々に要望 しているのである。
サウム (断食)に ついても同様である。 1年 の断食の義務はわずか 1
ヶ月である。旅行中や病気の際は これをしな くてもよく、代わりに都合
の良い月にすればよい。婦人は妊娠中や、乳児のある時、生理中の場合
は断食を免れている。断食は定められた時間に解き、それよ りも遅れる
ことは良いこととされない。そ して日没か ら夜明けまでの間は、通常通
り食べた り飲んだ りして過ごす。また時 々任意に断食をすることは大変
よいことであ りt唯 一神 も喜ばれる。 だが唯一神はいつ も断食を続け、
普通の仕事も満足にできないほ ど身体を衰弱させることを厭 われる。
.ザ
(喜捨)の 場合を見ると、ザカー トの最低限だけが
同様に、 カー トヽ
人間はア ッラーのために好きなだけ多く
唯一神から定められているが、
喜捨す る自由を持 つている。もし喜捨するならば、義務を果た したこと
になるが、もつ と多く慈善の施 しをするならば、もつと多くの唯一神の
思寵を得る。しか し唯一神は我 々の財産を全て慈善に施す ことや、自分
自身 と親戚縁者が もたなければならない権利 と慰安まで犠牲にするこ
とをお喜びにならない。唯―神は我 々が貧困になることを望まれない。
・
我 々は適度に喜捨することを要求されているのである。
次にハ ッジ(巡礼)を見てみよう。巡礼は旅行する経済的余裕があ り、
その困難に耐えうる健康を持 つた人々にだけ課せ られた義務である。し
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か しそれは 一生にただ 1度 だけ、都合 の良い年に行 くことが義務なの
である。も し戦争や生命の危険がある場合には、巡礼を延期することも
で きる。その場合、年老いた両親が巡 礼者 の留守中に不愉快なことに悩
む とい けないか ら、両親の許可を得る ことが巡礼の大事な条件である。
この こ とは唯 一神が人間 の権利 をどれ ほ ど尊 重 してい るかを明 白に示
してい る。一時には唯 一神は神 自らの権利以上に人間 の権利 を尊重 され
てい るの である。

唯一神の義のための最大の犠牲はジハー ド(聖戦)の際に発揮 され る。
その ときこそ人間は唯一神のために 自分の生命も財産 も捧げるのであ
る。だがこの場合においてすら、筆大な損害から我 々を救 うために多少
の損失はやむを得ない とぃ うのがイスラームの原則である。たとえ数人
の生命を一数千人またはそれ以上の生命を失 つたとして も、それは
、悪
一
が善を制覇 した悲惨、無神論が唯 神 の宗教を侵略 した悲惨、世界のム
ス リムが屈服 させ られて堕落 した悲惨に替えることは絶対にできない
。
明 らかにそれは最大の悲惨であ り不幸である。何故ならば、
その結果は、
一
唯 神の宗教が破壊するばか りでなく、世間は不道徳 と曲解の地獄 と化
し、生活は内か らも外か らも崩壊するか らである。だが同時に唯 一神は
不必要な流血沙汰 と、老人、婦人、子供、病 人、負傷者に危害を与える
こ とを固 く禁 じられ る。唯 一神 の命は戦 い を挑む者に対 してのみ戦 うこ
とで￨る 。敵国 の 中にさえ不必要な撹乱を起 こしては な らない。また敗
者に も名誉を重ん じて公 正に対処す るべ きであると唯 一神は我 々に 命
じられてい る。我 々は敵 との協定を遵守 し、相手方が挑戦を中止す るか
侵略的な反イ ス ラーム行動を止めれば、戦闘を中止す るべ きであると教
えられてい る。この様にイ ス ラー ムは唯 一神 の権利を擁護するために生
命も財 産、その他 の権利 の 、最小限あ犠牲 を許すだけであ る。イ スラー
ムけ人間の様 々な要求の調和を作 り、生活が最高の価値 と実績 で豊力Jこ
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なるよ うに様 々な権利 と義務を調整す ることに主眼が置かれてい る。

B.自 己の権利
次に人間個人の権利、すなわち自分 自身 の権和1について述 べ てみ よ う。
実際に、人間は他人に対 してよ りも自分 自身 に対 してより残虐で不正で
ある。ちょつ と考えると、これは非常に奇異 に聞 こえるか もしれないが 、
人間は自分 自身を最 も愛す るといわれ るのに、どうして自分 自身に最 も
残虐であり得るの力、 どうして人間は自分 自身 の敵 とな り得 るの力、 そ
れは全 く理解 しがたいよ うに思われ る。だがもつと深 く考えれば、そ こ
には大きな真理 が含 まれてい ることが明 らかにな る。人間 の最大の弱み
は、強 い欲望を感 じるとそれに抵抗できず、誘惑 されて しまい、悪 い と
知 りなが らず るず るとそれに耽溺 し、自分 自身を傷つ けることであ る。
ー
酒 に耽溺 してい る人がいる。一彼は酒を飲む とコン トロ ルが きかな く
なるが、金、健康、名声その他彼 の持つ あ らゆるもの を犠牲 に して も飲
酒 を止 めないのである。また、健康を害 し、生命を危な くす るほ ど大食
す る ことが好 きな人 もい る:性 欲 の虜 とな り、過度 の性的享楽の ために
身 を滅ぼす人 もい る。さらに霊性 を向上 させ ることに凝 り固 まつて い る
人 もい る。一彼は純粋な欲望をも抑制 しt肉 体的な欲求 と必要を満たす
こともせず 、食欲を制限 し、着物 もまとわず家出 して山野に隠遁す る。
彼は世界が 自分には全 く無意味であると信 じ込み、世界の あ らゆる形姿
と表示を憎悪す るのである。これ らは極端に走 りやす く、偏狭な世界 に
迷 い易い人間の性格 の例である。日常生活 の 中でその ような不調和 と不
均衡 の例は ここであえて取 り上げないが他にもたくさんある。
イ ス ラー ムは人間の幸福を標榜 し、その 高 く掲げてい る目的は人生に
均衡 と調和をもた らす ことである。シャ リー アがあなた方自身 も自分に
対 してこの権利 があると明言する の もこの理由か らである。その基本的
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原理は、人間には自分自身に対する権利がある、とい うことである。
シャリーア撃人間の肉体的、精神的、道徳的に有害なあ らゆることを
禁 じている。血を流す こと、酒類など興奮させる薬物、死体、死肉、血
液、豚肉、肉食獣、有毒で不潔な動物などを食べ ることを禁 じている。
これ らは全て人間の生活に、肉体的、精神的、知性的霊的に見て悪い影
響を与えるからである。その ようなものは禁 じているがtイ スラームは
清潔で健康的で有益なことを積極的に勧め、
人間の肉体も人間に対 して
権利を持 つていることから、
我 々の内体か ら食物を奪つてはならないと
説いている。このイスラームの規範は裸でいることの代わ りに優雅で威
厳のある着物を着ることを命 じている。さらに真面目に働 くことを勧 め、
怠情を強く非難する。シャリーアの精神 とは、人間は唯一神によって授
けられた能力と唯一神が地上と天上に与えられた資源を、
人間の平安 と
幸福のために十分に活用すべ きであるとい うことに他ならない。
イスラームは性的欲望をすべて抑圧せよと言 つているのではない。そ
れを制御 し調節 し、
結婚においてそれ を正 しく満足させることを我 々に
要望 しているのである。
イスラームは自己虐待や全面的な自己否定を禁 じ、
む しろ人生の正 し
い慰安の決楽を肯定 し、
その中において敬虔で堅実に生きることを薦 め
ている。霊的向上、道徳の純粋、唯一神への接近、来世での救いを求め
るために、この世か ら乖離隠遁する必要はない。いや、人間の試練はこ
の世に存在するから、我 々はこの世の真つ只中に在 って、まずアッラー
ヘの道に従 うべ きである。―それ故生命を軽 々 しく取扱 つたり、無駄に
使 つた り、破壊 させてはならない。このことが人間個人はそれぞれある
権利を持ち、この権利をシャリーアに示唆 されているような方法で最大
限に果たす ことが人間の義務である.そ れが、イスラームが人間の心に
呼びかける所以であ り、またこのことが人間が 自分自身に対 して真実で
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あ りえる所以 であ る。

C.他 人の権利
シャ リニ アは人間に自分 自身の権利を遂行 し、自己に忠実であれ と命
じてい るが、他方それはまた、他人の権利 を侵 さないよ うに して自己の
権利 を遂行 しなければならない と教 えてい る。シ ャ リー アは人間 の権利
と社会の権利 の間 の衝突を避け、あらゆる ものが 協力 して唯 一神 の法を
立証するよ うに両者 の調和を計 つている。イ ス ラー ムは嘘 を強 く禁止 し
ている。嘘 はそ の人を汚 し、他 の 人 々に害悪 をもたらし、社会に対 して
不幸の前兆となるか らである。イス ラー ムは窃盗、強盗、贈賄、偽造、
詐欺、高利 貸 し、金利稼ぎの行為を固 く禁 じている。このよ うな不正な
手段 で得 られ た ものはす べ て他人に迷惑や損害をかけて得 た もの であ
る。陰 日、告げ 日、中傷、識謗な ども禁 じられ る。賭博、宮鍛、相場投
機そ の他あ らゆる偶然が 日当ての賭け事は一 人の人間が利益を得るた
めに、他 の何千人もの人 々が犠牲にな らなければならないか ら、禁止 さ
れ てい る。一方だけが損失す るよ うなあ らゆる形態の搾取的な商売は禁
じられ ている。殺人、流血沙汰 、社会的 不安 の流布な どは罪 とされ る。
何人 も他人の生命や財産をだだ自分の利益や満 足の た めに 奪 う権利を
持たないか らである。不貞、姦通、不自然な性行為は厳重に禁 じられて
い る。何故な らば、それ らは道徳を汚 し、卜
ll会
に堕落 と顔廃を撤 き散 ら
し、病原 とな つて、生活の健全性 を破壊 し、苦い 世代の健康 と道徳 を低
の根本と社会の機構その ものの分
下 させ、人間同 士の関係 の転落、文fヒ
裂を招 くか らである。イ スラー ムはその よ うな忌まわ しい不義 の罪 を徹
底的に根絶 しよ うとす る。
これ らの イ ス ラー ムの あ らゆる禁令 と破壊は他人の権利 を侵害 しな
い とす る原則によらて定め られてい る.イ スラー ムは、人間が肉体的あ
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るいは精神的ない くうかの魅惑的なことを達成するために、
恥知 らず￨ご
も他人の権利を侵害 した り、
道徳に外れ ることをす るなど利己的で自己
本位になることを嫌 う。またイス ラー ムは自分個人の権利 を達成す るた
めに他人の利害を犯す ことも許 さない。イ ス ラー ムの法は万人に幸福 が
得 られ るよ うに人生を規定 してい る。しか し人類 の幸福 と文化の向上を
達成す るためには、少 しぐらいの禁令だけでは不十分である。本 当に平
和で栄えた社会を作 るには、人間が他人の権利 を侵害せず彼 らの利害を
妨害 しないだけでな く、お互いに積極的に協力 し合 い、万人の幸福 と理
想的な人間社会 の建設に貢献す るよ うな相 互 関係 と社会機 構 を打 ち立
てなければな らない。シャ リー アはこの点で もまた我 々の道徳 となるの
であ る。
では さらにこの人生 と社会の 面を解明す るい くつ かのイ ス ラー ムの
教 えを見ることに しよ う。人間が最初に成長す る場所は家庭 であ る。人
間 の根本的な性 質が形成 され るのは家庭である。そのため家庭は人間の
ゆ りか ごであるばか りでな く、文明の揺藍地である。では一体な家族 と
は何であろ う力、家族は両親 とその子供達で構成 されてい る。子供が 目
を開 き、養育されて成 長 し、人生の第一印象を受けるのは実はこの家族
の間にお いて行われ る。家族に関す るイ ス ラー ムの教えは非常に明
白に
。
示 され る。イ ス ラー ムは世の 男性に対 し自分の妻 と子供たちのために働
き、生活 の糧を供給 し、人生の荒波か ら彼 らを保護する責任を命 じてい
る。女性に対 しては、イ スラー ムは家族を切 り盛 りし、子供たちをで き
るだけよく育てて躾 し、夫と子供たちにで きる限 りの休息 と満 足を 与え
る義務を命 じてい る。子供たちの義務は両親を尊敬 し、山i親に従い、そ
して成人にな ったな らば口i親に 孝行 し、その願望を叶えてあげ、家庭を
居心地 の良い ところに■‐
ることであ る、
)
ー
そのために、イ スラ ムは次σ)2つ の 方法を取つてい る。
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イ)夫 は家族の家長の地位を与えられている。リー ダニ となる人がいな
:ヽ
ければ、いかなる団体も円滑に働かない。校長のいなし
学校や市長の
いない都市を考えることはできない。も し団体を管理する人がいなけ
れば、
混乱を招 くだけである。もし家族の全員が自分勝手に振舞えば、
混乱以外の何もの も残 らないだろ う。。
もし夫が一方の道を行き、妻が
別な道を行 くとすれば、子供たちは路頭に迷 うであろう6家 庭に規律
が保たれ、家族が社会の理想的な結合体となるためには、家長 となる
誰かがいな くてはならない。イスラームはこの地位を夫に与え、家族
を良くするために維持 された文明の基礎単位、社会全般のモデル とす
るのである。
口)こ の家長はい くつ も責任を負つている。生活の糧を得て、家庭外で
のあらゆる仕事をや りとげるのが夫の義務である。それによって主婦
は家庭外の用務か ら解放 され、
それ らの用務は夫の方にかかつている。
主婦は家庭外の用事から開放 されているから、
家庭内の用事に十分専
心することができ、
家庭の維持 と将来の民の構成員となる子供の養育
に金力を尽 くすことができるのである。主婦は家に留ま りこ割 り当て
られた責任を果たすように命ぜ られている。イスラームは主婦に二重
の負担、つまり子供を育て、家庭を守ることと、生活の糧を得て、家
庭外の仕事をすることをさせないように している。二重の責任は明 ら
かに全く不公平である。そのためイスラームは男女の本質にふ さわ し
い仕事の分担を定めている。
しか しこのことは婦人が家か ら一歩も出てはならない とい うことで
はない。婦人は必要な時には家庭の外に出てもよい。イスラームの原理
においては、
家庭 こそ女性の本質にふさわ しい働きの場であることを明
白に し、女性 は家庭生活の向上に専心すべきであると強調 している。女
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性 が外に出なければな らない時は、男性 と同様、ある必要な規定を守 ら
ねばな らない。

家庭の範囲は通例、血縁関係 と結婚関係を通 じて広がる。家族の構成
家族相互の間柄を親密にまた健全に保
員をひとつに結びつけるために、
つために、また家族の一人一人を他の者の支え、活力、満足の源にさせ
るために、イスラームは基本的な規範を規定する。それ らを要約 したも
のが以下に示される。
ア.近親同士の結婚は禁 じられている。結婚が禁 じられている間柄は母
と息子、父と娘、継父と継娘、兄 と妹、異母兄弟 と異母姉妹、伯父 と
姪、叔母 と甥、義理の母 と義理の息子、義理の父と義理の娘。これ ら
の結婚が禁 じられている理由は、
家庭内親戚間の関係を清純潔 白に し、
お互いにこだわ りなく誠実な情愛で結びつけるためである。
イ.以 上の間柄をのぞけば、血縁関係 でも結婚できる。互いに交際 し合
い、互いに習慣、伝統を知 り合 つている両家の間の結婚は うまくい く
ことが多い。そのため、シャリーアは血縁関係の結婚を許 しているば
か りか、全 く知らない家族同士の結婚 (もちろん禁 じられていない)
よりも優れ ているとしてむ しろ薦めている。
ウ.血 縁関係の親族の中には、富者もいれば貧者もお り、繁栄 してい る
ー
者 もいれば、没落 している者 もあろう。 イスラ ムの原則によれば、
親戚を必ず大切に しなければならず、親戚同士の関係を尊重す る。ム
ス リムはできるか ぎ り、この絆を尊重 しなければならない。親戚の者
に対 して誠意を持たず、自分が背負 つている彼 らの権和1を無視するこ
一
とは大きな罪であつて、唯 神は これを許 されない。もし親戚の者が
それを助けるのが富み栄 えている親
貧困や苦難に悩んでいる場合は、
戚の義務である。ザカー ト (喜捨)や その他の慈善の形で親戚の権利
に対 して、特に考慮を払わなければならない。
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工.相 続 の原則 もイ ス ラー ムの法則 の 中に規定 されてい る:故 人が残 し
た遺産はある一部 の者だけが独 占す ることはで きない。遺 産はすべ て
の親族 の間で分配 しなければな らない。故人の息子、娘、妻、夫、父、
母t兄 弟、姉妹は最 も近 い親族であるか ら、遺産の相続 の分配は優先
的に彼 らに与えられ る。 つ ま り彼 らが第一の相続人 となるのである。
この ような親族 がいない場合には、
遺産は次に近 い親族 の間で分配 さ
れ る。そのため人が死亡す ると、その人の財産はまず彼 の親類縁者 の
FHlで
分配 され る。これは富が一個人に集中す ることを回避する目的 が
ある。この道産分配に関するイ スラー ムの法則は他に類を見ないほ ど
優れ ている。だが皮肉なことに、ムス リム 自身がこの方法が非常に優
れたものであることを十分に気がつかず 、無知であるため、それを実
行す ることを避けてい る者がある。イ ン ドとバ キス タンのあ る地方で
は 、娘には遺産相続 の権利 がないとしてい るところがある。これは明
らかに不正 であ り、 クルアー ンの賢明な教えに違反 している。
以上家族 とその関係 を取 り上げて きたが 、次に友人や隣人 、村落や都
市な どの同 じ地域 の住民、日常交際する人 々に対する人間関係 を調 べ て
み よう́。 イ ス ラー ムはこの よ うな関係を重視 し、人 々には正直、誠実、
公 平、礼儀 正 しく対応す るよ うに命 じている。イ ス ラー ムは信者 に、他
人の気持ちを尊重す ること、不平や 日汚い言葉を避 けること、お互い に
助け合 うこと、病人の看護をす る こと、困窮者や障害者 を助 けること、
悩み苦 しむ者に同情す ること、孤児 と寡婦を世話す ること、飢える者に
食物を恵 む こと、着物 がない者には着物を恵む こと、失業者を助けるこ
とな ども命 じてい る。イ スラー ムはもし唯 一神 が富を恵み給 うたな らば 、
富を贅沢三味 のために浪費 してはならないと説いてい る。イ スラー ムは
金や銀 の容器を使 うことや男性が高佃iな細 の 普物を身につけること、つ
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まらぬ事業や 贅沢な享楽 のために金を無駄遣 いすることを禁 じてい る。
このシャ リー アの教えは、数千人の人間 を養えるほ どの富を自分一人 の
ために浪費することは許 されない とい う原則に基づいている。 くの
多
貧
窮者 の生活を維持できるほ どの金が無意味で贅沢な装飾や見世物 な ど
に浪費され るの は非情かっ不正である。イ スラー ムは人間 か ら富や
所有
物 を奪お うとい うのではない。働 いて得 た物や 相続 を受けた物は勿 論 当
事者 の所有物である。イ ス ラ‐ムは人間の権利を尊重 し、人間 がその権
利 を享楽 しそれ を最大限に活かす ことを教えてい る。イ ス ラー ムはまた 、
も し富裕であればよい着物 を着て、結構な構え、安楽な生活をするよ う
に薦 めてい る。だがイ ス ラー ムは人間の あ らゆる行為の 中で人間的本質
が 見失われてはな らぬ と提 言する。イス ラー ムが厳 しく排撃することは

,

他人の繁栄 と幸福を無視 し、
極端な個人主義を生み 出す高慢な 自己中心
主義 である。イ ス ラー ムでは限 られたわずかの個人が私服 を肥やすので
はな く、社会全体が繁栄す ることを要求 してい る。イ ス ラー ムは信 の
者
心に社会へ の意識 を教え込み、質素倹約 の生活を し、過度に人生の
欲求
を持 つ こ とをやめて、自分たちの欲求を充足 してい る間に も親類縁

者や
友人同僚、隣 人同胞 の欲求 と願望 を配慮す べ きであると信者たちに提言
してい る。
クルアー ンは、あなたがたの富は貧
煮 乞食、日窮者に も分かち与え
なければな らない、 と教えてい る。

以上身近で親 しい交際範囲 に対する人間関係につい て論 じて きたが、
次にもつ と視野を拡 大 し、イ ス ラー ムが どんな社会を建設 しよ うとして
い るかを見るこ とにす る。イ ス ラーム を受け入れ ると、
誰でも教義 を信

奉するだけでなく、進んでイスラーム社会の一員となる。シャ リーアは
広い範囲で社会に対する行為の規範を規定している.ムス リムがお互ぃ
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ー
に助け合 うことを命 じ、善をすす め、悪を禁 じ、害悪 がイ ス ラ ム社会
ー
に忍び込まないよ うに見守 つてい る。この点に関するイ ス ラ ムの規範
の主要な教えは次の とお りである.
イ)民 の道徳 の源泉を守 り、健全な る社会 の発展 を期す るために、男女
ー
両性 の 区別 を混合す ることは禁 じられ る。イ ス ラ ムは男女両性 の本
質 にふ さわ しい分担を定め、両性 の本質 に適 したそれぞれ の活動範囲
を定 めてい る。女性 は家庭 内の仕事 に専心す るのに適 してお り、男性
は社会経済分野の活動に従事す るのに適 してい る。結婚 が禁 じられて
い る親戚同士のよ うな近親 の家庭 の範囲外 では、男女の 自由勝手な交
際 は禁 じられてい る。

女性が外出する時は、男性 と同様、華美な服飾を避け、きちんと身
な りを整える。また女性は結婚を禁 じられた親戚以外の前では顔 と手
以外を覆 うべ きである。一方男性は眼を下に して女性を凝視 しない よ
うに努める。たとえば偶然に視線が女性 に触れた場合は急いで眼をそ
らさなければならない。女性 を見つめようとすることは悪徳であ り、
女性の容姿を凝視することはさらに悪い。自分の徳義を守 り、魂から
不純なものをすべて一掃することがあらゆる男女の義務である。結婚
は性的関係 の適切な姿である。何びともこの限界を逸脱 した り、性の
放縦を考えることは許されない。
口)人間の思想 と想像その ものを堕落碩廃 した考えから純潔 に保たなけ
ればならない。
ハ)ま た同 じ目的のために人間は適当な着物を常に着て、男は身体の膝
女は夫と結婚を禁 じられた親族以外の
からへそまでの部分を見せず、
いかなる男に も顔 と手を除 く部分を見せてはならない と定められて
いる。それ らの身体の部分を覆 つていることはあらゆる男女にとつて
宗教上の義務である。この戒律を通 じてイスラームは信者が深い謹慎
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と純潔 の念 を養 い、無秩序 と道徳 の堕落 の あらゆる現われ を抑制す る
ことを望んでい るのである。
二)イ ス ラー ムは色情 の官能 を刺激 し、道徳 の規範に外れ るよ

うな娯楽

や慰安を認 めない。このよ う、
な行為はま った く金 と時間 と精力の浪費
であ り、
社会 の道徳的基盤 を蝕む。しか し慰安その もの は必要である。
それは活動へ の刺激 とな り、みなぎる活力 と冒険を喚起 して くれ る。
慰安は水や空気 の ように人生に とつて必要であ り、体験 と慰安がなけ
れば困難な仕事はなかなか貫徹 しがたい。しか し慰安は精神を蘇 らせ、
活力を喚起す るものでなければならない。意気温喪 させ精神を堕落 さ。
せ るよ うな ものであってはいけない。多 くの人 々が耽 り、罪悪感 を無
くさせ不道徳に駆 らせ る愚劣で無駄 な娯楽は健康な慰安にはお よそ
ほ ど遠 い ものである。その よ うな娯楽は官能を満足 させ るか もしれな
いが 、人 々の精神 と道徳に与える影響 は実に恐ろ しい。それは民の伝
統 と道徳 を破壊 し、イ ス ラー ムの社会 と文化 にいかな る意義をも与え
る ことがで きないのである。
ホ)民 の結東 と団結を保 ち、ムス リム社会 の繁栄 と幸福を達成するため
に、信者は相互 の敵意、社会的不和 と見解 の相違、主義 のセ クシ ョナ
リズムを捨てることが要求 されてい る。ムス リムはそれ らの不和や紛
争 をクルアー ン とス ンナで規定 されて い る原則に従 つて解決す るこ
とが勧め られてい る。もし紛争 の関係者や 当事者が解決 に到 らなか つ
た場合は、彼 ら同士で口論や喧嘩 をせずに、ア ッラー の御名によつて
そ の紛争 の決定を唯一神に委ねるべ きである。

国家 の安寧 のためにお互いに助け合 い、紛争を避け、指導者に従 う。
些細なことに闘争 して精力を浪費 してはな らなぃ。この よ うな不和や分
裂は社会の不名誉であ り、国家弱体化 の原因 に もなるか ら、いかなる犠
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牲 を払 つて も避けるべ きである。
(へ)イ ス ラー ムは知識 と科学を人間の共同の遺産 と考えてい る。ムス
リムはそ の応用方法をあ らゆる方面において学びえる完全なる 自由を
持 ってい る。

しかし文化と生活方法の問題に関する限り、
イスラームは他の民の生
活方法を模倣することを禁ずる。
模倣する心理は劣等感と屈辱感から生
まれ 、物質的豊か さを重視す る価値観を培養する恐れがある。他国 の 文
化的模倣は時に国家に破壊的な結 果をもた らす。一それは 自国 の内的活
力を破壊 し、その ヴィジョンを曇 らせ 、その批判能力を麻痺 させ、劣等
感 を生み、徐 々にではあ るが確実に文化の源泉を枯渇 させ 、死の 弔鐘 を
鳴 らさせ るの である。 これが預言者 ムハ ンマ ド (彼の上に平安あれ)が
非 ムス リムの 文化 と生活方法 を受 け入れ ることを強 固 に禁 じた理由で
ある。国家 の強 さはその衣裳や 作法や美術にあるのではな く、国家 の真
の 力や繁栄は正 しい知識、科学、規律、組織 、活動力に負ってい るので
ある。他国か ら何かを学 ぼ うとす るな らば、その国の活動への意志 と社
会的規律か ら教訓を汲み取 り、その学問 と技 術的業績 を活用すべ きであ
るが、文化的隷属 と国家的劣等感 を生み出す芸術や手先の技術に幻惑 さ
れてはならない。ムス リムはその よ うな影響 か ら自国を保護す べ きであ
る。
‐
次にムス リム と非 ムス リヱ、
に対する関係 を見ることに しよ う。ムス リ
ムが非 ムス リムに対応 す る時には、寛容を欠 き偏狭であ ってはな らない
と教えられ ている。ムス リムは、他 の民族 の宗教指 導者や聖人を非難 し
た り、悪 口を云 つた り、彼 らの宗教を侮辱す ることを目に してはな らな
い と命 じられてい る。ムス リムは彼 らと紛 争 してはな らなし、 平和 と友
愛 を もつて生 きるべ きであると教えられてい る。非 ムス リムがムス リム
に対 して平和的友好的な態度 を守 り、その領土やその他 の権利を侵害 し
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ないならば、それにふ さわ しぃ友好的な関係を彼らと結き 公
、 明正大に
対応すべきである。ムス リムがいかなる民よりも偉大な人間的同情心
と
礼儀を保ち、最 も気品に溢れ 、また慎ましく振舞 うべ きであるとイス
ラ
ームは命 じてい
ぅ。不作法、無礼な言動、抑圧、侵略、偏屈などはイス
ラームの精神に反す る。ムス リムは善行●高貴、慈悲の生ける
象徴とな
るためにこの世に生まれてきたのである。ムス リムは自己の品性

と模範
によって人々を心服 させるべ きである。そ うしてこそムス ム
リ はィスラ
ー ムの真の
使節 となることができるのである。
D。 あらゆるものの権利
さて今や最後の権利を考察することになった。唯一神は人間に唯一
神
の創 り給 うた数限 りない被造物を支配する能力を与え
給 うた。万物は人
間に利用される。人間はそれ らを服従させ、人間の 目的のために
それ ら
を役立てる力を与えられている。この優越 した立場は万物の長たる
権威
を人間に与え、人間は好きなようにそれ らを利用できる権利を持 つてい
る。しか しこのことは唯一神が人間に勝手気ままな自由
を与え給 うたと
い う意味ではない。イスラームはあ らゆる被造物が人
間に対 して一定の
種の権利を持つ と説 く。その権利 とはすなわち、人間はそれ らを無
益な
ことのために浪費 してはならい し、
不必要にそれ らを傷うけた り害 した
りしてはな らない。人間がそれ らを役立てようとして利用する時は
、そ
れ らにできるだけ害を与えないように しなければならない。またそ
れら
を利用する際に最上で最 も傷がつかない方法を取らなければならない
。
イ スラームの原理は これ らの権利について多くの教えを具現 してい
る。たとえば食用に動物を屠殺することは許されているが、ただ
慰みや
遊びのために動物を殺すこと、
必要 もないのに動物の生命を奪 うことは
禁 じられている。動物を屠殺するための方法 (ザバハ)=動 物から肉を
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得る最 も良い方法 一が規定されている。他の方法は動物にもつと苦痛を
与えるかまたは肉を悪 くさせ肉の上等な部分をなくさせるからである。
少なくすると
動物に与える苦痛.を
イスラームはこのような障害を避け、
共に、有益で良質な肉の部分を保存させる方法を教えている。 さらに、
ー
動物 の苦痛が長引くような方法で殺す ことはイスラ ムでは残忍なこ
ととみなされてい る。イスラームは危険で有害な動物 と猛獣を殺す こと
を許 してい るのは、イスラームがそれ ら動物の生命よりも人間の生命を
尊重するからに他ならない。だが この場合で もまた、苦痛の長引くよう
な方法によつて殺す ことは許 されない。
イスラ‐ムはそれ らの
使役や乗物や運搬 で使われる動物については、
動物を飢えさせてお くこと、それ らに耐えられないほ ど困難な仕事をさ
せること、それ らを酷使 し鞭打つことなどを厳重に禁 じている。鳥を捕
特別め 目的もないのに籠の中に拘束することは残忍とみなされ
まえて、
る。動物だけではない。イスラームは樹木を無益に切ることさえ認 めて
いない。人間は樹木から果実やその他の収穫を得ることはできるが、そ
れを破壊する権利を持たないのである。野菜も生命を持 つている.そ れ
ばか りではない6イ スラームは生命のない ものでさえ浪費することを許
さない。イスラームはあまりに多量の水を浪費することも非難 している。
イスラームが自ら公然と認 める目的は、考えられるあらゆる形の浪費を
―
避 け、あらゆる資源 一生物も無生物も含 め を最大限に活用することで
ある。
E.シ ャ リーアは永遠普遍の法
一
既 に述べた通 り、イスラー■の法 預言者 ムハンマ ド(彼の上に平安
あれ)が 人類に与えた永遠あ法 ―の簡単な要約を挙げた。この法は信仰
と宗教以外で人間 と人間の差別を認めない。人種、国籍、皮膚の色など
142

に基づいて人間 を差別する宗教、社会機構、政治、文化、イデオ ロギー
は決 して普遍的な信条や全世界のイデオ ロギーになることはできない。
解 りきつた理由であるが、ある人種に属する人間は別の人種に生まれ変
わることはできない し、
黒人や中国人や自人の持 って生まれた皮膚の色
は変えることができない.その ようなイデオ ロギーゃ社会機構はひとつ
の人種、国家、社会に留めてお くべ きである。それ らは常に偏狭、頑迷、
国粋主義的であ り、普遍的ではない。これに反・
して、イスラームは普遍
的なイデオ ロギーである。ラー ・イラーハ ・イ ッラッラー、ムハ ンマ ド
ッラスール ッラー (アッラーの外に崇拝に値する神はな し、ムハ ンマ ド
は唯二神の使徒な り)を信 じる。
と宣言 した人は誰でもイスラームの門に
入 り、他のムス リム と同 じ権利を受ける資格を持つのである。イスラー
ムは人種、国家、皮膚の色、言語などに基づいて差別す ることは決 して
ない.イ スラームの呼びかけは全人類に対 してであ り、イスラームは偏
狭な差別を認めていなし、
さらにこの 法はまた永遠 である。この法はいかなる特定の民族 の慣習
や伝統に基づいていない し、また人間の歴史の特定の時代にのみ意義が
あるのではない.そ してその 自然はいかなる時代、いかなる環境の下に
あつて も同一であるから、その完全な原理に基づいた法もまたいかなる
時代、いかなる環境の下にあつて も当てはまるのである。この普遍的な
永遠の宗教 こそイスラームである。
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