
イスラームの疑問、質問 1

• 平成２７年３⽉２０⽇

• 第７２回 ぷら村塾セミナー

• お話し タウフィーク須⾒
• 宗）⽇本ムスリム協会 札幌連絡事務所 代表
• 宗）北海道イスラミックソサエティ 副会⻑
• イスラミックサークルオブジャパン ⽇本⼈部 正会員



⼀神教 2

時代 預⾔者 啓典 ⼈⼝ 宗派

ユダヤ教 紀元前
1,280年頃〜 モーセ モーセ五書 約

1,400万⼈

キリスト教 ⻄暦70年頃 イエス
（イーサ） 聖書 約

22億⼈

カトリック
プロテスタント
ギリシャ正教

Etc

イスラーム ⻄暦610年 ムハンマド クルアーン
ハディース

約
16億⼈

スンニ派
シーア派

■ ⼀位、キリスト教・⼆位、イスラーム・三位、ヒンズー教、五位、仏教
■ イスラーム教徒は現在約1/4。2030年には21億⼈、1/3になると予想されている
■ 無宗教、無神論者は約9.5億⼈で、加味すると世界第三位である。



イスラームの基本規範 3

六信 ・ 五⾏

１．神（神は唯⼀）

２．天使（多数存在する）

３．啓典（クルアーン等）

４．使徒（預⾔者のこと）

５．来世（死後の世界）

６．定命（運命は神が定める）

１．信仰告⽩

２．礼拝

３．喜捨

４．断⾷⽉

５．巡礼

巡礼は条件が揃った場合のみ義務となります

アッラーの他には神はいません。ムハンマドはアッラーの使徒です。



礼拝 4

クルアーン 第４章１０３節
「まことに礼拝は、信仰者たちに対して定時の定めである」

ハディース（預⾔者ムハンマドの⾔⾏録）
「５回の礼拝は、アッラーがそのしもべ達に定め給うたものである
それらの権利を軽視してそれらを逃したりせず、それらを果たした者
にはアッラーの許に、その者を天国へ⼊れるとする契約がある」

１⽇５回の礼拝の根拠

同じ⽅向に向かう根拠
クルアーン 第２章１１４節
「我は汝が天に顔を巡らせるのを⾒る。
それ故我は、汝が満⾜するキブラに、汝を向かわせる」

キブラ：カアバ神殿の⽅⾓のこと（サウジアラビアのメッカにある）



カアバ神殿の⽅向 5

地球上のどこからで
も、サウジアラビアの
メッカの⽅向を向い
て礼拝します。

⽇本からだと、⼤体
北⻄⻄の⽅⾓です

ＮＹからは北東東
モスクワからだと南
ケニアからだと北
アルゼンチンは東



サウジアラビア、メッカ市 6



カアバ神殿 7



礼拝堂？？ 8

マスジド（アラビア語）モスク（英語）
→集団で礼拝出来る所有建物、場所

礼拝は基本どこででも実施出来ます。
（清潔でない場所・危険、迷惑な場所等は禁⽌されます）



⽇本とイスラーム 9

⽇本⼈で初めてのムスリムは1891年5⽉
（明治24年）トルコにて⼊信した野⽥正太郎とされています。

⽇本⼈で初めてサウジアラビアへ巡礼に⾏ったのは⽥中逸平で1924年
（⼤正13年）に出発しています。巡礼紀⾏⽂は「⽩雲遊記」として本に
なっております。2004年、論創社より復刻

⼤川周明
1949年（昭和24年）クルアーンを初めて⽇本語に
意訳した
東京裁判で有名。
クルアーン以外にも、回教概論等著作も多数

1960年（昭和35年）にドラマ放映された 原作は⽉光仮⾯で有名な川内
1973年から始まったオイルショック このころアラビア語を習得する学⽣が増え
イスラーム⼊信者も増えた時代
紅三四郎、ガッチャマン、「⻯の⼦プロダクション」で有名な漫画家、久利⼀平
が「アラーの誓い」という漫画を発表。後にテレビドラマのアラーの使者も漫画化



イスラームの教え 10

牧師さん、お坊さん、神主さん等の神様と信者の間に
介在者がいない事も⼤きな特徴の⼀つです。

厳格な教え というイメージが定着して
いるようですが、実際は？

全てはゆるされている。とは法の原則で⾔われていること

あれ駄⽬これ駄⽬と思われがちですが…
イスラームは基本全部⾃由であり許容されています。



イスラームの規範 11

イスラーム実践法に関する諸基礎及び諸法則から抜粋
不可能な物事において、義務は課されません。またその必要性があれば、禁⽌事
項は解除されます。
偉⼤かつ荘厳なるアッラーのご命令は全て、簡易性と易しさ、柔軟さの上に成り
⽴っています。それゆえしもべは出来る限りそのご命令を遂⾏し、⼀⽅禁⽌令に関
しては⼀律回避するのです。

義務：やらなければならないこと

奨励：やったほうがよいこと

許容：どちらでもよいこと

回避：やらないほうがよいこと

禁⽌：やってはいけないこと

イスラームにおける
規範の５段階



⾷べてはいけないもの 12

豚⾁ お酒
禁⽌、回避すべき⾷べ物は単純です

故意でなければ問題なし
状況により、⾷べなければならない

お酒＝飲むと酔うもののこと
回避すべき事項である

クルアーン第２章１７３節
かれがあなたがたに、（⾷べることを）禁じられる
ものは、死⾁、⾎、豚⾁、およびアッラー以外
（の名）で供えられたものである。だが故意に違
反せず、また法を越えず必要に迫られた場合は
罪にはならない。アッラーは寛容にして慈悲深い
⽅であられる。

クルアーン第５章９０節
あなたがた信仰する者よ、誠に酒と賭⽮、
偶像と占い⽮は、忌み嫌われる悪魔の業
である。これを避けなさい。恐らくあなたがた
は成功するであろう。



宗教的な階級（⼥性の地位） 13

基
本
事
項

イスラームは基本⾃由です♫

神様と信者の間に介在者はいません

⼥性を⼤切にする教えです

イマーム → 礼拝の先導者や説法者
基
本
誰
で
も
出
来
ま
す



⼥性について 14

クルアーン 第３３章５９節
預⾔者よ，あなたの妻，娘たちまた信者の⼥たちにも，かの⼥らに⻑⾐を纒うよう告げなさい。
それで認められ易く，悩まされなくて済むであろう。アッラーは寛容にして慈悲深くあられる。

クルアーン 第２４章３１節
信者の⼥たちに⾔ってやるがいい。かの⼥らの視線を低くし，貞淑を守れ。
外に表われるものの外は，かの⼥らの美（や飾り）を⽬⽴たせてはならない。
それからヴェイルをその胸の上に垂れなさい。⾃分の夫または⽗の外は，
かの⼥の美（や飾り）を表わしてはならない。

顔
⼿⾸から先
くるぶしから下



⼀夫⼀妻？多妻？ 15

クルアーン 第４章３節
もし汝ら(⾃分だけでは)孤児に公正にしてやれそうもないと思ったら、
誰か気に⼊った⼥をめとるがよい、⼆⼈なり、三⼈なり、四⼈なり。
だがもし(妻が多くては)公平にできないようならば⼀⼈だけにしておくか、
さもなくばお前たちの右⼿が所有しているものだけで我慢しておけ。
その⽅が⽚⼿落ちになる⼼配が少くてすむ。

クルアーン 第２章２２８節
⼥は，公平な状態の下に，かれらに対して対等の権利をもつ。

クルアーン 第４章３４節
男は⼥の擁護者（家⻑）である。それはアッラーが，⼀⽅を他よりも強くなされ，
かれらが⾃分の財産から（扶養するため），経費を出すためである。

無条件に４⼈まで妻を持てるわけではない



埋葬について 16

⼟葬 ユダヤ・キリスト・イスラーム・儒教・神道

⽕葬 仏教（仏陀が命令した事に追随）

⽇本の常識は世界の⾮常識
⼟葬は世界的に最も⼀般的で最も古くから⾏われている⽅法

⽇本も、⽕葬が普及してから70年程度しか経っておらず、
特に明治時代までは、⽇本の⽕葬率は10％にも満たなかった
昭和までは⼟葬が⼀般的な地区が存在した
しかし、現在は世界第⼀位の⽕葬率（99.9％）

数千年も⼟葬が主流であり、それに対して特に問題も無い。
⼟葬地はリサイクル出来るので、⼟地がなくなるわけではない。



スンニ派・シーア派 17

ムハンマド

アブー＝バクル ２年間

ウマル 10年間

ウスマーン 12年間

アリー ５年間

正統カリフ時代

カリフ＝代理⼈

スンニ派 ９割
⺠衆の総意により選ぶ

シーア派 １割
ムハンマドの⼦孫であるべき



争いについて 18

宗教対⽴・宗教戦争 → 宗教の教えなのでしょうか？

争いを推奨する教義の宗教はないはず

⼈間や国の欲望である権威・領⼟・財産が原因

イスラームの教えでは、権威や財産は怖いもの

イスラームには戦争規定もある。



原理主義 19

ファンダメンタリズムの和訳として定着
原理主義・根本主義

メディアで悪いイメージとして使われた⾔葉

根本教義を守りましょうという意味
敬虔な信仰者を指す⾔葉

都合の良い解釈、改ざん → 新しい宗教



イスラム国 20

2000年頃にザルカーウィーがヨルダンなどで築いた「タウヒードとジハード集団」を前⾝とする
アフガン戦争後にイラクに接近し、2003年のイラク戦争後はイラク国内で活動を⾏った。
2004年にアル＝カーイダと合流して名称を「イラクの聖戦アル＝カーイダ組織」と改めた

（ビンラディンと⾏動）
2006年1⽉に名称を「ムジャーヒディーン諮問評議会」と改める
2006年10⽉に他組織と統合し、「イラク・イスラーム国」と改称した。
2014年6⽉29⽇、カリフ制イスラーム国家の樹⽴を宣⾔ → 今に⾄る

何故世界中のムスリムが注⽬し集まったか？
・最⼤の理由は → イスラーム国は「カリフ制」を宣⾔したため
・イスラームの国、つまりイスラーム法を施⾏している国は現在存在しません
・オスマン帝国の滅亡により1924年にカリフ制が廃⽌。以後カリフ制の国は現在までない
・サウジアラビアなどは王制。
・マレーシア等国教をイスラームとしても法律はイスラーム法ではない。

「カリフ制 再興」はムスリムの願い「カリフ制 再興」はムスリムの願い

イスラーム国の主張 ：第⼀次世界⼤戦中の1916年5⽉16⽇にイギリス、フランス、ロシアの間で結ばれたオスマン帝国領の分割を
約した秘密協定（サイクス・ピコ協定）によりアラブ⼈たちの意向は無視し国境線を引きアラブ諸国を分断されたものを取り戻す。

ペルシャ帝国、アッシリア、バビロニア、ローマ帝国等の時代から紛争、戦争の絶えない場所



ムスリムとのつきあい 21

難しく考えずに、普通の⼈間として接して下さい。
⾃分の信仰していない宗教のことなど知らなくて当たり前。

ムスリムでなくとも、⼈間同⼠のつきあいは代わりません。
知らずにしたことは、謝れば良いことです。
⽇々のつきあいの中で、お互いのことを知っていくのが⾃然
知らないから怖い。厳格な⼈達だから失礼があったら．．．
という思いは捨てて下さい。
たまに、⾃⼰主張だけするムスリムもいますが、それは⼈間性です
「私イスラムだから、あれこれ云々．．」とノンムスリムの⼈に⾔う⼈は
イスラームの教えをあまり知らない⼈が多いです。
様々な教えの中から、その状況に合った最善の教えを実⾏することが
イスラームでは⼤切なのです。



22

ムスリムが⼀番嬉しいこと
・ ⾃分の宗教を理解してくれること
・ ⾃分の宗教を受け⼊れてくれること

相互理解が友情を⽣みます！

逆の⽴場でも同じだと思います。
グローバル化の第⼀歩は相互理解です。


