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わかみず会資料（2016.11.2) 
 

   『コーラン』を読む準備1 
          峰尾欽二 
           
 時局的事件からイスラムに関する関心は非常に高いと思われる。ムスリム（イスラム教徒）の

行動が世界を震撼させていると言っても良い。ところが、日本人にはイスラムに関する知識の蓄

積が乏しく、実際に接触する機会が極めて限られていたから、簡単にイスラムを知ることは容易

ではない。ムスリムが世界中で起こしている事件は、宗教的心情に根ざしていると思われる。報

告者が特に関心を持つのは、いとも簡単に引き起こされているかに見える、「自爆テロ」を起こ

す、その精神構造を知ることである。その宗教的背景を知るには、『コーラン』を読むことが手

っ取り早いし、不可欠ではないかと考える。この発表シリーズでは、『コーラン』を読む、ある

いは、読んだ気になることに目標を置くことにする。ところが、実際に『コーラン』に取り付い

てみれば、すぐに気がつくことだけれど、何の前提知識なしにいきなり取り付くのは、効率の良

い方法とは言えない。日本人の先達が残しているものをおさらいしてから、『コーラン』に取り

付く方が手っ取り早い。また、『コーラン』を読んでから、先達が残したものを検証することも

できそうな気がする。 
 
 まず、宗教社会学の立場からの主張を取り上げたい（多くを調べたわけではない。報告者が読

んで気に入ったものを取り上げる、くらいのところである）。 
 少し長くなるが、文献１から引用しよう。1970 年代の石油危機から日本は中東諸国と石油取引

が活発になり、契約上のトラブルが多発したと考えられる。その過程で、イスラム諸国は、どう

して近代化、民主主義化しないのかという疑問が出てくるのは至極当然のことだったろう。そこ

に焦点を当てる。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
 宗教改革の指導者たちはキりスト教の教義をイエスやパウロの時代の姿に戻すことを目的

としていた。なかでも重要なのは、予定説である。予定説とは「その人が救済されるか否か

は、すべて神によってすでに決定されている」という思想である。まさにキりスト教をキり

スト教たらしめているのは、この奇妙奇天列な論理である。 

  この予定説を徹底的に信者に叩き込んだのは、カルヴアンである。カルヴアンは予定説を説

き、神の万能なること、絶対なることを強調してやまない。 

このような教えを聞いたとき、熱心な信者はどのように感じるか。強烈な焦燥感である。 

はたして自分は救われているのだろうか、救われていないのだろうか－－そのことが頭から

離れなくなる。もちろん、その答えは最後の審判になるまで分からない。だが、来世のこと

が気になってしょうがない。････ 

 予定説の要諦は、「神に選ばれた人（救われる人）は、神の御心のままに行動するに違い

ない」という点にある。救済されるか否かは、まさに神のみぞ知る。 

 聖書の教えに忠実であるカルヴアン派の人々は、（予定説を裏切って、救済説を唱えてい

た中世の教会に反して）生活のありとあらゆる行動を徹底的に厳しく律するようになった。

この思いつめた生活、いや、思いつめきった生活こそが、彼らのエトス（行動様式）を変換

せしめた。････ 

 伝統主義の破壊に拍車をかけたのが、カトリック修道院の中にあった「行動的禁欲」（積

極的に「行動するため」に他のことを断念する禁欲）の世俗化である。この行動的禁欲の精

                                                   
1 名前の呼び方が、時代の変遷に応じて変化している。イスラムは古くは「回教」であったり、

「マホメット」は「ムハンマド」に変化したりしている。表題は「コーラン」としたが、一部

「クルアーン」としている。引用した文献の使い方をそのまま使うことにした。 



 

 2 

神は、「祈りかつ働け」というスローガンのもと、カトリック修道院の中で行われていたの

だが、それがプロテスタンティズムによって世俗の信者に解放されたのである。 

 さらに加えて、禁欲的プロテスタンティズムでは、世俗の仕事こそが神から与えられた使

命であるという思想が強調された。 

 かくして、宗教改革以後のクリスチャンの間には「行動的禁欲によって天職を遂行すれ

ば、救済される」、もっと簡単にいえば、「労働こそが救済である」という思想が確立し

た。この「労働こそが救済である」という思想こそが、「資本主義の精神である」の母体に

なったのだというのが、ウェーバーの指摘なのである。 

 

貪欲は悪いけれども、金が儲かることが悪いとは言っていない。 

イスラム教の「宿命論的予定説」では「エトスの変換」は起こりようがない。 

この世のことは、アッラーがすべて決めてしまっている。これでは今さらどうしようもない

から、少しも心配する必要がない。来世のことはイスラム法をどれだけ信奉するかによって

決まる。だから、イスラム法を順守することだけに専念すればよい。 

 

イスラム教ではコーランこそが最終啓示とされ、ムスリムの行動規範は確定しつくしてい

る。そこから「資本主義の精神」が出現することはあり得ない。 

 

 資本主義が成立するための条件として、最も重要なものの一つは「契約の絶対」である。 

資本主義経済において商品と資本が流通し、合理的な企業経営が行なわれるためには、人問

同士の契約が絶対でなければならない。 

 ひとたび文書で結ばれた契約は、かならず守られるべし。 

 この契約の絶対があればこそ、企業は安心して投資することもできるし、またさまざまな原

材料を買い、商品を流通することができる。もし契約が守られる保証がなければ、おちおち

経営なんてやってはいられない。 

 この「契約の絶対」という観念がヨーロッパで確定したのも、キりスト教のおかげだった。 

 キリスト教をはじめとする啓典宗教では、神と人間の問に契約が結ばれる。 

 といっても、この場合の契約は人間同士の契約とは性質を異にする。 

 神と人間の契約では、あくまでも決定権は神のほうにあって、人間は神が作った契約を一方

的に押しつけられる。その最たる例が、モーセ契約である。・・・・ 

旧約聖書のテーマとは、突き詰めていえば「契約は守られるべし」。この一言に尽きる。 

（イスラエルの民は）律法をきちんと守らなければならない。そうすれば、神は契約を履行

して、われわれを救済してくださるはずである。 

 これこそがユダヤ教のメイン・テーマである。つまりユダヤ教とは「契約履行教」なので

ある。さて、この精神はキリスト教に受け継がれていくわけだが、ここで重要なことが起き

た。 

 それは「タテの契約」が「ヨコの契約」へと転化したということである。聖書の契約は

「タテの契約」である。（ちなみに、婚姻の契約も「タテの契約」である。神と新郎、神と

新婦の契約であって、新郎と新婦の契約ではない。だから、カソリックは今でも離婚を認め

ないのである。） 

 これに対して、近代資本主義において、契約を結ぶ両当事者はまったく対等。つまり、ヨ

コの契約である。神との契約同様、人間同士の契約も絶対守らなければならない。この観念

なしに、近代資本主義は成立し得ない。 

 どうしてそうなったかは、キリスト教の予定説に求めることができる。 

 イエスはユダヤ教にあった律法をすべて廃止した。キリスト教において神と人間が関わる

のは、内心、つまり心の中の信仰においてのみである。商活動など日常生活における問題に

ついては、神は関知しない。人間が何をしようとかまわない。これがイエスの、パウロの教

えである。 
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 したがって、キリスト教徒にとって絶対に守らなければならない約束とは、要するに「神

を信じます」という信仰だけであって、人間同士の約束なんてどうだっていいという理屈が

成り立つわけである。 

 だが、人間同士の約束なんて守る必要がないと居直ってしまうと、さまざまな弊害が生じ

る。そこで、キリスト教世界では「神との契約を守るように、人間同士の契約もきちんと守

るようにしよう」という観念が発達するようになった。俗界には守るべき規範がないから、

信仰の規範を転用したというわけである。 

 

 さらに重要なことは、キりスト教は「神を愛し、隣人を愛せよ」（ここでの隣人には、異

教徒は含まない、念のため。）を根本教義にする。 

神への愛を、キりスト教では「アガぺー」と言う。アガぺーは無条件かつ無限でなければ 

ならない。 

 人間は神の無条件かつ無限の愛によつてのみ救われるのだから、人間も隣人に対して無条

件かつ無限の愛を注げ。隣人愛の思想は、ここに生まれた。 

 つまり、隣人愛という根本教義によってタテの愛（神と人問のあいだの愛）が、ヨコの 

愛（人間同士の愛）に転換されたというわけである。 

 キリスト教社会において「契約の絶対」が生まれた背景には この隣人愛の教えを忘れるわけ

にはいかない。 

  愛がタテからヨコに変換された結果、人間同士の関係、つまり契約においてもタテからヨコ

への変換が起こった。そして、タテの変換が絶対である以上、ヨコの契約もまた絶対でなけ

ればならないという考えが生まれるに至った。 

 かくして契約の絶対は、宗教改革以後、西ヨーロッパ及び北米世界に完全に定着した。そ

して、これによって近代資本主義、さらに近代民主主義も成立可能になった。 

 

しかるに、これに対してイスラム教はどうか。 

イスラム教ではその基本を「宿命論的予定説」に置く。 

 つまり、神の栄光は現世に及び、人間は神の定めし「天命」から逃れることはできない。そ

して、救済はその人物が生前に行なった善行の量によって判定される。 

 コーランには「アッラーは頸動脈よりも近くにいる」と記されている。 

 アッラーはつねにムスリムとともにあって、彼の行動をすべて監視しているというわけだ。 
このような信仰においては、タテの契約がヨコの契約になるという余地はない。 

 というのは、そもそも俗界の契約もとどのつまり、すべてタテの契約であって、人間同士の

約束なんて成立しようもないからである。 

 イスラムの世界においては、すべてがタテの契約であって、ヨコの契約は一つもない。 

では、ビジネスの契約はどうか。あれはヨコの契約ではないか。それは欧米流の契約観念に

どっぷり浸っている人の誤解であって、ムスリムの側から見れば、たとえビジネスの契約で

あろうとも人間同士の契約だとは思っていないのである。 

 

 たとえば、イスラム教徒と口本人が契約を結ぶとする。 

 その場合、日本人はそのイスラム教徒と直接・対等に契約を結んだと思っているわけだが、

一方のイスラム教徒はそう思っていない。 

 イスラム教徒が何か約束をする場合、それはすべて「頸動脈より近くにいる」アッラーに対

して約束をするわけである。 

 つまり、彼は心の中でタテの契約を結んでいるのだ。 

 彼が「約束を守ります」と言った場合、その言葉は契約相手に対してではなく、神に対して

言っていると思わなければならない。そこが分からないから、日本人も欧米人もイスラムと

の取引に失敗してしまうのである。 
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その理由もまた、宿命論的予定説にある。 

イスラムでは、現世に起こることはすべて「天命」であるとする。アッラーがすべてを決め

ているというわけだ。 

  アッラーの能力は計り知れない。どんなこともアッラーの思し召しによって動かされてい

る。ここがイスラムにおける契約を考えるうえで決定的に重要。 

 たとえば、不測の事態が起こったり、何かミスが起きて、契約を守れない状況が発生したと

する。 

 そのとき欧米人や日本人は、トラブルを何としてでも乗り越えて契約を履行しようとするだ

ろう。あるいは、契約書に従って違約金を払うのを覚悟する。これがヨコの契約に慣れた人

の感覚。 

 だが、タテの契約に取リ巻かれたイスラム教徒はそう思わない。 

 何かトラブルが起きて、契約が守れなくなった。 

 このとき彼らは反射的に「これはアッラーの思し召しによるもの」と考える。なぜ、こんな

ことをなさるか、その理由は分からない。だが、アッラーにはアッラーの考えがあって、こ

うなさるのだ。だったら、しかたがないではないか。こう思ってしまうのである。 

 すべては「アッラーの思し召しのままに」、つまり 宿命である。このとき、「インシャラ

ー」という。 

 

 何度も繰り返すように、イスラム教というのは宗教として見た場合、実によくできた宗教で

ある。「宗教、かくあるべし」のお手本と言ってもいい。 

 その教理には、キリスト教の三位一体説や予定説みたいな難解なものはどこにもない。ま

た、本書では詳しく述べなかったが、マホメットを最終預言者としたことで、異端が出 

てくる危険性を最小限に抑えることにも成功している 

 さらにイスラム教では「人間はすべて平等である」という思想が徹底している。これもまた

驚くべき思想である。西欧社会が平等の観念にたどりつくのは、マホメットよりも 1000 年近

く後のことなのだ。 

 こうしたことを考え合わせるとき、マホメットはまさに空前絶後の大宗教家であったと思わ

ざるをえない。 

 だが、イスラムが他に冠絶した宗教であったことが、まさに今日のイスラム世界の苦悩を産

み出しているのである。この矛盾を如何せん。 

 ひたひたと押し寄せる欧米キリスト教国の影響をはじき返し、十字軍コンプレックスを解消

するためには、イスラム諸国の近代化は避けて通れない。 

 だが、その近代化を行なう最大の障碍となるのが、他ならぬイスラム教なのである。 

宿命論を掲げるイスラム教からは、行動的禁欲は生まれっこない。イスラム教の禁欲とは断

食の類であるから、この点で日本の禁欲と同じである。 

 行動的禁欲がなければ、天職とそれとが結びつき、「労働が救済である」という思想を生じ

ることもありえない。よって、資本主義の精神などは生まれるべくもないのである。 

 また、イスラムでは利子・利潤の正当化もありえない。 

 

以上のことから明らかなように、もし、近代化を徹底しようと思えば、イスラム教を捨て去

るしかない。 

 しかし、そんなことをすれば、これはキリスト教文明にイスラムが負けることに他ならな

い。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
 宗教社会学者の解説は、ことの本質を容易に、あるいは、適切に、説明してくれる。しかし、

それが正しいと確信するにはなかなか届かない気がする。今回、『コーラン』を読む気になった

のは、その確信を得たいがためである。 
 さらに、別の宗教社会学者から引用する（文献２） 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
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 アッラーは、アラビア語で神（God)という意味。ユダヤ教のヤハウェ、キリスト教の父なる神

と同じものです。天地を創造し、最後の審判の主宰者でもある、この世の唯一の神です。 
 この唯一の、「一」がイスラム教では最も大事で、これを、タウヒード（唯一性）といいま

す。タウヒードは、キリスト教の三位一体に匹敵する、中心的な概念だと言えます。 
 アッラーが「一つ」なら、預言者も「一人」、預言者に従う人々の共同体（ウンマ）も「一

つ」。アッラーは一人の預言者を選びました。その預言者がアッラーの言葉を聞き、それに従う

人びとが人類全体に広がって、平和な人類共同体をつくる、というのがイスラムの理想です。 
 タウヒード（一）が重要なのは、二や三は分裂を意味するからです。イスラムは分裂してはい

けない。神は「一」、預言者も「一」、人類共同体も「一」ならば争いは起きない。平和のため

の宗教。これがイスラムの思想の、基本中の基本です。・・・ 
 イスラム教ではムハンマド（マホメット）を、「最後で最大の預言者」と信仰告白する。 
 では、ムハンマドより前の預言者とは誰か。旧約聖書の預言者（モーセ、イザヤ、エレミヤ、

エゼキエル、サムエル、エズラ、ネヘミヤ、・・・）はもちろんのこと、新約聖書の預言者（洗

礼者ヨハネ、ナザレのイエス）も含みます。イエスは、キリストで神の子、ではなく、預言者で

あるとします。そこで、預言者イエスの言葉である福音書を、聖典として重視する。ムハンマド

は、これらの預言者の言葉を当然の前提として、それを踏まえて預言しているのです 
 イスラム教からみると、旧約の預言者に従うのが、ユダヤ教徒、新約の預言者イエスを神の子

キリストだとして従うのが、キリスト教徒。どちらも、信じ方が間違っているけれども、アッラ

ーの啓示に従っている点はよろしい。ゆえに彼らは、「啓典の民」であるとして、彼らの信仰を

承認する。まったくの異教徒であるとはみなさないのです。 
 これは重要な点です。イスラム教は後発の宗教なので、先行したユダヤ教やキリスト教を批判

しやすい面がある。実際、ムハンマドはそれらの宗教を手厳しく批判しています。でも批判する

だけでなく、イスラム教の優位を説き、イスラム教への合流を呼びかける。それは、ムハンマド

が生きている時代、多くの宗教が並存し、混乱が深まっていたことと関係しています。イスラム

教には、争いを避けようという知恵が備わっているのです。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
 この辺のことは、クルアーン（『コーラン』）を読むことによって、よく理解することができ

る。しかし同時に、ムハンマドの主張が、相手側の出方によって、時代とともに変化していくこ

とを見落とすべきではありません。 
 クルアーンは、ムハンマドを「最後の預言者」と規定しました。この規定は非常に巧みなカラ

クリで、これ以降、新しい宗派が登場する可能性をなくしました。このことは、イスラム教徒に

とっては、もろ刃の剣でもあります。イスラム教徒は、新しい啓示を聞くことができなくなった

ことを意味します。ムハンマドは、優秀な宗教指導者でもあり、裁判官でもありました。イスラ

ム教徒が 
遺産分与で悩めば、ムハンマドは明快に分与方法を明示してくれましたが、それを期待すること

ができなくなったことを意味します。 
文献２の続きーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
 イスラム教では、人間の取りうるすべての行動に関して、それはいい、それは悪いという判断

を下すことができることになっています。法判断を下すのはアッラーですが、最後の審判の時ま

でアッラーは出てこないので、それまでは人間が問題を処理しなければなりません。あたかもア

ッラーが裁いたかのように、人間が人間の行為を裁くことが、イスラム法学というものです。 
 ということは、人間が裁いていても人間が裁いていない、という形になることがとても重要に

なります。それは、法源という裁判の根拠を人間から取り上げてしまうことで可能になります。

つまり、法源が神であれば、人間が裁いても神が裁いたことになるからです。 
 イスラム法の基本は人間が立法してはいけない、ということです。したがって裁判において

も、人間に裁判権はありません。人間ではなく神の裁判権になれば、法源の権威は極めて高くな

るのです。 
 イスラム法の法源は全部で 10 種類ありますが、重要なものは次の４つです。 
 その第一は、当然のことながらクルアーンです。 
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 クルアーンを読んでみると、法律書には見えません。明らかに文学作品です。禁止事項や罰則

について書いてありますが、法律書のように系統的にはなっていません。それでそれを補うもの

が必要になります。それがスンナです。 
 このスンナが、第二法源になります。スンナは、「伝承」と訳されているように、ムハンマド

の行為や言葉が、逸話の形で伝えられてきたものです。いわば、ムハンマドがどういう裁判をし

たかという記録で、判例とも言えます。これで、クルアーンで解決できないことに判断するので

す。 ・・・たくさんのスンナを集めたものをハディースと言います。 
 それでも判断できない場合、全世界の法学者に手紙を送って返事をもらうというケースがあり

ます。これをイジュマーといい、第三の法源になります。法学者全員の判断が一致した場合、こ

れを法源として確定し、以後、ムスリム全体を拘束します。 
 四番目の法源が、キヤースです。やはり明文化されたものがない場合に、法学者が論理的な推

論によって判断します。（＊このやり方を認めない流派もあるようです。） 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
 十法源まで知りたければ、長い間イスラム教徒の間で教科書の役割を果たしてきた文献３を読

むと良い。大変複雑になっています。（初版本は 1942、日本語訳は 1984） 
この報告では、第一法源、クルアーンまでを扱う。 
 ことのついでに、この訳者のあとがきを引用する。 
ーーーーーーーーーーー 
オスマン帝国やアラブ世界では、１９世紀中期以降、西洋列強の圧力のもとに、あるいはその支

配下で様々な法改革を余儀なくされた。当初は、国家的必要からできるだけ摩擦を少なくするた

めに、伝統的なイスラム法体系には手を触れずに、新しい時代的国際的状況に必要な商法や刑法

などの新法典が導入された。（ムスリムの全生活分野を規制する根本原理には手を触れずに、）

新旧二つの法体系が併存し、２系統の裁判制度が生まれることになった。。・・・今世紀の中頃

からは、法体系や裁判制度の統合と改革へと進んだ。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
 イスラム教徒の苦悩が想像できる。この苦悩は現在でも継続しているだろうと思われる。現状

がどうなっているか、関心は高いと思われるが、それは本報告の範囲を超えるものです。  
 
『コーラン』は、年代ごとにその内容、表現が劇的に変化している。その啓示がいつ下されたも

のかを知らないと内容を理解できない。『コーラン」は、年代順に編成されているわけではな

い。 
イスラム史初期年表（「イスラム事典」（平凡社、1998)を編集） 
 
AC570 ムハンマドがメッカに生まれる。 
    595 裕福な女商人ハディージャと結婚 
    610 ムハンマドが神の啓示を受けて預言者として自覚する。 
  614 ムハンマドがメッカで伝道を始める。 
    615 メッカでイスラムへの迫害が激化し、信徒の一部はエチオピアへ移住。 
    620 ムハンマドがメディナの民と交渉を持ち始める。 
    622 ヒジュラ。ムハンマドと 70 余名の信徒がメッカからメディナに移住。 
  この年の 7月 16 日がヒジュラ暦（イスラム暦）紀元元年元旦。 
    624 バドルの戦いでムハンマドがメッカ軍を破る。 
    625 ウフドの戦いでムハンマドがメッカ軍に苦戦。 
    627 ハンダクの戦いでムハンマドが反メディナ連合軍のメディナ包囲を撃退。 
    628 フダイビヤの和議 
    630 ムハンマドがメッカを征服。３万の軍を率いてタブークへ遠征。 
    632 ムハンマドがメッカに巡礼（別離の巡礼）。ムハンマド没。 
  アブー・バクルが初代カリフに就任（在位〜634）。カリフ制の始まり。 
    633 アブー・バクルの指導下でアラブの大征服始まる。 
    ・ 
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    ・ 
    651 コーランが今日の形にまとめられる（第３代教皇（カリフ）オスマーン編纂） 
 
文献４から、コーランを読むための注意点をいくつかあげる。 
 
・『コーラン』本の構成は、ほぼ年代的に逆順になっている。 
前期（メッカ期の啓示）：神がかり的 
中期（メッカ期後期からメディナ期の前期） 
後期（メディナ期） 
＊中期はわかりづらいので、メッカ期の啓示とメディナ期の啓示に分ける程度でよいだろう。 
・全体がサジュウ体（押韻散文）、最初期の表現は、短文で終末論的経験を語る。 
西洋学者は時間経過的に解釈するが、イスラム教徒は共時的に解釈する。 
＊イスラム教徒は、『コーラン』を、文学書として読む（橋爪）とか、歴史書として読む（井

筒）ようなことはしない。神の言葉ですから。 
・「預言者」とは、神のコトバを預けられた人（＊予言者ではない） 
預けられたコトバを他の人々に伝達する預言者は、「使徒」と呼ぶ。 
使徒は預言者ではあるが、預言者は使徒ではない。実際には、厳密に使い分けているわけではな

い。 
・『コーラン』はアラビア語で書かれている。それだけが聖典である。 
・『コーラン』の一つの特徴は、商人のコトバを使うこと。ものの考え方そのものが商人的。 
・終末論の表現 
レトリック的に（＊表現技術として）『コーラン』を見ると、啓示が言語表現的に、３つの層か

らなる。 
   1.現実的、事実的、平叙的レベル（日常的事実・事態を述べる表現態度） 
 2.想像的、幻想的、神話的レベル（イマージュで表現していく） 
 3.物語的、説話的レベル（民話的発想） 
この３つを区別しないと「コーラン」は読めない。例えば、天地終末の日の描写をレアリスティ

ックにやると滑稽なことになる。（＊天地終末の日の描写よりも原爆破壊の光景の方が悲惨であ

る。創造された光を吸収してしまうブラックホールの存在を我々は知っている。これらと比較す

ることは滑稽なことであろうか） 
・サジュウ体（押韻散文）。 
長短さまざまの文あるいは句を脚韻の繰り返しでリズミカルに区切っていく形式 
離婚や結婚手続きを述べるところでもサジュウ調、後世のイスラム法では普通の散文になる。 
シャーマン独特の発話形式、サジュウは同音あるいは類似音の脚韻的反復を特徴とし、そのリズ

ムが太鼓の音のような不思議の効果を持っているのです。聞く人はそれを聞いて自己陶酔的な興

奮状態に引き込まれる（＊事例を原語で説明されても、よく分からない）。 
 
付録：シーア派対スンナ派 
（報告の範疇を外れるが、）文献５により、シーア派対スンナ派の対立の構図が生まれる経緯を

探る。 
 ムハンマドは宗教指導者であるだけではなく政治的支配者であったため、・・・ 
ムハンマドの生前の一時期には迫害を経験したものの、その晩年以降、軍事的には連勝

を続けたイスラーム共同体は､基本的に異教徒に対して強者の立場にあった。この時期が教

義上の形成期となったイスラム教では、長い迫害の時代に教義の多くが形成されたユダヤ

教、キリスト教とは異なった問題意識が生まれることになる。 
ムハンマドの死後様々な問題が提起されたが、その中でも重要なのは預言者ムハンマド

の後継問題であった。政治権力者ではなかったイエスは「皇帝のものは皇帝に、神のもの

は神に返せ」（マタイ伝）とし、宗教的な事柄に専念することができたが、イスラーム教で

は政治権力は預言者の専有物であった。創始者が保持していた宗教権威を誰が継承するの
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か、という問いは他の多くの宗教でも共有されているが、宗教共同体の外部に、権力をゆ

だねることができる皇帝が存在しなかったイスラーム教の場合は、宗教共同体の運営に関

わる政治権力の継承も､宗教上の重要なトピックになった。この後継問題こそが、宗教共同

体が分裂する最大の理由となった。 
 
632 ムハンマド没 アブー・バクルがカリフに就任 カリフ制の開始 
634 アブー・バクル没 ウマル・イブン・ハッターブが第 2 代カリフに就任 
644 ウマル殺害 ウスマーン・イブン・アッファーンが第 3 代カリフに就任 
 （岩波イスラーム辞典） 
 啓典クルアーン編纂 
 聖典ハディース集（口承によって伝えられたムハンマドの言行集） 
656 ウスマーン殺害 アリーを第 4 代正統カリフに推戴 
661 ハワーリジュ派（妥協反対派）がアリーを暗殺 
  ムアーウィヤが実質的に唯一のカリフに ウマイヤ朝の成立 
シーア派は共同体の指導者をイマームと呼ぶ。 
多数派の場合はカリフ（イマームを使う場合は同意語）である（スンナ派が成立するの

はずっと後のことである）。 
シーア派では､アリー（第 4 代カリフであると同時に初代イマーム）から血族間で指名に

より聖典の真の意味を熟知した絶対の精神的指導者としてイマームを選出する。シーア派

による「お家の人々」（預言者の家系）とは、一般にムハンマド、娘ファーティマ、その夫

アリー、その男子たちハサン、フサインの系譜。 
多数派のカリフは、前任者による指名か選挙により選出される。 
カリフの職権は政治や軍事に限られ､宗教的な権限はウラマー（学者たち）に委ねられ

る。理想の信仰共同体とは、スンナ派は正統カリフ時代（アブー・バクル、ウマル、ウス

マーン、アリー）と考え、シーア派はアリーの時代。バクル、ウマル、ウスマーンの治世

は簒奪の時代と考える。 
 
文献６により、シーア派とスンナ派の宗教観の違いを探る。 
メッカ期のイスラムは、一つの信仰体系として有機的に組織され制度化された歴史的宗教ではな

くて、人間個人個人の生々しい宗教的実存のあり方に直接につながるものでありまして・・「内

面への道」と言いますのは、大体においてこのメッカ期のイスラムの系統を引く文化パターン。 
 
「外面への道」＝メディナ期の精神に基づくアラブ的文化パターン、宗教を社会化し、法制化

し、”シャリーア”、つまりイスラム法にまで仕立て上げていった正統派ウルマーたちの道。 
「内面への道」をとるひと（ウラファー、反対はウラマー） 
 
ウラファーとは、宗教をその霊性的、あるいは精神的内面生において体認しようとする人。 
ウラマーたちが作り上げた共同体的宗教、律法的、シャリーア的宗教は、内面精神を欠いた外面

的宗教と見なす。 
ウラファーは、外形を持つもの、つまり可視的なものは必ずその深層部分に不可視のリアリティ

ー（ハキーカ）を秘めている、と信じている。 
外に現れた形の背後あるいは奥底にあって、それを裏から支えている内的リアリティ、それをハ

キーカと名付ける 
「十二イマーム派」（イランの国教）：コーラン自身にもハキーカを認める。戦争とか、和解と

か、ムハンマドの家庭に起きた私的事件とか、そういう外的事柄を内的空間、内的時間での事柄

として解釈する。そうした内的解釈の結果、そこの立ち現れてくる根源的イメージの世界、それ

こそが神の世界、精神的な聖なる世界と考える。 ＊具体的にどう発現するのかよくわからない 
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イマームの字義は、「前にゆく人」「先導者」ということ。スンニー（スンナ）派の圏内での用

法としては、金曜日の集団礼拝の会衆の前方にたって礼拝の儀式を指導する人をさすのが普通。

しかしシーア派では、イマームという言葉にはこれと全く違った、重々しい意味がある。 
イマームとは、一般の人々を「コーラン」の内的意味の真相にまで導いていくことのできる暗号

解読者（「コーラン」を暗号書とみなす）、内的解釈学の権威。イランの「十二イマーム派」

は、人類の歴史にそのようなイマームが十二人だけ現れたと信じる人々です。 
そもそもイマームは、預言者そのものの内面であると、つまり預言者とイマームは同じ一つの実

在であるとします。シーア派のイマームは「内面的預言者」である、ということです。こうなる

と、正統派の立場からすれば、まぎれもない異端です。ムハンマドの他にイスラームの預言者が

何人も認められることになるのですから。 
ムハンマドが死ねば、神の啓示は完全に終わってしまう。しかしシーア派は、外的啓示が終わっ

ても内的啓示が終わったということではないと考えます。預言者の内面的リアリティ、ハキーカ

そのものを体認し、それと一体化したイマームがこの世にある限り、内的啓示はどこまでも続

く。 「十二イマーム派」に触れておく。ムハンマドの娘ファーティマと結婚した従兄アリーを

シーア派イマーム系列の第 1 代とする。12 代イマームは、874 年 7 月 24 日、父親、第 11 代のイマ

ームがなくなったその日に、４歳か５歳の年齢で行方不明になる。シーア派では、目に見えぬ次

元に身を隠した「お隠れ」になったと考えます。隠れたイマームは常に不可視の奥処にあって、

そこから、シーア派的世界を中心として広がる全可視的世界を支配している。いつかメシアとし

て現れて、全く新しい正義と平和の存在秩序を打ち立てる、と考えている。（＊イスラムには、

本来メシア思想はないのですが） 
 イマーム不在の時代に、実際にシーア派的世界を治める人はどんな人なのか。知徳衆に優れた

最高のシーア派の学識経験者がその任に当たる（＊イラン革命後の最高指導者）。 
 
 
次回、『コーラン』を読む。 
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