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　本論集は、1950年から1969年までシンガポールで
発行された月刊誌『カラム』（Qalam）を主な資料とし、
脱植民地化期のマレー・ムスリムの生活世界について
考察するものである。多宗教・多民族により成り立っ
てきたマレー・イスラム世界において、国民国家の建
設にともなう社会の諸領域の変化はムスリムの日常
生活のなかで具体的にどのような形で生起したのか。
そのなかで、一般のムスリムが自らの生活環境をどの
ように理解し、方向づけようとしていたか。本論集は、

『カラム』読者の生活世界に焦点をあてることでこれ
らの問いに接近する。

1．独立期社会の方向性を問うた雑誌『カラム』

　『カラム』は、1950年７月から1969年10月にかけ
て発行されたジャウィ綴りのマレー語による月刊誌
である。編集者のエドルス1）はカリマンタン出身のア
ラブ人ムスリムで、1948年にカラム出版社（Qalam 

Press）を立ち上げ、小説などの商業出版を経て『カラ
ム』の出版を始めた。『カラム』は、当時の定期刊行物
の多くが短期間で停刊となるなか、20年間にわたって
とぎれなく発行された異例の雑誌である。『カラム』の
主な読者層はシンガポールを含むマラヤ在住者だっ
た一方、タイ南部からボルネオ島を含むマレー・イス
ラム世界の周縁部にも読者がいた。
　マレー語出版においてローマ字綴りが主流となる
なかでジャウィ綴りを採用し続けた点も、他の定期刊
行物と一線を画す『カラム』の大きな特徴である。『カ
ラム』の発行当時、学校教育などを通じてムスリムだ
けでなく非ムスリムにもローマ字綴りによるマレー
語が普及しつつあり、ローマ字綴りで出版することは
読者層を拡大する機会となりえた。イスラム教育を通

じてのみ身につくジャウィ綴りを採用し続けること
で、『カラム』はムスリムが抱える問題をムスリムのみ
によって議論する場となることをあえて選んだ［山本 
2002］。
　『カラム』は、現代世界が急速に変化するなか、マ
レー・イスラム世界のムスリムを「われわれ」と呼び、
そういった変化にどう対応していくべきかを論じた。

『カラム』創刊号では次のように述べている。

今日、私たちが暮らすマレー世界は、社会環境、思想環
境、政治環境のいずれにおいても大きな変化に直面し
ている。それらの変化が私たちにとって有意義であっ
て生活を向上させるものとなるためにも、私たちは適
切な指導者や指針を必要としている

［Qalam 1950.7/8； 山本 2016］。

　『カラム』の発行が始まったのは東西対立が激化し
ていた1950年である。『カラム』創刊号は、非イスラ
ム圏の朝鮮半島の分断や戦闘について、歴史的経緯や
戦闘の様子を地図や写真を用いて詳しく報じた。ま
た、ベトナム戦争も報道写真をふんだんに盛り込んで
取りあげた［坪井 2014］。1951年４月号のイラストに
は、各国のムスリムが東西対立下で大国に虎視眈々と
狙われている描写が表れており、『カラム』が冷戦下の
対立に危機感を抱いていたことが伺われる2）。
　また、1950年代から1960年代は、インドネシアと
マラヤにおいて、それぞれ民族主義勢力の主導による
国民国家の建設が進んだ時期でもあった。『カラム』は、
シンガポールを含むマラヤを「祖国」（tanahair）と言
及し、マレー・イスラム世界の植民地がそれぞれ国家
を建設することを前提としつつ、新生国家はイスラム
を基盤とすべきだと訴えた。そのなかで、マラヤより
も早期に独立を達成したインドネシアの選挙や政治
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１） サイド・アブドゥッラー・アブドゥル・ハミド・アル＝エドルス
（Syed Abdullah bin Abdul Hamid al-Edrus、以下エドルス）。
1911年にカリマンタンのバンジャルマシンでアラブ人ムスリ
ムの両親のもとに生まれ、1930年にシンガポールにわたって
出版・執筆活動を始めた。エドルスの伝記に［Talib 2002］が 
ある。

２） ［Qalam 1951. 4; 山本 2016］。東西対立による政治的緊張だけ
でなく、大国間の競争からムスリムが取り残される不安、さら
には、足元の社会に目を向けた際に若いマレー・ムスリムの間
に見られる信仰離れの現象も『カラム』の通奏低音をなす危機
意識だった［山本 2002］。
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動向を参照しようとして多くの論考が掲載された3）。
　『カラム』の長期連載記事のタイトルを挙げてみる
と、「社説」、「千一問」、「祖国情勢」、「女性の園」、「苦い
コーヒー」、「月々徒然なるままに」、「我々はどこへ向
おうとしているのか」、「マレー語」、「宗教とは導きな
り」、「コーランの秘密」、「コーランはイスラム文化の
中心」、「イスラム国家」、「ムスリム同胞団」、「イスラ
ム文化」、「言葉の広場」、「女性の世界」、「哲学と文化」、

「イスラムの呼び声」、「芽を摘む」などがある。宗教、
政治、女性、哲学、言語、文化といった幅広いテーマ設
定には、脱植民地化と国民国家建設という政治過程
と社会の諸領域の変化とをつなぎ合わせてとらえ、独
立によって社会が到達すべき方向性を判じようとす
る『カラム』の問題意識が示されている。連載の誌面
では、実社会においてテーマに関連する出来事が起こ
れば話題を変えて論評することも珍しくなく、実社会
への関心に裏打ちされた執筆・編集方針を読み取るこ
とができる。

2.『カラム』にみる人びとの生活世界の理解

　『カラム』は創刊号から女性をテーマとする連載を
もち、かつその他の論説コーナーでも女性の権利や家
族規範に関わる論題をしばしば扱った4）。当時、女性
は就学・就業・政治参加などにより公の場での活動領
域を広げていた。また、これに伴い、幼年期での結婚
や安易な離婚など、家族形成に関する社会慣習に批判
が寄せられるようになっていた。議会では男女の賃金
格差の改善や家族法改革が進められ、とくにムスリム
の婚姻・離婚に関わる話題が日刊紙でも大きく取り上
げられた。結婚・離婚をめぐる論争は、女性の活動の
場が広がり、公の場での存在感が増すなかで、女性を
社会にどう位置づけるかというムスリム社会全体に
とっての課題に連なるものだった。
　教室に居ならぶ女子児童や大学を闊歩する女子学
生、政治集会で男性の前を行進する女性たちなど、写
真を多用した『カラム』誌面でも女性の存在感は発揮

された。そして、『カラム』においてもムスリムの婚
姻・離婚の問題は社会のあり方に関わる関心事として
あつかわれた。その関心は複数の側面からなっていた。
第一に、旧習からの女性の解放という側面、第二に、伝
統を固守する宗教指導層への批判という側面、第三に、
社会制度としてムスリムの婚姻・離婚規範を整えるこ
とによる宗教の社会における再定位という側面、そし
て第四に、近代化する社会における信仰を育む単位と
しての家族の再定位という側面である。
　こうした関心を背景として、『カラム』はムスリム女
性をめぐる論争、とりわけ婚姻・離婚の問題に対して、
誌面を割いて議論の場を提供し続けた。例えば、家
族法改革に際しては、法案全文をマレー語訳（および
ジャウィ翻字）して掲載し、ムスリムが内容を踏まえ
て改革の内容を吟味することを促した。また、誌面が
ムフティによる異端宣告などの攻撃を受けた際には、
その文面を全文掲載し、これにさらに反論することで
応えた。このように、『カラム』の誌面は、社会に対す
る問題意識に照らした独自のメッセージだけでなく、
多様な媒体からの引用と転載によって構成されてお
り、読者は、『カラム』を通して多様な立場の意見が議
論を戦わせる言論空間に参加することができた。
　『カラム』の20年間という発行期間は、社会の長期
的な課題に対するムスリム社会の対応とその経過の
把握を可能にしてきた5）。本論集は、本年で10年目
となる『カラム』共同研究のこれまでの成果を踏まえ、

『カラム』の誌面を、『カラム』のメッセージを受け取り、
変化する社会情勢のなかで指針を模索してきた『カラ
ム』読者の世界ととらえる視座から分析するものであ
る。読者の世界は生活の世界である。『カラム』で論じ
られてきた、宗教、政治、思想、教育、市場、女性、家族
の各テーマが、日常生活においてどのように生起し体
験されたのかを本論集を通して明らかにする。また、
このなかで、多宗教・多民族により成り立つ混成的な
社会のありようがどのようにあつかわれてきたかに
も着目する。
　本論集では、『カラム』を軸に、1950～1960年代の

３） 例えば、1955年に行われたインドネシア総選挙に言及した記
事の分析に［山本 2010b］がある。『カラム』執筆陣については

［山本 2002］を参照。執筆陣もマラヤだけでなくインドネシア
の改革派知識人を含み、誌面は国境を超えた知的交流を担っ
た。インドネシアとマラヤの政治情勢や相互参照については

［坪井・山本 2017; 坪井・山本 2018］の各論文を参照。
４） 創刊号からの連載「女の園」では、エドルスが女性の筆名でイス

ラムの婚姻や家族制度における女性の権利を論じた［光成 
2019］。

５） 本論集のもととなった共同研究の成果として発行された2010
年以降の論文集『カラムの時代』十編を参照。マレー・イスラム世
界の「近代」［山本 2010］、公共領域の再編［坪井・山本 2011］、 
イスラム的社会制度の設計［坪井・山本 2012］、言論空間の形
成［坪井・山本 2013］などをサブテーマとして分析を行ってき
た。マレー・ムスリムの日常生活に焦点をあてたものに［坪井・
山本 2014； 坪井・山本 2015； 坪井・山本 2016； 坪井・山本 
2019］がある。また、インドネシアとマラヤの越境するネット
ワークに焦点をあてたものについては注３を参照。
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社会変動のなかで、マレー・ムスリムが自らの生活世
界をどのように理解していたかを検討する。そのため、
ムスリムが自らのおかれた環境やその変化を主体的
に位置づけ論じた場として、『カラム』のなかでも読者
の投稿によって成り立っていたコラム「千一問」を取
り上げる。また、マレー語文芸空間の特徴を明らかに
し、『カラム』が読まれた世界として位置づける。その
上で、資料編として「千一問」の日本語試訳を付す。本
論集では、過去４編の『カラム』論文集からの続編とし
て、第86号（1957年９月号）～第106号（1959年５月号）
の「千一問」試訳を掲載する。
　なお、本論集のもととなった『カラム』プロジェクト
の概要については、過去の『カラム』共同研究の論文集
序論を参照されたい6）。

3．コラム「千一問」から読み解くイスラム社会

　『カラム』には、読者の投稿によって構成された誌面
がいくつかあった。ひとつは、ムスリム同胞団の団員
名簿および各地のムスリム同胞団員の活動報告であ
る［山本 2003； 山本 2011］。もうひとつは、ムスリム
同胞団員に限らない一般読者からの質問を募り、知識
人が回答するという形式のコラム「千一問」で、『カラ
ム』創刊号で質問の募集を始めてから停刊まで掲載が
続いた。連載記事のなかでも、創刊から停刊まで掲載
が続いたのは、「千一問」のほかにエドルスが筆名で書
いた「苦いコーヒー」7）という論説コーナーだけであ
り、コラムが読者の支持を得ていたことが推察される。
　「千一問」は、日常の宗教実践や社会生活のなかでム
スリムが直面した疑問や課題についての生の声を採
録した誌面であり、1950～1960年代のムスリム社会
の状況や、それに対するムスリムの主体的な問題意識
を明らかにする上で豊富な情報を含む。しかし、掲載
期間が長く情報量が大きいこと、扱われるトピックが
幅広い領域にわたっており概観しづらいこと、掲載期
間中に問答の形式が変遷しておりデータの切り分け
や整理が困難であることなどにより、「千一問」の全
体像を俯瞰する分析は行われていない8）。本論集では、
データの整理統合や基礎的な分類方法の検討などに

より、「千一問」分析の先鞭をつけるとともに、全体を
俯瞰したデータを示し、「千一問」の資料としての意義
を提示する。
　本論集に採録する６本の内容と位置づけについて、
以下で簡単に説明する。
　山本は、「千一問」の質問者について分析し、ムスリ
ム同胞団の団員名簿とも比較しながら質問者の特徴
をまとめた。ムスリム同胞団が、当初は掲載していた
女性の氏名や住所を掲載しなくなり、『カラム』の読者
コミュニティにおける女性読者の存在が見えづらく
なっていたのに対して、「千一問」には、筆名および実
名による女性名での質問が掲載されていた。ここから、

『カラム』の女性読者が男性読者と同様に、変化する社
会での対応に悩み、またそうした関心を共有する輪に
積極的に参加していたことが明らかになった。
　光成は、「千一問」に表れる当時のムスリム社会の
知的関心の広がりを一覧のもとに把握する目的で、図
書館分類表を用いて質問群を整理した。1950～1960
年代のマレー・ムスリムの社会は、商品経済との関わ
りや女性の地位改善論、さらにはマスメディアの広が
りなど、近代特有の現象を体験しており、こうしたト
ピックを整理するにあたり、近代的な学知にもとづく
図書館分類表による分類はある程度有効であること
が明らかになった。他方で、異教徒や他民族・他宗派
のムスリムらが持ちこむ思想や習慣への対応など、社
会の混成的な成り立ちに由来する諸問題は、分類項目
を横断する形で点在することとなった。
　イスラム行政の諸分野に関しても、国民国家の建設
期にあたる「カラムの時代」にはムスリム読者の間で
議論が繰り返されていた。「千一問」にはそのような試
行錯誤も表れている。足立は、「千一問」のうちザカー
トに関する30件の問答を抽出し、背景にある問題意識
の変遷を分析した。「カラムの時代」のザカートの実
践については、資料上の制約により明らかになってい
ることが乏しいなか、「千一問」の質問には、様々な解
釈が混在する様が示されており、ザカートを信徒の義
務と意識しながらも、誰にどのように支払うべきかを
読者らが試行錯誤していたことが明らかになった。
　「千一問」を直接分析していない論文でも、ムスリム
読者が身をおいた生活世界の成り立ちや課題が明ら
かにされた。坪井によれば、『カラム』では、ムスリム
が目指すべき社会のあり方を論じるなかで、社会の混
成性が否応なく意識されていた。坪井は、『カラム』誌
上のイスラム国家に関する論説に焦点をあて、脱植民

６） 例えば［山本 2010a; 坪井 2019］など。
７） チュムティ・アルファルーク（Cemeti Al-Farouk）の筆名で、社

会の出来事に苦言を寄せた。
８） 『カラム』第１号から第25号に掲載された「千一問」についての

分析は［坪井・山本 2016］を参照。ほかハラルとハラムに焦点
を絞った［金子 2015］がある。
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地化をむかえていたマレー・イスラム世界のイスラム
国家構想の特徴を検討した。展開された政治理論は、
中東の近代イスラム思想を参照し、西洋近代的な国家
を前提にイスラムの歴史的な政治制度を近代に位置
づけるものだった。非ムスリムを含む国民統合という
課題のもと、国民国家かイスラム国家かという論争に
対し、『カラム』はイスラム政治理論において非ムスリ
ムが寛容に遇されてきたことをズィンミ概念を用い
て強調した。
　マレー語出版が盛んになった1920年代から1930
年代は、「カラムの時代」を準備した時代である。マ
レー語文芸空間の形成期と言えるこの時期、文芸空間
は多言語・多文化・多ジャンルの作品によって満たさ
れ、実社会も植民地支配下の人の移動を通して混成性
を増していった。西は、マレーシアの国民的作家アブ
ドゥッラー・フサインの少年時代に焦点をあて、1920
年代から1930年代のマレー語文芸空間の成り立ちを
明らかにした。アブドゥッラーは、在地のマレー語・英
語出版物、インドネシアや欧米からの輸入作品、伝承
や演劇など多様な作品に触れ、やがて、投稿や文通に
より誌面を通じてつくられる世界に参加していった。
　篠崎は、華語文芸世界で育った華人知識人に焦点を
あて、文芸空間の混成性が第二次世界大戦を挟んでど
のように展開したかを明らかにした。民族的・宗教的
に混成的な環境で育ったこれらの華人知識人のなか
からは、華語文芸世界に身を置きながらマレー語も習
得し、マレー語で論説や小説を発表したり、マレー語
雑誌を創刊したりする者が出ただけでなく、ジャウィ
綴りのマレー語を習得した者も少なからず現れた。こ
うした華人知識人らは、1950～1960年代にマレー語
を国語として国家建設が進んだ際に、華人社会で起
こったマレー語学習ブームの支え手となった。

4．カラムの時代にみるムスリムの連帯と混成

　本論集は、「千一問」に含まれる情報を俯瞰して分析
する最初の試みとなった。大量のデータを、一定の知
の枠組みに位置づけたり、特定のトピックで切り分け
たりする作業がひとまず成立したという段階ではあ
るが、生活者の視点からなされる質問群の全体を眺め
ることで、1950～1960年代のマレー・イスラム世界に
おいて、ムスリムらが変動する社会に自らと周囲の生
活世界でのできごとを位置づけようと切実な思いで
投稿していたことが明らかになった。

　新しく身の回りに出回った技術を生活にどのよう
に取り入れるか、あるいは新しく流通するイスラム思
想のもとでこれまで通りの生活を送ってよいのか、社
会のあるべき方向をめぐってムスリムどうしの論争
が戦わされる状況で、何に指針を求めるべきか等々、
質問のなかに表れるムスリムたちは、刷新される世界
との距離感を模索し考え続けていた（山本論文、足立
論文）。「千一問」は、問いに対する答えが与えられる
場であるだけでなく、そのように思案する見知らぬム
スリムの存在を誌面を通して感じとれる場、すなわち
読者コミュニティを実感できる場だった（山本論文）。

「千一問」が『カラム』発行期間を通じて続いたことは、
編集者の側でもその役割が正しく認識されていたこ
とを示している。
　また、既存の知の枠組みにうまく位置づけられない
事象、すなわち、異教徒、アラブ人ムスリム、インド人
ムスリム、改宗者、宗教間の結婚や養子縁組など、マ
レー・ムスリムにとっての多層的な他者との関係に関
する質問が無視できない程度の大きな群れを形成し
たことは、マレー・イスラム世界の成り立ちの特徴で
もある社会の混成性が、上述した社会の近代的な変化
に対応しようとするムスリムの日常課題として立ち
現れていたことを示していて興味深い（光成論文）。
　『カラム』が発行された1950年代から1960年代を過
ぎ、1970年代にはマレー・イスラム世界はそれぞれの
国民国家体制のもとで開発の時代を迎える。社会の成
り立ちは変わらないが、それを秩序づける言語や制度
が整えられ、民族や宗教の境界に位置する人々は、所
属を確定することではじめて社会に位置づけられる
ようになる。越境的な背景をもつ人々をそのこと自体
によって位置づけようとする意識が一定の規模で存
在し表明され続けたことは、「カラムの時代」の特性
だったと言ってよい。このことは、マレー語文芸世界
の混成的な成り立ち（西論文、篠崎論文）や、イスラム
国家構想のなかに逆照射された非ムスリムの存在感

（坪井論文）とも符合する。
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　本稿は、1950年代から60年代にかけてマレー・イス
ラム世界で刊行されたジャウィ表記のマレー語月刊
誌『カラム』で最も長く連載されていたコラムである

「千一問」の概観を捉える試みの１つである。「千一問」
は、読者から寄せられた質問に対してイスラム教の立
場から誌上で回答を与えるコラムであり、途中で何回
か休載があったものの、第１号である1950年７･８月
号から最終号となった1969年10月号まで連載が続い
た唯一のコラムである。「千一問」の概観については

［坪井 2016a］などがある。本稿は、先行する概観と一
部で重複しつつ、質問者に注目することで「千一問」の
特徴の一端を明らかにする。
　『カラム』は第１号から第228号まで刊行が続いた
が、合併号があるため、通算の刊行回数は225回であ
る。「千一問」は第１号から第228号まで掲載され、基
本的に毎号掲載されていたが、225回の刊行のうち36
号分1）に掲載されなかったため、筆者が確認できた限
りで「千一問」が掲載されたのは189号分である2）。
　「千一問」は、読者から『カラム 』編集部に手紙で
寄せられた質問に誌上で回答するという形をとっ
た。記事には回答者としてアブ・アルモフタル（Abu 

Al-Mokhtar）3）の名前が書かれているが、「千一問」に
は複数の人が関わっていたようである。アブ・アルモ
フタルの素性について、1953年５月号で、「千一問」を
担当する委員会があり、アブ・アルモフタルはその委
員長の筆名であると回答されている［Qalam 1953. 5 :  

40］4）。1955年３月号にはマレー語ジャーナリストの
オスマン・カラム（Othman Kalam）5）の死を追悼する
記事が掲載され、オスマンが長く「千一問」の委員長を
担当してきたと書かれている［Qalam 1955.3：34］。

寄せられた多数の投稿

　『カラム』の第１号に「千一問」のコラムが掲載され、
読者の質問に誌上で回答するので質問を寄せるよう
にと読者に呼び掛けた。取り上げる質問の種類は「歴
史、学問、宗教、その他に関することで自分たちの社会
と生活に関わるもの」で、寄せられたすべての質問に
答えるのではなく、読者のためになるものを選んで回
答すると断っていた［Qalam 1950. 7/8： 24］6）。
　読者の反響は大きく、 多くの質問が寄せられた。
1951年２月号では、編集部に多くの質問が寄せられ
ており、一人で質問を数十件も書いてくる人もいるが、
多くの人に機会を与えたいので質問は一人１件に限
るとされた［Qalam 1951. 2： 39］。また、質問を送っ
たにもかかわらず誌上で回答されないという問い合
わせも多かったようである。編集部は1951年７月号で、
すべての質問に答えるわけではないとした上で、質問
を送ったけれどまだ回答されていない人は待つよう
にと呼び掛けた［Qalam 1951. 7：29］。
　同じ号では、稀にしか起こらないことや質問のため
の質問は取り上げないとも断っている［Qalam 1951. 
7： 29］。さらに1951年10月号では、稀にしか起こらな
いことや解決困難な問題よりも自分たちの社会のこ
とがらを優先するという態度を明らかにした［Qalam 
1951. 10：38］。1958年５月号でも自分たちのまわりで

投稿欄に見る
雑誌読者コミュニティへの参加の欲求

「千一問」の女性名の質問を中心に
山本 博之

１） 「千一問」が掲載されなかったのは、第66号、第70号、第71号、
第107号、第110号、第111号、第114号～第121号、第127号、
第142号～第152号、第156号、第159号、第161号、第163号、
第167号、第169号、第170号、第183号、第186号、第187号の
36号分である。

２） 1964年５月号（第166号）のみ誌面を確認できていない。第166
号に「千一問」が掲載されていた場合、「千一問」の掲載号数は
190号となる。本稿の記述ではとくに断らない限り第166号を
除外している。

３） 人名のジャウィからローマ字への転写の方法は個人によって異
なることがある。本稿では、別の情報源によってその人物の名
前のローマ字綴りが判明した場合を除き、一般的なローマ字転
写の方法に従っているため、実際のローマ字綴りと異なってい
る可能性がある。

４） アブ・アルモフタルについては本書の光成論文も参照。
５） オスマン・カラムはマレー語ジャーナリスト。ジャウィ新聞『マ

ジュリス』（Majlis）の編集者（1935-39）などをつとめた［坪井
2016b: 20］。1955年1月29日に死去［Straits Times 1955. 4. 30: 
11］。

６） 第１号では、いずれ書籍にまとめて刊行するので記事の転載や
引用をしないようにとの断りも載せている［Qalam 1950. 7/ 8 :  
24］。
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日々起こることについての質問を優先すると書いて
いる［Qalam 1958. 5：7］。
　1952年６月号では、質問を送ったのに回答されてい
ないという問い合わせがあることを紹介し、編集部に
毎日手紙が届き、日によっては20件以上の質問が来る
こともあるのですぐには掲載されないと説明して読
者に辛抱を呼び掛けた［Qalam 1952. 6： 15］。その後も
質問は届いており、1957年７月号でも、より多くの人
の質問に答えられるように質問は1人１件に限るよう
改めて読者に求めている［Qalam 1957. 7：11］。
　1968年12月号では、『カラム』は宗教を基盤とする
雑誌なので「千一問」では宗教の歴史や法に関する質
問のみ受け付けるとし、イスラム教徒どうしで仲違
いを起こすような内容の質問はしないようにと注意
した［Qalam 1968. 12：30］。このときも１回の手紙
で２件以上の質問をしないようにと呼び掛けており

［Qalam 1968. 12：30］、読者から多数の質問が寄せら
れていたことがうかがえる。

質問者の総数

　「千一問」の質問者について見るために、まず本稿が
対象とする質問者の総数を確認しておこう。このこと
は「千一問」の質問と回答の区切り方と関わっている。

「千一問」では、1人の質問者から複数の質問が出され、
それぞれ回答されることが少なくない。質問と回答の
内容分析のためにはこれらの質問と回答を切り分け
ることも考えられるが、本稿は質問者に目を向けるた
め、同一の質問者による質問が意味の上で複数に分け
られ、それぞれに異なる回答が与えられている場合で
も、１人の質問者の名前のもとでまとめられている場
合にはあわせて１件と数える7）。また、１つの質問に
対する回答が連続する複数の号にわたって掲載され
ている場合、それらをあわせて１件と数える8）。同一
人物による質問が異なる号に掲載されている場合で
も、質問内容が互いに異なっていれば、それぞれ１件

と数える9）。
　こうして得られた629件には、質問者名が記されて
いないものが４件、他誌からの転載が１件ある。第１
号に掲載された「千一問」の初回の記事では、これか
ら誌上に掲載される「千一問」の見本として編集部に
よって質問と回答が示された［Qalam 1950. 7/8： 24］。
1951年８月号では、前号の「千一問」の回答に対して
多くの読者から質問が寄せられたために補足の回答
を行っており、質問者名は示されていない。1956年３
月号は、編集の過程で質問者の名前を誤って書き洩ら
したのではないかと思われる。1956年８月号は、同年
６月に行われたムスリム同胞団の会合で出された質
問に回答しているため、質問者の名前は記されていな
い。また、シリア在住者から質問者の名前を示した質
問が１件あるが（1963年６月号）、これはエジプトの

『al-Azhar』の記事を転載したものなので本稿の分析
の対象からは除外する。
　したがって、以下では質問者名が記された質問と回
答の624件を対象にする。なお、のべ624人の質問者
の実人数は608人で、その内訳は、１回のみ掲載され
た質問者が595人、２回のみ掲載された質問者が10人、
３回掲載された質問者が３人である。

筆名と実名

　「千一問」では、はじめのうち筆名による質問が見
られた。1950年９月号（第２号）の質問者は「Seorang 

Awam」（一般人）という筆名だった。1950年10月号 
（第３号）では、質問者５人のうち３人が「Pemuda 

Angkatan Baru」（新世代青年）、「Pencinta Persatuan」 
（団体愛好者）、「Uncle」（おじさん）の筆名で、残りの
２人が実名だった。実名の質問者が住所を記している
のに対して筆名の質問者は（Pencinta Persatuanを除
いて）住所が書かれていないことから、第３号までの
筆名による質問はエドルスまたはその身近な人物に
よるものと考えられる。

７） 第22号にはHashim bin Ibrahimによる質問が２つ掲載されて
いるが、それぞれ別の質問として扱われているために２件と数
える。これにより「千一問」の質問と回答の組は640件となる。な
お、本稿では採用していないが、同一の人物の質問を意味によっ
て分けて数えるならば、筆者の区切り方では「千一問」全体で
701件になる。

８） Ahmad Muhammad Qasimへの回答（第60号と第61号の2号分）、
Ahmad bin Haji Hasbullahへの回答（第105号と第106号の2号
分）、Osman bin Haji Salehへの回答（第128号～第132号の5号
分）、Saleh bin Muhammad Aliへの回答（第137号～第141号の
５号分）、Abdullah Thaniへの回答（第226号と第227号の２号分）
の16号分を５件と数える。

９） 「千一問」に質問が３回掲載されたのは、Muhammad Yusuf bin 
Taib（第９号と第30号と第63号）、Haji Ahmad bin Haji Salim（第
55号と第57号と第59号）、Raudhah Khatib Kampari（第197号
と第205号と第214号）の３人である。質問が２回のみ掲載され
たのは、Pemuda Angkatan Baru（第３号と第５号）、Ismail bin 
Haji Abdul Rahim（第６号と第７号）、Emas（第８号と第９号）、
Yaakob bin Abdul Wahab（第８号と第18号）、Muhammad 
Kurdi Abdul Salam（第23号と第27号）、Nik Hasan bin Nik 
Husin（第32号と第34号）、Abdul Mu’in Abdul Karim（第36号
と第37号）、Ahmad Affandi（第75号と第100号）、Ali bin Yusuf

（第77号と第99号）の９人である。
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　1950年11月号では５人の質問者のうち１人が
「Pencinta Perdamaian Masyarakat」（社会平和の愛好 
者）の筆名で、1950年12月号では４人の質問者のう
ち２人が「Pemuda Angkatan Baru」（新世代青年）と 

「Janda Muda」（若い寡婦）の筆名だった。これらの筆
名には住所が書かれており、質問を寄せた読者が筆名
を使ったものと考えられる。
　1950年12月号には名前と住所を明記した質問のみ
に答えると注意書きが掲載された［Qalam 1950. 12： 9］。 
1951年１月号では９人の質問者のうち筆名は「Modern  
Jahiliah」（現代の無明時代）の１人だった。その後、筆 
名は1951年３月号と同年４月号の「Emas」（黄金）、
1951年６月号の「Belia Desa」（村の青年）、そして
1951年７月号の「Jiwa Murni」（純粋な魂）、「Gadis 

Moden」（現代の少女）、「Gadis Sekolah」（学校の少女）
の３人だけで、それ以降は筆名による質問は掲載され
なくなった10）。もっとも、質問を寄せる際には名前と
住所を明記するようにという注意書きがその後も繰
り返し掲載されていたことから、誌上に掲載されたの
は実名だけになったが、編集部には筆名による質問も
多く寄せられていたものと思われる。

地理的広がり

　質問者名が記されている624件のうち６人の質問者
は住所が記されていない11）。また、実名の質問者のう
ち4人は住所の記載が不完全であるために地名が同定
できない。これらを除いた614件の国別（マラヤ／半
島部マレーシアでは州別）の内訳は以下の通りである。

シンガポール（67件）
半島部……ペラ（122件）、スランゴール（71件）、ジョ
ホール（68件）、クランタン（44件）、クダ（42件）、ペ
ナン（37件）、トレンガヌ（31件）、マラッカ（30件）、
パハン（26件）、ヌグリスンビラン（26件）、プルリス

（４件）
ボルネオ……サラワク（21件）、北ボルネオ（サバ）

（５件）、ブルネイ（２件）
外国……タイ（17件）、インドネシア（１件）

　これを12ヵ月ごとに区切って示したものが表１で
ある。

　表１の合計の件数を見ると、はじめの３年間は90
～118件（１号あたり約８～10人）の質問があったが、
1953年11月号から件数が３分の１に減り、1959年11
月号からは年間の件数が１桁に落ち込んだ後、1962
年11月号から年間の件数が十数件になったことがわ
かる。件数の減少については、1959年11月号からし
ばらく「千一問」が掲載される号が年間に６号以下の
年が続いていたことから、休載の影響が背景の１つに
あったものと考えられる。ただし、初期は１つ１つの
質問と回答が短かく、１号あたり10件以上の質疑が掲
載されていたのに対して12）、しだいに回答が長くなっ
て、1つの質問への回答が数号にわたって掲載されて
いたことも背景にある。表１の「「千一問」掲載ページ
数」の項目の1960年11月号からの12ヵ月間を見ると、
質問者は６人だが質問と回答をあわせると「千一問」
は37ページに及んでおり、これははじめの３年間の

「千一問」のページ数とほぼ同じである。
　質問者の地域的な広がりを見ると、最も多いのがペ
ラ（122人、19.6％）で、スランゴール（71人、11.4％）、
ジョホール（68人、10.9％）と続く。『カラム』を刊行
している出版社があるシンガポールからの質問者（67
人、10.7％）は相対的に少ない13）。また、サラワク（21
人、3.4％）とタイ（17人、2.7％）の質問者が相対的に
多く、マラヤ／半島部マレーシア以外の地域の読者も

「千一問」に関心を持って質問を寄せていたことがわ
かる。

女性名による質問

　筆名または実名が書かれている624件について、そ
の名前から判断するならば、男性名が559件、女性名
が36件、イニシャルのみなどで性別不明のものが19
件である14）。筆名は上述の通り14人であり、そのうち
女性であることを示してるのは「Janda Muda」、「Gadis 

Moden」、「Gadis Sekolah」の３人で、それ以外の筆名
は男性を思わせるが筆名だけでは判断できない。した

10） 第160号では質問者の名前が「Nama dirasiahkan」（匿名）と書
かれた。

11） そのうち３人は筆名（第２号のSeorang Awam、 第３号の
Pemuda Angkatan BaruとUncle）、残りの３人は実名である。

12） 例えば1951年を見ると、１月号は９件、２月号は13件、３月号
は12件、４月号は12件、５月号は16件、６月号は12件、７月号
は７件、８月号は８件、９月号は８件、10月号は７件、11月号
は10件、12月号は８件だった。

13） 『カラム』に掲載されたムスリム同胞団の団員名簿（3,534人）の
地域別内訳の上位４位は、ペラ（620人、17.5％）、シンガポール

（566人、16.0％）、スランゴール（368人、10.4％）、ジョホール（361
人、10.2％）である。

14） 実名に見えるけれど仮名である可能性もあり、名前だけから実
際の性別を断定することはできないが、本稿では人物名をすべ
て実名とみなす。
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がって、人物名と筆名をあわせると、少なくとも40人
が女性名となる15）。
　『カラム』誌上に掲載されていたムスリム同胞団の
団員名簿では、住所と名前が掲載されたことで見知ら
ぬ人から連絡が来るようになったとの苦情があった
ため、女性については住所と名前を掲載しないことに
なった。このため、『カラム』が女性の読者に読まれて
いたのか、読まれていたとしたら女性読者たちがどの
ように反応したのかを知ることはできない。
　これに対し、「千一問」では女性の質問者の実名が住
所とともに掲載されており、女性の読者が確かにいた
ことがわかるだけでなく、女性の読者が投稿によって

「千一問」に質問を寄せていたことも明らかになる。
　読者からの質問に「千一問」担当者が答える形式を
とる「千一問」では、回答には「千一問」担当者の考え
が反映されているのに対し、質問には読者の関心が反
映されている。以下では女性名による質疑の質問部分
のみ掲載する16）。

Janda Muda（1950年12月号）
　出産の際、女性が目の前で裸になった状態でドゥ
クン［呪術医］あるいは近親者でない男性の医師に赤
ちゃんを取り上げてもらうと法的にはどうなりますか。

［Q. 28, 2016：49］

Hasnah binti Yahya（1951年2月号）
　女性はいつ結婚するのが最も良いですか。

［Q. 48, 2016：52］
　ジェマ・アルダッワ・アルイスラミア｢全マラヤ・ムス
リム布教協会｣の政策と目的を教えて下さい。

［Q. 49, 2016：52］

Raudhah Khatib Kampawi（1951年2月号）
　毒を飲んで死亡したイスラム教徒は法的にはどう
なりますか。　　　　　　　　　　 ［Q. 55, 2016：52］
　毒を与えた者は法的にはどうなりますか。

［Q. 56, 2016：53］

表１　「千一問」の質問者の国・州別分布（12ヵ月ごと）
'50.9-
'51.10

'51.11-
'52.10

'52.11-
'53.10

'53.11-
'54.10

'54.11-
'55.10

'55.11-
'56.10

'56.11-
'57.10

'57.11-
'58.10

'58.11-
'59.10

'59.11-
'60.10

'60.11-
'61.10

'61.11-
'62.10

'62.11-
'63.10

'63.11-
'64.10

'64.11-
'65.10

'65.11-
'66.10

'66.11-
'67.10

'67.11-
'68.10

'68.11-
'69.10

合計

Singapore 10 9 15 4 5 5 2 3 2 1 1 0 2 1 4 2 0 0 1 67
Perak 27 29 20 4 6 3 6 8 2 1 0 0 2 0 2 2 5 3 2 122
Selangor 16 9 10 5 6 4 3 4 2 0 2 0 2 0 1 0 2 2 3 71
Johor 18 18 8 1 2 1 6 3 1 1 1 0 1 0 0 2 2 3 0 68
Kelantan 3 9 7 3 3 3 4 2 1 1 0 0 1 1 1 1 2 0 2 44
Kedah 5 14 7 3 0 0 2 4 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 42
P.Pinang 7 5 4 0 1 3 7 3 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0 1 37
Terengganu 7 7 3 2 1 0 4 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 31
Melaka 5 5 2 3 1 0 1 2 1 0 0 1 1 0 1 1 2 2 2 30
Pahang 3 1 2 3 1 3 1 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0 3 2 26
N.Sembilan 4 4 4 3 3 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 26
Perlis 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
Sarawak 5 1 4 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 21
North Borneo 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Brunei 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Thailand 1 1 3 1 1 0 1 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 17
Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
不明 6 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
合計 118 116 90 32 32 23 50 40 16 5 6 2 11 4 14 15 18 16 16 624
累計 118 234 324 356 388 411 461 501 517 522 528 530 541 545 559 574 592 608 624
発行号数 15 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 11 12 11 10 12 225

「千一問」
掲載回数 15 12 12 12 12 9 12 12 9 4 12 6 5 4 10 10 11 10 12 189

「千一問」
掲載ページ数 41 42 35 31 34 24 34 35 31 11 37 21 13 10 33 24 26 22 35 539

12ヵ月ごとに区切ったが、1950年9月～1951年10月のみ第1号から第3号までを含めた15ヵ月分とした。
1964年5月号は未確認のため除外した。ただし「発行号数」には含めた。

15） 実名の36人と筆名の3人を合わせると39人だが、1953年４月
号は2人の女性名の連名による質問なので２人と数え、合わせ
て40人となる。

16） 筆者らの共同研究プロジェクトによる試訳がある場合は、質問
番号およびディスカッションペーパーの試訳の掲載ページを

［Q.28, 2016： 49］（2016年のディスカッションペーパーの49ペー
ジに掲載されたQ.28）の要領で示した。掲載ページが示されて
いないものは本稿における試訳である。
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Halimah Ahmadi（1951年8月号）
　ネクタイ、帽子や膝の見える半ズボンを着用した場
合、法的にはどうなりますか。　　   ［Q. 67, 2016：54］

　「人の真似をする人（tashabbaha）はそれらの一部と
なる」という言葉はハディース［預言者の言行録］です
か。「tashabbaha」とはどういう意味ですか。

［Q. 68, 2016：54］

Hafsah binti Ngah（1951年4月号）
　一部の「マレー」映画の中で偶像を崇拝する行為が
演じられていますが、法的にはどうなりますか。

［Q. 83, 2016：56］

Gadis Moden（1951年7月号）
　女性がカツラをつけたら法的にはどうなりますか。

［Q. 123, 2016：65］

Gadis Sekolah（1951年7月号）
　多くの女性がヤシの葉のように眉毛を細くしてい
ることに私は目を引かれました。これは宗教上許され
ていますか。　　　　　　　　　　［Q. 124, 2016：66］

Solehah binti Haji Ahmad（1951年8月号）
　家に掛かっている天馬ブラークの絵は祝福をもた
らすのでしょうか。また、実際に絵のような姿をして
いたのでしょうか。　　　　　　　［Q. 133, 2016：67］

Halimah Hussain（1951年9月号）
　病気などの理由で血液が足りなくなった妻に輸血
するため、夫が献血することは法的にどうなりますか。
可能でしょうか。　　　　　　　　［Q. 141, 2016：68］

Fatimah binti Muhammadun（1951年10月号）
　甥や姪が叔父・叔母にフィトラ［喜捨］を与えたり、
逆に叔父・叔母が甥・姪に与えたりすることは合法で
すか。それとも罪になりますか。　［Q. 149, 2016：70］

Yang binti Ali（1951年12月号）
　私には12人近く子供がいます。これ以上増えない
方法を模索するつもりです。「産児制限」または「家族
計画」の勧めや知識に従うことはできますか。

［Q. 160, 2016：73］

Sariah binti Muhammad Arif（1952年2月号）
　「あたかも永遠に生きるかの如くこの世は存在し、
あたかも明日死ぬかの如く来世はやってくる」という
ハディースの意味は何ですか。　　［Q. 192, 2016：80］

Hasmah Ahmad Din（1952年3月号）
　カディ［イスラム法の裁判官］などの証人が不在の
状態で、異教徒が信仰告白の２つの言葉を唱える［イ
スラム教に改宗する］ことはイスラム的に合法ですか。

［Q. 202, 2016：82］

Salmah binti Abdul Ghani（1952年7月号）
　女性が馬に乗るのと自転車に乗るのとではどうい
う違いがありますか。この２つの乗り物に乗ると処女
膜を傷つけることになりますか。　［Q. 233, 2016：91］

Aminah binti Haji Saman（1952年8月号）
　英語を勉強するのとアラビア語を勉強するのとで
は、どちらがより役立ちますか。　 

［Q. 248, 2016：95］

Jamilah binti Ahmad（1952年8月号）
　もともと月経がない女性が夫と離婚した場合、その
女性がイッダ［待婚期間］を待たなかったら法的には
どうなりますか。　　　　　　　　［Q. 249, 2016：95］

Ainah Salam（1952年9月号）
　イッダが男性ではなく女性のみに定められている
のはなぜでしょうか。法的にはどうなりますか。

［Q. 251, 2017：45］

Kamalih Ismail（1952年11月号）
　華人が経営する洗濯業者で洗った服を着て礼拝す
ることは合法ですか。　　　　　　［Q. 270, 2017：53］

Maimunah binti Hasan（1953年2月号）
　イスラムの教えでは、妻が夫に従順であるよう命じ
ています。どのような夫に従順であるべきなのでしょ
うか。５回の礼拝の義務を怠り、イスラム法を学ぼう
とせず、アッラーの教えに反した行為に夢中になると
いうような、至高なるアッラーの法に従わない夫です
か。そのような夫にも従順であるべきなのでしょうか。

［Q. 301, 2017：64］
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Zubaidah Ali（1953年2月号）
　夫は忠実にイバーダート［信仰行為］を果たしてい
ますが、妻はイバーダートを行うよう命じられていな
い、あるいはイバーダートに関する知識が全くなく、
また夫もそれを教えることがなかった場合、誰が罪を
負うことになりますか。夫ですか、あるいは妻ですか。

［Q. 302, 2017：65］

Kalsom binti Muhamad（1953年2月号）
　女性が、非近親者の男性に対して、宗教指導者とし
て敬意を表して手に口づけをする、あるいは握手をす
ることは許されますか。　　　　　［Q. 305, 2017：65］

Aminah Harun Helmi（1953年4月号）
　我々マレー人の大半は、自宅で誰かが亡くなった
時、遺体を墓地に送り出すまでの間、家の壁中に掛け
てある写真の額を全て裏返して伏せます。それはなぜ
でしょうか。それはイスラム法で定められているのか、
あるいは哀悼の意を表するただの慣習なのでしょうか。

［Q. 312, 2017：69］

Aisyah binti Abdullah, Masnah binti Widi
（1953年4月号）
　結婚して既に15年になる夫婦がいます。残念なこ
とに彼らには子供ができず、２人は年配者たちの次の
ような言葉を聞いて落胆しています。「夫を持つ妻に
子供ができなかったとしたら、来世で彼女は蛇や枕の
大きさほどもある虫たちに乳をあげることになる！」
これは本当でしょうか。それとも、単なるビドア［逸
脱］あるいは迷信でしょうか。　　［Q. 317, 2017：70］

Che’ Rosni（1954年6月号）
　幼い頃、私は村落にある学校に通い、普段はトゥド
ンを頭に被っています。現在、私は補助教員になりま
した。残念なことに私は同じ歳の女友達に揶揄されて
います。彼女らはトゥドンを被らず、髪にパーマをか
けているからです。私も彼女たちの真似をしたいの
ですが、私の両親は次のように言ってそれを禁じます。

「小さい頃からイスラム教徒の子供としてお前を育て
てきた。大人になってからキリスト教徒の華人の行動
を真似るのか」。今私はどうしたらいいのか迷ってい
ます。また、私の友人たちは、ますますひどく私を揶
揄するようになりました。女性が頭を人前に晒したら
法的にどうなるのか、ご説明をお願いします。そのよ

うな行為は罪となりますか。　　　［Q. 373, 2018：65］

Teh binti Muhammad Ali（1956年9月号）
　数年前、私は他人からゴム農園の一区画を購入しま
した。その後、土地は繰り返し人から人へと数回にわ
たり転売されてきました。最近私は関係者から以下
のファトワ［法学裁定］が出されたことを聞きました。
それは、その農園から得た収益は非合法であるとい
う判断でした。なぜなら、政府の土地に人が農園を作
り、その後他の人がそれを譲渡したらそれは強奪であ
ると法的に判断され、たとえ購入者が何人いようとも、
そこから得た収益はすべて非合法であるとされたか
らです。私が雇っているゴム樹液の採集人は、違法な
採集をしたくないために作業を止めてしまい、非合法
なお金で買ったからと家のトタン屋根を捨てようと
しました。そのファトワは正しいのでしょうか。もし
正しいとすれば、それはずっと続くのでしょうか。ま
た、そこから得たお金で施した全てのサダカ［自発的
な喜捨や慈善行為］は、利をもたらしますか。また、そ
の収益を合法化できる手立てはありますか。

［Q. 440, 2019：47］

Dayang Hasanah（1957年6月号）
　断食中に私は身体の不調を感じ、医師に診てもらい
ました。そこで注射による投薬を受けましたが、これ
は法的にどうなりますか。　　　　［Q. 472, 2019：61］

Sofiah binti Uthman（1957年9月号）
　少し前に地元のマレー語新聞に、パキスタンのシュ
ラワルディ首相がバンコク訪問の際にフランス大使
館でダンスをしている写真が掲載されました。昨年３
月にパキスタン政府はイスラム国家であると宣言し
たのではなかったのでしょうか。首相はイスラム政党
出身ではないのか、あるいは国内でのみイスラム法が
実施され、パキスタン国民だけがそれを実行するので
しょうか。この件に関してご説明願います。

Halimah Omar（1958年7月号）
　女性たちの一部には、彼女たちにとって苦痛となっ
ている離婚の多くは、イスラム法が女性の権利を厳格
に守っていないことが原因であると見なす者がいま
す。これは正しいでしょうか。
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Zahrah binti Muhammad Said（1958年9月号）
　時間に従って大太鼓が鳴るより先に礼拝を行った
場合、その礼拝は有効ですか。同じことになりますで
しょうか。

Rukmi binti Haji Osman（1958年12月号）
　宝くじに当選したばかりの人に物を売ることは許
されますか。またそれは法的にどうなりますか。（なぜ
なら、我々に支払われるお金は宝くじの賞金の可能性
があるからです。）また、そのお金は我々にとっても禁
じられたものでしょうか。

Maimunah binti Ali（1963年9月号）
　私は婦人服を作っている者です。私が作る一部の服
のファッションは、女性が着るとすごく魅惑的なもの
になります。それは素材が珍しい布からできているか
らだけでなく、着る人の身体の一部を見せるものだか
らです。イスラムの観点から、私がそうした服を作る
ことは法的にどうなりますか。

Cik Raudhah Khatib Kampari（1966年12月号）
　私の友人の１人が真の酒飲みになりました。常に
酔っぱらい、そしていつも他人と喧嘩をしています。
彼が酒飲みになって以来、それは約４年前から始まっ
たのですが、彼は今日に至るまで礼拝も断食も行って
いません。しかしその間に彼はずっとイスラム教徒が
食べる鶏肉を屠殺しています。そのように屠殺された
ものは合法ですか、あるいはどうでしょうか。

Cik Wok binti Othman（1967年3月号）
　巡礼のイバーダートを行っている最中に月経がき
た女性は法的にどうなりますか。巡礼を続けることは
許されますか。

Raudhah Khatib（1967年8月号）
　現在、死亡した人の目を生きている視覚障害者の視
力回復に使うための眼病基金の問題が騒がしく取り
上げられています。それがどのような方法で行われる
のか、またそれがイスラム法に則って法的にどうなる
のか知りたいです。

Raudhah Khatib Kampari（1968年8月号）
　非イスラム教徒の墓に供え物をしたり花を手向け
たりすること、またイスラム教徒自身の墓に花を手向

けることは、イスラム法の観点から法的にどうなりま
すか。
　お腹の中の子を堕すことはイスラム法の観点から
法的にどうなりますか。

Cik Latifah binti Awang（1969年2月号）
　今日のマレー語日刊紙に「ネットボール」と「サッ
カーボールの位置当てクイズ」というコラムがありま
した。それを言い当てることができたら一定の賞金が
もらえます。その賞金をイスラム教徒が使うことはハ
ラルか否か知りたいです。

Wan Hasiah binti Wan Mamat（1969年4月号）
　預言者イエスの生誕地はどこですか。またその現在
の地名は何でしょうか。
　預言者イエスが磔にされた（十字架にかけられた）
原因は何でしょうか。預言者イエスは本当に磔にされ
たのでしょうか。あるいはアッラーが預言者イエスに
似せて創った別の人間が磔にされたのでしょうか。磔
にされたのが預言者イエスでないとしたら、彼は亡く
なったのか、あるいはいなくなったのか、あるいはど
うでしょうか。

Puan Zaitun binti Abdullah（1969年6月号）
　タラーク・ラジーとタラーク・バーインの違いと、も
しあればその構成要件について説明してください。

Cik Fatimah binti Haji Dawud（1969年7月号）
　女性がヘア・スプレーをかけて礼拝を行った場合、
その礼拝は無効となりますか。
　蟻の死骸は容認された不浄でしょうか。もし牛乳や
油などの液体物の中に蟻の死骸がたくさん混入して
いたら、それは不浄と見なされますか。

むすび

　「千一問」の質問からは、よきイスラム教徒として
自らがどのようにふるまうべきかにとどまらず、相手
に正しいイスラム教徒としてのあり方をどこまで求
めてよいかを問うものが見られる。ここには、自らに
イスラム教徒らしさを求める社会の目を意識してい
る質問者の姿だけでなく、交際する相手にイスラム教
徒らしく振る舞うように求めることが相手との良好
な関係を保つことに有効であるかを検討している質
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問者の姿が垣間見える。「千一問」への質問は、イスラ
ム教徒として適切であるかを問う行為を通じて、日々
の生活実践に心をくだき悩んでいる自分の姿を『カラ
ム』の読者コミュニティに知ってもらう行為でもある。
　女性名の質問者による質問からは、『カラム』の読者
が日々の生活の中で直面していた悩みや課題の一端
をうかがい知ることができる。『カラム』の読者が住ん
でいたマレー・イスラム世界は、植民地統治などを通
じて住民の多民族・多宗教化が進んでいた地域であり、
異教徒や異民族と混住する生活環境から生まれる異
教徒や異民族とのさまざまな社会的な接触がイスラ
ム教徒として妥当であるかを尋ねる質問が見られる。
また、注射や移植のような近代医学によってもたらさ
れた医療行為や、ヘア・スプレーのような新しい技術
や化学成分によりもたらされた道具の利用に関する
質問のように、近代化が進む中でマレー・イスラム世
界にもたらされた科学技術をイスラム教徒として適 
切に利用するための指針を求める質問も見られる。
　このような質問は男性名の質問者からも寄せられ
ており、女性名の質問者に特有の質問であるわけでは
ない。しかし、ムスリム同胞団の団員名簿で女性名が
掲載されなくなったことに見られるように、『カラム』
の読者コミュニティにおける女性読者の存在が見え
にくい状況で、女性読者も男性読者と同様に、近代化
が進む多宗教・多民族社会においてイスラム教徒とし
て適切な生活実践を行うことに関心を持つとともに、
そのための指針を求めて個人として雑誌に投稿して
いたことを示している。
　「千一問」は、読者一人ひとりの悩みや関心に基づき、
よきイスラム教徒としての規範を模索し、それを『カ
ラム』誌の読者コミュニティで蓄積し共有する場だっ
た。その意味では、「千一問」担当者による回答も重要
であるが、他の読者がどのような質問をするのかを
共有することも重要な意味を持っており、このよう
な場に女性読者が積極的に参加していたことは、『カ
ラム』の読者が誌面を通じて読者コミュニティの存
在を実感する上での重要な意味を持っていたと言え
るだろう。
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0. はじめに

　本稿は、『カラム』に連載されていたコラム「千一問」
を図書館分類表にもとづいて分類するとともに、分類
にあたっての課題を整理したものである。分類の目的
は、『カラム』読者層の知的関心の広がりを一覧のもと
にまとめ、「千一問」の特徴を考えることである。分
類の過程で得た知見は「千一問」分析の枠組みを検討
する上での足がかりとなる。また、この作業により、
1950～1960年代の島嶼部東南アジアにおいてムスリ
ム社会が直面した諸問題について、豊富な情報を含
む「千一問」の資料的価値を確認することができるだ
ろう。

1. 「千一問」と知の枠組み

　「千一問」は、『カラム』の読者から寄せられる質問
にイスラム知識人アブー・ アル＝モフタール（Abu 

Al-Mokhtar）1）が答える一問一答形式のコラムである。
コラムは、1950年の『カラム』創刊号から1969年にエ
ドルスの死去により最終号となった第228号まで続い
た人気コーナーで、20年間を通じて701件の問答が掲
載された2）。
　「千一問」では、マラヤとシンガポールを中心とする
島嶼部東南アジアのムスリムが、同時代の社会生活で
直面した諸問題につき、主としてイスラムの観点から
問答がなされている。「主として」というのは、話題と
なったトピックが多岐におよび、かつ教義や法学に特

に言及しないスタイルが質問にも回答にも時折見受
けられるためである3）。取り上げられた話題は、個人
や家族をめぐる悩みの相談、儀礼の方法、話題の宗教
書、ムスリム社会の改革、民族・宗教間関係、選挙や政
党の活動、国際社会の動向など多領域に広がってい
る4）。こうした話題の多様性を反映してか、質問の形
式もまた多様であり、個々人が直面する問題について
の具体的な助言やイスラム法学上の見解を求めるも
のから、純粋に知識や解説を求めるもの、関心を集め
ている話題や論争への論及を求めるものなど様々で
ある。また、回答のスタイルにおいても、一つの質問
に対し一つの回答がなされるパターンだけでなく、一
つの質問への回答が複数のテーマに分岐して展開さ
れるものが一定数みられる。この点で、「千一問」は読
者の要望に応えて回答がなされるいわゆるファトワ
のような性質と、ムスリム社会の公の関心事について
一般ムスリムと知識人との意見が交わされるフォー
ラムの特性とを兼ね備えていたと言ってよい。
　ファトワは、一般のムスリムの生活のなかでのイス
ラム実践や一般のムスリムと知識人との交流や交渉
の過程を明らかにする上で重要な資料であると指摘
されている［小杉 2002； 大川 2007； 峯崎 2009］。と
りわけ、『カラム』が発行されていた1950～1960年代
は、資料上の制約が大きく、東南アジアのムスリム社
会の動向が十分に明らかにされていない時期である。
そうしたなかで、20年にわたり、ムスリムの生活者と
しての視点からの問いを取り上げ続けた「千一問」は
高い資料的価値を備えている。
　本稿は、大部に及ぶ「千一問」がどのような射程を
もつ資料であるかを明らかにするために、「千一問」の
質問群を既存の知の分類方法に従って分類し、ムスリ
ム読者の関心の広がりを把握しようとするものであ

近代的な知の分類と東南アジアのムスリム社会
「千一問」質問群にみるムスリムの社会生活と知的関心の広がり

光成 歩

１） アブー・アル＝モフタールはペンネームであることが「千一問」
内で明かされている［Qalam 1953. 5：40］。該当の問答につい
ては後述。

２） 全228号のうち、合計36号で「千一問」の掲載がない。また、
1964年5月号（第166号）は確認できていないため、これを除外
した数値となる。701件は問答の意味による区切りを行なった
場合の数字であり、質問者ごとに区切ると数字は異なる。これ
については、本書の山本論文を参照されたい。質問内容ごとの
区切りについては後述。

３） 具体的な例は後述する。
４） 『カラム 』第１号から第25号まで掲載された「千一問」の問答

250件について、テーマごとの内容分析を行ったものとして［金
子 2016； 光成 2016； 山本 2016］が、質問のパターンやテー
マの分析を行ったものとして［坪井 2016］がある。
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る。すでに述べたとおり、質問の範囲や意図を超えて
回答が展開される場合もあり、この場合は質問のテー
マ分類と回答のテーマ分類とのずれを処理する必要
が生じる。よって、さしあたりは質問に限定して分類
を行った。このため、分類対象となったのは、701件の
問答うち、１つの質問に対する回答が複数の意味をも
つとみなした18件を除いた683件の質問である5）。な
お、問答パターンそのものの分析も、「千一問」の特性
を明らかにする上で有用と考えられる6）。
　分類方法は、マレーシアのイスラム理解研究所の付
属図書館や、同じくマレーシアの大学図書館が採用し
ている分類方法を援用する方針で検討したところ、い
ずれも米国議会図書館分類表（Library of Congress 

Classification; LCC）を採用していたため、これを用
いることとした。具体的には、米国議会図書館のウェ
ブサイトに掲載されているLCC分類表を参照し、大項
目はLCCに従い、中項目・小項目もテーマに沿う分類
がある限りはLCCの項目を採用した。しかし、分類が
下位に及ぶにつれ、質問数が一定数を形成していなが
ら適当なテーマが見つからないものがあり、それに関
しては筆者が仮に項目名をつけた。

2. 図書館分類表を用いた「千一問」の分類

　LCCに従って「千一問」の質問を分類した結果の一
覧が表１である。大項目の各項目の末尾の丸括弧（　）
内のアルファベットは、該当する項目の分類記号であ
る。中項目以下で丸括弧（　）をあてたのは、筆者がつ
けた仮の項目名である。
　以下、大項目ごとに分類の概要と内訳を簡単に説明
する。

2.1. 哲学・心理学・宗教
　大項目「哲学・心理学・宗教」（B）の下位の中項目「宗

教」（BP）の、さらに下位に小項目「イスラム教」（BP1-
253）がある7）。ここに含めたのは、イスラムの歴史
や伝記または神学や教義に関する知識を尋ねるもの、
コーランの扱いやハディースについて尋ねるもの、ム
スリムの義務的行為とされる五行（信仰告白、礼拝、断
食、ザカート、巡礼）の実践やこれに密接に関わる清め
に関して尋ねるものなどである。五行に質問が集中し
ており、このままでは内容がつかみづらいため、表２
で項目の内訳をさらに細かく示した。
　礼拝に関する質問、ザカートに関して質問が集中し
ていることが明らかである。このほか、「イスラム社会
学」や「イスラムの信仰生活」 「イスラムと他宗教との関
係」といった項目も立てられており、後述する習俗的

５） 意味の上での区切りでは、1955年７月号（第60号）と８月号（第
61号）にかけて回答された産児制限についての問答は２件、
1959年４月号（第105号）と５月号（第106号）にかけて回答さ
れたインドネシアでの反乱に関する問答は６件、1960年11月
号（第124号）で回答されたアフマディヤに関する問答は２件、
1961年3月号（第128号）から7月号（第132号）にかけて回答
されたザカートに関する問答は7件、1961年12月号（第137号）
から1962年4月号（第141号）にかけて回答された宗教書に関
する問答は5件、1969年8月号（第226号）から9月号（第227号）
にかけて回答された故人の冥福を祈るクンドゥリに関する問
答は2件と数えられるが、質問としてはそれぞれを1件とカウ
ントする。

６） 情報学の手法を用いて、質問の型の抽出方法を検討したものに
［亀田 2016］があるが、検討は初段階にとどまっている。

大項目 中項目 件数（件）合計（件）

哲学・心理学・
宗教（B）>イス
ラム教

一般 14

210

歴史・伝記 19

コーラン 19

ハディース・伝統・スンナ 5

教義・神学 14

棄教 5

イスラム実践 20

五行 110

（その他） 4

地理・人類学・
レクリエー
ション（G）

民間信仰・迷信 37

108
作法・慣習 51

娯楽・余暇 12

外国 8

社会科学（H)

商業 23

217
金融 17

家族・結婚・女性 128

共同体・階級・民族 46

社会主義・共産主義など 3

政治学（J)

イスラム国家 6

48
（マラヤ政治） 25

（インドネシア政治） 12

国際政治 5

法律（K）
（マラヤの宗教行政） 11

15
（西洋法とイスラム法） 4

教育（L） （宗教教育ほか） 12 12

語学・文学（P）
（マスメディア） 10

29（宗教書） 11

（映画・芝居） 8

科学（Q) （自然） 10 10

医学（R） （医療・衛生ほか） 9 9

技術（T） （道具ほか） 4 4

（その他）
（不正） 7

21（友愛・人間関係） 6

（その他） 8

合計 683 683

表１　LCCにもとづく「千一問」の質問分類

７） 従って、表１の「哲学・心理学・宗教」（B）の中項目に表示されて
いるのは、正確には小項目「イスラム教」に含まれる項目である。
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な儀礼や祈願、飲食に関する規範、異教徒との関係を
宗教に分類することも可能だが、ここでは含めなかっ
た。地理・人類学や社会科学等とのあいだで振り分け
に迷うものについては、ファトワ集成等でしばしば採
用されるイバーダートとムアーマラートの別を参照8）

し、「イスラム教」内に含みうるものでも、五行の実践
やそれに深く関わる清めの手順などに関するもの以
外、社会生活に関わる質問は含めない方針とした。

2.2. 地理・人類学・レクリエーション
　地理・人類学・レクリエーションの大項目・中項目は
さらに次のような小項目に分けた。項目番号と項目名
が同じでも、内容の違いに意味があると考えられるも
のはさらに切り分けた9）。
　中項目「民俗」の多くを占める「民間信仰・迷信」は、
病気治癒や安全などの願掛け、護符やお守り、占いな
どに関わるもので、36件あった。回答を先取りするが、
イスラム教義の観点からは逸脱とみなされるものと、
スンナ、すなわち認められるよき伝統とみなされるも
のとに分けて示した。
　中項目「作法・慣習」は、複数の重要なグループに分
けられる。「服装」に分類したのは、とくにネクタイや
ズボンなどの西洋服を着ることについての質問や、ア
ラブの伝統服であるターバンやジュバの着用の利益
についての質問などである。
　「結婚・子供・飲食・弔いを含む私的生活に関する慣
習」は、これ以上の下位の分類表が参照できなかった
ため、独自に「結婚式」 「弔い」 「食生活」に分けた。質
問が集中しているのが「弔い」についてであり、死者の
ためのクンドゥリ、死者のための礼拝や断食の埋め合
わせ、弔いのズィクルについてなど、イスラム教義の
上では逸脱とみなされる慣習についての質問が繰り
返されている（12件）。また、異教徒の冥福を祈ること、
マレー人が育てた華人の養子の埋葬など、異教徒との
関係や改宗が一定の焦点となっている（４件）点にも
留意したい。
　「食生活」では、イスラム教において規範が曖昧な、
魚、オオトカゲ、蛇、アリの死骸が入った食品について
尋ねるもの、また糯米を発酵させた菓子タパイについ
ての質問もここに含めた。飲酒や豚肉など、明確に禁
止されているものについては、商品経済・市場との関

わりにおいて禁忌に関わってしまうことについての
不安が一定数の質問に見られた。分類に迷う一群の一
つではあるが、これについては、「食生活」には含めず、
商品経済との関わりでの悩みと分類して大項目「社会
科学」のなかの中項目「商業」に含めた。
　「娯楽・余暇」には、スポーツ、ダンス、海水浴や沐浴、
ピクニック、狩猟といったレジャーに関する質問を分
類した。こうしたことの良し悪しは、それ自体という
よりもその場における男女の接触や親交が問題とさ
れることから、分類としては社会科学の下位の「男女
交際」に含める、あるいは踊り10）や音楽についての問８） ファトワ集成の項目立てについては［峯崎 2009］を参照した。

９） 例えばGT2400-3390.5など、ウェブサイト掲載の分類表にそ
れ以上細かな番号の振り分けが記載されていない場合があり、
この場合は筆者が仮に独自の分類を行った。

表2　イスラム教内訳
中項目

（記号はLCC）小項目（記号と番号はLCC） 件数

BP宗教
（>BP1-253
イスラム教）

BP1-68一般 9

BP1-68一般（>来世） 5

BP50-68歴史 8

BP70-80伝記 11

BP100-134コーラン 19

BP135-136.9ハディース・伝統・スンナ 5

BP165.5教義 10

BP166-166.94神学 4

BP168棄教 5

BP174-190イスラム実践（>清め） 14

BP174-190イスラム実践（>喜捨） 4

BP174-190イスラム実践（>その他） 2

BP176-181五行（>ザカート） 29

BP176-181五行（>巡礼） 8

BP176-181五行（>断食） 8

BP176-181五行（>礼拝） 65

BP184-184.9宗教的儀式・儀礼 2

BP188.45-189.65スーフィズム 1

BP191-253分派 1

小計 210

表3　地理・人類学・レクリエーション内訳
中項目

（記号はLCC）小項目（記号と番号はLCC） 件数

GR民俗

GR81民間信仰・迷信（>BP167.5異端・
逸脱） 12

GR81民間信仰・迷信（>BP188-190イ
スラムの信仰生活） 24

（その他） 1

GT作法・慣習

GT500-2370服装 9

GT2400-3390.5結婚・子供・飲食・弔い
を含む私的生活に関する慣習（>結婚式） 1

GT2400-3390.5結婚・子供・飲食・弔
いを含む私的生活に関する慣習（>弔い） 30

GT2400-3390.5結婚・子供・飲食・弔い
を含む私的生活に関する慣習（>食生活） 11

GV娯楽・余暇 娯楽・余暇 12
（その他） （外国） 8

小計 108

10） 踊りに関しては、男女で踊るマレー人の大衆ダンス、モダン・
ジョゲットについての質問が複数含まれており、芸能に分類す
るのが適当とも考えられる。
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いを芸能の一分野として語学・文学の下位に含める可
能性もあり、引き続いての検討事項である。

2.3. 社会科学
　全体のうち、大項目「社会科学」に分類された質問が
最も多く、217件ある。中項目「商業」には、前述した
通り、商品経済とのかかわりのなかで自らの口にする
ものや手にするものに不安が示される質問を含めた。

「消費・生業」は、文字通り消費生活や生業を通して禁
忌に触れる悩みであることをイメージしやすいよう
筆者が付した項目名で、これをさらに三つのカテゴリ
に分けた。第一は、異教徒、多くの場合は華人との関
わりで、異教徒が経営する缶詰工場の缶詰を食すこ
と、異教徒の洗濯業者の洗濯した衣服を着ること、異
教徒の上司のもとで働くこと、異教徒と同居すること
や、イスラムでは禁じられている豚肉や酒の売買で得
たお金を受け取ることなど、異教徒を媒介として禁忌
に触れてしまうことへの不安についての質問群であ
る。第二は、酒そのものの禁止や酩酊作用をもつと噂
されるコカコーラ等の飲料について知識を求めるも
のである。第三は、第一に近い内容で、輸入した食材
や歯ブラシなど、商品経済の中で手にするもの、また
は生業としてその商品経済に関わることへの不安に
ついての質問群で、異教徒を媒介とすることが焦点と
なっていないものを第一のグループと別にした。
　金融の項目では、宝くじや賭博、利子を生む金融商
品の合法性についてそれぞれ一定数の質問があり、こ
れを二つに分けた。
　中項目「家族・結婚・女性」は、分類表に記載された
下位項目が十分に詳細で、既存の項目に質問群を概
ね分類できた。女性をめぐる近代的な学知の関心と、

「千一問」に表れる近代以降のムスリム社会の知的関
心とが近似していることの表れとも言えよう。「家族・
結婚・家庭」は、結婚そのものとそれ以外の夫婦関係
や家庭生活に関するものとを分けたが、くくり出した

「結婚」にはなお35件が集中している。このなかでは、
異宗教婚や改宗と結婚に関する質問が10件、サイドや
シャリファと呼ばれるアラブ人富裕層の結婚相手に
ついての質問11）が５件と、民族・宗教・社会階層に関
わる質問が半数近くに登った。子どもに関する質問は、
親と子の関わりを重視するものを「親・親子・父親と母

親」に、子どもだけが焦点となっているものを「子供・
子育て・子供の生活・遊び・社会化・社会的権利」に分け
た。ただし、項目が細分化しすぎることで全体像が見
えづらくなる可能性も考えられる。また、子どもへの
言及で「姦通」に振り分けた質問が６件あり、いずれも
姦通から生まれた子どもが親の罪を負うかをどうか
に関心が置かれたものであった。さらに、マレー人社
会には華人の女児を引き取って養子とする習慣があ
り、養子がムスリムとみなされるかどうかに関わる質
問が一定数あったが、養子については特別項目を立て
ず、「結婚」 「埋葬」 「姦通」などのトピックに散らばっ
ている。
　「男女関係・求婚・交際」には、男女の友情、文通、握
手など、婚前の男女が知り合うことが許容されるのか
の質問を分類した。学校や職場など、社会進出を果た
した女性との公共の場での不可避の接触についての
質問も含めた。これに関しては、娯楽・余暇の項目でも、
沐浴やピクニック、祝祭における男女の接触が扱われ
ている。社会生活を送る上で女性と接触が避けられな
い男性からの質問を「男女関係・求婚・交際」に含めた
一方、「女性・フェミニズム」には、女性を主体とする

11） 婚姻相手に対等性を求める学説が、アラブ人女性（シャリファ）
とマレー人との結婚で問題にされることがしばしばあり、改革
派知識人の批判を浴びていた。

中項目
（記号はLCC）小項目（記号と番号はLCC） 件数

HF商業
（消費・生業）>異教徒との関係 10

（消費・生業）>酒との関わり 5

（消費・生業）その他 8

HG金融
（宝くじ・賭博） 9

（利子・保険） 8

HQ家族・
結婚・女性

HQ31-64性規範と性倫理 4

HQ447自慰 1

HQ77-77.2異性装 1

HQ503-1064家族・結婚・家庭 15

HQ503-1064家族・結婚・家庭（>結婚） 35

HQ755.7-759.92親・親子・父親と母親 7

HQ760-767.7家族の大きさ 9

HQ767.8-792.2子供・子育て・
子供の生活・遊び・社会化・社会的権利 2

HQ801-801.83男女関係・求婚・交際 13

HQ806姦通 11

HQ811-960.7離婚 15

HQ1101-2030.7女性・フェミニズム 15

HT共同体・
階級・民族

（異教徒・改宗）/HT1501-1595民族ま
たは社会集団としての民族・民族関係/異
教徒との関係

14

（地元のムスリム団体・知識人の対立）/
HS1525-1560宗教団体/異端・逸脱 20

（地元のムスリム社会の改革） 12

HX社会主義・
共産主義・無
政府主義

共産主義 3

小計 217

表4　社会科学内訳
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関心事、すなわち、公の場での女性の振る舞いに関す
る質問を分類した。特定の職業の良し悪し、髪型、乗
り物、服装、そのなかでのアウラの位置づけなどを問
うものがこれにあたる。
　中項目「共同体・階級・民族」の下には、あてはまる
項目がないわけではなかったが、項目名から具体的な
課題をイメージしやすいことを優先して三つの仮カ
テゴリを設けた。「異教徒・改宗」 「地元のムスリム団
体・知識人の対立」 「地元のムスリム社会の改革」であ
る。「異教徒・改宗」に関するものは、別の大項目に含
めたものもあるが、それらとは別に異教徒とのサラー
ムや異教徒との宗教問答、さらに改宗者への対処など
で14件にのぼった。異教徒・改宗に関わる質問をすべ
て合わせると大きなカテゴリになると思われ、その項
目をどのレベルに設定するかなどの検討を要する。
　「地元のムスリム団体・知識人の対立」は、カウム・
ムダとカウム・トゥア12）について（６件）、これに関連
してイジュティハードを認めるかタクリードする（墨
守）べきかについて（４件）、また、ウラマー間の対立や
マレー人の二つの政党の対立についての質問などが
含まれる。少数であるが、ムスリム社会では異端視さ
れるアフマディアや、インドネシアの改革派ムスリム
団体ムハマディアに関する問いも含んでいる。さらに、
似た言い回しにはなるが、別項目として「地元のムス
リム社会の改革」を立て、ここにマレー人の商業意欲
や、アラブ人ムスリムや王族などムスリム社会内の階
級、あるいはマレー人社会の一部で実践されている母
系制の慣習法の位置づけについての問いを分類した。

2.4. 政治学／法律／教育
　大項目「政治学」には48件の質問を分類した。中項
目「イスラム国家」には、インドネシア出身のウラマー
が著した宗教書の解説など、理念的な統治について問
うものを含めた。「インドネシア政治」 「マラヤ政治」
には、インドネシアやマラヤの政情についての具体的
な言及や、そのなかで指導者をどう選ぶか、選挙にど
う臨むかといった質問をそれぞれ分類した。「国際政
治」には、国連の代表者の構成やその東西対立に対す
る動向を問うものを分類した。
　大項目「法律」の下位に、小項目として「マラヤの宗

教行政」 「西洋法とイスラム法」を設けた。マレー諸
州における宗教行政制度による五行の実践の制度化
について是非を尋ねるものや、シンガポールにおける
同様の制度の設立について尋ねるものを「マラヤの宗
教行政」に、近代的な裁判制度のなかでムスリムがど
う振る舞うべきかを問う質問群を「西洋法とイスラム
法」に分類した。
　大項目「教育」に分類した質問12件は、数が多くな
いので、下位分類は設けていない。宗教教育に言及す
るものが最も多く、とくに宗教教育にどうムスリムを
引きつけ、また宗教教育を社会にどう位置づけるかと
いったものが目立った。この他に、英語教育への関心
から、英語学校で学ぶことでキリスト教の影響を受け
てしまう恐れや、英語とアラビア語のどちらを学ぶべ
きかといった質問も含まれる。

2.5. 語学・文学
　大項目「語学・文学」は、中項目の細分化にはなって
いないが、内容のイメージしやすさを考慮して小項目
を設けた。雑誌やメディアで採用する言語や綴り文字、
ラジオ放送についての質問を「マスメディア」に、宗教
局が発行禁止としたりムスリム社会で話題になって
いる宗教書についての質問を「宗教書」に、映画や芝居
といったメディアについての質問を「映画・芝居」に分
類した。

12） 20世紀初頭に始まったイスラム改革主義運動について、その担
い手を一般にカウム・ムダ、これに反対して伝統的イスラム諸
学の堅持を主張したグループをカウム・トゥアと呼ぶ。直訳す
ると、カウム・ムダは若いグループ、カウム・トゥアは古いグルー
プとなり、改革派と守旧派などとも訳される［Roff 1967］。

中項目（記号はLCC） 小項目 件数
JC政治理論・国家・
国家論

JC49イスラム国家 6

（インドネシア政治） 12

（マラヤ政治） 25

JZ国際関係 （国際政治） 5

小計 48

表５　政治学内訳

中項目（記号はLCC） 小項目 件数
P文献学・言語学 （マスメディア） 10

PL東アジア・アフリカ・
オセアニアの言語と文学（宗教書） 11

PN文学 （映画・芝居） 8

小計 29

表7　語学・文学の小項目

中項目（記号はLCC） 小項目 件数
KB宗教法一般・
比較宗教法・管轄

（マラヤの宗教行政） 11

（西洋法とイスラム法） 4

小計 15

表６　法律内訳
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2.6. 科学／医学／技術
　大項目「科学」 「医学」 「技術」はいずれも下位項目へ
の分類を行っていない。「科学」には、雨が降ると蛙が
出てくるのはなぜか、太陽と月の食が起こる原理は何
か、など、自然科学分野の知識を探求する質問が多く、
一部にそうした自然科学の知見を宗教の観点からど
のように説明できるのかといった質問もあった。「医
学」に含めたものは、献血や移植手術など、最新の医療
がイスラムの観点から認められるのかといった質問
が多く、一部に出産時にアウラを男性医師に見せるこ
との是非を尋ねるものもあった。これは、女性に関わ
る分類に含めるべきか判断に迷った事例である。「技
術」には、新しい道具や技術を用いて清めや屠殺など
を行うことの是非を問う質問などを含めた。

2.7. その他
　その他には、「不正」 「友愛・人間関係」 「その他」を
設けた。宗教について、もしくは宗教の観点から問う
というより、社会生活における一般的な心構えを問う
ものが多く、「不正」には例えばもぐりのタクシーに乗
るべきか、テストで回答用紙をごまかしたら、交通事
故を起こしたら、保留地の転売に賄賂を用いたら、と
いった質問を分類した。また、「友愛・人間関係」には、
友情を長続きさせるには、尊敬を得るには、といった
質問を分類した。
　小項目の「その他」には、少数であるが「千一問」の
性質を知る上で重要な質問が含まれる。一つは、「千一
問」の回答者アブー・アル＝モフタールが筆名か本名
かを問い、筆名であるなら本名と民族を教えて欲しい
というものである13）。回答者の民族が尋ねられること

は、すなわち「千一問」で示される法学見解が特定の民
族的な背景にもとづいているのかどうかに関心がも
たれていたことを意味する14）。他に、ムスリム同胞団
バッジを無くした場合に代わりを送ってもらえるか、
など、『カラム』編集者のエドルスが立ち上げたムスリ
ム同胞団メンバーからの問い合わせが掲載されてお
り、おそらくは同様の疑問を抱えた場合に備えて編集
者が質問と回答を公開したものと考えられる15）。ここ
からは、読者や、とくにムスリム同胞団メンバーに向
けた掲示板のような機能も見てとれる。

3. 知の分類と東南アジアのムスリム社会

　近代的な図書館情報学を用いた分類を経て、「千一
問」に見られる1950～60年代のムスリム社会の知
的関心の広がりは一定程度把握できたように思われ
る。近代的な知の枠組みがある程度の指標となりえ
たのは、この時代を生きた東南アジアのムスリム社会
が、商品経済との関わりや女性の地位改善論、さらに
はマスメディアの広がりなど、近代特有の現象を体験
し、そのなかで直面した課題に取り組もうとしていた
ことの表れである。
　反対に、今回の分類では、近代特有の現象がトピッ
クとなっている場合にはそれを優先して分類を行っ
たため、地域社会の成り立ちに深く関わるトピックが
まとまって示されず、項目を横断して点在すること
になった。華人およびキリスト教徒を典型とした異
教徒との関係、華人の女児の養子慣行、諸領域での男
女の接触、文化的混淆から生まれた娯楽や芸能、等々
がこれにあたる。これらは、地域特有の文化や慣習に
根ざす関心事であり、今回用いた分類表のなかでは相
応の重要性を付与した上で位置づけることが困難に
思われた16）。このため、一つの項目にはあえてまとめ

13） 質問と回答は次のようなものである。「Q. アブー・アル＝モフ
タールは本名ですか、それともペンネームでしょうか。もしペ
ンネームであれば本当の名前と、どの民族の人なのか教えて下
さい。A. ここで質問者が尋ねているアブー・アル＝モフタール
とは、このコラムのなかで質疑応答を担当している委員会のア
ブー・アル＝モフタール委員長のことだと我々は推測する。我々
のこの推測が正しいとすれば、アブー・アル＝モフタールはペ
ンネームであり、彼は質疑応答を務めるにあたり匿名を好む人
物である。この「千一問」には様々な質問が送られてくるが、そ
うした問題について回答する委員会のリーダーを勤めている。
彼の掲げるスローガンは「誰が述べたのかを見るのではなく、
何を述べているのかに耳を傾けなさい」である。すなわち、も↗

（その他）の小項目 件数
（不正） 7

（友愛・人間関係） 6

（その他） 8

小計 21

表8　（その他）の小項目

しアブー・アル＝モフタールと彼の委員会の言葉が正しく、ま
た真正なる典拠を元に根拠を述べているとすれば、それを採用
すればよく、彼の考えや意見に従うことを彼が人々に強制する
ことはない。彼らは正当な原典や典拠を探しながら、ただ自分
たちが説明できることを説明しているだけである。」［Qalam 
1953.5: 40］。

14） 東南アジアのムスリムは、ほとんどがシャーフィイー派法学に
従っているが、南アジアに出自をもつインド系ムスリムは一般
にハナフィー派法学に従っており、民族的背景の違いによるイ
スラム法解釈の相違が意識されていた。

15） エドルスの立ち上げたムスリム同胞団に関する論考として［山
本 2003； 山本2011］がある。

16） 「イスラム教」の小項目「他の宗教との関係」、「結婚・女性・家族」
の小項目「子どもの権利」、「共同体・階級・民族関係」の小項目
の「民族または社会集団としての民族・民族関係」など、適当な
項目がないわけではないが、地域性は表現しにくい。
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ず、各分類に一定数固まって表れてくることを補記に
よって強調するにとどめている。
　また、民間信仰や習俗の切り分けに関しては、「イス
ラム教」に含められる可能性のある儀礼をあえて大項
目「地理・人類学・レクリエーション」の「民間信仰・迷
信」に含め、アラブ由来の慣習とインド由来の慣習、そ
してマレー人社会独自の慣習とが混在するままとし
た。アラブ由来の慣習はスンナと認められてイスラム
法上許容される一方、インド由来の慣習やマレー人社
会の慣習は逸脱とみなされることがある。しかし、質
問の質・量からは、マレー人社会の日常生活において
イスラム法学の見地にもとづく差別化が浸透してい
ないことが推し測られたため、これらを並列させて
扱った。今回は質問のみを対象とした分類であるが、
回答も含めた分類や回答のみの分類を行えば、当然、
結果が異なってくるだろう。

4. おわりに

　図書館分類表を用いた分類作業は暫定的な段階に
留まっている。項目をまたぐ事例や曖昧な事例につい
て分類を再検討する必要があるだろう。また、図書館
分類表は西洋近代をルーツとする近代的な知の枠組
みである。すべての質問の背景にイスラム実践への関
心が含まれることに鑑みれば、ファトワ集成やその他
の形のイスラムにもとづく伝統的な知の分類方法に
よって分類を行うことにも意義があるだろう。冒頭で
述べた問答パターンの分析も含め、「千一問」の特徴を
明らかにするための分析・分類方法を引き続き検討し
たい。
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1．はじめに

　本稿の目的は、『カラム』誌に定期掲載されていた
Q&Aコーナー「千一問（1001 masalah）」の中から、ザ
カート（イスラームにおける義務の喜捨、zakat［In.］, 
zakāt［Ar.］1））に関する30の質問項目（第２号～第212
号）を抽出し、1950、60年代のマレー・イスラーム世
界におけるザカート概念の歴史的変遷を明らかにす
ることである。
　『カラム』誌は、1950年７月から1969年10月まで
の約20年もの間ジャウィ文字で発行された雑誌であ
る。「千一問」の形式は、読者から寄せられた質問にア
ブー・アル＝モフタル（Abu Al-Mokhtar）という人物
が回答するという形式をとっている。「千一問」とい
うタイトルは、アラビア語の文学「千夜一夜（alf layla 

wa layla［Ar.］）」をもじったものと思われ、主にイス
ラームに関する質問が頻出する。雑誌の発行地はシン
ガポールであるが、ペラ、ジョホール、スランゴールと
いったマラヤ西海岸の諸州が質問者の多数を占めて
いる［坪井 2016： 9］ことから、「千一問」は1950、60
年代のマレー・イスラーム世界に生きた読者や回答者
の置かれていた立場や知見を反映した雑誌という点
で、貴重な資料であるといえる。
　この「千一問」のデータベース検索を活用すると、図
１のようにザカートが視覚的にも当時の関心の一部
を占めていたことがわかる。『カラム』データベース検
索によると、『カラム』228号のうち少なくとも182号
で「千一問」が掲載されている。その182号のうち、ザ
カートについての質問が掲載されているのは32号分2）

である。単純計算でも約18％と、およそ５、６回に一
回はザカートがコラム「千一問」の話題に上っている

頻度であるから、当時のマレー・イスラーム世界にお
いて、ザカートに関する関心が低くなかったことがわ
かる。次節に詳しく見ていくが、具体的には、なぜザ
カート支払いは義務なのか（疑問）、だれに喜捨をすれ
ばよいのか（対象）、直接渡すほうが良いのか（方法）、
四大法学派におけるザカートへの見解は何か（法学見
解）、所得税を支払っているのでザカート支払いは免
除されるべきではないか（解釈の確認）など、基本的な
項目から現代的解釈にいたるまで、様々な質問が載っ
ている。
　ザカートは、五柱（五行、arkān［Ar.］, rukun［In.］）
の一つで、礼拝、断食、大巡礼などと並ぶムスリムに
とっての最重要信仰儀礼（イバーダート、‘ibādāt［Ar.］, 
ibadah［In.］）である。クルアーンにも、礼拝とともに
30回以上言及されることから、1980年代から高まる
イスラーム復興というムーブメントにおいて核とな
る重要な議題であった。マレー・イスラーム世界にお
いて、イスラーム復興の高まりとともにザカートの制
度化が進み、個人のプライベートな浄財から、中間者

（政府やNGO）を介して、ムスリムの福祉の一端を担
う制度へと変化していったことは多くの論者によっ

マレー・イスラーム世界における
ザカート（喜捨）概念の歴史的変遷
1950、60年代『カラム』誌におけるQ&Aコーナー「千一問」から
足立 真理

１） 本稿では、イスラームに関する専門用語を使用する際、アラビ
ア語転写の直後に［Ar.］と記し、インドネシア語の直後には

［In.］と付記する。
２） 第58号には３問、第59号には２問ずつあるので重複分はなし

とする。 図１
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て指摘されている［Salim 2008； Fauzia 2014］。この
ようなザカートの歴史的変遷に関して、知識人の言説
や法制度を検討することにより、ザカート概念が再定
義されてきたことを明らかにした著作は多い［Feener 

2007, Retsikas 2014］。
　他方、市井のムスリム、つまり非知識人の言説空間
におけるザカートの概念については、先行研究であま
り詳しく論じられてこなかった。そもそも、マレー・
イスラーム世界のザカート実践に関して、イスラーム
復興が顕在化する1980年代までは、あまり多くの資
料が確認されていない。それらの点においても、1950
年７月から1969年10月までの約20年もの間ジャウィ
文字で発行された『カラム 』誌全巻のQ&Aコーナー

「千一問」を検討することは、その空間、期間における
空白を埋める意味で肝要だと考える。本稿の対象とす
る『カラム』誌全巻のQ&Aコーナーを概観し、分析す
ることにより、1950年から1969年のマレー・イスラー
ム世界に生きた読者や回答者の言論空間を確認し、興
味関心や問題意識の沿革とその変遷を整理すること
にしたい。

2．千一問における
　 ザカートに関するQ&Aの検討

　『カラム』データベース検索によると、ザカートに関
して35問が掲載されている。本稿では、それら35問の
うち、回答のみにザカートへの言及がある場合（５問）
を除き、ザカートに関する質問30点に絞って考察する。
また、質問（Q）とそれに対する回答（A）を日本語訳し、
掲載順に配列する3）。ここではあえてテーマごとに分
類せず、掲載順に概観することで、ザカートの沿革を
確認するのが狙いである。各Q&Aの後に考察を加え、
その変遷については、おわりに考察する。

Q.1

この間シンガポールのセラングーン通りの「アルラビ
タ・アルアラビヤ」にて行われたハリラヤの集会にて、
アルサイド・イブラヒム・ビン・オマル・アルサゴフ氏
が以下の意味の発言を成されていました。「私の理解
に依れば、ハナフィー学派では、裕福なイスラーム教
徒はザカート・ハルタを払う必要はない。なぜならば、
彼らは既に所得税を課せられており、所得税は社会福
祉局に納められるからである4）。それは、その税によ

る権利が貧しい人にも還元されることを意味する」。
発言は概ねこのような主旨でした。そこでこの問題に
ついて、真のイスラームの教えに基づいたご説明を頂
ければと思います。なぜならば、私の知る限り、８つの
アスナーフ［施しを受ける権利のある人々］はおろか、
貧しいムスリムの１%しか社会福祉局からの恩恵に預
かっていないからです［Qalam 1950.9： 31-33］。

A.1

この質問に答える前に、まずアルサイド・イブラヒム・
ビン・オマル・アルサゴフについて紹介しなければな
らない。彼はジェマ・アルダッワ・アルイスラミアの会
長を結成時から昨年までの数年間務めており、政府の
ムスリム諮問委員会の議長にも就任している。彼は有
名な資産家であり、またイスラームに関する高い知識
を持つと見なされている。彼はハーフィズであり、子
供のころメッカでも宗教教育を受けたという。
　質問についてであるが、この問題は度々放置され、
現在はその目的についてあまり注目されていないた
め、それがたびたびザカートの支払い義務、とりわけ
ザカート・ハルタに関してその責任から逃げるための
口実となってしまっている。
　この質問者の述べていることが正しいとすれば、
アルサイド・イブラヒムはおそらく以下のハナフィー
学派の例をもとにしたのではないかと思われる。「残
忍な（イスラーム教徒の）王が金持ちの人に対し、過剰
で重い税を課すという残虐な行為を行ったとき、抑圧
や虐待を受けた者は、その際払うはめになった財産を
ザカートの支払いとして見なすよう求めることがで
きる」。
　我々のこの推測が正しいとすれば、アルサイド・イ
ブラヒムは責任を免れるためにシンガポール政府の
徴収する所得税を残虐な方策と解釈したのだろうか。
ここで言う残虐とは非イスラーム政府においても一
般的なのだろうか。この二つの質問に対しアルサイ
ド・イブラヒム自身もちろん簡単に答えられるだろう。
しかし我々の考えでは、彼の発言は的外れなもので
ある。なぜならば今日施行されている所得税法におい
て、イスラーム教徒はザカート・ハルタを支払い、その
ザカート・ハルタの支払いを固定の経費、つまり必要
経費として計算することが認められているからであ
る。贈与ではなく、そこに所得税が課されるものでも
ないということだ。
　自分がとても大事にしているものは、その心に逆ら
えず、人にあげたくないと思うのが人間ならば当然で
あり、それが命令の執行としてなされるのならなおさ

３） 本稿ではザカートに関する問いに限定して、1-30の番号を振る。
４） 以後、下線は論者による。
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らである。しかし一部には、命じられたわけではなく、
ただ自分の満足のために、サダカとも、ましてザカー
トとも見なされないにも関わらず、食事のふるまいに
多額の出費を惜しまない人たちもいる。

　加えて、所得税は純利益、すなわち全ての資本金及
び所有物を引いた額を元に徴収されるもので、一年分
の十分な蓄えがあるかどうかという資産状況によっ
て判断されるザカート・ハルタとは異なる。ザカート
は、資産の純利益を計算されずに課される。従って、
アルサイド・イブラヒムが語った考えを裏付ける理由
がひとつもないことは明白である。宗教の事柄につい
て高い知識を持つ人物として、公の会議の場で、とり
わけ裕福なアラブ人達が参列する前で意見を述べた
ということは、まるでその集団にザカートの義務を軽
視するよう奨励するかのようだ。ザカートの一部しか
払っていない彼らに、所得税を払ったということを根
拠に、今度は全く払わなくてもいいと促すかのごとく
である。このことは、もし自分自身だけで行うのであ
れば話題にされることはなかっただろう。しかし公の
会議の場で話をしたのであり、宗教の原則とザカート
に関して望ましいとされる事実に反する問題を打ち
出したと見なすことができる。

　ザカートは支払う者にとっては義務であり、受け取
る者も定められている。ザカートは、とりわけ極貧者
を対象に、イスラーム教徒の社会の向上を目的として
いる。使徒ムハンマドが神の啓示を受けた後、ヒジュ
ラ暦2年にザカートの徴収が始まったが、当初は極貧
者と貧者のみに分配されていた。しばらくはこのよう
な形で行われていたが、コーランの「アル・タウバ（悔
悛）」の章の第60節が記されたヒジュラ暦9年、知ら
れているような8つの集団にザカートの分配先が決
まった。しかし、その章が記された後も、完全に8つの
集団に分けられたわけではなく、使徒ムハンマドはザ
カートの受け取りがより不可欠と見なされる集団に
最優先で分配した。ウラマーの大部分が、極貧者の状
況が救済されるまでの間はザカート・ハルタを他の者
よりもまず先に彼らにのみ与えるのがよいと強く求
めるのはこうした理由による。

　マレー半島のいくつかの州政府がザカートの徴収
を施行しているが、極貧者にザカートを分配すること
に重きを置いた使徒ムハンマドの措置を重視するよ
う、我々は州政府の注意を喚起したい。それは、将来ザ
カートを彼らを援助するため支出するよう促すため
である。このため、ザカートの支給は63歳までの彼ら
の負担を軽減することが望ましい。従って、彼らの一

部に20か30セン与えるという現行の分配方法は、と
くに８つのアスナーフに含まれない孤児などの子供
たちに全体として分配する場合、明らかに先ほどの規
定に違反している。

　一部の人間は、経済的困窮よりも教育の貧困の方
がより深刻な状況だとして、ザカートは教育の整備な
どに使い、その後に資金の一部をモスクやその他の事
に使うと決定した。しかしながら、前述のように使徒
ムハンマドが生きていた時代には貧困者が一切忘れ
られることはなかったことを忘れてはならない。それ
ぞれの貧困者が救済された時、それが社会の助けとな
り、イスラーム教徒の経済的な弱さも防ぐことが期
待できる。過去と同じように貧困者を援助するのは、
貧困という名から彼らを解放するということである。
よって、現代の状況に合わせ、産業を興してイスラー
ム教徒を解放し、その経済的な弱さに対処することは
当然なのである。
　実のところザカートの問題に関して言及すべきこ
とは沢山ある。しかし、それに関わる時間がなくなっ
てしまったので、近い将来この責任の問題に関して
近々より深い議論をしたいと思う。ここでは、自ら規
範となり、望ましいザカートの義務の遂行を奨励すべ
き資産家のイスラーム教徒が、なぜ逆に当然の義務で
あるザカートからの「逃げ口実」を探し、そこに友人を
誘い入れるかのような発言をしたのかという問題に
ついてのみ扱った。

　資産ザカート（zakāt al-māl［Ar.］、zakat harta［In.］）
と所得税に関する質問が、カラム第２号、そしてザ 
カートに関する質問の第一号（Q.1）であるのは、興味 
深い。資産ザカートとは、18歳以上のムスリムが正当
な方法で得た資産（株や商品在庫などの所得を生む 
資産も含む）にかかるザカートである。この支払対象 
には、住宅5）や車、金、証券以外に農作物や家畜、事
業資産も含まれる［al-Qaraḍāwī 2009］。その賦課率 

（ミクダール：miqdār［Ar.］）は、保有する資産の種類
によって異なり、牛や水牛であれば30頭ごとに１才 
のものを一頭6）、農作物については10％7）などと定めら
５） 住宅の場合、家族の居住に用いられている家は、ザカート支払

いの対象とはならず、貸し出されて利益を生んでいる住居が対
象となる。したがって、住居資産価値に対する2.5%の支払い額
がザカートというのは不正確で、その住居の資産価値がいくら
であれ、それが家族の居住に用いられている限りザカートの支
払い対象から除外される。

６） 羊や山羊ははじめの40頭に対して１頭。またラクダに関しては、
年齢や性別ごとに実に多岐にわたる賦課対象の分類がある。

７） 同じ農作物でも、雨水を利用したものは10％だが、人為的水利
を使った灌漑農業は５％など、細かく賦課率が定められている。
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れている。貨幣を含む金銀などの財産については40
分の１（2.5％）と規定されている。「ザカートの義務の
遂行を奨励すべき資産家のムスリムが、ザカート逃れ
の口実を探し、しかも他の者をもザカート逃れに誘い
入れるかのように公の場で発言したことに対する非
難［Qalam 1950.9： 31-33］」という回答をみるに、こ
の巻が刊行された1950年当時は富裕者でもザカート
を支払う義務について見解が分かれていたことがわ
かる。また、世俗的な税とザカートに関する議論も深
まっていなかったと考えられる。同様の質問はQ.22 
にもあり、そこでも、世俗的な税を支払ったとしても、
それはザカートを支払ったことと同義にはならず、ザ
カートも税金とは別に支払わなければならないと回
答している。これは、インドネシアの政治学者サリー
ムが指摘した、世俗国家においてムスリムが世俗的な
税金とザカートの両方を支払わなければならないと
する二重課税論8）［Salim 2008： 35-39］を一部裏付け
るような見解である。

Q.2

なぜハリラヤのお祈りの前に、フィトラ（喜捨）9）が義
務づけられているのですか［Qalam 1950.10： 32］。

A.2

ハリラヤのお祈り前に義務付けられたフィトラの施
しは、隠れた祝福と崇高な目的に満ちている。周知の
とおり、ザカート・フィトラを受け取ることのできる
人びとは、以下の８種類である。
１．極貧者

２．貧者
３．ザカート徴収者
４．イスラームに心が傾いたもの
５．奴隷を解放するため
６．債務者
７．アッラーの道のために努力する者
８．旅人
　上記の人たちは、援助を必要としている人で、貧し
い人たちである。彼らやその家族のために買い物を特
にしているときはなおさらのこと、彼らに援助や支
援を届けることでともに祝い、ともに崇高なハリラヤ
を迎えることができるからだ。これにより、同じイス
ラームの全ての階層と社会集団が愛を受け取れるの
である。

Q.3

フィトラをアーミル［喜捨を徴収する役人］が集める
のと、受け取る人に自分自身で渡すのでは、どちらが
よいですか［Qalam 1951.1：32］。

A.3

集められるフィトラをイスラーム法が求めるやり方
に従って運営するならば、アーミルによって収集され
る方がよりよい。

　Q.2とQ.3は続けて断食明けのザカートについての
質問であった。特にザカートの支払い方法について、
間接か直接どちらが適切かを問うQ.3は、次のQ.4に
も続いている。ザカートのみならず、寄付をするとき
にNPOなどの中間組織に渡すのか、それとも受給者に
直接渡すのか、というのは普遍的な問いである。

Q.4

ザカートを政府に支払うのと、極貧者に施すのでは、
どちらがより有益ですか［Qalam 1951.1： 33］。

A.4

ザカートは、受け取る権利のある８種類の人々に与え
られるのが望ましい。この種類に関しては機関の『カ
ラム』の中で言及した。

　この質問に関しては、政府へのザカート支払いと極
貧者への施しを二項対立としている時点で難題であ
る。Q.3のようにアーミルか直接か、という問いの場
合は、多くのウラマーがアーミルや管理団体に支払う

８） インドネシアにおいて、1988年にインドネシアウラマー評議
会（Majelis Ulama Indonesia, MUI）はザカートと税制に関す
るセミナー開催し、そこでザカートと世俗的な税の両方を支払
わなければならないという見解を公表した。これはムスリムに
二重課税を負担させるもので、それにより多くのインドネシア
のムスリムがザカート支払いを等閑に付した［Salim 2008: 
39］という指摘もされている。この状況に挑戦したのは、イン
ドネシア最大のイスラーム団体（Nahdlatul Ulama, NU）のウ
ラマーであるマスウーディー（Masdul F. Masu‘udi）であった。
彼が1991年に『正義の宗教─イスラームにおけるザカート

（税）論（Agama Keadilan: Risalah Zakat（Pajak ）dalam 
Islam）」を出版し、ザカートを支払うことは世俗的な税を支
払ったことに置き換えられるべきと提言するまでは、インドネ
シアにおいて富裕層はザカートを支払うインセンティブを、精
神的な面以外で得られていなかったともいえる。2000年の税
法17号９条１節に、政府主導のザカート徴収局BAZ（Badan 
Amil Zakat）や、その監督下にある認可の私営ザカート管理団
体（Lembaga Amil Zakat）に支払えば、税の控除 が受けられ
る［Hafidhuddin 2002：5］と明記されている。

９） イスラーム法学上の定義では、断食明けのザカート（ザカート・
フィトラ）と資産ザカート（ザカート・マール）に大別される。
日本語の定訳はなく、ばらつきがあるものの、本稿では、法学
上の分類に則って、フィトラを「断食明けのザカート」と訳す。
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べきという法学見解を出すが、政府が唯一のアーミル
としてザカートを徴収・管理・分配するというような
制度が整っていない時点では、的を射ない質問であ
るといえる。回答者は、質問には直接答えていないが、
クルアーンの文言に言及することで、これに沿うよう
に信者自ら考え、行動するように促している。

Q.5

トゥアンク（マウラナ）の称号を持つ人や盲目の人に
ザカートを施すことは合法ですか［Qalam 1951.4: 
27］。

A.5

サラワクの方では、トゥアンクという言葉は預言者ム
ハンマドの血を引く人々、すなわちサイイドの称号で
知られている血縁の人々に対して使われる。正当なザ
カートの受け取り手とは、
１．極貧者
２．貧者
３．ザカート徴収者
４．イスラームに心が傾いたもの
５．奴隷を解放するため
６．債務者
７．アッラーの道のために努力する者
８．旅費の尽きた旅人
である。これはウラマーの解釈に従った分類である。
ザカートを８つの分類に含まれる人々にそれぞれ均
等に分け与えるべきだと考える人もいれば、８つの集
団の内１つに与えればよいと考えるウラマーもいる。
また、ザカートは必要を満たすために使われるべきだ
というウラマーもいる。この意見によれば、必要不可
欠な人々がまず最優先的にザカートが施されること
になる。
　昔、預言者ムハンマドの家族はザカートをもらっ
ていなかった。なぜならば、彼らはバイトゥルマール

（慈善基金）10）から分け前を貰っていたからである。し
かし、現在はバイトゥルマールが存在しないため、上
記のザカートを必要とせざるを得ない８つの集団に
含まれる人々は、それを受け取ってもよいとなってい

る。考慮すべきは、預言者ムハンマドとその教友らは
極貧者と貧者の権利を優先したことである。このた
め、もし自身が上記の集団に含まれていないなら、そ
れを拒否することが望ましい。また、盲目であったと
しても、財産を持っているのならばザカートを受け取
ることができない。

　ザカート受給者の優先順位について論じている。
Q.11でも、役職者がザカートを受給することはイス
ラーム法において合法かを問うており、「扶助を受け
るべき正当な貧困者」とはだれか、が関心事であった
と指摘できる。

Q.6

ザカートを紙幣で払うことは義務ですか［Qalam 
1951.6： 16］。

A.6

ザカートを払うことは義務である。紙幣は金や銀の貨
幣よりも優勢である。発行屋の点からすると、貨幣と
同等の値段的価値がある金や銀の貨幣と比べて、貨幣
の方が優勢なのである。

　この質問に関して、試訳の「ザカートを紙幣で払う
ことは義務ですか」とは、「資産ザカートを払うこと
も義務ですか」とも意訳できる。先行研究でも指摘
されているように、マレー・イスラーム世界において、
1980年代にイスラーム知識人の間で議論が深まるま
では、断食明けのザカートの実践は一般的であったが、
資産ザカートについては裕福な人のみの実践である
とみなされていた。断食明けのザカートと並列される
資産ザカート（ザカート・マール）は、直訳で「カネの
ザカート」とも訳すことができるため、主食を拠出す
る断食明けのザカートではなく、紙幣で拠出する資産
ザカートを払うことも義務ですか、と読者が意図した
とも考えられる。下記のQ.7も同じような質問者の意
図に対して、回答者が意味を取り違えたのではないか
と指摘できる。

Q.7

ザカートを紙幣で支払うことは末代に至るまで義務
ですか［Qalam 1952.1: 38］。

A.7

紙幣は金貨の代わりである。各紙幣は額面に記されて
いる金額の価値と等しいと保証している。

10） 直訳すれば、「お金の家」である。歴史的には、カリフ時代に諸
税を扱う金融機関の役割、つまり国庫の役割を担っていた。諸
税の中にはジズヤ（人頭税）やザカートも含まれるため、ザカー
トの分配機能もあった。現代では、アラビア語圏を除き、マイク
ロファイナンスなどの小規模金融機関としても知られる。イン
ドネシアではBaitul Mal Tamwiil（BMT）が存在し、広く普及
している。インドネシアのザカート管理団体でも、分配ユニッ
トにBaitul Malと名をつけることもある［Adachi 2019： 37］。
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　回答者は、ジャウィ文字の「　　　　　」11）を末代
（nasab）に至るまでの義務と解釈している。この質問
に関して、試訳の「ザカートを紙幣で支払うことは末
代に至るまで義務ですか」ではなく、「ニサーブ（nisab,
最低余剰資産額）に至れば支払うことが義務となる
か」とうことが本来の質問者の意図としては考えられ
る。つまり、主食を拠出する断食明けのザカートでは
なく、資産ザカートを払うことも義務ですか、という
意味である。訳としては「ザカートを紙幣で払うこと
は、義務ですか。それともニサーブ（最低余剰資産額）
に至れば義務ですか。」となるだろう。この回答者の
齟齬に関しては、されなる調査が必要である。いずれ
にせよ、同様の質問が二つも続けて（Q.6、Q.7）掲載さ
れていることから、この1952年当時には、主食で支払
う断食明けのザカートに比べて、紙幣でザカートを支
払うこと（資金ザカート）があまり一般的ではなかっ
たのではないかと指摘できる。

Q.8

（事前に示し合わせて）人々がフィトラを互いに施し
会うことは合法ですか［Qalam 1952.2: 30］。

A.8

友人にフィトラを払い、その友人が今度は自分に払
う、ということは往々にして起こることだといわれて
いる。彼らはザカートの受け取りが許される人々では
ない。クルアーンの「悔恨」章第60節に、神が定めたザ
カートを受け取ることが許される人々について記さ
れている。
１．極貧者
２．貧者

３．ザカート徴収者
４．イスラームに心が傾いたもの
５．奴隷を解放するため
６．債務者
７．アッラーの道のために努力する者
８．旅費の尽きた旅人
である。
　イブン・マージャの伝承によるハディースや、その
他数多くのハディースの中で使徒ムハンマドは貧困
者にザカートを最優先で与えると記されており、した
がって、もしフィトラを受け取る人が上記の分類に含
まれていないのであれば、そのザカートは違法であ
る。加えて、人がフィトラを施す際に、受け取り手が与
え手に施し返すことを約束する行為は当然違法であ
り、それはイスラームの教えを弄ぶ行為とみなすこと
ができる。

　回答者は、イスラーム法に照らし合わせて、ザカー
トを事前に示し合わせて送り合うことは違法である
と断言している。後述するが、Q.11までは、回答に具体
的なハディースの本文（matn［Ar.］）は引用されず、た
だ概要が書かれているのみである。

Q.9

すべてのザカートをあらゆる橋や道路の修繕に使
い、受け取ることができる人達に払おうとしなかっ
た場合、そのような行為は法的にはどうなりますか

［Qalam 1952.5: 29］。

A.9

本誌でいつも言及しているように、ザカートを受け取
る権利があるのは８つの集団である。それ以外は権利
がない。使途ムハンマドの時代、イスラーム社会から
貧困をなくすため、ザカートはまず貧者に優先的に分

11） 子孫ではなく、ニサーブの間違いだと思われる。ただし、ジャ
ウィ文字の綴りがアラビア語のniṣābではṣと転写されるとこ
ろをsとしているので、更なる調査が望まれる。

図２
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配された。なぜなら、多くの人が貧していると、その
生活はますます悪化し、多くの彼らの感情や心がアッ
ラーに対する信仰から離れてしまうからである。ゆえ
に、人間を悲惨な生活から解放する目的を満たすため
にザカートを整備することが非常に重要だというこ
とを、現在の人々は認識している。
　道路や橋はその中に含まれておらず、もし人が（個
人的に）割り当てられたザカートの支払いを道路や橋
に充てたなら、我々の見解からすればそれは違法で
ある。また、国内にまだザカートを必要としている８
つの集団が存在する中で、もしザカートの徴収者がザ
カートの支払いをそこに費やすとしたら、その日とは
報いを受けることになる。なぜなら、国内の８つの集
団、とりわけ貧者や困窮者の権利を奪うことになるか
らである。
　また、我々の見解では、インド系の人々のように国
外にザカートを送ったり、自分たちの祖国にザカート
を送金し、自分が生活の糧を得ている場所で起きてい
る貧困を放置することは違法である。彼らは国内の
人々の権利を奪うことになる。

Q.10

ザカートを支払う場所以外へ、例えばAさんがシンガ
ポールからインドへザカートを送ることは許されま
すか ［Qalam 1952.7: 17］。

A.10

送金することは可能であるが、ザカートの支払いをす
る場所で必要としている貧しい人々がいないことが
条件である。しかし、最優先されるべき人々が多数存
在する地域では、ザカートを他の所へ送金してはな
らない。なぜなら、ザカートは彼や地域の権利ではな
く、その地域で受け取る資格があるとされる人々の権
利12）だからだからである。
　我々の見解では、ザカートを国外に送金すること
は、ザカートの支払いを可能にした自分の収入や利益
を得た国に住む人々の権利を奪うことになる。

　回答者はQ.9から続けて、国内で得た金の中から国
外へザカートを送金することに対して否定的である。
近年、グローバルにイスラーム化が顕在化してから
は、FBO（Faith-based Organization）のように国際的
な宗教団体が国境を越えて支援をする例は珍しくな
い（パレスチナ難民、ロヒンギャ問題などを広域のイ

スラーム共同体＝ウンマの問題として考える例）。他
方、近親者から施せというハディースも存在する。「イ
ンド系の人々のように国外にザカートを送ったり、自
分たちの祖国にザカートを送金し、自分が生活の糧を
得ている場所で起きている貧困を放置することは違
法である。彼らは国内の人々の権利を奪うことにな
る［Qalam 1952.5： 29］」や「ザカートを国外に送金す
ることは、ザカートの支払いを可能にした自分の収入
や利益を得た国に住む人々の権利を奪うことになる

［Qalam 1952.7： 17］」といった見解をみるに、1952年
当時からザカートを国外へ送金する動きはあったの
だと推察される。ただ、その送金について、回答者は
否定的で、ザカートはあくまで身近な共同体内で還元
すべきという見方があったと分かる。回答者の共同体
の枠は、グローバルなイスラーム共同体というよりも、
シンガポールやマラヤにおけるムスリム社会に限定
されているとも換言できる。つまり、同じムスリムで
あろうと、身近な貧困を等閑に付して国外にザカート
を送金するのではなく、国内で再分配すべきと考えて
いるのである。

Q.11

ザカート・フィトラの支払いはなぜラマダーン月の
27日から30日の間に限られており、他の月に払うこ
とができないのでしょうか。また、フィトラを貨幣で
支払うことは合法ですか。カディや村長、あるいはウ
ラマーらがザカート・フィトラを受け取ることは許さ
れますか［Qalam 1953.7: 47］。

A.11

フィトラに関してはタイムリーな質問であるため、後
から送られてくるであろう同様の質問を網羅できる
ように、ここで多少長めの回答をしておくのがいいだ
ろう。
　ザカート・フィトラは体のザカートを意味する。体
は一つの存在だからだ。次のようなイブン・ウマルの
伝承がある。
　「アッラーの御使いは、奴隷、自由民、男女、子供大
人を問わず、フィトラのザカートとして1サーアのな
つめ椰子、あるいは1サーアの大麦を義務づけられ
た」（アーマッド、ブハーリーとムスリムによる真正ハ
ディース）
以上のハディースから、各ムスリムにとってフィトラ
が義務であることが分かる。
　上記のハディースの中で、フィトラを子供も払うよ12） 権利の八系受動分詞でムスタヒック（mustaḥiqq： 受給者）。
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う言及されているが、まだ成人していない子供は何ら
責任を負う立場になく、また奴隷は所有物がない。明
らかなのは、ザカート・フィトラの義務は自分自身が
払うものと、子供や奴隷など自分が扶養する者のため
に払うものがあるということだ。
　この問題に関して、その根拠となるハディースがい
くつか存在する。ひとつは以下の通りである。

「イブン・ウマルは伝えている。神の御使いは、自分が
扶養する子供や大人、自由民や奴隷の代わりにザカー
ト・フィトラを支払うことを義務づけられた」（バイハ
キとアル＝ダラクトニーの伝承）
　さらにもう一つ挙げる。

「ムハンマド・ビン・アリ・アル＝バカールは伝えてい
る。神の御使いは『あなたが扶養している物たちの代
わりにフィトラの施しをしなさい』とおっしゃった」

（シャーフィイーとバイハキによる伝承）
　さらにもう一つ。

「ファティマ・ビンティ・アル＝ムンズィルは伝えてい
る。アスマ・ビンティ・アブー・バカール・アル＝シディッ
クは扶養している者の分として次の施しをした。すな
わち、1サーアのなつめ椰子と1サーアの大麦と1サー
アの小麦である」（イブン・ハズムによる伝承）
　上述のハディースの冒頭で言及された子供の代わ
りに払うフィトラに関して、ウラマーらの間には解釈
の対立がある。１）子供のフィトラは彼らを扶養する
者に支払いの義務がある（次のハディースを根拠とし
ている）。２）もし子供が遺産を相続している場合は、
子供自身に支払いの義務があり、もし遺産がないなら
ば、子供ではなく父親あるいは母親にその義務があ
る。これは、他のザカートのように、財産に応じた義
務に基づく見解であり、もし財産があれば義務が課さ
れ、なければ課されない。３）子供のフィトラは、もし
財産を所有しているならば自分自身の財産から出す
べきであり、もし財産がないならば、誰であれ子供の
扶養者の責任となる。
　おそらく3番目の見解がより真実に近いものと思
われる。奴隷に関しては、支払い義務は主人にあるこ
とは疑いない。なぜなら、奴隷は財産を所有しておら
ず、彼らの生活は主人が賄っているからである。上述
のハディースの言及や、またムスリムの伝承によるハ
ディースの中で、奴隷によるサダカは、フィトラのサ
ダカ以外にその義務はないとしているように、フィト
ラのサダカは奴隷の主人によって支払われるべきと
されている。

　支払い義務のある者についてであるが、それは自分
が必要とする分より多くを所有している者である。使
徒ムハンマドは以下のようにおっしゃった。

「自分の必要を越えた分以外、サダカ（ザカート）の必
要はない」（ブハーリーの伝承による真正ハディース）
　もう一つハディースを挙げる。

「神の御使いはおっしゃった。『自分に富があるにも関
わらず、それを増やすために人々に乞う者は、他でも
ない地獄の業火を乞い求めているようなものだ』そこ
で教友らは『富とは何ですか？』と尋ねると、御使いは
お答えになった。『日夜の食事に足る分である』」（アー
マッドとアブー・ダウードによる伝承）
　これらのハディースでは、一日分の日夜の必要な食
事量を超えた分以外は、フィトラを払う義務はないと
されている。また、責任を負う立場にある者は、その責
任下にある者たちよりも多くなる。
　フィトラの支払いの種類は、種々の小麦、大麦、干し
ぶどう、チーズなどである。これらから分かることは、
ザカートはそれぞれの地域で食べられている主食で
払うということである。よって我々の住む地域では、
我々が普段食べている餅米、サゴ、トウモロコシなど
で払うことができる。
　フィトラとして支払うべきは上記ハディースに記
載されているものに限り、それ以外は許されないと強
く主張するウラマーもいる。しかし、この見解は、ザ
カート・フィトラは貧しい人々が祝いの日に助けを乞
わずに済むように助けるという現世のイバーダート
としての義務であるということに反することはでき
ない。
　フィトラの計量は、1サーア、すなわち3.5カティ
あるいは牛乳缶を10缶である。この値はおそらく少
なすぎるが、多い分には気にすることはない。貨幣で
フィトラを払うことに関しては、使徒ムハンマドの時
代にも行われていた。ムアーズ・ディアモンドはそれ
らの食べ物の代わりに衣服を施し、サイディーナ・ウ
マル・イブン・ハッターブは貨幣の代わりに物品をザ
カートとして認めた。また、カリフであるウマル・イブ
ン・アブド・アル＝アジズはザカート・フィトラを値段
に応じて徴収、すなわち食料の代わりとして貨幣で受
け取った。
　これらは使徒ムハンマドの慣行ではないが、使徒ム
ハンマドの時代、また教友らやそれ以降の時代におい
て、貨幣あるいは物品でザカート・ハルタやフィトラ
を徴収することが一般的となっていたことを示すも
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のである。フィトラの管理には世俗的な計算も含まれ
るため、貧しい人を助けるために米または貨幣どちら
で支払ってもよいということになっている。したがっ
て、フィトラを貨幣で支払うことは禁止されておら
ず、また米などで施すよりもより安全にフィトラを施
すことができるのだ。
　フィトラを払う時期は、以下の伝承にあるように、
ハリラヤより前となる。
　「イブン・ウマルは伝えている。まことに神の御使い
は、人々がハリラヤの礼拝を行う前にザカート・フィ
トラを払うよう命じられた」（ブハーリーとムスリム
の伝承による真正ハディース）
　もう一つハディースを挙げる。
　「神の御使いはおっしゃった。『アブド・アッラー・
イブン・ウマルは、ザカート・フィトラをハリラヤの2、
3日前に徴収者に送っている』」（マーリクの伝承によ
る真正ハディース）
　さらにもう一つハディースを挙げる。
　「教友らはハリラヤの1日か2日前にフィトラ
を支払っている」（ブハーリーの伝承による真正ハ 
ディース）
　これらのハディースは、大勢の教友らがラマダーン
の月末にザカートを支払っていたことを示しており、
もしそれが禁じられていたとすれば、彼らはそうはし
なかっただろう。
　最善なのは、ハリラヤの早朝までにフィトラを払う
ことである。しかし、それを慈善として寄付するとい
う方法は除く。なぜなら、その方法だとその施しはハ
リラヤの後で分配されることになり、単なるサダカ
の一つに過ぎなくなるからである。この説明について
は、アブー・ダウード、イブン・マージャ、そしてアル
＝ダルクトニーの伝承によるハディースの中で言及
されており、フィトラを後日に支払うことは罪に当た
り、そのためのカダーはない。
　フィトラの受け取り手については、コーラン「悔悛」
の章第60節に記されているように、8つのグループ
に分類されている。
　「まことにザカートは、以下のためのものに他なら
ない。１）貧者、２）困窮者、３）ザカートの徴収者（アー
ミル）、４）心を惹き付けられた人（改宗者）、５）奴隷の
解放のための資金、６）債務者、７）アッラーの道のた
めの資金、８）困窮した旅行者、である。これらはアッ
ラーの定め給うた義務である」 
　モスクやマドラサ［宗教学校］の建設といった公共

の事業にフィトラを使うことはアッラーの道のため
に含まれるが、ハディースに従えば、ザカート・フィト
ラにおいて優先されるのは貧者である。
　貧者の定義についてはウラマーらの間で解釈の対
立がある。しかし明らかなことは、上述のハディース
にあるように、貧者とは一日（日夜）の食事にありつく
ことのできない人々のことを言う。
　困窮者の定義であるが、次のようなハディースが
ある。
　「『御使い様、困窮者とは誰のことですか？』神の御
使いはおっしゃった。『十分な財産を持ってはいない
が、人々にその状況を知られてはいないがゆえにサダ
カを施されることがなく、彼らもまたそれを世間に乞
わない者たちのことである』」（ブハーリーとムスリム
の伝承による真正ハディース）
　アーミルとは、ザカートを徴収する者のことであ
る。アーミルは、たとえ裕福であろうとザカートを受
け取ることができる。なぜなら、それは賃金として与
えられるからである（8つのグループの一つに含まれ
る）。しかし、カディやイマーム、あるいはウラマーは、
もし財産があるならばザカート・フィトラを受け取る
ことは許されない。
　改宗者についてだが、たとえ裕福な人物であったと
しても、イスラームへの改宗を期待し、その人物を懐
柔するためにザカートの一部を施すことは許されて
いる。イスラームに入信したがまだ信仰心が固まって
いない者に対しても、たとえ彼らが裕福であっても、
懐柔するためにザカートを施すことが許されている。
　奴隷を解放するための資金はザカートから出すこ
とが許されている。
　債務者に関してだが、ウラマーは次のように述べて
いる。
１）個人の負債を返済することができない者は、それ
を払うためにザカートを受け取ることが許されてい
る。
２）個人や集団を和解させるために負債した者は、た
とえ裕福であったとしても、その借金を返済するため
にザカートを受け取ることが許されている。
　アッラーの道のためのザカートについては、既に述
べた。
　旅人に関してだが、それは旅の途中にあって旅費が
尽きた者のことを言う。
　ザカートは、こうした8つのグループのために分配
することが義務付けられている。8つのグループの誰
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に対してでも分配することができるとする見解もあ
るが、一方でコーラン「悔悛」の章60節で記されてい
るように、不可欠な者への分配を優先することが望ま
しいとする意見がある。

　このコラムは、『カラム』第35号、1953年５月発行
である。ちょうどラマダーン時期の発行であるため、
１回に３つの質問が書かれ、回答にも多くの誌面を
割いている。まず、断食明けのザカートはなぜ断食月
の間にしなければならないのかという質問。次に、断
食明けのザカートを主食ではなく、貨幣で支払うこ
とは合法かどうか。そして最後に、カディや村長、あ
るいはウラマーといった役職者がザカートを受給す
ることは合法かという問いである。いずれも、真正ハ
ディースからの引用、それに対するウラマーの解釈、
見解の相違などが網羅的に説明されている。受給者の
優先順位、貧者の定義についても解釈の対立が指摘さ
れ、当時、それらに関するコンセンサスは形成されて
いなかったことがわかる。また、回答者は、この号か
らザカート法学（Fiqḥ al-zakāt［Ar.］）に言及し、法学
的見解にまで言及するようになっている。創刊以来、
一般向けの大衆雑誌という位置づけ上、詳しく論じて
いなかったが、ザカートに限っていえば、この号を分
水嶺として、イスラーム法的な見解や議論についても
引用されるようになった。回答方法については、一つ
の解を押し付けるのではなく、多くの見解を提示した
うえで、質問者が自ら考えて答えを出すように導き出
すというスタイルを採用している。これは、ウラマー
の内部多様性とイスラーム法の柔軟性を認知したう
えでの回答であると分析できる。

Q.12

ザカート・ ハルタを支払おうとしないイスラーム
教徒は、法的にどうなりますか［Qalam 1954.4： 
36-37］。

A.12

社会の福祉と安定にとって、ザカートは極めて重要な
イスラームの五行のひとつである。ザカートの支払い
義務を果たす能力がある成人のイスラーム教徒が、資
産が貯まって義務が発生した段階になっても支払お
うとしない、あるいは支払いを完遂しない場合、その
人物はアッラー、そして社会に対し多大な罪を負う。
なぜなら、彼らは貧者やそれを受け取る資格のあるそ
の他の人々の権利を飲み込むことになるからだ。その

ような性質の者は、現世において安全を手に入れるこ
とはなく、人生の平穏を感じることはない。さらに来
世では、コーランの中でアッラーにより約束されてい
るように、痛烈な拷問を受けることになる。それは次
の通りである。「金や銀を貯め込んで、それをアッラー
の道のために費やそう（ザカートを支払おう）としな
い彼らには、（彼らは）痛烈な懲罰を受けることになる
と知らせるがよい。すなわち、その日、その財産は地獄
の業火で熱せられ、それで彼らの額、脇腹、そして背中
に烙印が押される。（そして責め苦の天使が彼らに言
う）『これこそが汝らが自分のために貯め込んだもの
に対する報いである。汝らが蓄えたものを味わうがよ
い』」（コーラン「悔悛」の章第35節） 。
　これについて、使徒ムハンマドも次のようにおっ
しゃった。「財産を貯め込んでザカートを払わない
者たちは、その財産は残らず全て地獄の業火で焼か
れ、そして粉々に砕かれる。次にそれで両脇と額に烙
印が押される。それはアッラーの裁きが人間に下る

（日）まで続けられる」（ムスリムの伝承による真正ハ
ディース）。
　他のハディースの中でも使徒ムハンマドは次のよ
うにおっしゃっている。「アッラーから財産を与えら
れたにも関わらず、ザカートを支払おうとしない者は
誰でも、復活の日（その財産は）毒蛇となる。そしてそ
の者の首に巻き付き、噛みながら言う。『我こそが（現
世で）お前が貯め込んだ財産である』」。以上が受ける
ことになる無惨な報いである。
　実のところ、もしイスラーム教徒たち、とりわけ富
豪が寛大な心で義務であるザカートの支払いを完遂
すれば、苦しんでいる人々を救えるだけでなく、学校、
病院、救貧院などといった、全ての民族に対し奉仕す
る福祉施設を設立することがきっとできるだろう。な
ぜなら、イスラームの原則は人道主義だからである！

　社会の福祉と安定にとってザカートは重要なファ
クターであると指摘し、ザカートを支払う義務を持つ
成人ムスリムが支払わないことは、アッラーと社会に
対し罪を負うとまで主張している。ここでは、受給者
の権利を奪ってはならないとも書かれ、支払わないこ
とによって来世でどのような責め苦に遭うか、クル
アーンとハディースを引用して説明される。最後は

「イスラームの原則は人道主義だからである！〔ママ〕」
と締められるなど、かなり革新的で啓蒙的な文言が並
んでいる。
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Q.13

ザカート・フィトラは、成人した大人が課されるイス
ラームの五行のひとつですが、なぜそれが子供にも課
されるのでしょうか。このような法源はどこからきて
いますか［Qalam 1954.5： 5］。

A.13

子供もザカートを払うよう命じた使徒ムハンマドの
言葉があるからである。ムスリムの伝承による真正ハ
ディースの中に、この命令がはっきりと記されてい
る。「アブドゥッラー・イブン・ウマルは伝えている。
神の御使いはラマダーン月にザカート・フィトラを支
払うよう、自由人であれ奴隷であれ、男であれ女であ
れ、子供であれ大人であれ、イスラーム教徒にそれぞ
れ義務付けた」。大人と同じように、イスラーム教徒の
子供にもザカート・フィトラの支払い義務があるとす
る真正ハディースは他にも複数ある。

Q.14

1954年5月号の『カラム』の中のコラム「千一問」の
第2問目に以下のような意図の質問がありました。

「なぜ子供にザカートの義務が課されるのでしょう
か」（トレンガヌ州ブスのアリ・J.M氏からの質問）。そ
して貴殿はそれに対する回答として、子供はザカート
を支払う義務があると結論されていました。支払い手
は誰で、その所有者（ザカートとなる物の所有者）は誰
なのか、ザカートの支払いについて貴殿が詳細に分析
をしておらず、残念に思いました。上記の貴殿の回答
は明快明瞭ではなく、まだ曖昧であると思いました。
ゆえに、この投書と共に『ザカート・フィトラ及び成人
前の子供のフィトラに関する問題』という、当問題に
ついて議論している一冊の本をお送りします。私はこ
の本を読み、この著者の説明は実に正確かつ論理的だ
と思いました。『カラム』で発表されたこの問題に関
する貴殿の回答と比べてみて下さい。貴殿ら側の見解
が正しいのか、あるいは我々が正しいのか、この本の
内容について討論することが一番だと思います。そし
て『カラム』の中で提議されることで、我々一般にとっ
て有益となり、また思い違いや誤解から解放されるこ
とを願います［Qalam 1954.7： 33-34］。

A.14

関心を持っていただき、またとりわけ本を贈って頂い
たことに感謝を申し上げたい。しかも、著者であるク

ランタン州のアルアディブ・アルハジ・ニク・ムハンマ
ド・ソラ・ビン・アルマルフム・アルハジ・ワン・ムサは、
尊敬する我々の友人である。我々もこの本を読んだ
が、著者が明瞭に説明している通り、その結論は次の
通りである。「ザカート・“アスヤール”（財産のザカー
トの意）とザカート・フィトラの義務は成人前の子供
には課されない」。この著者はコーランやハディー
ス、そして四法学派のイマームら、とりわけイマーム・
シャーフィイーの『アルウム』やイマーム・ナワウィー
の『アルナジム』などに記された解釈を引用し、厚さ
40ページに渡り十分に説明した上で、この結論に
至った。
　この本を論評する前に、この本が書かれた目的につ
いて、著者の解説を引用するのが公正であると考え
る。この著者の説明は以下の通りである。

「１．『ザカート・フィトラ及び成人前の子供のフィト
ラに関する問題』の論考は、イスラーム法学に関する
知識と深い一般知識を有する学者に対し、高度な知の
神秘へ導けるように著した。
　２．『ザカート・フィトラ及び成人前の子供のフィト
ラに関する問題』の論考は、この世界の各々の人間に
とって非常に重要である学問知識について議論し、自
由な意見あるいは言葉を表明することだけを目的と
して記した。
　３．『ザカート・フィトラ及び成人前の子供のフィト
ラに関する問題』の論考は、クランタン州イスラーム
教・マレー慣習評議会のいずれの政策についても言及
するつもりも、この州のいずれの法も妨害するつもり
はない。
　４．『ザカート・フィトラ及び成人前の子供のフィト
ラに関する問題』の論考を、私は世界を創造し給うた
アッラーの御ために誠実に記した。クランタン州のイ
スラーム教・マレー慣習評議会の求めるザカート及び
ザカート・フィトラの支払いを拒み、愛するクランタ
ン人たちの胸に混乱の気持ちを育てたり、植え付けて
ザカートの支払いを妨害することを目的に書いたわ
けではない。それどころか私は度々、私の家族や民衆
に伝え命じ、イスラーム教評議会が求めるフィトラと
ザカートの恒久的な支払いについて私は常々説いて
いるのだ。
　５．『ザカート・フィトラ及び成人前の子供のフィト
ラに関する問題』の論考を、親愛なる読者の方々が読
み終え、その中に出てきた全ての原理を理解すること
ができたら、以下の４つの注記を心に留めてほしい。
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第一に、この本の解釈が読者を満足させ、イスラーム
法の要求にも正しく沿うものと思われたならば、それ
こそが我々全員が永遠の理想とする目的であるとい
うこと。
　第二に、もし『ザカート・フィトラ及び成人前の子供
のフィトラに関する問題』の論考が、ウラマーたちと
対立する問題があると思われたならば、あなたの宗教
的実践のために、より簡単で、至高なるアッラーに対
しより澄んだ誠実な心で実践できるものを、その中か
ら一つ選んでほしいということ。
　第三に、この本の中の私の分析を、私のマレー語が
曖昧なゆえに理解できないと思われたならば、どうぞ
著者である私自身に質問をして頂きたい。
　第四に、『ザカート・フィトラ及び成人前の子供の
フィトラに関する問題』における私の意見（立場）が、
明らかにイスラーム法に反している、あるいはウラ
マーらが引用したコーランの章句を指針とした法に
反していると思われたならば、この第四番目における
私の回答は、（コーランの中に記されているように）我
らの指導者サイディーナ・ムハンマド（彼に神の祝福
と平安あれ）が高慢な彼の家族、アブー・ジャハルとア
ブー・ラハフに対して言った答えと同じであるという
ことだ。『言ってやれ！おいムハンマドよ、我々がそ
れに従うことができるようにそれよりもっと教訓と
なるような本（コーラン）を一冊持ってきなさい』」。
　以上が上記の本の著者の見解である。この本の中で
提供されている文章は、6つの章に分かれている。第
１章はザカート・フィトラの法について、第２章はフィ
トラを払うべき資産について、第３章はフィトラの支
払い義務がある人々について、第４章は成人前の幼い
子供の財産におけるザカート・フィトラとザカート・
アスヤールに関するマズハブの認識について、第５章
は成人前の子供にフィトラの支払いを義務付けるハ
ディースの記述について、第６章は成人前の子供の
フィトラの問題に関するイマームらの見解の相違に
対する法的決定についてである。
　この問題についてこのように詳しく議論し、とりわ
けコーランの章句や預言者ムハンマドのハディース、
そして高貴なるイスラームのウラマーらの著作から
その根拠を見いだしたこの著者を、我々は称賛する。
しかし、残念ながら、この本の著者のアルアディブ・ニ
ク・ムハンマド・ソラは「奇妙な」考えを持っており、ま
たアッラーの啓典と使徒ムハンマドのスンナの内容
の解釈におけるイスラームのウラマーらの合意と相
反している。
　我々がそう考える根拠は以下の通りである。第一

に、イブン・ウマルの伝えるハディースでは、子供はザ
カート・フィトラを支払う義務があると述べられてい
るが、この本の著者はそれを否定している。その理由
は、このハディースはブハーリー、ムスリム、アブー・
ダウード、ナサーイーなどのハディース集には記され
てはいるが、『アルムワッタア』（イマーム・マーリクの
ハディース集成書）の中に記されていないからだとい
う。「なぜなら、『アルムワッタア』はこの地上に現れ
た初期のハディース集であり、またイマーム・シャー
フィイー（彼に神の祝福あれ）自身の言葉によると、そ
れは壮大なコーランの次に出た、完全なる使徒ムハン
マドの真正ハディース集成書だからである」。さらに
彼はこう答えている。「イマーム・シャーフィイーの
言葉は確かに正しいと言える。なぜなら、その時代に
はハディース集成書の編者たちはまだ生まれておら
ず、ゆえにブハーリーやムスリムのハディース集やそ
の他の「六正伝集」はまだ存在していなかったからだ。
イマーム・シャーフィイーが亡くなった時、イマーム・
ブハーリーは9歳になったばかりであった」。イマー
ム・マーリクの『アルムワッタア』の権威としての地位
を下げるわけではないが、実のところ全てのハディー
ス集の中で最も優れていると見なされているのは、ブ
ハーリーの集成書である。これが最も多いイスラーム
のウラマーらの見解である。
　第二に、彼はイブン・ウマルの伝承によるハディー
スを否定しているが、それは規範にできる真正なハ
ディースとしての条件を十分に満たしていないとい
う理由である。彼が選んだ条件は、イマーム・アラマー・
ジャー・ワリー・ユッラー・アルダラウィーの言葉に
従っている（この本の28ページを参照せよ）。この本
の著者は次のように答えている。「イブン・ウマルの
ハディースは、アラマー・アルシャワハーニーによる

『ニール・アルアウタール』の第4部154ページの中
で分析されているが、その中でイブン・ウマルの伝え
るハディースを批判していないどころか、小さいとい
う言葉を、子供もザカート・フィトラを払う義務があ
るという証拠として挙げている。それは以下の通りで
ある。『もし子供が財産を持っているならば、その財
産に応じて子供にザカート・フィトラの支払い義務が
課されるが、その支払いを命じられているのはその子
供の後見人である。もし子供が財産を持っていないな
ら、子供の扶養をしている者にその支払い義務が課さ
れる。これこそが、一般のウラマーが規範とするとこ
ろである』。
　次にアルシャウカーニーは他にもう一つ、今度はム
ハンマド・ビン・アル・ハサン（ハナフィー）を引用して
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いる。『子供のザカート・フィトラは父親にだけその
義務が課される。もし父親がいない場合は、子供には
ザカート・フィトラの義務は課されない』。アルシャウ
カーニーはこの後に、断食を行う者以外はザカート・
フィトラは義務ではないとするサイード・イブン・ア
ルムシーブ・ハサン・アルバスリーの言葉を引用して
いる。これは彼がイブン・アッバースの次のようなハ
ディースを規範にしたものである。『ザカート・フィト
ラが義務付けられたのは、断食する者を浄化するため
である』。
　前述のように子供にはザカート・フィトラの義務は
課されないと述べるグループの根拠に関して、アルア
ルマ・アルシャウカーニーは次のように答えている。
以下は『ファター・アルバーリー』からの引用である。

『〈浄化する〉という呼称は通例に則ったゆえの言い方
であり、罪のない真に信心深い敬虔な人であれ、（ラマ
ダーン月の終わりの）日没前に一言唱えてイスラーム
教に入信した者であれ、ザカート・フィトラの義務が
課されるのである』。
　以上がイマーム・アルマーキク・アルシャウカーニー
の解釈である。彼は子供のザカート・フィトラの問題
に関する真正または脆弱なハディースについて厳密
に精査することで有名な人物である。これは、『ファ
ター・アルバーリー』の中のアルアラマー・アルアスカ
ラーニーの解釈でもあり、彼はハディースの中に記さ
れた子供という言葉から解釈し、子供がザカート・フィ
トラの義務があると強調している。さらに、イマーム・
シャーフィイー、ハナフィー、マーリキーそしてハン
バリーの見解でもあり、彼らの見解は各々の学派の法
学書、またはイブン・ラシュドの著作『バイダーヤトゥ
ル・マジュタヒード』の第1部256ページに記されて
いる。

　回答者は、1953 年７月に出版された『カラム』の
「千一問」Q. 11［Qalam 1953.7： 35］への回答から始
まり、このQ.14［Qalam 1954.7： 47］でもザカート法
学についてより深く議論するようになっている。前者
では断食明けのザカートや、困窮者の定義などについ
て、真正ハディースを引用しながら、複数のウラマー
の法学見解を取り上げているし、後者でも典拠と引用
について、初期よりも詳述されている。
　このQ.14の内容をかいつまむと以下のようになる。
まず断食明けのザカートを子供も支払うべきかとい
うQ.13の質問に対して、読者が異議を申し立て、その
反証となるような本を回答者に送ったのがQ.14であ

る。回答者は、その本の内容を引用したうえで、本の
著者がハディースで真正とされるブハーリー集をな
いがしろにし、初期のハディース『アルムワッタア 』
だけを典拠に子供が断食明けのザカートを支払う必
要はないと結論付けている点を指摘し、批判している。
現に、今日のマレー・イスラーム世界において、乳幼児
であろうとも断食明けのザカートは課されるという
合意（イジュマー）はなされているため、先駆的な見解
であったといえる。加えて、回答者の指摘する多様な
法学見解から、ザカートの細かい解釈をめぐって議論
が起こっている過渡期であることがわかる。

Q.15

土地所有権の名義が死者になっており、もしその土
地に課されたザカートを遺族が支払わなかった場
合、死者がその責任を負うことになりますか［Qalam 
1954.12： 9］。

A.15

その死者は自分が遺した財産に対し、もはや責任を負
うことはない。なぜなら、それらの財産は遺族あるい
は相続人に帰すからだ。したがって、（もしザカートの
支払い義務があった場合）、遺族あるいは相続人がザ
カートの支払いを行われなければ、彼らの責任とな
る。なぜなら、それらの財産に対して死者はもはや権
利を持たないからだ。

Q.16 （059-03）
１）徴収されたフィトラの資金が受け取るべき人々に
分配されなかった場合、法的にどうなりますか。２）徴
収されたフィトラを政府関係の各宗教局が蓄えてお
き、宗教発展のために局内だけで使用された場合、そ
れは法的にどうなりますか［Qalam 1955.6： 40］。

A.16

ザカート・フィトラは、120日間母親のお腹の中にい
る、生まれる前の子供に至るまで、全てのイスラーム
教徒が支払うよう義務付けられたイバーダートであ
る。ザカートの支払い命令は、問答無用の義務として
課されたイバーダートである。一方、誰にそれを分配
する（与える）かについてはコーラン「悔悛」の章第60
節の中で、アッラーが次のようにお定めになられてい
る。「（1）貧者、（2）困窮者、（3）アーミル（ザカートの徴
収にたずさわる者）、（4）改宗者（心をなびかせた者）、

（5）奴隷を解放するため、（6）負債者、（7）アッラーの道
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のため、（8）旅費の尽きた旅人。これらは全てアッラー
が定めし義務である」 。
　神が定め給うた上記８つの集団がザカートの資金
を受け取ることが許されている。他にも、ザカートが
与えられることが許されるのはその8つの集団であ
ると示すハディースがいくつかある。これを理由に、
ザカートはそれらの集団の間で均等に分配するべき
だと解釈するウラマーがいるようである。一方、8つ
の集団のなかの一つの集団に分配することが許され
るという意見もある。また、ザカートは必要性を満た
すためにあるという意見もあれば、必要性の高い人々
に優先的に分配するべきという意見もある。その理由
は、使徒ムハンマド自身、他のグループに比べて貧者
と困窮者をより重視していたからである。したがっ
て、ザカートは一つの義務（イバーダート）として守る
べき命令であり、それを誰に分配するかは既に定めら
れている、ということは明らかである。
　またその分配方法は世俗に関する事項なので、ザ
カートの目的、意図、そして趣旨の実現は、世俗的な
やり方で分配してもよい。例えば、ザカートの目的
を達成するための機関を設立するといったことであ
る。ザカートを均等に分配すべきとするコーランやハ
ディースの文言を、我々はまだ見つけたことがない。
徴収された全てのザカートは、利をもたらす方法で、
あるいはその他の様々な方法のいずれかを以てそれ
を運営しようとも、もし必要性があった場合には、受
け取るべき人々に分配しなければならない。
　二番目の質問に関してだが、おそらく宗教局はアッ
ラーの道のためという理由をもって受け取る権利が
あると考えているのだろう。我々はそれについて確証
をもって断定することはできないが、貧者と困窮者へ
のザカートの必要性がより優先されるべきだという
ことに、我々は注意すべきである。よって、この質問
内容に関しては許されないと考える。我々の見解で
は、それを非常に必要とする状況下にある人々がいる
にもかかわらず、宗教局が優先順位を均等にして、彼
らの権利を後回しにするとしたら、それは道理に合わ
ない。
　インドネシアのマシュミ党は、徴収したザカート
を総選挙の資金として使うことを容認した。その意図
は、その地でイスラーム法が施行されるようイスラー
ム国家を樹立することだった。イスラーム国家を樹立
するという方策は、アッラーの道のため13）のジハード

であるという考えに基づいている。

　回答者は、ザカートの優先順位について、貧者と困
窮者へのザカートの必要性がより優先されるべきだ
という考えを強調している。宗教省がザカートを内
部留保し、適切に困窮者や貧者へ配分しないとすれば、
道理に反すると指摘している。また、インドネシアの
マシュミ党が徴収したザカートを総選挙の資金とし
て使うことを容認した件についても、同様にイスラー
ム法上問題はないが、必要性の高い人々に優先的に分
配するべきという道徳的見解を示しているといえる。

Q.17

ザカートの受け取りが許される理由があるとされる
人々とは誰ですか［Qalam 1956.4: 41-42］。

A.17

コーランによって定められている、ザカートの受け取
りが許されている者は8つに分類される。それは貧者、
困窮者、ザカートの徴収人（アーミル）、イスラーム教
に入信したばかりの者、あるいはイスラーム教に入信
しようと心が傾いている者（ムアラフ）、己の自由を望
む奴隷、アッラーの道のために必要な資金、（不足して
いる）旅人、である。
　ウラマーはこの８つの分類に基づいてザカートの
分配を決めている。この分類の中に貧者の部類が明示
されている。貧者とは誰なのかについては、ウラマー
らの間で三つの段階に分けられている。
　第一のグループは、富者とは一ナサブ14）（一ナサブ
とは、ザカートの支払い義務が課されるお金の一部分
あるいは割合を意味する）を保有している者である。
そして貧者とは一ナサブを所有しない者、つまりナ
サブが十分でないためにザカート・ハルタの支払い義
務が課されない人のことをいう。彼らのこの見解は、
次のような使徒ムハンマドの言葉を根拠としている。

「神の御使いはサイディーナ・ムアーズをイエメンに
派遣する際、『サダカ（ザカート）は富者から徴収し、貧
者に与えるものである』とおっしゃった」（ブハーリー
とムスリムの伝承による真正ハディース）。
　このハディースから、ザカートは富者から徴収し、
貧者に与えるものと説明されていることは明白であ
る。富者と呼ばれる人々とは少なくとも一ナサブを所
有する人々であり、貧者とは一ナサブより少ない財産
しか持たない者であることは言うまでもない。

13） クルアーン悔恨章60節に明記される８カテゴリーの受給者（アス
ナーフ：aṣnāf［Ar.］、asnaf［In.］）のうち、７つ目に当てはまる。 14） ニサーブ。
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　第二の見解に関しては、このグループは富者とは
50ディルハムを所有している者と判断している。彼
らは以下のアッラーの使徒のハディースに依拠して
いる。
　「神の御使いは『能力を持っているにも関わらず、
人々に物を乞う物は誰でも、復活の日に顔の肉を削ぎ
落とされる目に遭うだろう』と申された。（その時）教
友が『神の御使いよ、富とはどの程度を言うのでしょ
うか』と尋ねた。神の御使いは『50ディルハムまたは
それ相当の金だ』とお答えになった」（アフマドの伝承
によるハディース）。
　このハディースの中で、富者と呼ばれる人は50
ディルハム（おそらく20から30リンギの間の両替価
値）を所有する人であるということが明らかにされて
いる。
　第三番目の見解は、富者とは一日一夜の必需を満た
している人だと主張している。この彼らの意見は、次
の使徒ムハンマドの言葉を根拠としている。「神の御
使いは『その者にとって十分な（食べ物）を持っている
にも関わらず、人々に物を乞う物は誰でも、まことに
彼は地獄の業火を乞い求めるようなものである』と申
された。（その時）教友が『神の御使いよ、彼にとって十
分な（食べ物）とは何ですか』と尋ねた。神の御使いは

『彼にとって十分な一日一夜の（食べ物）である』とお
答えになった」（アブー・ダウードの伝承による真正ハ
ディース）。
　ここでは、富者とは十分な一日一夜の食べ物を持っ
ている人を意味している。以上三つが、貧者と富者の
判断に関するウラマーらの見解である。富者とは十分
な一日一夜の食料を持っている人であり、また我々の
見解としては、この意見に同意する。それは以下のい
くつかの理由に拠る。
１．一番目のハディースは貧者の特性と限定について
言及していない。それは単にウラマーの考えと見解に
より限定されているに過ぎない。
２．二番目の見解の中では、富者とは50ディルハムを
所有している者と説明されている。この根拠となるハ
ディースはあまり信憑性が高くなく、したがって根拠
にはなり得ない。
３．この見解に我々はより賛同する。つまり、富者と言
われる人とは一日一夜の十分な食料を持っている人
を指すという見解である。なぜなら、我々は以下に挙
げるような、その根拠と関連付けできる他のハディー
スに注目するからだ。
　「以下の三つのグループを除き、人に物を乞うこと
は許されない。それは、１．極めて貧しい者、２．負債

を返済せざる得ない者、３．ディーヤを払わねばなら
ない者である」（アフマドとアブー・ダウードの伝承
による真正ハディース）。この文言により、ザカート
の分配は極めて貧しい者、すなわち一日一夜の十分
な食料を持たざる者が優先されるということは明ら
かである。

　ザカートに関して、だれが貧者、困窮者に当たるの
かという問題は、長年議論されてきた。なぜなら、貧者、
困窮者に関するハディースは、一日一夜の十分な食料
を持たざる者、など極めて定性的説明しかないから
である。こうした中、近年ハッド・キファーヤ15）（Had 
Kifayah［In.］、Ḥadd al-kifāya［Ar.］）という「個人や家
族がファキール（困窮者）であるのかを峻別する指標」
について検討がなされ、その現代的規格が議論16）さ 
れてきた［BAZNAS 2018： 4 -18］。ハッド・キファー
ヤの総額は、礼拝、住居、食糧、衣服、健康、教育、交通
の7つの側面をカバーする世帯単位の基本的な支出の
額を計算することによって計算されており、その金額
は世帯によって異なる17）［Lembaga Zakat Selangor 
2016］。このように、今日のザカート研究では、イス
ラームにおける貧困線が定式化され、基準化してき
ている。一方このQ.17では、貧者、富裕者の概念につ
いて「富者と言われる人とは一日一夜の十分な食料を
持っている人を指すという見解［Qalam 1956.4： 69］」
が示されている。つまり、この回答が書かれた1956年
４月時点では、もちろん定量的基準は議論される段階
にあらず、ニサーブを満たすものが富裕者、満たさな
い者は貧者という明確な二分法であった。富裕者と貧
者の間のグラデーションがない概念であったともい
える。

15） 「キファーヤ」の語源カファーはアラビア語で「重要なこと、十
分に必要なこと」であり、転じて「他人の助けを必要としない
こと」を意味する。「ハッド」は境界という意味を持つので、「他
人の助けを必要としない最低ライン」と訳せる。

16） インドネシアを例にとると、全体のハッド・キファーヤは１家
族１か月あたり3,011,142ルピアで、一人当たり715,679ルピ
ア／一か月となる。中ジャワでは１家族１か月あたり2,791,147
ルピアで、一人当たりでは715,679ルピア／一か月である。ハッ
ド・キファーヤが最も高いのは東ヌサ・トゥンガラ州で、１家
族1か月あたり3,363,105ルピアで、一人当たり862,335ルピ
ア／一か月となる。この調査機関が出した結論を平均すると、
一家族当たり一か月1,003,714ルピア以下の可処分所得で暮
らしている場合には、優先的にザカートを支給すべきと結論づ
けている［BAZNAS 2018： 4 -18］。

17） 例えば自宅または賃貸住宅の所有権に基づいて区別され、さら
に、障害のある扶養家族がいる場合や慢性的な病気にかかって
いる家族がいる場合など、特定の条件の下では追加支出が発生
する。
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Q.18

ハリラヤを過ぎてからザカート・フィトラを支払うこ
とは法的にあるいは状況的にどうなりますか。またハ
リラヤを過ぎてからザカートを支払おうとしない人
に裁きを下す政府の措置について、どのようなご意見
をお持ちですか［Qalam 1956.10： 44］。

A.18

あるハディースの中で、ザカート・フィトラに関して
次のように言及されている。「イブン・アッバースは伝
えている。神の御使いは、断食している者の無益な行
為や卑しい会話の浄化として、そして貧しい人々への
食べ物としてザカート・フィトラを義務付けられた。
礼拝の前に払う者は誰でも、ザカートとして認められ
る。そして礼拝後に支払う者は誰でも、通常のサダカ
の一つに過ぎないと見なされる」（アブー・ダウード、
イブン・マージャ、ダーラクトニーそしてアルハキー
ムの伝承による真正ハディース）。
　以上から、またその他いくつかの文言から明らかな
ことは、ハリラヤの礼拝の前の支払いはザカートとし
て認められ、一方礼拝の後に払うことは、明らかに支
払い期限を過ぎており、単なるサダカと見なされる、
ということである。二番目の質問に対する回答だが、
これにより、それは支払い期限の過ぎたザカート・フィ
トラに対する請求であることは明らかである。例え
ば、その請求がハリラヤの後に宗教局によって出され
たとしたら、そこで一つの問いが生じる。すなわち、支
払い期限が過ぎた後にザカート・フィトラを支払わな
い人を裁くための宗教局が定めた条件や説明はどこ
にあるのか、ということである。また彼ら（宗教局）は、
もはやサダカと見なされるザカート・フィトラの支払
いを滞納した人を裁くことは許されるのだろうか、と
いうことだ。支払い期限が過ぎてから2、3ヶ月経っ
た後に裁定を下す際に、宗教局はこれらの問いに留意
すべきである。なぜなら、真正なハディースに出てく
るイブン・アッバースの言葉によると、支払い期限が
過ぎた場合、ザカート・フィトラの支払いは義務では
ないと使徒ムハンマド自身が見なしていたからであ
る。それは単にサダカに過ぎないのだ。ここマラヤ国
内の大衆に対して特定の法的判断を下す際に非道な
行為が行われないよう、ウラマーが上記のことに注
意を払うことを我々は望む。公平性を欠いた裁きを
下す人々に含まれることがないよう、法において公平
性を期し、コーランとハディースを指針としなければ
ならない。

　断食明けのザカートの支払いを滞納した人を裁く
ことは許されるのだろうか、という質問である。回答
者は、ザカートの滞納に関する請求、強制性に関して
は否定的な意見をみせている。ザカートは宗教的な義
務（obligatory/compulsory）ではあるが、それに対し
て国家当局や権威的機関が徴収の強制力（mandatory）
を持つか、という点については今日でも意見が分か
れている。例えば、断食明けのザカートではなく、資
金ザカートに関してではあるが、サウディアラビア
やマレーシアは法律によって、ザカートを支払わな
いものは強制的に罰則があることが定められている。
他方、同じマレー・イスラーム世界でもインドネシア
にザカートに関する罰則規定はない。このようにザ
カートに関する見解は様々あるが、この回答者は、ザ
カートの徴収に関して、支払い期限が過ぎた場合はサ
ダカ（任意の喜捨）になるという緩やかな定義を採用
していたと考える。下記のA.19でも同様の見解を示
している。

Q.19

現在ペラ州では、昨年ザカート・フィトラを払わな
かったがゆえに請求を受けた人々に関する事で騒ぎ
になっています。何に基づいて彼らは支払い期限の過
ぎたザカート・フィトラを請求しているのでしょうか。
それはペラ州のスルタンの権限に基づいているので
しょうか［Qalam 1956.11： 44］。

A.19

憲法によると、ペラ州政府が適用または施行する宗教
法はシャーフィイー学派に則ったイスラーム法でな
ければならない。任命されてペラ王権の統治者となっ
た王はシャーフィイー学派に従うイスラーム教徒で
なければならない。ザカートの支払いを滞納した人か
ら徴集することは、シャーフィイー学派から由来した
ものではなく、他の宗派のものでもない。もしこれが
正しければ、ペラ州当局者によりザカートを支払わな
かった者に対して執行された法的処置はペラ州の憲
法自体にのっとっていない。憲法に忠実であるなら
ば、なぜそれがペラ州の憲法にのっておらず、ふさわ
しくもないのか、我々は驚いている。
　ザカート・フィトラの支払い義務はハリラヤの礼拝
前に行うとされている。次の預言者ムハンマドのハ
ディースに留意しなさい。「イブン・ウマルは伝えてい
る。まことに神の御使いは（ハリラヤの）礼拝に行く前
にザカート・フィトラを行うよう命じられた」。
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マレー・イスラーム世界におけるザカート（喜捨）概念の歴史的変遷

─1950、60年代『カラム』誌におけるQ&Aコーナー「千一問」から　足立真理

　「イブン・アッバースは伝えている。神の御使いは、
断食している者の無益な行為や卑しい行為の浄化と
して、そして貧しい人々への食べ物としてザカート・
フィトラを義務付けられた。礼拝の前に払う者は誰で
も、ザカートとして受け入れられる。そして礼拝後に
支払う者は誰でも、通常のサダカの一つに過ぎないと
見なされる」（アブー・ダウード、イブン・マージャ、ダー
ラクトニーそしてアルハキームの伝承による真正ハ
ディース）。
　このハディースから明らかなことは、ザカート・フィ
トラとして認められるのはハリラヤの礼拝前に行っ
た施しであり、その後、つまり礼拝の後に行った場合
は単に通常のサダカに過ぎない、ということである。
このハディースに基づくならば、期限が過ぎたものに
対して裁きを下すことは許されるのだろうか。なぜな
ら、ハリラヤの礼拝の後にザカート・フィトラを払う
ことはもはや義務としての性質はなく、通常のサダカ
と見なされるからだ。何に基づき、支払い期限が過ぎ
たため通常のサダカと見なされるものを支払わない
人々を裁くのだろうか。これこそが、ペラ州の宗教局
に属するウラマーが留意すべき、また回答を出すべき
重要な事項である。

Q.20

稲作農民からそれぞれ徴収したザカートを遣いモス
クを建設することは法的にどうなりますか（また、
アーミルによらない徴収金に関する質問がいくつか
寄せられた）［Qalam 1957.2: 8］。

A.20

ザカートに関しては、次のように定められている。⑴
貧者、⑵困窮者、⑶ザカートの徴収人（アーミル）、⑷イ
スラーム教に入信したばかりの者（改宗者）、⑸己の自
由を望む奴隷、⑹負債者、⑺アッラーの道（ジハードの
利益のため）、⑻旅費が不足している旅人、である。ザ
カートの資金は何よりもまず人を貧困から解放する
ために優先的に使われるべきであるという見解のウ
ラマーもいる。一方で、モスクを含めた学校の建設な
どはアッラーの道のための資金として使うことがで
きるというウラマーもいる。以上を以てこれらの質問
に対する回答になったと思うが、覚えておくべきは、
使徒ムハンマドの時代には何よりもまず貧者に与え
る、あるいは援助することがより優先されたというこ
とである。

　ザカートの使途について、Q.1、A.16、A.17と同様に
必要性の高い人々に優先的に分配するべきという道
徳的見解を示している。

Q.21

私はニサーブ［ザカートが課される最低余剰財産］相
当の貿易税あるいは所得税を毎年政府に支払う義務
を負っています。よってこれを私の所得や貿易に課
された義務のザカートの支払いにするつもりでいま
すが、これは法的に合法ですか、あるいは違いますか

［Qalam 1958.8： 37］。

A.21

政府の税とザカートとでは状況が異なる。ザカートは
神によってその支払い方法あるいは徴収方法が定め
られている。その分配方法も同様である。一方、政府の
税は人間が作ったもので、その支払いあるいは徴収方
法は異なる。その分配方法も同様である。それゆえ、政
府に対する税の支払いはザカートの支払いとして考
えることはできない。あなたは政府の税以外にザカー
トの支払いもしなければならないのだ。

　1950年発行の第二号に掲載されたQ.1から約８年
を経たが、世俗国家においてムスリムが世俗的な税金
とザカートの両方を支払わなければならないとする
見解は同様であった。

Q.22

どこの銀行だろうと、そこに預金したお金は、金貨、
銀貨、あるいは銅貨ではないという理由からザカー
トの支払いが求められないとは本当ですか［Qalam 
1958.9： 40-41］。

A.22

昔、紙幣は存在しなかった。貨幣は唯一、金、銀、そし
て銅に基づき本来価値を備えていた。しかし現在では
人々が面倒を嫌い、後から紙幣を作ったのである。一
方、製造された各々の紙幣は金と銀で保証されてい
る。紙幣を発行する各政府系銀行はそれを金で保証し
ている。よって紙幣は金あるいは銀の代用品であるこ
とは明らかである。そしてその保証された紙幣が現在
我々の間で流通しているのである。以上のことから、
紙幣の性質が率に応じて金あるいは銀と同じである
ことは明らかである。したがって、紙幣であるがゆえ
にザカートを支払う必要がないと、ザカートを帳消し
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にするための言い逃れや複雑化を試みるべきではな
い。ニサーブを満たした場合はそれを支払う義務があ
り、疑いの余地なくザカートは課される。そしてそれ
を完遂しない者は罪を負う。そしてもしイスラーム政
府が存在するならば、それを支払おうとしない地域が
存在した場合、そこと戦うべきである。

　ここで読者は、預言者ムハンマドの時代には紙幣が
存在しなかったので、金あるいは銀のザカートのよう
に支払う必要は生じないのでは、と質問している。回
答者は、「紙幣の性質が率に応じて金あるいは銀と同
じであることは明らかである。したがって、紙幣であ
るがゆえにザカートを支払う必要がないと、ザカート
を帳消しにするための言い逃れや複雑化を試みるべ
きではない」として、質問者のザカート逃れともとれ
る解釈を批判している。Q.1、Q.6そしてQ.7の要点を
まとめたような回答である。ザカートの現代的解釈が
深化し、ザカートが課される範囲も明確化してきたと
指摘できる。

Q.23

「イスラームにおけるザカート法とそのあらゆる細部
規定」に関する詳しい解説を、四大マズハブの見解に
則してご説明願います［Qalam 1961.3： 18-23］。

Q.24

「イスラームにおけるザカート法とそのあらゆる細部
規定」（２）［Qalam 1961.4： 15-17］

Q.25

「イスラームにおけるザカート法とそのあらゆる細部
規定」（３）［Qalam 1961.5： 26-30］

Q.26

「イスラームにおけるザカート法とそのあらゆる細部
規定」（４）［Qalam 1961.6： 31-34］

Q.27

「イスラームにおけるザカート法とそのあらゆる細部
規定」（５）［Qalam 1961.7： 26-31］

　Q.23から５号続けて、イスラーム法におけるザカー
ト法学の見解とその細部規定が至極詳細に説明され
る。Q.23では一般的な教義、Q.24金銀に課されるザ
カート及び商品に課されるザカートについて、Q.25で

は家畜に課されるザカートについて、Q.26では作物に
ついて、Q.27は地下資源について、各数頁に渡って詳
しく解説されている。本稿の目的はイスラーム法にお
けるザカートの法学見解を確認することではないの
で、紙幅の都合上、回答の記載は省略する18）。

Q.28

私は村で雑貨を売る小さな商いをやっています。年
末にザカートを払う際、店の客の何人かが私に負債
を負っていることが判明しました。そしてその負債
者たちの中には死亡した人もいれば、既に村を出て
住所が分からない人もいます。崇高なる預言者ムハ
ンマド（S.A.W）の文言、すなわち“Innamā al-a’mālu 
binniyāti wa innamā  likulli imri’i mānawā.”を根拠
に、それらの人たちが手にしている借金を私のザカー
ト・ハルタとすることをニーヤ［意図］することは許さ
れますか。しかしながら、以前彼らにお金を貸した際、
その借金を私のザカート・ハルタとすることをニーヤ
していませんでした。この件に関して貴殿のご意見は
いかがでしょうか［Qalam 1967.4： 28］。

A.28

上述のハディースを以下のように解釈する者もいる。
「全ての行いは、ニーヤを以て行ったこと以外、受け入
れられることはない。そして全ての者はニーヤしたこ
とのみ得ることができる」。また以下のように解釈す
る者もいる。「ニーヤを以て行ったこと以外、行いは
有効ではない。そして全ての者はニーヤしたことのみ
得ることができる」。また以下のように解釈する別の
者もいる。「ニーヤに則ったこと以外、行いが受け入
れられることはない。また全ての者はニーヤしたこと
以外、何も得ることはできない」
　上記のハディースの注釈の内の一つの説明では、人
が手にしている負債をザカートとするニーヤは有効
ではなく、またそれは許されないことを示している。
なぜなら過去に貸与した際、その者は普通に貸与する
こと以外に、つまりそれ以上に何もニーヤしなかった
からである。突如負債者たちが死亡した、あるいは彼
らの住所が不明になった、つまりその負債の返済をも

18） 詳しくは、Q.23（http: / /majalahqalam.kyoto. jp/art icle/
pdf/2861/qalam128018.pdf ）、Q.24（http://majalahqalam.
kyoto.jp/article/pdf/2875/qalam129015.pdf）、Q.25（http://
majalahqalam.kyoto.jp/article/pdf/2899/qalam130026.
pdf）、Q.26（http://majalahqalam.kyoto.jp/article/pdf/2919/
qalam131031.pdf）、Q.27（http://majalahqalam.kyoto.jp/
article/pdf/2935/qalam132026.pdf ）で回答を確認できる。
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はや受ける望みがなくなった後、その時になって初め
て返済を受ける望みがない借金をザカート・ハルタと
することをニーヤしたのである。そのような態度を取
るイスラーム教徒は少なくとも神を騙す、あるいは己
を騙すことになる。果たして神を騙すことはできるの
だろうか。以下のようなハディースの証明に基づけ
ば、そうしたことを行った場合のその過ちはさらに明
白となる。そのハディースとは、ニーヤを以て行った
こと以外に人の行いは受け入れられないということ
を、その意味そのものが示しているのである。しかし
その者は過去に貸与した際、何某に貸した借金を自分
のザカート・ハルタとすることをニーヤしなかったの
である。

　債権者が顧客の負債を帳消しにすることは、ザカー
トを払ったことと同義になるのか、という質問である。
ザカートをする際、誰にいくら支払うというニーヤ

（意図／意思）は法学的に重要である。しかしながら本
件では、貸与する際にそのようなニーヤはなく、その
負債の返済をもはや受ける望みがなくなった後、その
時になって初めて返済を受ける望みがない借金をザ
カート・ハルタとすることをニーヤした点で、神を騙
すようなよこしまな態度であると回答者は指摘して
いる。

Q.29

アッラーの命令、例えば礼拝、断食などといったこと
を行わない者に対してサダカを施す、あるいは喜捨をす
る者は法的にどうなりますか［Qalam 1967.5：14］。

A.29

イスラーム教が意図するサダカとは、困窮者あるいは
貧しい状況にある人々を助けることを目的としてい
る。そのサダカによって後に彼らが快適で幸福な暮ら
しを続けることができるように。イスラーム教徒がサ
ダカを施すよう命じる、あるいは奨励するコーランの
節とハディースから成るイスラーム法の証明は十分
数多くある。しかしそれ程数多くある証明や説明の中
に、イバーダートを実践しないイスラーム教徒たちに
サダカを施すことをイスラーム教徒たちに禁じる証
明は一つもない19）。それどころかイスラーム教は、サ
ダカあるいは喜捨を受け取る必要があると判断され
たいかなる者に対してもサダカを施す、あるいは喜捨
をするよう信徒たちに命じ、奨励している。サダカを

受け取る者がイバーダートを行う者であろうがなか
ろうが関係なく、またその者たちがいかなる民族ある
いは宗教を信仰する者であろうとも。貧しく苦しい生
活を送る全ての者に施されるよう、サダカは変わらず
奨励されている。これこそがアッラーの掟による決定
である。イバーダートを実践しない人々に対してサダ
カあるいは喜捨を施すことによって、後にその人々ら
がアッラーに感謝することを期待し、そこで最終的に
彼らの心が動き、彼らがこれまで疎かにしていたあら
ゆる宗教の命令を行うことにつながるということを
アッラーは知り給う。それは明らかにイスラーム教徒
の敵と見なされた異教徒たちに対しても、我々がサダ
カあるいは喜捨の手を差し伸べることが許されてい
る程である20）。それはイブヌ・ジャッバールが伝える
以下のハディースの説明の通りである。「まことに何
人かの預言者（S.A.W）の教友らは『我々と宗教を異に
する者にサダカを施すことは許されますか』と預言者
に尋ねた。まさにその時、アッラーはコーランの節を
下し給うた。『彼らを導くことは汝（の義務）ではない。
アッラーが御心にかなう者を導き給う。また汝らが

（アッラーの道のために）施すものは自分のためにな
る。アッラーのご満悦を願う外に汝らは（何かを）施し
てはならない。汝らが施したものは完全に（その報償
が）与えられるだろう。汝らが不当に扱われることは
ない』」
　この節の意味は以下の通りである。我々は異教徒た
ちを指導する、あるいは導く義務はない。なぜならそ
れは我々の問題ではないからだ。人を導くことは神
だけが管理し給う問題である。アッラーはただ、アッ
ラーの教えと命令、そして禁止を伝えるよう我々に命
じ給うた。それを受け入れるか否かという彼らの問題
は、それを決め給うアッラー次第である。
　我々が人に施すサダカあるいは喜捨の報いである
が、その報酬は我々自身に返ってくる。ただアッラー
の御ためだけに行う外は、我々がサダカあるいは喜捨
を施すことは許されない。ただアッラーの御ためだけ
に行って初めて、我々のサダカあるいは喜捨という善
行に対しアッラーから報いが得られるのである。それ
ゆえ我々が人に施すいかなるものも、たとえ異教徒に
対してだろうと、その全てに対しアッラーから相応の
報いが与えられる。とりわけ、イスラーム教を信仰し
たくなるよう異教徒の心と精神をなびかせることを
目的として、彼らに喜捨を施す場合である。上述の節
を指針として、イスラーム教のウラマーらは以下のよ

19） 下線は論者による。 20） 下線は論者による。
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うに考えている。非イスラーム教徒に対して施すこと
が許されるサダカは、スンナのサダカのみである。ザ
カート・ハルタやザカート・フィトラといった義務の
サダカに関してだが、それを異教徒たちに施すことは
許されない。
　一方イマーム・ハナフィーの見解によると、我々の
ザカート・フィトラを異教徒に施すことは許される21）。
しかしザカート・フィトラを異教徒に施すことを容認
するマズハブがあるとはいえ、我々と同じ宗教を信仰
しない人々にサダカを供出する方が良いというわけ
ではない。我々は以下のことを認識しなければならな
い。現在、我々ムスリムは色々と乏しい状況にあり、
我々の地位は低く、我々の生活は貧しく、我々の経済
は歪み、我々が信仰するイスラーム教の神聖さと高貴
さ示すために国際社会に誇れるような発展を少しも
していない、ということを。また我々が覚えておくべ
きは、我々自身の家庭問題において喜んで我々を支援
する他の種族はいない、ということである。我々自身
が働き、努力せねばならない。我々の民族社会におけ
るあらゆる欠乏を克服するために、我々自身が手足と
身体を以て必死に働かねばならないのだ。これらは全
て、疑いなく力と資金を必要とする。もしほんの僅か
しかない我々の資金を、我々と宗教を異にする外国人
たちに施したなら、どのようにして我々は己の種族の
中にある欠乏を全て根絶することができようか。ゆえ
に、我々の中に存在するこの貧困を我々の社会から根
絶するより先に、我々の宗教と信仰を異にする者にサ
ダカを施すべきなのだろうか。我々は共にそれを考え
ていこうではないか！

　この問いは、宗教的に怠惰な人間に対してザカート
を支払うことの法的見解を尋ねている。「イバーダー
トを実践しないイスラーム教徒たちにサダカを施すこ
とをイスラーム教徒たちに禁じる証明は一つもない」
と書いていることから、断食や礼拝を怠る人間にもザ
カートは支払われるという見解が明らかになった。
　回答者は上記に加えて、異教徒へのサダカやザカー
トは許容されるのかについて持論を述べている。改め
て誰に施すべきかという点で、回答者は、Q.9とQ.10
でザカートの海外送金を非難したことに加えてここ
でもナショナリズムに溢れた主張を展開していると
指摘できる。排他的とは言えないが、まずは身内、そ
して同じ宗教、民族を有する同胞から始まり、徐々に

周縁的に存在する他者にも関心を広げていくという
同心円状の世界観があるのではないか。

Q.30

貧者と困窮者が他人からザカートを受け取った後に
ザカート・フィトラを支払う義務はありますか［Qalam 

1968.6： 16］。

A.30

上記のあなたの質問に答える前に、貧者と困窮者の違
いを説明することが望ましいだろう。
　貧者とは財産を持たず、また安定した収入がない
者、あるいは財産や収入はあるが、その収入が日々の
生計を立てるための額の半分に満たない者や、またそ
の者に生活費を与える義務を負う人物がいない者の
ことである。
　困窮者に関してだが、それは貧者に比べて生活がよ
り苦しく、より貧しており、日々の生活費を賄うこと
も満足にできない程の者のことを指す。上記の解釈に
基づけば、貧者と困窮者がザカート・フィトラを他人
から受け取った後だとしても、彼らがザカート・フィ
トラを払う義務はないことは明らかである。なぜな
ら、昼夜食べるのに十分な食糧を蓄えているイスラー
ム教徒の人々が物を乞う（サダカを乞う）ことは宗教
上好ましくないとされているからだ。これについて
は、あるハディースの中で使徒ムハンマド（彼に神の
祝福と平安あれ）ご自身が以下のように断言なさって
いる。「サフル・ビン・アル＝ハンザリヤーはこう伝え
ている。アッラーの使徒（彼に神の祝福と平安あれ）は

『その者にとって十分なもの（食糧）を持っているにも
かかわらず物乞いをする者は誰だろうと、その者は地
獄の業火の燃えさしを増やす者に他ならない』とおっ
しゃった。そこで彼らは『アッラーの使徒よ！その者
にとって十分なものとは何ですか』と尋ねた。あの方
は『それは昼と夜食べるに十分なものである』とおっ
しゃった」（アフマド、アブー・ダウード、そしてイブ
ヌ・ヒバーンの伝承による真正ハディース）。上記のハ
ディースを読めば、我々にとって以下のことが明らか
となるだろう。上述のハディースの中で使徒ムハンマ
ドがおっしゃったような状態にある者、すなわち「昼
と夜食べるのに十分なだけの食糧を持っていない者」
こそが貧者と困窮者と呼ばれる者であると。そして彼
らにこそザカート・フィトラが与えられるべきであり、
彼らにザカートの支払いは義務付けられていないの
だと。21） 下線は論者による。
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　この事柄に関して、別のハディースの中で使徒ムハ
ンマド（彼に神の祝福と平安あれ）は次のようにおっ
しゃった。「必需品の余り以外にサダカ（ザカート）は
ない」（ブハーリーの伝承による真正ハディース）。こ
のハディースの意味は、ザカートはイスラーム法に
よって富を持つ人々に課された義務である、というこ
とである。ここでいう富を持つ人々とは、必要とされ
る分以上の生活必需品を持つ人々であり、彼らが富裕
層の一員であるとは限らない。よって貧者と困窮者の
人々にはザカートの支払い義務は課されておらず、そ
れどころか彼らこそザカートを受け取るべき人々な
のである。
　しかしながらこの問題と関連して、私は貧者と困
窮者もザカート・フィトラを払う義務があると命じる
使徒ムハンマドのハディースを一つ見つけた。そのハ
ディースの文言は以下の通りである。「アブー・サー
イルは伝えている。預言者（彼に神の祝福と平安あれ）
はこうおっしゃった。『大人あるいは子供、自由人あ
るいは奴隷、富者あるいは貧者、男あるいは女を問わ
ず、全ての者は一サーア（ガンタン［米などの計量単
位］）の小麦をザカート・フィトラとして供出しなさい。
あなた方の中で富める者についてだが、願わくはアッ
ラーはその者を浄化し給わんことを。そしてあなた方
の中で貧しい者についてだが、願わくはアッラーはそ
の者に、その者が与えたもの以上のものを返し給わん
ことを』」（アル＝バイハキとアブー・ダウードの伝承
によるハディース）
　しかしこのハディースは、何人かのイマームたち

（イマーム・アフマド・ビン・ハンバル、イマーム・ブハー
リー、イブヌ・ムイン、ヤフヤ・ビン・サイドなどといっ
たハディース学者たち）によりその伝承者経路が脆弱
であると見なされている。なぜなら、その伝承者の中
に「アル＝ヌマーン・ビン・ラシド・アル＝ジャザリ」と
いう名の人物がいるからである。よってこの第二のハ
ディースが否定されていることを受け、我々は以下の
ように考える。ザカート・フィトラの支払いが義務付
けられている人々とは、他でもなく日々の生活必需
品を上回る富を持っている人々であると。その必需の
限度については最初に挙げたハディースの中で説明
がなされている。したがって一昼夜の生計を立てるの
に必要なもの以上に富を持たない人々にはザカート・
フィトラを支払う義務がないことは明らかである。そ
れどころか彼らはザカート・フィトラを支払うことが
禁じられている。

　貧者、困窮者を定めるラインがかなり定性的で、解
釈や議論がまだ深まっていない状態だと指摘できる。
貧者、困窮者に対して断食明けのザカートを支払う必
要はないと断言し、あくまで受給者としての優先順位
の最上位にあるという回答者の主張は一貫している。

3．おわりに

　本稿では、テーマ分類をせず、『カラム』創刊から順
に、ザカートに関する質問と回答全てを概観してきた。
その中で特筆すべき点は三つある。第一に、ザカート
分配の優先順位について。第二に、ウンマ（イスラー
ム共同体）の範囲の限定性について。第三に、読者の
試行錯誤についてである。
　第一に、この千一問でとても興味深いのは、ザカー
トの現代的解釈や拡大について否定しないものの、一
貫して貧者、困窮者の権利を優先すべきだという道徳
的視座である。例えば宗教省がザカートを内部留保
し、適切に困窮者や貧者へ配分しないとすれば、道理
に反すると指摘しているし、インドネシアのマシュミ
党が、徴収したザカートを総選挙の資金として使うこ
とを容認した件についても、同様にイスラーム法上問
題はないが、必要性の高い人々に優先的に分配する
べきという道徳的見解を示している［Qalam 1955.6： 
59］。回答者は一貫して、ザカート分配について、教育
費やモスク建設などに使わず、貧者と困窮者へ優先的
に支出するべき（Q.1、Q.5、Q.9、Q.10、Q.11、Q.16、Q.17、
Q.20）という道徳的主張を行っているのだ。この「千一
問」が書かれた時代1950～1960年代は、様々な解釈が
存在する点で、ザカート黎明期ともいえるのではない
か。1980年代のイスラーム復興以後、ザカートの制度
化が促進され、ザカートで集まった資金を教育や医療
などの生産的用途にザカート資金を使って、貧困者の
潜在能力を底上げできるような管理・分配をすること
が、直接支給よりも有益だという意見も一般的になり
つつある。2000年代頃からは、ザカート資金を使用し
たマイクロファイナンスまで登場している成熟期で
あるといえよう。この「千一問」の回答者が繰り返す

「貧者、困窮者の権利を最優先すべきである」という道
徳的見解は、成熟期の現在において、ザカートの本来
の目的は何かを立ち返る意味でも重要な示唆に富ん
でいる。
　第二に、回答者は、ザカートの及ぶ範囲について、国
外持ち出しを想定していないという限定性を明らか
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にした。イスラーム共同体とはいうものの、Q.9やQ.10
からするに、マレー・ムスリムのザカートを国外に持
ち出すことをよしとしていない点で、その共同体の抽
象的な範囲は、グローバルなウンマを想定していない
といえる。その大きな要因としては、当時のマラヤ（民
族・宗教が混在し、政治・社会秩序も流動化していた
地域）の社会状況が国家を形成する過渡期にあり、ナ
ショナリズムを高める段階であったためと考えられ
る。Q.9、Q.10、Q.29には、ザカート海外送金への批判
とともに、マレー系ムスリムのナショナリズムを高揚
させるような文言が多用された。その点で、回答者の
考えるウンマ（イスラーム共同体）は、今日使われる

「マレー・イスラーム世界」という広範囲なものではな
く、ある程度限定性を持ったものであったといえる。
　第三に、読者の興味関心や問題意識について、ザ
カートを信徒の義務とは知りながらも、誰に、どのよ
うに支払うべきか、試行錯誤していた段階であったと
指摘できる。特に、所得税を支払うことでザカートを
支払ったこと置き換えられないかという質問（Q.1、Q. 
21）からは、ムスリムのみ二重課税のような状態にな
ることを何とか避けられないかと解釈を試みる読者
の戦略が見て取れた。
　以上の３点の特徴から考察すると、本稿の最初に目
的として挙げた1950、60年代のマレー・イスラーム世
界におけるザカート概念の歴史的変遷としては、上記
したザカート黎明期から過渡期ともいえる状況が確
認できた。加えて、回答者モフタル自身のイスラーム
法に関する理解の変遷が明らかになった。雑誌のコラ
ムという特性上、一般読者に分かりやすいよう書いて
いるため当然かもしれないが、この「千一問」コラム
におけるハディース引用の仕方は、回答に具体的なハ
ディースの本文（matn［Ar.］）やそれに付随して伝承者
たちの名前を列記した伝承径路（isnād［Ar.］）を引用し
ていない。イスラーム法学に則るというよりも、独自
の作法である。Q.1からQ.15（1950-1952年）につい
ては、そもそもザカートを支払うべきか、という読者
からの基本的な質問が多いため、受給者の権利、支払
者の義務といった啓発に努める文言が多用される。初
期は、ハディースの典拠も示すこともあまり多くなく、
回答者自身の個人的見解が多かった。また、Q.6とQ.7
に関しては質問者の意図に対して、回答者が意味を取
り違えた可能性も指摘できる22）。Q.11から後は、その
法学的典拠も明示している。特に、Q.23からQ.27に関

しては、四大法学派毎の見解の違いとともに、賦課さ
れるモノやその賦課率など、かなり詳細な点まで説明
しているという沿革が確認された。ザカートに関する

「千一問」の変遷からは、当時のマレー・ムスリムが置
かれていたマラヤを取り巻くザカート黎明期ともい
える状況だけでなく、回答者の知的営為の軌跡も確認
できたといえる。
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はじめに

　本論は、『カラム』の政治関係の記事の分析を通じて、
同誌に集ったシンガポールのマレー・ムスリム知識人
がどのような国家構想を持っていたのかを明らかに
する試論である。
　『カラム』は政治志向の強い雑誌であった。その論説
の特徴は、シンガポール、マラヤ、インドネシアのいず
れの民族主義にも取り込まれることなく、イスラムに
よる連帯を追い求めた点にあった。『カラム』が発行
された1950、60年代は、イスラム圏の東南アジア島嶼
部における脱植民地化と新たな国民国家建設の時代
であり、その言論空間では新しい国家構想が競うよう
に発表された。そのなかで、『カラム』はイスラムの立
場から自らの理想の国家像を訴えた。
　結果からいえば、形成されたそれぞれの国家は、民
族の形は多様ながらも、いずれも世俗的な民族主義に
もとづく国民国家であり、『カラム』が理想としたイス
ラム国家は実現されなかった。しかし、近年の「イス
ラム化」と総称される社会や政治におけるイスラムの
強まりを考えた時、この時代のイスラム勢力がどのよ
うな国家構想を抱いていたのかを整理しておくのは
有意義であろう。
　本稿では、『カラム』誌上で「イスラム国家 Nagara 

Islam」という語をタイトルに含む記事をとりあげ、そ
の内容を分析する。該当する記事は、30件である（次
ページ表参照）。なかには、特定の「イスラム国家」（ア
ルバニアを取り上げた35号、クウェートをとりあげた
192号など）に焦点を当てたものもあるが、それ以外
はイスラム国家についての概念を扱ったものである。
そこで、以下ではそれらの記事を主に年代順にいくつ
かのまとまりに分けつつ、内容を概観的に紹介するこ
ととしたい。

１．東南アジアの脱植民地化とムスリム

1.1 「国民国家か、イスラム国家か？」
　本節では1950年代前半の記事３編を紹介する。イ
スラム国家と題名に冠する最初の記事は、1953年４
月の第33号におけるエドルスのコラム「インドネシ
ア情勢とイスラムの地位」における「国民国家か、イス 
ラム国家か？」であった［Qalam 1953.4： 29-34］。『カ
ラム』の主筆を務めていたエドルスは、カリマンタン
のバンジャルマシン出身であり、インドネシアの政治
情勢に関するコラム記事を頻繁に寄稿していた1）。
　当時のインドネシア政治をめぐる論点の一つは、新
たな独立国家インドネシアが国民国家なのかイスラ
ム国家なのかという点であった。インドネシア初代大
統領スカルノは国民国家としてインドネシアを規定
したのに対して、エドルスなどイスラム主義者はイス
ラム国家を志向して論陣を張った。
　記事は、スカルノ大統領がイスラム国家を否定した
ことを批判する内容であった。カリマンタンにおける
遊説中にインドネシアが国民国家かイスラム国家か
について問われ、スカルノは、もしインドネシアがイ
スラム国家となったらインドネシアは分裂し、イリア
ンのような地域は統一できないと表明したのである。
エドルスは、スカルノは特にスラウェシで多くの住民
が非ムスリムであることを念頭に置いており、イスラ
ム国家化を一部の人々は恐れているのだと観察した。
　エドルスは、この演説に対してインドネシアのイス
ラム組織や指導者たちから強い批判が起こったと指
摘している。インドネシアの著名なイスラム指導者
や、イスラム同盟2）、マシュミ3）、ナフダトゥル・ウラ

『カラム』からみた
イスラム国家構想
坪井 祐司

１） エドルスについては、彼の伝記を参照［Talib 2002］。エドルス
が執筆した『カラム』の記事については、筆者の前稿も参照さ
れたい［坪井 2012］。

２） 1912年に結成された最初期のイスラム組織で、結成当初は大
勢力を誇ったものの、1920年代以降は分裂し、弱体化した。

３） 日本占領期の1943年に結成されたインドネシア・イスラム評
議会（Majelis Syuro Muslimin Indonesia）を母体に1945年
11月に政党として再編された。
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マ4）などインドネシアの主要なイスラム政党が抗議
を行った。エドルスは、イスラム指導者は一人残らず
イスラム国家を熱望していると強調した。彼によれば、
イスラム国家構想は、西ジャワ（のダルル・イスラム運
動）のように武力によることなく、憲法にもとづくイ
スラム国家をインドネシアに打ち立てようとするも
のであった。この構想はマシュミなど主要なイスラム
政治組織によって掲げられており、ムスリムが人口の
９割を占めるインドネシアで実行されるべき構想で
あると強調したのである。
　この記事は、東南アジアの脱植民地化の課題の一
つが国民統合であり、統合の理念を民族主義におく
のかイスラム主義におくのかという論点を提示して
いる。スカルノは、非イスラム教徒も含めた国民の統
合を重視し、イスラム国家やイスラムを国教とする
ことを否定した。一方、イスラム指導者やイスラム政

党はこれを批判し、イスラム国家の建設を構想して
いたのである。

1.2 「イスラム国家における異教徒ズィンミの地位」
　『カラム 』の同じ号には、「イスラム国家における
異教徒ズィンミの地位」 という記事が掲載された

［Qalam 1953.4：12-14］。これは、1953年２月21日の
インドネシアの新聞『アバディ Abadi』における論説
の引用であり、著者はH.M.Saleh Saudidiという人物
であった。前節で述べたスカルノの姿勢に対するイス
ラム勢力の側からの対案といえよう。
　記事によれば、イスラム世界では、異教徒は三つに
分けられる。

１） カフィル・ハルビ Kafir Harbi：イスラム国家に敵
対する非イスラム教徒

２） カフィル・アフディ Kafir Ahdi：イスラム国家に友
好的な非イスラム教徒

表　タイトルに「イスラム国家」を含む『カラム』誌の記事
号 年 月 ページ コラム名 タイトル 著者
33 1953 4 12 Kedudukan Kafir Zimmi di dalam Negara Islam

33 1953 4 29
Hal ehwal dan kedudukan 
Islam di Indonesia

Negara Kebangsaan atau Negara Islam? Edrus

35 1953 6 41 Albania, Negara Islam yang Dicengkam Komunist
44 1954 3 15 Negara Islam Profesor Abdul Kahar Muzakir
63 1955 10 25 Negara Islam Hanya Umat yang Baik yang Berhak di Negara Bahagia Mablak
87 1957 10 13 Matlamat Perjuangan PAS ialah: Negara Islam
90 1958 1 43 Umat Islam Indonesia dan Negara Islam
91 1958 2 32 Matlamat Perjuangan Umat Islam ialah: Negara Islam

102 1959 1 36 Negara Islam
103 1959 2 41 Negara Islam
104 1959 3 15 Negara Islam
105 1959 4 37 Negara Islam
106 1959 5 21 Negara Islam
107 1959 6 19 Negara Islam
108 1959 7 18 Negara Islam al-Ustaz Zin al-Abidin Ahmad
109 1959 8 37 Negara Islam al-Ustaz Zin al-Abidin Ahmad
110 1959 9 30 Negara Islam
111 1959 10 19 Negara Islam Asas dan Dasarnya al-Ustaz Zin al-Abidin Ahmad
112 1959 11 19 Negara Islam Keadilan dalam Lapangan Ekonomi dan Politik al-Ustaz Zin al-Abidin Ahmad
112 1959 11 46 1001 masalah Perjuangan Kebangsaan dan Negara Islam
114 1960 1 16 Negara Islam Islam dan Demokrasi
115 1960 2 38 Negara Islam Jaminan Kebebasan Beragama dalam Hukum Islam al-Ustaz Mhmd. Al-Syed Talib Lubis
116 1960 3 33 Negara Islam Jaminan Kebebasan Beragama dalam Hukum Islam al-Ustaz Mhmd. Arshid Talib Lubis
119 1960 6 20 Negara Islam Islam dengan Susunan Ketenteraan
122 1960 9 23 Negara Islam
190 1966 5 36 Negara Islam di Zaman Nabi dan di Abad yang Kedua Puluh Azmi
192 1966 7 10 Kisah Perjuangan Sebuah Negara Islam

192 1966 7 19
Ruangan mengenalkan 
negara Islam

Kota Negara Kecil tetapi Kaya Raya kerana Minyaknya Edrus

204 1967 7 25
Peperangan Ditimur Tengah Mengecewakan seluruh 
Negara Islam

228 1969 10 5 Rencana pengarang Persidangan Kemuncak Negara Islam

出典：『カラム』データベース

４） 1926年に結成されたウラマの組織。マシュミに加わっていた
が、1952年に脱退した。
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３） カフィル・ズィンミ Kafir Zimmi：イスラム国家の
保護のもとで暮らす人々

　第三のズィンミはイスラム国家内部の異教徒であ
る。彼らは信教の自由を持ち、各自の信仰にもとづく
宗教行為を行う権利を有する。その権利とは以下のよ
うなものである。

１） 非ムスリムは、彼らの宗教施設（教会など）を持つ
権利があり、イスラム国家はそれらを守る義務が
ある。

２） 非ムスリムは、自身および精神、財産、平和を守る
権利を持つ。イスラム国家はイスラム教にもとづ
いてそれらを保証し、権利を侵す行動を防ぐ義務
がある。

３） 非ムスリムは、イスラム教徒と同等の権利と義務
を有する。義務の平等については、信仰と実践の
分野は含まない。

４） 非ムスリムは、民事の問題（結婚、相続など）につ
いて、それぞれの聖典に従って決定し、イスラム法
官以外の司法官を選任する権利を有する。その法
的判断には、イスラム国家により国家の裁定とし
ての効力が与えられる。

　記事は、これはキリスト教世界の近代国家では与え
られていない自由であると主張する。
　一方で、イスラム教徒と同等の義務として、コーラ
ンの定めと彼らの宗教の信仰や法に相反する問題以
外、国家に対して忠誠を誓うことを挙げている。もう
一つの義務が非ムスリムに課されるジズヤといわれ
る税である。ジズヤは、イスラム国家への忠誠の証で
あり、国家が彼らの平和と安全を保障するための唯一
の義務である。このため、イスラム国家が平和と安全
を保障しなかったならば、彼らはジズヤを払う義務は
ない。ジズヤの制度にもイスラム国家の寛容さが表れ
ていると著者は主張する。イスラム国家のようにキリ
スト教徒に機会を与えている寛大な国家がどこにあ
るだろうか、というのである。エジプト、イラク、イラ
ン、イエメンなどのイスラム国家において、現在でも
キリスト教やユダヤ教が存在しているはこのためで
ある。もしイスラム教が宗教を強制し、イスラム国家
が他宗教を弾圧していたならば、イスラム教を弾圧し
たスペインにイスラム教徒がいないように、イスラム
国家に異教徒はいなかっただろうと記事は主張して

いる。
　結論として、イスラムとイスラム国家は非イスラム
教徒にイスラムへの改宗を強制し、イスラム教徒とし
ての礼拝や断食を課すのではないかという非イスラ
ム教徒の疑念や懸念には根拠はなく、イスラムの中身
をよく学んでいないだけだと論じられた。
　記事の論点は、イスラム国家が少数派の非ムスリ
ムの権利をいかに尊重しているかを強調したことで
あった。これは、ムスリムが大多数ながらも非イスラ
ム教徒を抱え、世俗的な国民国家かイスラム国家かで
揺れるインドネシアの状況を背景にした結論といえ
よう。

1.3 「イスラム国家」
　第44号（1954年３月）には「イスラム国家」という
記事が掲載された［Qalam 1954.3：15-17］。編者注に
よれば、これはインドネシアのイスラム雑誌『イスラ
ム潮流 Aliran Islam』からの引用で、著者はジョグジャ
カルタのイスラム大学5）教授のアブドゥルカハル・ム
ザキルAbdul Kahar Muzakirであった。
　この論説は、「イスラム国家 Nagara Islam, Darul 

Islam」について、法律、元首、政府、経済、外交、市民
権などの諸要素を解説したものである。冒頭で筆者は、

「イスラム国家」という語について、使われ方が必ずし
も定まっていないために整理する必要があると述べ
ている。そして、以下の点についてイスラム国家のあ
り方を解説している。
　まず、イスラム国家の目的として、イスラム教の宣
教を進めることと、宗教を守ることの二点があげられ
る。その目的を前面に出さなければ、イスラム教徒の
政府であっても「イスラム国家」とは言わない。国家
の原則は、コーランに照らして、人道、公正、合議、神
への畏敬である。イスラム国家の基本的な法は、イス
ラム教徒の個人、集団、信徒、国家の生活を整えるため
にあり、コーランの中に法律があるとみなされる。
　政治体制については、合議による統治が強調される。
ムハンマドのメディナ時代の統治は「神権政治」では
なく「民主政治」であった。統治は単なる啓示ではなく、
会議による議論を通じて決定されたものだったから
である。預言者は教友と常に会議し、戦争など重要な
政策を議論した。預言者の死後、４代目までは国家指

５） 1947年に設立されたインドネシア・イスラム大学 Universitas 
Islam Indonesia は、私立大学としてはインドネシアでは最も
古い歴史を持っている。
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導者を選ぶ会議が開かれた。イスラム教徒により国家
元首が選出されるイスラム国家は、すでに民主主義の
共和国であった。国家元首としてのカリフ、イマムは
民衆に対して政治の責任を負い、民衆は有力者により
代表される。ただし、国家元首の責任は終末まで持ち
越される点が西洋的な民主主義国家とは異なる。国家
元首のあり方はコーランにおいて規定されている。
　イスラム国家における効率的な統治とは、国家の目
的を達するため、必要な仕事を場に応じて分配するこ
とである。政府は、イスラムを守り、民衆を安んじる
一つの組織に過ぎない。政府は、国家の平和を守ると
ともに、神の命令を実行し、禁忌を禁ずる。教育、財務、
福祉、司法など具体的な課題については、管轄ごとに
組織が作られる。
　イスラムにおける経済原則は、土地、海、空とその内
容は国家の所有であるというものである。土地は当初
無主であるが、人々が正当なやり方で所有した土地は、
売買、賃貸、賃借など、普通の制度を使用できる。ただ
し、利子は資本主義のもので、個人の権利を侵すため
に禁止されている。
　外交政策について、イスラム国家は、世界中のすべ
ての国家を友好国とみなしうる。イスラム国家は、自
国の主権を守るという条件の下で、非イスラム国家と
平和、通商、軍事条約を結ぶことができる。
　イスラム国家の市民権とは、民族や言語を問わず、
国家を認めて忠誠を誓うすべてのイスラム教徒に与
えられる。くわえて、その国に代々暮らす非イスラム
教徒またはムスリム住民と同族の人々、特定の条件で
市民と認められた外国人も含まれる。市民権の内容は
同じであり、非イスラム教徒の市民もイスラム教徒と
同じ権利が認められる。国の職務は、イスラムにより
占められるべき役職を除き、彼らにも認められる。国
民としての義務も、ザカト（喜捨）のようにイスラム教
徒限定のもの以外は平等である。税に関しては、非イ
スラム教徒には代わりに年ごとにジズヤが課される。
非イスラム教徒国民の財産と安全はイスラムにより
保証される。
　この論説では、イスラム国家の内容が説明されてい
る。基本的に西洋的な近代国家の枠組みをもと、イス
ラムの要素を付け加える形で構想されていることが
わかる。
　1953、54年に発表された３編のイスラム国家論は、
インドネシアのイスラム国家化の構想に関連してい
た。この時期のインドネシアは1955年総選挙の直前で、

まださまざまな国家構想が錯綜していた。イスラム勢
力は、世俗的な国民国家構想に異を唱えつつも、西洋
的な国家の枠組みを基盤に、他勢力をできる限り包含
するイスラム国家構想を提示していたことがうかが
える。

２．憲法とイスラム国家
　  ─ 政治指導者による言説

　『カラム』に掲載されたイスラム国家に関する記事
の中には、政治家による発言を採録したものもある。
マラヤ、インドネシアにおけるイスラム政党はイスラ
ム国家を求めており、彼らの見解はしばしば引用され
たのである。ここでは、1957、58年におけるマラヤの
PAS、インドネシアにおけるマシュミの指導者により
提示された構想を紹介する。

2.1 「ＰＡＳの勝ち取るべき目標は
　　 イスラム国家である」
　1957年10月の第87号には、PAS（汎マラヤ・イスラ
ム党）のブルハヌッディン・アルヘルミ Burhanuddin 

Al-Helmy 6）の1957年8月24、25日の第６回党大会で 
の演説が収録されている［Qalam 1957. 10：13-19］。
これは、1957年8月31日のマラヤ独立の直前であり、
UMNO（United Malays National Organisation、統
一マレー国民組織）を中心とする連盟党主導の独立に
対して、自身の国家像を訴えた内容であった。
　PASの原則は、以下のように説明される。

１） 強固な一つの言語、一つの国家、一つの民族を作
るため、マレー語をこの国唯一の公用語、民族語
とする。

２） イスラムは、コーランとスンナの教えを国家の公
式の宗教とする。

３） この国の非ブミプトラに対する出生地主義の原則
には反対する。国籍を希望する非マレー人には、門
戸開放政策によりこの国に来た外国人からマレー
民族の安全を守る法により許可する。

　ブルハヌッディンは、PASが上記の闘争基本方針に

６） ブルハヌッディン・アルヘルミ（1911～1969）は1945年にマレー
人左派政党であるマラヤ・マレー国民党 Partai Kebangsaan 
Melayu Malaya（PKMM）の設立に参加した。その後シンガポー
ルでナドラ暴動の結果逮捕されるが、釈放後はマラヤに戻り、
1956年にPASの党首となった。伝記として［Ramlah 2003］が
ある。
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同調、共感するすべての政党、組織と協力し、共同歩調
をとる一方、UMNOや連盟党のようにPASの基本方
針に反対する政党に対しては批判し、対立するとして、
野党の立場を鮮明にした。他方、イスラム政党が共産
主義を嫌悪しているといわれるが、彼が嫌悪している
のは植民地主義であり、非難は無思慮で悪意のある虚
偽であるとして、共産党に対しては親近感を表明して
いる。
　このとき議論になっていたのはマラヤの憲法案で
あった。そのなかで、ブルハヌッディンは、一つの言語、
一つの国家、一つの民族というマレー民族の闘争は、

「マラヤンMalayan」7）によって台無しにされたと論じ
る。彼は、マラヤの憲法のもととなったリード委員会
Reid Commissionによる憲法草案はPASとマレー民
族の闘争方針を無にするとして反対の立場をとった8）。
　ブルハヌッディンは、イスラム国家構想を勝ち取る
という観点から、1957年のマラヤ連邦の独立を評価
しなかった。彼の見解によれば、単なる民族および領
土の独立だけでは不十分であった。PASによる独立
構想は、イスラム法を個人、社会、国家に適用すること
ではじめて達成される。民族と領土の独立は、法律と
規則を自由に作れるようになることを意味するが、法
律と規則がコーランとスンナに適合しているかどう
かを問われることはない。PASの立場は、コーランと
スンナに適合しない法律はすべて無効で非合法であ
り、国家憲法もコーランとスンナに適合していなけれ
ばイスラムの観点から無効というものであった。イス
ラム法が適用されなければ、人間が設計し、生み出し
た法律自体が法的に無効だからである。憲法白書にお
いて、イスラムはこの国の公式の宗教とされているも
のの、この承認はイスラム法の適用を意味しているわ
けではない。イスラムを公式な宗教と認めることとは、
政府が制定する規則や法律、基本法がイスラム法の上
につくられるものとなり、法律の出所や法的判断の根
拠がイスラムとなり、裁判官がイスラム法により命令
し、イスラム法により禁じることを意味すると主張し
たのである。

　ブルハヌッディンは、PASの闘争の立場からみると、
国家の独立とは、国の社会正義が実現してはじめて完
全なものとなると主張した。神が命じるような法律を
作れなければ、イスラム教徒として批判される。マラ
ヤの独立をマレー民族闘争から評価すれば、マラヤン
民族の形成に向かう憲法はゼロどころかマイナスで
ある。領土の点では、シンガポールがマラヤから分離
された。法的にわが祖国の名前はマラヤ連邦であり、
MalayaではなくTanah Melayuの翻訳である。８月31
日の独立とともに旧来の植民地は退去を始めたが、現
代の植民地はまだ屈していないと彼は考えていた。ど
のようなものであれ、植民地主義は受け入れられるも
のではなく、PASはすべての抑圧を支配からの民族、
領土、宗教の完全な自由と独立を欲している、と主張
されたのである。
　このPAS党首ブルハヌッディンの見解は、マラヤ
におけるイスラム政党がイスラム国家の構想をどの
ようにとらえていたかを明解に打ち出している。

2.2 「インドネシアのイスラム教徒とイスラム国家」
　1958年1月の第90号には、インドネシア・マシュミ
の党首ムハンマド・ナッシルMuhammad Natsirの制
憲議会における演説が引用された［Qalam 1958.1：
43-45］。
　ナッシルが最初に挙げた論点は、インドネシアの国
家原則としての「パンチャシラ」である。パンチャシ
ラの一つが「唯一神の信仰」であり、イスラムに限ら
ず他の宗教も含める文言であった。イスラム国家派は、
これを批判的にとらえていた。ナッシルは、いかなる
根拠を持ってイスラム教徒がパンチャシラを国家原
則として受け入れるのかと問う。パンチャシラが一つ
の勢力のものであるにすぎず、我が国の他の集団を代
表していない、イスラム教徒はパンチャシラを代表し
ているわけではない、というのである。
　ナッシルは、国家とはなにかを論じた。これは、共
産党との国家観の違いを強調したものである。共産主
義者は、国家の目的は達成されたのだから国家は消滅
すべきだという。無政府主義者は、できるだけ早く国
家を消滅させたいと考えている。一方、イスラム教徒
は、人類がこの世にある限り国家は守っていくべきと
いう立場である。マレー・インドネシア語の“negara”、
あるいは英語の“City”という語の意味について、様々
な思想家が見解を出している。名前が挙げられたのは、
イブンハルドゥーン、ヘーゲル、マルクス、アダム・ス

７） 英領期に移民労働者として急激に数を増やした華人、インド人
は、 二世、 三世の盛大になると現地生まれの「マラヤ人
Malayan」としてマレー人と対等な権利を要求した。マラヤに
おける民族は、マレー（血統）かマラヤ（出生地）かという対立
でもあった［坪井 2016］。

８） マラヤ憲法の制定の過程で、マレー人は、その「特別な地位」を
憲法に書き込む代わりに、国籍の条件では華人、インド人に一
定の譲歩を行った。この過程は、マレー人、華人、インド人と
いった民族間の交渉のプロセスとしてとらえられる［Fernando 
2002］。
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ミス、 プラトン、アリストテレス、ホッブズ、ルソーな
どであり、ナッシルは、イスラム国家を西洋思想の系
譜の中に位置づけた。
　ナッシルによれば、国家とは一つの「機構」であり、
特定の権利、責務、目的を持つ。機構とは、固有の物的
装置や規則を備え、一般に認められている組織である。
例えば、婚姻でいえば、その執行にはカディがいて、他
の役職者がいる。このほかに、倉庫、モスク、行政機構
など、物的装置が必要である。さらに、婚姻をつかさ
どるための規則を持たねばならない。さらに、婚姻の
目的と規則は特定の生活上の理解にもとづく。それら
すべてをさして「機構」というのである。
　機構としての国家は、境界、人民、政府、主権、憲法
もしくは成文化されない他の法や権力の源を備えて
いる。それは、以下の特徴を持つ。

１） そのなかにあるすべての社会と機構を包摂する。
２） 法体系のなかの諸機構を結び付け、統合する。
３） 社会における関係、協力を行う。
４） 制定された規則や法に従うよう成員に強制する権

利を持つ。
５） 指導を与え、社会全体の要請を満たす目的を持つ。

　ナッシルは、「我が国の憲法を編むにあたり、満足
な結果を出すためには、我々は確実な思考の核から
引き出さねばならず、それが国家を国内で暮らす社
会と有意義な関係の下に置く憲法であることは明ら
かだ。強調したいのは、国家の憲法が思考の知恵と理
性に根差したものでなくてはならないということだ」
と主張した。

2.3 「イスラム教徒が勝ち取ろうとする目的は、
　　 イスラム国家である」
　続く第91号（1958年２月）でもナッシルの演説が掲
載された［Qalam 1958.2：32-34］。彼は、イスラムを
国家哲学として受け入れてもパンチャシラを守ると
いう原則は全く失われないと強調した。パンチャシラ
の信奉者でも宗教者でもよく、パンチャシラの五原則
の一つをイスラムの国家原則に代えるだけだという
のである。
　ナッシルによれば、イスラムは道徳の価値を完全に
する宗教である。国家の原則とは、民族におけるよき
価値を守るということであり、イスラムが国家の原則
となれば、すぐに社会の価値を見出すことができる。

イスラムのなかには相互扶助を好むインドネシア民
族の価値観がすぐに見つかるためである。
　ナッシルは、インドネシア国民の多数に信仰されて
いるイスラムはイデオロギーであると主張する。イス
ラムは、人間と神の関係という意味での宗教であるこ
とにくわえて、人間同士の関係という要素も含んでい
る。前者がイバーダートであり、後者がムアーマラー
トである。後者の要素は、個人、家族、国家の生き方を
含む。憲法のような国家に関することは、イスラムの
教えの第二の要素であるムアーマラートに関わる。
　演説は以下のように続いた。人はたびたびイスラム
がいかに近代国家を作りえるのかと問うが、イスラム
は1001の小さな事柄をいちいち説明しておらず、時
代の状況と要請に応じて臨機応変に変えてよいとい
うことを知らねばならない。イスラムは、永遠の現世
の生活を規定する核心的な原則を与えるが、それ以外
は、できることとできないこと、すべきこととすべき
でないことの境界を説明する。イスラムは人間と神と
の関係、イバーダートの問題については、「命令以外の
すべては禁じられる」が、現世の生活については、「禁
じられたこと以外すべては可能である」。自己と社会
の平和と安寧のため、人類が重視すべき境界のほかは、
すべての生活分野において、進歩と時代と場所の要請
にあったイジュティハードを行う余地が広い分野が
広がっている。この分野において、宗教は公正や人権
といった概念と混交する。我々の将来の憲法について、
基本的人権、国家のあり方、経済の原則などをイスラ
ムの立場から議論することができるというのである。
　ナッシルは、イスラムを基本とする国家は神権国家
として説明されるものではないと強調する。神権政治
は、神の代理として絶対権力を持って君臨し、統治を
行う宗教の長により行われる統治の方法である。これ
を考えれば、イスラムを基本とする国家は神権政治で
はなく、民主主義国家であると主張された。
　1950年代後半のインドネシアの制憲議会は、国家
原則をイスラムとするのかパンチャシラとするのか
で鋭く対立した。ナッシルは、イスラム主義を代表し、
イスラム国家にむけて論陣を張った9）。マラヤ、イン
ドネシアともに、新たな国家原則としてイスラムをど
の程度前面に出すのかが大きな争点であり、憲法が大
きな論争の場となっていたことがわかる。『カラム』は

９） ただし、この論争は決着を見ず、スカルノは1959年7月に
1945年憲法への復帰を宣言する大統領布告を発し、制憲議会
を解散させた［小林 2008：201］。
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こうしたイスラム政党の主張を頻繁に報道したので
ある。

３．連載「イスラム国家」

　1959年1月の102号から翌年1月の114号まで、「イ
スラム国家」という連載が12回にわたり掲載され
た。著者はウスタズ・ザイナルアビディン・アフマド
al-Ustaz Zainal Abidin Ahmadという人物であった。
記事は、イスラム国家の政治、行政を様々な面から
扱った内容であった。ここでは、国家や行政について
扱った前半部の102から107号に関して、その概要を
紹介する。
　第102号では、イスラム国家の全体像が語られる

［Qalam 1959.1：36-38］。冒頭にて、20世紀はイスラ
ム国家構想が台頭した世紀であると主張される。千
年以上沈黙させられていたイスラムが、ムハンマドと
教友の時代から初めて立ち上がり、イスラム国家構想
が復活した。偉大なイスラム思想家のアフガーニー
Jamaluddin al-Afghani 10）とアブドゥ Mohammed 

Abduh11）により20世紀の幕を開けたと論じられたの
である。ただし、イスラム国家は、「イスラム」という
名を冠するだけでは十分ではない。表面上の問題では
なく、国家の持つ構想と内容、原則の問題であり、「イ
スラム国家」を名乗る国家が正しいイスラム構想を
持っているかは定かではない。
　記事は、イスラム国家の条件として、以下の6点を
挙げた。

１） コーランに法源を持つ法を含む法規則を持つ。
２） すべての国民にしたがわれ、平和を守るための統

治を行い、外国と関係を構築する。
３） すべての法規則を守る軍隊を持つ。
４） 国家の活動に支出する財源を持つ。
５） すべての統治にしたがう国民がいる。
６） 確定された祖国または境界を持つ。

　この条件のうち、イスラム国家として独特なのは1

のみであり、２以降は世俗国家と同様であることがわ
かる。この論説の最後にはインドネシアのイスラム教
徒はイスラム国家の樹立に向けた闘争を継続中であ
ると主張されており、著者がインドネシアを念頭に文
章を書いていることが示唆されている。
　第103号では立憲体制とイスラム国家について述
べる［Qalam 1959.2：41-45］。イスラム国家の第一の 
特徴は、その国家が対外的にも体内的にも完全な主
権を持つ独立国家だということである。対外的には
国際社会で他国を相手に自由に独立した政治を行
い、対内的にはすべての国民に十分な権力を持ち、他 
の権力に介入されない。最初のイスラム国家がムハ
ンマドにより622年にメディナで樹立されたとき、そ 
こにはさまざまな集団がいたが、そのすべてが「国 
民 warganegara」となり、彼らの権利は宗教や民族の
違いにかかわらず同等でとされた。建国宣言は、預言
者により様々な宗教と民族の人びとの前でなされた。
さらに、その後の王朝時代に憲章が作られ、内容が加
えられていった。
　第104号ではイスラム国家の特徴について述べら
れる［Qalam 1959.3：15-18］。イスラム国家の第一の
特徴は宗教と神の形態である。すべての人びとと社会
は宗教と信仰の精神を持っており、国家元首による統
治も宗教が原動力となる。国家元首としてのカリフが
各地の指導者、宗教の保護者となる。ただし、イスラ
ム国家では、宗教勢力が権力を持つのではなく、人民
から選ばれた代表者が現世の問題を指導する。カリフ
の政府と民主主義の政府の間の大きな違いは、民主主
義の政府は宗教、信仰の問題については保証しないが、
イスラム国家は現世の問題とあわせて信仰の問題も
扱うことである。民主主義国家において憲法や基本法
が国内の最高法規であるとすれば、イスラム国家にお
いては憲法の上位に神の法、コーランとハディースが
存在する。神から与えられたコーランとハディースは、
すべての法と規則の源となる。このためイスラム国家
は二つの法、すなわち基本法（憲法）と神の法（コーラ
ンとハディース）を持つ。このため、イスラム国家の
憲法は宗教と信仰の原則にかかわる条文を含んでい
なければならないとして、イスラム諸国（イラン、ア
フガニスタン、エジプト、イラク、トルコ、パキスタン、
インドネシア）の憲法におけるイスラムの規定を紹介
している。
　第105号では、 イスラム国家が法治国家であるとい
う点を論じている［Qalam 1959.4：37-40］。イスラム

10） アフガーニー（1839-1897）は、ヨーロッパの帝国主義に対抗
するため、汎イスラム主義を唱えた思想家である。オスマン帝
国やガージャール朝の専制を批判し、イスラム改革主義に大き
な影響を与えた。

11） ムハンマド・アブドゥ（1849-1905）は、アフガーニーの弟子で、
エジプトにおけるイスラム改革主義を主導した。西洋近代とイ
スラムの調和を説いたイスラム近代主義の潮流に位置付けら
れる。
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教は、1300年前から法治国家の体制を選択した。ヨー
ロッパの法治国家が生まれる何世紀も前から、イスラ
ムは国家の最高権力は法であると定めていたのであ
る。現代の近代国家は、すべての国内の法と規則の源
として憲法を制定するが、イスラム国家は他国とは異
なる特徴を持っている。イスラム国家は、法規の源と
しての憲法のほかに、すべてを超越する法、神の法を
持っており、これが国内で制定されたすべての法律に
魂を与える法源である。過去のイスラム王朝では、イ
ギリスのように、成文憲法を持たず、憲法と同等の効
力を持つ宣言や慣習を持った。北アフリカやイベリア
半島の王朝はマーリキー派、アラビア半島のワッハー
ブ王朝はハンバリー派、オスマン朝はハナフィー派、
エジプトなどはシャーフィイー派、イエメンはシーア
派の法学派によっている。各国の法学派による法の地
位はイギリスの方式に従った国の宣言法と同等で、ア
メリカ式を採用した各国の憲法の地位とも同じである。
　第106号では民主主義について論じている［Qalam 
1959.5：21-23, 39］。現代の要求に合わせて、イスラム
国家は民主主義国家となっている。現在の世界の国々
の対立は資本主義諸国でも社会主義諸国でも存在す
るが、真の対立は民主主義と独裁の対立である。なか
には社会の一つの階級が独裁をなす国もある。イスラ
ム教においては、個人であろうが階級や政党などの集
団であろうが、独裁国家には同意できない。独裁国家
の統治はある側から他の側に対する抑圧、少数の権力
者集団による多数の人民への脅迫に他ならない。どの
ようなものであれ、抑圧や脅迫はイスラム教により禁
じられている。イスラム国家は合議制国家であり、人
民主権国家である。最高の主権は個人にあるのではな
く、主権は合議のなかにある。ひとり主権があるのは
唯一無二の神のみである。人間はどのような階級であ
れ、国家元首でも人民でも人類であり、合議の中に主
権をゆだねる。西洋の民主主義の歴史によれば、古代
ギリシャに始まる。民主主義国家に不可欠な条件とは
以下のとおりである。

１） 代表制：何百万もの人民が国家の方向性の決定に
際して主権を失うことがないよう、意見は自身が
選んだ人物によって代表されなくてはならない。
代表は、国家の白黒をつける全人民の意見のパイ
プとなる。すべての層の人民にとって、「選挙」問
題は必要不可欠な権利となる。

２） 合議制：人民の代表は、すべての問題を討議するた

めの代表会議を設置するために集まる。会議は、権
力が代表の言論を妨害することなく、自由に行わ
れなければならない。 

３） 多数決：多様な党派や立場を代表する人民の代表
によるすべての問題の議論において、意見の主権
や代表の性質を損なわないため、多数決に基づく
決定方法を採用する。 

４） 責任：議会と議員がすべての層の人民により真に
支えられるため、代表会議によってなされた決定
に対して十分な責任を与えなければならない。そ
の決定は彼ら自身の声であり、忠実に従わなけれ
ばならない。 

５） 自治地域： 地方自治制度にも民主主義がみられな
ければならない。地域住民に、中央の統治全般の
規則に相反しないかたちで、自身の地域の規則を
決定する十分な自由を与えること。 中央の統治と
地方の統治は、階層的な関係を持つ。小さな地域
も代表会議を持ち、地域の問題を議論し、合議する。

　そのうえで、コーランの章句を引用しながら、イス
ラムの政治体制における合議について解説している。
　第107号では議会について論じている［Qalam 1959. 
6：19-23］。西洋の民主主義が議論を意味する「パー
ラメント Parlimen」を採用したとすれば、イスラムは

「代表」を重視する「権威者 Ūlī al-Amr」 ［大塚など編
2002：67］を採用した。その特徴は以下のとおりである。

１） 権威者となる人民の代表選出の規定は定められて
おらず、きちんとした規則で行われた実践もまだ
ない。しかし、よく観察すれば、700年以上たって
いるイギリス議会でも、1928年にはじめて十分
な議会法ができ、きちんとした議会規則を持った。
30年間のカリフの統治にきちんとした議会制の実
践や十分な議会法を期待すべきではない。

２） 権威者の機能は、イスラムの教えからもたらされ、
カリフたちにより実践されている。

３） 決定方法として現在一般的に採用されているのは、
投票を行い、多数決により決定することである。イ
スラムの歴史では、多数決と、国家首長の英知にゆ
だねるという二つの方法が採用されている。

４） 政党について、イスラム教は、議会制度の導入が国
内の様々な党派の成長をもたらすことを知ってい
る。イスラムが権威者の基礎を築いたとき、コー
ランに明記されるように、権威者の間で理解の相
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克と立場の違いが生じた。この問題について、イ
スラムは関与せず、各イスラム国家に委ねられて
おり、人民にとって良いとみられる平和的な方法
を選ぶ。

５） 他宗教の信徒が権威者となれるのか。この問題は、
非イスラム教徒の集団によってイスラム国家に対
する憎悪を掻き立てるために大きく扱われてきた。
イスラムにおける信教の自由と異なる宗教（イス
ラム、キリスト教、ユダヤ教など）の国民間の神聖
な権利の認可、完全な保障を与え、宗教がどうあろ
うと国民に代表を選ぶ自由を与えている。

６） 現在の“Ūlī al-Amr”と“Parlimen”との違いは何か。
相違点にはイスラムの教えの要点と広さがある。
ただし、共通点も多くある。

　冒頭で明らかにされている通り、一連の連載記事の
国家思想はアフガーニー、アブドゥといった系譜のイ
スラム改革主義にもとづくものであることがわかる。
内容として述べられているのも西洋近代的な国家の
枠組みであり、それとイスラムの歴史と結びつけられ
て論じられたのである。

おわりに

　本論では、『カラム』のイスラム国家に関する論説を
紹介した。本論から明らかになった点は、以下の通り
である。
　第一に、『カラム』におけるイスラム国家構想は、ア
フガーニー、リダーといった中東におけるイスラム改
革主義の流れをくんでいた。そこでは、西洋的な近代
国家の枠組みを前提としたものであり、イスラムの歴
史や制度を近代的な文脈で再解釈し、西洋近代以前か
らその実質を備えていると主張する。これは中東か
ら流入した当時のイスラム思想の一つの潮流であり、

『カラム』はその立場に立っていた。
　第二に、こうした国家構想の背後には、インドネシ
ア、マラヤの脱植民地化という文脈があった。ムスリ
ムが多数を占めるものの、非ムスリムが一定の力を持
つ両地域にあって、新しい独立国家の枠組みをどうす
るのか。『カラム』は、両地域のイスラム国家化を構想
したが、近代国家の枠組みはそのまま受け入れていた。
新たに建設する国家は西洋の植民地の領域や行政機
構をほぼ受け継いだものであり、西洋的な近代国家と
いう枠組みが絶対的な力を持っていたことが彼らの

思想にも影響していた。
　第三に、イスラム国家構想の主張の中には、非ムス
リムへの配慮が随所にみられることである。イスラ
ム国家における異教徒の信教の自由や権利の尊重と
いった論点が前面に出された。これは、主にインドネ
シアの非ムスリムからイスラム国家構想への批判や
懸念が出されており、国民全体の意思形成を図るため、
少数派への配慮を強調せざるを得なかったのである。
多民族・多宗教地域である東南アジアにおけるイスラ
ムの政治的主張のあり方を示している。
　本論では『カラム』誌上の論説をとりあげたが、同時
代のマレー語ジャーナリズムのなかでの位置づけに
ついては十分な検討ができなかった。同誌の論説を同
時代の他の言説と比較し、その特徴を明らかにするこ
とを次の課題としたい。
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はじめに

　1950年代から1960年代にかけての「カラムの時代」
には、それにさきだつ時代に、この地域に新聞・雑誌、
教科書、小説、映画、ラジオといった近代的なメディア
が導入され、それを通じて人々が生活世界を越えた地
域のできごとを自らに関係するできごととして受け
止め、また、メディアを通じて自らの存在や考えを直
接会ったことのない人々に伝えようとする欲求や営
みが人々の間に定着していく過程があった。
　本稿では、1920年代から1930年代に、幼少期から
中学卒業までの時期をクダからペナンにかけてのマ
ラヤ北部地域で過ごしたマレーシアの国民文学者ア
ブドゥッラー・フサイン（Abdullah Hussain、1920- 
2014年、以下アブドゥッラー）の自伝『ある旅路』

（Sebuah Perjalanan、1985年）をもとに、この時期に
マラヤ北部地方でマレー語を母語として生まれ育っ
た子どもの文化メディア体験を整理する。
　アブドゥッラーは、長編小説『連結』（Interlok、
1971年）がマレーシアの学校必読書に選定されている
ほか、映画俳優・監督のP．ラムリー（P. Ramlee）、「マ 
レー語文法の父」ザイナル・アビディン・アフマド 

（Zainal Abidin Ahmad、通称ザアバ（Za’ba））、民族主義
的文学者ハルン・アミヌルラシド（Harun Aminurrashid）、

「サバ開発の父」ムスタファ・ハルン（Mustapha Harun） 
といった著名人の評伝を執筆し、マレー語文学界に
評伝の叙述スタイルを確立したことで知られる［Zeti 
2008：5］。自身については、『ある旅路』、『言葉を探す
旅』（Perjalanan Mencari Bahasa、2001年）、『知恵を
探す旅』（Perjalanan Mencari Hikmah、2003年）、『自
分を探す旅』（Perjalanan Mencari Diri、2004年）の４
部からなる自伝シリーズを残している。1950年代に
はシンガポールで新聞・雑誌の編集者や記者として活
動し、『カラム』の編集に参加して記事を寄稿している
ほか、カラム社の映画雑誌『フィルム』（Filem、「映画」）、

総合誌『ワルタ・マシャラカット』（Warta Masyarakat、
「社会のニュース」、1954年創刊）、成人向け娯楽雑誌
『アネカ・ワルナ』（Aneka Warna、「色とりどり」、1954
年創刊）の編集を担当した。
　『ある旅路』は全10章1）からなり、アブドゥッラーが
クダ州に生まれてからスマトラ、シンガポールを経て
1960年にクアラルンプールに移るまでが記されてい
る。本稿では、同書のうち、スンガイリマウ村での子
ども時代を記した第一章「村での暮らし」と、親元を離
れてアロースターの中学校に通うようになった時期
を記した第二章「町に溺れる」の記述から、アブドゥッ
ラーが幼少期から青年期にかけてどのような文化メ
ディア環境にあったのかについて、アブドゥッラーが
接触した書籍、雑誌・新聞、映画・演劇とその接触の仕
方に注目して整理する。これにより、「カラムの時代」
を支える世代の人々が生育期に文化メディアをどの
ように利用することが可能であり、また、それを通じ
てどのような情報を得ていたのか、その一端を明らか
にしたい。

1　村での生活と小学校（1920～1931年）
　─幼少期の物語世界

　アブドゥッラーは1920年３月25日にクダ州ヤンの
スンガイリマウで生まれた。スンガイリマウはマラッ
カ海峡に面した海岸沿いの村で、クダ州の州都アロー
スターと州南部の中心都市スンガイプタニの中間に
位置する。スンガイプタニはクダ川をはさんでペナン
州のウェルズリー地方（スブランプライ）と隣接して
おり、マラヤ北部地方の交易中心であるペナン島は目
と鼻の先に位置していた。
　アブドゥッラーが幼少期を過ごした1930年代のマ
ラヤ北部地方は、イギリス植民地統治に伴うスズ産業
やゴム産業の興隆を背景に流入してきた華人やイン

アブドゥッラー・フサインの子ども時代
英領期マラヤの覗き見を通じたメディア体験

西 芳実

１） 村の子／町に溺れる／人生いろいろ／戦争勃発／行き当たり
ばったり／雑誌記者／映画スターがストライキする／ダルル・
イスラーム⑴／ダルル・イスラーム⑵／1950年代の終わり。
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ド人に加え、マラッカ海峡対岸のスマトラ島、とりわ
けアチェからの移民が居住する混成社会だった2）。
　アブドゥッラーの父サイド・ニャ・フサイン（以下フ
サイン）はアチェのピディからの移民だった3）。19世
紀末から30年におよぶアチェ戦争を経て20世紀初頭
にオランダ東インド政庁の統治下に入ったアチェか
らは、オランダ統治を嫌ってマレー半島に渡る移民が
多くみられた［Reid 1979：9］。フサインは単身で村を
出て西アチェのムラボー、東アチェのランサ、北スマ
トラのランカットを経てマラッカ海峡対岸のクダ州
に渡り、ピディからの移民が多く住んでいたスンガイ
リマウで地元出身のアイシャと結婚し、縫物の仕事を
しながら５人の子を育てた。
　幼少期のアブドゥッラーの生活世界は、スンガイリ
マウを中心としながら、両親や祖父母から実体験とし
て聞かされる物語を通じて、スマトラから南タイ、ビ
ルマにまで広がっていた（図）。母方の祖父アワンはス
ブランプライ出身でペナンとの間で商いをしていた
が、事業に失敗して逃亡し、ビルマ南方のプラウドゥ
ア（Pulau Dua、Victoria Points）でゴム栽培をしていた。
母方の祖母の四人目の夫で幼少期のアブドゥッラー
を養育した祖父プテは、ペナンとペラで秘密結社の活
動をしていたことがあり、北はタイ領のパタニ、西は
オランダ領の東スマトラ4）、南はジョホール州ムアル
までをまたにかけ、イギリス人とシク教徒の警察やオ
ランダ人の警察に追われたり、華人の秘密結社にかく
まわれたりといった冒険譚をアブドゥッラーに繰り
返し語って聞かせた。父フサインは、オランダに抵抗
したためにアチェを追われて野生人が住む南の島に
放逐されたトゥク・ブジャン（Teuku Bujang）の物語
を好んでアブドゥッラーに聞かせた5）。

　スンガイリマウのマレー語小学校に通ってマレー
語の読み書きができるようになると、アブドゥッラー
が触れる物語の種類は増した。小学校では『マレー世
界の歴史』（Sejarah Alam Melayu）シリーズ6）が教科
書として使われ、アブドゥッラーの愛読書となった7）。
また、校長室の書棚には、スルタン・イドリス教員養成
学院から刊行された英語書籍のマレー語翻訳書が所
蔵されていた。スコットランド人作家ロバート・マイ
ケル・バランタイン（Robert Michael Ballantyne）の『サ
ンゴ島』（The Coral Island／ Pulau Karang）8）のよう
な冒険小説、シャーロック・ホームズやセクストン・ブ
レイク（Sexton Blake）9）を主人公とする探偵小説、『ハ
ムレット』、『ベニスの商人』、『ロミオとジュリエット』

２） 19世紀末にマレー人の大規模移住が起こり、マレー半島西岸
にはマレー半島内の他の地域やインドネシアからマレー人が
移住し、地元生まれのマレー人の人口を外来系マレー人が凌駕
する事態となっていた。ペナンにはアチェ産のコショウを取引
するアチェ出身のアラブ人商人が拠点を有しており、この交易
ネットワークを通じてマレー半島北部にアチェ人が流入した

［Kahn 2006：67］。
３） 現在はインドネシアのアチェ州ピディ県の中心都市シグリの

行政区内にあるカンプンアレ（Kampung Aree）村出身。フサイ
ンの父は村長で、父の死後は母が村長職についた。５人兄弟の
長男で、兄弟のなかで出身村を離れて仕事探し［Abdullah 
1985：110］をしたのはフサインだけだった。

４） 現在のインドネシアの北スマトラ州の東側に相当する地域。
５） 野生人に衣服や食物を与えて友人にし、野生人をイスラム教徒

にするという物語で、アブドゥッラーは『ロビンソン・クルー
ソー』との共通点を指摘している。アブドゥッラーはのちにア
チェでトゥク・ブジャン本人に出会い、物語が実話にもとづく
ことを知った。トゥク・ブジャンは北アチェの貴族の子で、ア
チェ戦争中、森でゲリラ戦を戦い、オランダに捕らえられて↗

イリアンジャヤに送られたという。
６） スルタン・イドリス教員養成学院の教員アブドゥル・ハディが

1925年から1929年にかけて全３巻を執筆し、その後を引き継
いだアブドゥル・ハディの同僚のブヨン・アディルが第４巻

（1934年）、第５巻（1940年）を執筆した［左右田 2018：119 
n15］。オランダ、イギリス、フランスの研究者による民族学、歴
史学、考古学分野の著作に刺激されて執筆され、マラヤ、シンガ
ポール、サラワク、ブルネイのマレー語小学校で教科書に使わ
れた［Rosli et al. 2010：22］。アブドゥッラーは著者としてア
ブドゥル・ハディだけでなくブヨン・アディルの名前を挙げて
いるが、刊行時期から考えてブヨン・アディルの巻を読んだの
は小学校卒業後である可能性が高い。

７） 学校の教科では地理（ilmu alam）と歴史と作文に関心を持って
おり、特に地図を見るのが好きだった。教室の壁にはクダの地
図と世界地図が貼られており、物語、歴史、地理の本を読んで
新しい地名が出てくると地図上でその地名を探した［Abdullah 
1985：68］。

８） 原作は1857年にThe Coral Island: A Tale of the Pacific 
Oceanとして出版された。南太平洋上で船が難破して孤島に漂
着した３人の少年の冒険譚で、ジュブナイル小説の先駆けとし
て知られる。ヨーロッパ全土で翻訳され、20世紀初めのイギリ
スでは小学生向けの推奨図書に選ばれていた。

９） 1893年に少年向け週刊誌に掲載された冒険小説「失踪した
百万長者」に登場し、1894年にはブレイクものの専門誌が創
刊されるほどの人気を博した。ブレイクの専門誌が複数刊行さ
れ、英語以外の言語でも執筆され、著者は数百名にのぼった。
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ペラ

タンジョンマリム

図　幼少期のアブドゥッラーの生活世界
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のようなシェークスピアの作品があった10）。小学校２
年生の時に３年生と４年生の教科書を読み終えてし
まったアブドゥッラーは、校長室の書棚から無断で書
籍を持ち出して家で読み、内容を祖父に語り聞かせて
いた。
　学校では小学校の教師が回し読みした新聞や雑誌
が机の上に放置されていることがしばしばあり、アブ
ドゥッラーは教師の目を盗んでそれらの新聞や雑誌
を読んでいた。『リダ・ブナル』（Lidah Benar、「真実の 
舌」）11）、『エダラン・ザマン』（Edaran Zaman、「時代の 
変転」）12）、『ブミプトラ』（Bumiputera、「土地の子」）13）、 

『サウダラ』（Saudara、「兄弟」）14）、『バッテラ』（Bahtera、
「方舟」）15）といったペナンやクランで刊行され新聞・
雑誌で、いずれもジャウィで書かれていた。
　アブドゥッラーはヒカヤット（伝承物語）も好んで
読み、とりわけ気に入っていたのは『ハントゥア物語』

（Hikayat Hang Tuah）と『アミル・ハムザ物語』（Hikayat 

Amir Hamzah）のような冒険譚だった16）。『ハントゥ
ア物語』を読んだ際には、ハントゥアが自らの血肉以
上の存在だった親友のハンジュバと争わなければな
らなかったことに心を痛め、その原因となったハン
トゥアによる王への無条件の忠誠を疑問に思った。仲
間のハンレキル、ハンレキウ、ハンカストゥリが２人
の争いを前に手をこまねいていることに驚き、彼らに
よって争いを避ける道はなかったのかと考えた。ま
た、『アブドゥッラー物語』（Hikayat Abdullah）と『ア
ブドッゥラー航海記』（Kisah Pelayaran Abdullah）は、
著者であるアブドッゥラーの自伝として物語が展開

するため、アブドゥッラーはあたかも自分の物語であ
るかのように楽しんで読んだ。

　アブドゥッラーの両親と祖父母は文字を読まなかっ
たが、自宅にはジャウィで書かれたヒカヤットの冊子
が置かれていた。小学校で習う綴りと異なっていたた
め最初は読むのに苦労したが、音読しているうちに内
容がわかるようになり、『シ・ミスキン物語』（Hikayat 

Si Miskin）、『孤児ムスタファ』（Yatim Mustafa）、『シ 
ティ・ズバイダ物語』（Hikayat Siti Zubaidah）などを
読んだ。『トゥルン・ピピ物語』（Hikayat Terung Pipit）
はクダ方言で書かれた５人の英雄の物語で、クダの地
名や遺跡が登場するため、アブドゥッラーの祖父が
好んでアブドゥッラーに繰り返し読ませていた17）。
　読むことに強い関心があったアブドゥッラーは、父
が一時期営んでいた食料品店で包装紙に使われてい
た新聞にも目を通していた。『デイリー・クロニクル』

（Daily Chronicle）18）や『デイリー・メイル 』（Daily 

Mail）19）といったイギリスの新聞もあり、その子ども
欄を通じてミッキーマウスやティディベアのことを
知った。また、世界中の読者をメンバーとする文通欄
があり、アブドゥッラーもメンバーになってバッジを
受け取った20）。
　スンガイリマウの小学校には４年生までしかなかっ
たため、５年生からアロースターの小学校に通った。
アブドゥッラーはスンガイリマウから進級した他の
同級生とともに教員のサイド先生の自宅で補習を受
けた。サイド先生はスルタン・イドリス教員養成学院
の出身者で21）インドネシア民族主義思想に傾倒して
おり、オランダ東インド政庁のバライプスタカが刊行
する総合誌『パンジ・プスタカ』（Pandji Poestaka）22）を

10） これ以外の翻訳小説としてアブドッゥラーは『モンバサ』（Mombasa）
という作品タイトルを挙げている。モンバサはケニアの港町。
原題は不明だが、1956年のイギリス映画『Beyond Mombasa』
の原作とされるJames Eastwoodの小説『豹の爪痕』（The Mark 
of the Leopard）かもしれない。

11） 1929～1935年にクランで週刊で刊行された。カウム・トゥア（改
革派）がカウム・ムダ（伝統派）に反論を示す場になっていたこ
とが知られている［Hamedi 2015：52-54］。

12） 1925～1930年にペナンで週刊で刊行された。編集者と読者の
投稿を除き、英語紙からの翻訳記事が誌面の多くを占めた

［Hamedi 2015：43-54］。
13） ペナンで初のマレー語（ジャウィ）日刊紙として1933年１月５

日に創刊された。短編小説を多数掲載し、ペナンの創作家を刺
激したことで知られる［Muhammad 2016：102］。

14） 1928～1941年にペナンで刊行された。刊行当時は週刊で、
1932年から週２回刊行になった。発行部数1,500部のペナン最
大規模の新聞で、 マレー半島北部で最も影響力があった

［Hamedi 2015：49-51］。
15） 読み書きを身に付けたばかりの大人を対象に1931年にペナンで

創刊された『デワサ』（Dewasa、「大人」）の後継誌として、1932
年からペナンで週２回刊行された［Hamedi 2015：69-70］。

16） 『アミル・ハムザ物語』は知り合いから借りて読んだ。

17） アブドゥッラーはこれ以外に『ハリス・ファジラ物語』（Hikayat 
Harith Fadzilah）、『タジュル・ムル物語』（Syair Tajul Muluk）、

『スジャラ・ムラユ』（Sejarah Melayu）、『アワン・スルン・メラ・
ムダ物語』（Hikayat Awang Sulung Merah Muda）を挙げている。

『スジャラ・ムラユ』ではムラユの英雄がスルタンに『ムハンマ
ド・アリ・ハナフィア物語』（Hikayat Muhammad Ali Hanafiah）
を詠むよう求める場面が好きで、その物語を探したが見つけら
れなかったと述べている。また、『アワン・スルン・メラ・ムダ物語』
は試練に負けない王子の物語で、あまりに気に入っていたため、
のちにアブドゥッラーがオクスフォード大学出版会で仕事をす
るようになったときに新版の出版を担当したほどだった。

18） 1872年から1930年までロンドンで刊行されていた。
19） 1896年にロンドンで創刊されたタブロイド紙。
20） メンバーになるには登録料を送金する必要があったが、お金が

なかったアブドゥッラーは登録料を支払わないままバッジを
受け取った［Abdullah 1985：62］。

21） 病気のため卒業できずに中退していた。
22） 1923（創刊予告号は1922）～1945年にバタヴィアで刊行され

たローマ字表記マレー語の週刊誌。
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購読していた。インドネシアのローマ字綴りはマラヤ
の綴りと異なっていたために読むのに苦労したが、ア
ブドゥッラーはアチェからクダに移住した青年たち
から綴りを教わって読めるようになり、アチェにいる
親戚から父に届く手紙を文字を読めない父に代わっ
て読むこともできるようになった。

２　街での生活と職探し（1932～1940年）
　　─文筆業へのあこがれ

　アブドゥッラーは小学校を終えると、アロースター
の名門校スルタン・アブドゥル・ハミド学院に進学し
て英語教育を受けることを希望したが、手続きのトラ
ブルから入学を認められなかった。スンガイリマウの
小学校で教員補佐をしながらイギリス人視学官の目に
とまってスルタン・イドリス教員養成学院に進学する
道が開けることを期待したが、これもかなわなかった。
　失意のアブドゥッラーはアロースターの聖ミカエ
ル学校（St. Michael School）に入学した。日本人の校
長のもとで華人とインド人が教鞭をとり、生徒もほと
んどが華人とインド人だった。アロースターでは商売
する人を対象にしたビジネス・スクールとみなされて
おり、成績優秀な生徒はキリスト教徒になることと引
き換えに外国留学の機会を与えられた。
　アブドゥッラーは半年で聖ミカエル学校をやめ23）、
1933年にアロースターの英華学校（Anglo Chinese 

School）に入り直した。学期途中だったが編入試験を
受けて２年生に入り、その年の学年末試験で２位の成
績を修めたために４年生に飛び級した。その後、学業
を中断してバタワースやクリムで暮らした時期24）を
経て、ふたたび編入試験を受けて７年生を修了した25）。

英華学校では、かつてマレー語翻訳で読んだシェーク
スピアをはじめ、ミルトンやディケンズといった英文
学の古典26）を英語で学んだ。

　学業面での希望をかなえられなかったものの、親
元を離れて州都アロースターで下宿生活をしたこと
は、アブドゥッラーにマラヤの外から到来する様々な
文物に触れる機会を与えた。街の書店では『ファリダ・
ハヌム物語』（Hikayat Faridah Hanum）27）をはじめと
するマレー語近代小説が売られていた28）。アブドゥッ
ラーは書籍を買う十分なお金を持っていなかったた
め、インド人の書店で立ち読みしたり、床屋において
ある書籍を読んだりした。この頃、アブドゥッラーは
シンガポールの雑誌『タナ・ムラユ』（Tanah Melayu、 

「マレーの地」）29）の「笑い話」欄に弟の名前で小話を投
稿して掲載されている。
　アロースターには映画館や遊芸場30）があり、映画
館ではアメリカ映画、エジプト映画、香港映画がか
けられ、遊芸場ではダルダネラ劇団 31）やボレロ劇 

23） マレー語で学んだ内容を英語で学びなおす授業だったため、ア
ブドゥッラーはなんなく良い成績を修めることができた。教室
の壁のイエス・キリストの絵に落書きしたのを叱られたことを
きっかけに父親に無断で退学した。

24） アロースターでの寄宿先だった親戚とトラブルになって友人
と部屋を借りるようになると、同世代の友人たちとの付き合い
が増えた。サッカーやボクシングに夢中になりすぎて学業が疎
かになり、学費の支払いも滞ったため、逃げるようにアロース
ターを離れ、クリムやバタワースで友人宅を転々とした。やが
て父に見つかってスンガイリマウの実家に連れ戻されるが、居
心地が悪そうにしているアブドゥッラーをみかねて父が再び
アロースターの学校に行かせた。アブドゥッラーは英華学校の
７年生への編入を希望し、試験に合格して7年生に入った。

25） 英華学校を卒業した年は公式には1935年とされている［Zeti 
2008：2］。ただし、アブドゥッラーが７年生に編入したとき、同
期に入学した友人は５年生か６年生だったという記述がある
ことから、卒業年は1937年以降だった可能性が高い。また、ク
リム時代に寄宿した友人は1938年からクリムに住み始めたと
いう記述もあることから、英華学校の卒業は1938年以降だっ
た可能性もある。英華学校はアブドゥッラーが卒業する際に閉
校となったとの記述もあるが、閉校年は不明である。なお、アブ↗

ドゥッラーによれば、試験に合格できたのは、クリムで英語の小
説（roman picisan）や英語の雑誌を、バタワースでは日本人が
シンガポールで刊行した安価な英語新聞を読んでいたため、わ
ずかながらも世界情勢についての知識があり、簡単な質疑応答
程度の英語力が身についていたからだろうという［Abdullah 
1985：189］。別のところではバタワースで毎日読んでいた新聞
を1939年創刊の『シンガポール・ヘラルド』としている［Abdullah 
1985：187］。

26） プロテスタント世界で最も多く読まれた宗教書とされる『天路
歴程』を執筆したジョン・バニヤン（John Bunyan、1628-1688
年）の名前も挙げている。

27） エジプトのカイロを舞台にした西洋教育を受けたエジプト人
の男女の恋愛小説で、マレー語による近代小説の嚆矢とされ
る。著者のサイド・シェ・アフマド・アルハディ（Syed Syeikh 
Ahmad al-Hadi）はジュルトン・プレスを設立して『アル・イフワー
ン』（al-Ikhwan）や『サウダラ』を刊行してペナンの出版業をけ
ん引した。『ファリダ・ハヌム物語』の初版は２巻本で1925-
1926年に刊行された。1958年にはカラム社から４巻本で刊行
されている。

28） 一冊20～25センだった。アブドゥッラーは当時の主な著者と
してアブドゥッラー・シディク（Abdullah Sidek）、シャムスディ
ン・サレー（Shamsuddin Salleh）、アフマド・バフティアル（Ahmad 
Bakhitar）、ラジャ・マンソル（Raa Mansor）を挙げている。

29） 1933年3月創刊［Hamedi 2010：75］。
30） 映画館はEmpireとRoyal、遊芸場はKedah Amusement Park。
31） ダルダネラ劇団（Opera Dardanella）は、ペナン生まれのロシア

人俳優ウィリー・ピエドロによってオランダ領東インドで1926
年に設立された歌謡劇団。ピエドロの妻でジャワ人女優のデ
ウィ・ジャと華人歌手タン・チェンボクを看板役者に、東ジャワ
を皮切りに世界各地を巡業した。オリジナル脚本のほかハリ
ウッド映画の翻案を手がけた。劇団の演目は後に映画『アチェの
レンチョン』（1940年）や『村の娘』（1949年）として映画化されて
いる。
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団32）、グランド・ヌーラン・オペラ33）といったオランダ
領東インドの劇団の巡業公演が行われた。入場料は高
かったが、アブドゥッラーはしばしば劇場スタッフの
目を盗んで入場料を支払わずに観劇した。初めて見た
演目は『ミナンカバウの獅子』（Singa Minangkabau）で、
ほかに『ジャワの美しき蛇』（Ular Cantik dari Jawa）
や『マタラムの剣』（Keris Mataram）を見た。下宿先の
シャム人の姉に連れられて観劇することもあった34）。
　『キングコング』（1933年）や『巨星ジーグフェルド』

（1936年）35）をはじめとするアメリカ映画に触れ、ヘ
ンリー・フォンダやクラーク・ゲーブルといったアメ
リカ人俳優にあこがれた36）。エジプト映画『白いバラ』

（1933年）では、イスラム教の本場の国のエジプト人
が歌い踊る様子に驚いた。香港映画は出演者がアロー
スターを訪れた。

　新聞や雑誌への寄稿に関心が向いたのはこの頃の
ことだった。英華学校の華人教師がシンガポールで刊
行される雑誌『学生』（Student）に寄稿しており、掲載
された記事を見せてもらっていた。『学生』は人気雑誌
で、定期購読者は記念品にもらうロゴ入りの文具を自
慢することができた。そのペンパル会員はシンガポー
ルやマラヤにとどまらずアチェにまで広がっていた。
　英華学校には華人の新聞記者が寄宿しており、ア
ロースターで起こるできごとを『ストレーツ・エコー』

（The Straits Echo）37）に署名入りで寄稿していた。ア
ブドゥッラーは、記者が劇場に無料で出入りできるこ

とと、新聞や雑誌に名前が載って離れた場所にいる
人に自分のことを知ってもらえることがうらやまし
かった。アブドゥッラーはアロースターのサッカーの
試合結果を英語の記事にして『ストレーツ・エコー』に
投稿し38）、『ワルタ・マラヤ』（Warta Malaya）、『マジュ
リス』（Majlis）、『サウダラ』にもサッカーの試合の記
事を送った。新聞を買うお金がなかったために掲載さ
れたかを確かめることができず、試合結果が掲載され
ているのを見つけても署名がないため自分の記事だ
と人に証明できなかった39）。
　小説の執筆を始めたのは英華学校に通いながらア
ロースターで友人たちと暮らしていた頃のことだっ
た。友人が持ち帰った紙束の中にあったマレー語小説
の冒頭の文章を見て、それに続く一説がふと頭に思い
浮かび、本に書き込んでみた。このとき、自分は作家
になる才能があるのではと思ったものの、どんな用紙
に書けばよいのか、いきなり出版社に送ってよいもの
か、掲載してもらうにはお金を払う必要があるのかと
いった疑問があり、作家になるために何から始めれば
よいかわからなかった。
　英華学校が閉校するとの噂が流れる中、７年生の最
終試験を受け、アブドゥッラーは無事卒業することが
できた40）。英華学校は閉校になり、アロースターに英
華学校があったことを知る者さえいなくなる状況で、
英華学校の卒業証明書だけで職探しをしなければな
らなくなった。スンガイリマウを拠点に職探しを続け、
制服を着る仕事にあこがれていたために鉄道員や警
察官の仕事に応募したが、応募者が多く、後ろ盾のな
いアブドゥッラーは採用されなかった。
　職探しの傍ら、アブドゥッラーは雑誌や新聞への投
稿を続けた。スンガイリマウの小学校に『サハバット』
を定期購読している教師がいたことから『サハバッ
ト』を愛読するようになり、『サハバット』に寄稿する
ようになった。英語雑誌の記事から着想を得て作っ
たマレー語の詩41） やスンガイリマウのニュース記 

32） ボレロ劇団は、ダルダネラ劇団の俳優バフティアル・エフェン
ディと劇作家アンジャル・アスマラによって1936年に設立さ
れ、マラッカを拠点に1945年まで活動した。バフティアルは
1906年に西スマトラのパダンで生まれた。無声映画『ニャイ・
ダシマ』（1932年）を監督してオランダ領東インド初の原住民
出身の映画監督となった。1950年代前半はインドネシアの国
営映画会社で映画制作を手掛けた。1950年代半ば以降、スマ
トラを拠点に決起したPRRI（インドネシア共和国革命政府）反
乱に共鳴し、スカルノ政権への反発から活動の拠点をイタリ
アに移した。

33） グランド・ヌーラン・オペラ（Grand Nooran Opera）の看板女優
は、キンタ出身で「踊りの女王」と称されていたMenah Yemだっ
た［Khoo 2005：235］。ショウ・ブラザーズの系列の娯楽場で公
演することを条件にショウ・ブラザーズから資金援助を受けて
発足した。

34） マラヤのライトフェザー級チャンピオンだったボクサーのKid 
Ahmadが出演するグランド・ヌーラン・オペラの演目だった。

35） 1932年に死去したブロードウェイ・ミュージカルの興行王フ
ローレンツ・ジーグフェルドの半生を描いたアメリカ映画。

36） このほかにFred Astaire、Shirley Temple、James Cagney、 
Tyrone Power、James Steward、Spencer Tracy、Dorothy 
Lamonur、Bob Hope、Bing Crosby, Bette Davies、Joan 
Crawford、Marlene Dietrich、Jean Harlow、Rita Hayworth、
Dick Powellの名が挙げられている［Abdullah 1985：192］。

37） ペナンで華人系出版社により1903年に創刊された英語紙。

38） 英語があまり得意でなかったので他の記事を真似て書いた
［Abdullah 1985：185］。

39） アブドゥッラーは掲載された記事は手直しされていたと述べて
おり、実際にはアブドゥッラーの記事が掲載されたのではなく、
同じニュースをほかの人が執筆したものだった可能性がある。

40） 最終試験で一番の成績を修めたのは華人だった。試験に不合格
だった人もいた。不合格者の多くはよい家柄の子で、校長にピ
ストルや短剣をつきつけて強引に卒業証明書を出させた

［Abdullah 1985：202-203］。
41） 「バラの花」（Bunga Melati）や「ゴミ箱」（Tong Sampah）といっ

た詩が掲載されたという［Abdullah 1985：209］。
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事42）を送った。大きな街であるアロースターやスン
ガイプタニの記事が載らずにスンガイリマウのよう
な片田舎の記事が載るのが痛快だった。署名記事でな
かった43）し、記者証も持っていなかったけれど、記事
を書く側に仲間入りした気持ちになれた。
　アブドゥッラーは『サハバット』を通じて『サハバッ
ト 』の寄稿者や読者と文通も行うようになった。マ
ラヤ・ペンフレンド同盟の会員になり44）、ペナンのス
ンガイアラに住むアルマディ・アスマラ（Almahdy 

Asmara、本名はAhmad Ismail）と文通を始めた。『サ
ハバット』や『ワルタ・マラヤ』にアルマディの詩や記
事が度々掲載されているのを読み、あこがれて手紙を
書いたところ返信があり45）、以後、毎週のように手紙
をやりとりする仲になった。また、祖父の親類縁者か
もしれないと思い、ペラのシティアワン在住の読者に
も手紙を書いてみた46）。
　アブドゥッラーの処女作とされる小説が執筆され
たのもこの頃のことだった。『サハバット』にアフマ
ド・ヌルがアドナン・アルフィクリ（Adnan Al-Fikri）
名義で執筆していた人気短編小説「村の娘」（Anak 

Dara Kampung）に着想を得て、アブドゥッラーは小
説「村長の娘」（Binti Penghulu）を執筆して『サハバッ
ト』に投稿した。『サハバット』からしばらく音沙汰が
なかったが、「村の娘」の連載終了後、1939年８月23
日に次号の連載小説として「村長の娘」の広告が掲載
され、アブドゥッラーは自分が書いた小説が採用され
たことを知った。アブドゥッラーはその広告が掲載さ
れた号を買って友人に配ったが、広告にはアブドゥッ
ラーの名前が記されていなかった47）ためになかなか
信用してもらえなかった。アブドゥッラーはアロース
ターの友人の家48）で第二作目の「財産と将来の伴侶は
英国に」（Harta dan Jodoh Menanti di England）を執
筆し、ロスラニ・アシキン（Roselani Ashikin）名義で
投稿した49）。クダの家族がメッカ旅行の際にベドウィ

ンに襲われ、同行していた赤ん坊と離れ離れになるが、
赤ん坊は石油採掘業のイギリス人一家に拾われ、イギ
リスで育てられてサッカー選手として成功し、クダに
戻って家族と再会するという内容だった。
　書くだけでなく読むことも熱心に続けていた。1939
年に刊行が開始された『ワルタ・キンタ』（Warta Kinta、

「キンタの報せ」）50）を購読し51）、『ワルタ・ジュナカ』
（Warta Jenaka、「コミック・ニュース」）52）、『ワルタ・
アハド 』（Warta Ahad、「日曜の報せ」）53）、『ウトゥサ
ン・ザマン』（Utusan Zaman、「時代の使者」）54）などに
掲載されていたアブドゥル・ラヒム・カジャイ（Abdul 

Rahim Kajai）55）の短編小説に興味を持っていた。カ
ジャイの小説は最後を詩で終わらせ、その末尾の行を
故意に消して読者にあてさせる趣向が人気だった。

　執筆しながら職探しも続け、アブドゥッラーは求人
情報が充実していた『マラヤ・トリビューン』（Malaya 

Tribune）56）の広告を見てパハン州の会社によるイギ
リス製品の通信販売の営業を請け負った。順調だと思
われたが、注文をとって集金したにもかかわらず商品
が届かなかったために村にいづらくなった。ちょう
ど断食月明けが間近な頃で、『サハバット』がジュル
トン（Jelutung）で会員を集めて断食明けのお祝いの
集会を催すことを記事で読んでおり、行きたいと思っ
たが交通費がなかった。また、毎年の断食月明けには
父が子どもたちにサロン（腰巻）を新調してくれるの
に、この年は自分だけ新調してくれないことがわかっ
てショックを受けていた。父親から預かったお金を持
ち逃げして元手とし、通信販売の営業を請け負った会

42） 農業試験場を訪問し、その訪問記を投稿した。
43） 筆名はpenulis budiman（聡明なる筆者）と記された。
44） 会員番号は30番だった。
45） ジャウィのきれいな字でしたためられたはがきが返信された。
46） アブドゥッラーによれば、ペンフレンド会員の住所は、ブキッ

トムルタジャム（Bukit Mertajam）、ペナン、バガンスライ（Bagan 
Serai）、クアラカンサー、ディンディン（Dinding）が多かった。

47） 広告には筆者の名前は記されておらず、また、アブドゥッラー
も投稿の際にアインバニャハ（Ainbanyaha）という筆名を用い
ていた。

48） アラブ系の裕福な家庭で、電灯と大きな机があった。
49） 1940年1月10日から1940年3月26日まで38回連載された。

50） 1937～1941年にペラでマレー鉱業社の資金援助を受けて「民
族、ビジネス、知識、読み物を扱う新聞」として刊行されたジャ
ウィ週刊紙。刊行当初はスマトラのランカット出身のラジャ・
マンスル・アブドゥル・カディル（Raja Mansor Abdul Kadir）
が編集を担当した［Hamedi 2015：91］。

51） ただしお金は払わずにすませた。
52） 1936～1941年にシンガポールでワルタ・マラヤ社から刊行さ

れたジャウィによる娯楽雑誌［Hamedi 2015：87］。
53） 1935～1941年にシンガポールでワルタ・マラヤ社から刊行さ

れたジャウィ誌。当初はオン・ジャアファルのもとで「イラスト
入り週刊誌」として刊行されたが、1935年末からサイド・アル
ウィ・サイド・シェ・アルハディが、1936年からはサイド・フセ
イン・アリ・アルサゴフが編集を担当するようになった［Hamedi 
2015：81］。

54） 『ウトゥサン・ムラユ』（Utusan Melayu、「ムラユの使者」）の日
曜版として1930年にシンガポールで刊行が開始されたジャ
ウィ誌［Hamedi 2015：99］。

55） 1894～1943年。ウトゥサン・ムラユ社の設立者の一人で、「マ
レー語ジャーナリズムの父」とされる。

56） 1914～1951年にシンガポールで刊行されていた英語の日刊紙。
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社の住所を頼りに、鉄道とバスを乗り継いでパハンに
向った。アブドゥッラーにとってパハン行きは、住み
慣れたクダの地と両親の保護から抜け出し、広い世界
を求める旅の始まりだった。

おわりに

　アブドゥッラーが幼少期を過ごした1930年代のマ
ラヤ北部地方は、イギリス植民地下で流入した華人や
インド人に加え、マラッカ海峡対岸のスマトラ、とり
わけアチェからの移民が居住する混成社会だった。そ
こで暮らす人々から伝え聞く体験や伝承を通して、ま
た、マラヤ内外から到来する書籍や定期刊行物を通し
て、さらには映画や劇団の巡業公演やサッカーなどの
スポーツ大会を通じて、アブドゥッラーの生活世界は
生まれ育った地域を大きく越えて広がっていた。
　アブドゥッラーが触れる出版物は、ペナンをはじめ
とするマラヤで刊行されるマレー語出版物にとどま
らず、インドネシアの出版物や欧米の小説のマレー語
翻訳小説、さらにはシンガポールやロンドンから届く
英語の新聞など多岐にわたった。アブドゥッラーは
貧しい職人の子であり、奨学金にも恵まれなかったた
め、書籍を購入したり観劇したりするための十分なお
金を持ちあわせていなかったが、本稿で見てきたよう
に、社会階層や民族の違いを越えてさまざまな場所に
出入りして、それぞれの場で流通していた出版物を読
むことが可能だった。当初は読んだり見たりする立場
にない者による盗み読みだったかもしれないが、覗き
見を通じてアブドゥッラーは生活世界を越えた範囲
の人々と地域についての知見を蓄えていった。
　新聞や雑誌には、書き手の名前とマラヤ内外の所在
地が記された記事や小説、そして文通コーナーがあっ
た。アブドゥッラーは誌面を通じて作られるコミュニ
ティに自らも参加したいと思い、新聞や雑誌を読み漁
る中で、見よう見真似で短報や短編小説を書いて寄稿
した。アブドゥッラーの自伝からは、読む経験から始
まり、やがて自らも書くことを通じてその場に参加し
たいという欲求が育まれていったことを見て取るこ
とができる。
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1．開かれたシンガポールの文芸空間

　1950年代から60年代にかけて、シンガポールの華
人社会でマレー語学習ブームが起こった。それを支え
たのは、華語文芸世界の中で育ちながらマレー語を習
得した華人知識人と、「社会のための芸術」を掲げて活
動したマレー人知識人とが交差した空間であった。
　シンガポールで創刊し、シンガポールを含むマラ
ヤで多くの発行部数を誇った『南洋商報』（Nanyang 

Siang Pau）と『星洲日報』（Sin Chew Jit Poh）は、1960
年以降、マラヤおよびインドネシアのマレー語文学作
品やその作家を紹介したり、華語による説明を付した
マレー語のテキストを掲載したりする特集欄を毎週
掲載した。また、華人がシンガポールに創設し経営し
た世界書局や上海書局などの書店・出版社から、マレー
語の学習を促進し、マレー語の文学作品やその作家を
紹介する月刊誌が刊行された。
　マレー語による文芸活動はマレー人のみに限られ
た言語空間ではなかった。華語文芸世界のなかで育ち
ながらマレー語を習得した華人知識人は、華語で書か
れた書籍や新聞・雑誌を通じてマラヤおよびインドネ
シアにおけるマレー語の文芸活動の歴史やその動向
を積極的に紹介していた。こうした華人知識人の中に
は、マレー語で論説や文芸作品を表したりマレー語の
雑誌を創刊したりする者もいた。それらの論説がマ
レー語日刊紙『ウトゥサン・ムラユ』（Utusan Melayu）
に掲載されることもあり、また、ジャウィの読み書き
を習得した華人も少なくなかった。1959年に上海書
局からマレー語・華語の辞書『簡明マレー語・華語辞
典』（簡明馬華辞典）を出版し、『南洋商報』のマレー語
特集版を初期に担当したリム・ホアンブン（Lim Huan 

Boon／林煥文）1） や、『マレー語略語辞典』（Kamus 

Singkatan Bahasa Melayu／馬来語略語辞典、1969
年）や『マレーシア語大辞典』（Kamus Umum Bahasa 

Malaysia／馬来語大辞典、1972年）など12種類のマ 
レー語・華語辞書を出版して『南洋商報』のマレー語特
集版をリムから引き継いだヤン・クイイー（Yang Quee 

Yee／楊貴誼）2）は、ジャウィの読み書きを習得してい
た華人知識人である。ヤンはジャウィで書かれたマ
レー語雑誌である『カラム』と『マスティカ』を全号所
有している3）。
　1950年代から1960年代にかけてのシンガポールの
華語文芸世界はシンガポールのみに閉じられた空間
ではなかった。シンガポールの華語文芸世界は第二次
世界大戦以前に中国の知識人を多数引き付けながら
発展した。中等教育や高等教育を求めてマラヤの他の
地域からシンガポールに移った者も多かった。オラン
ダ領東インド（インドネシア）の出身で、インドネシア
やマラヤの華語学校で学び、マレー語と華語を操るイ
ンドネシアの華人も、シンガポールにおける華語文芸
世界とマレー語文芸世界の交差を取り持つうえで重
要な役割を担った。
　この時期のシンガポールにおける華人のマレー語
学習ブームを扱った研究に、［荘 2002；Chong 2003； 
周 2014；吳 2016］などがある。これらはいずれも、マ

1950～60年代のシンガポールにおける
華語文芸世界とマレー語文芸世界との交差
篠崎 香織

１） 本稿では華人の名前を表記するにあたり、以下のような原則を
取る。マラヤの華人に関しては、アルファベット表記が分かる
場合その発音をカタカナで表記し、アルファベット表記が不明
である者に関しては華語で表記する。中国の華人で、日本で↗

も華語表記が一般的となっている人物は華語表記とする。
２） 楊夷、馬豈、東青、欧浪華、Titian Syahなどのペンネームでも執

筆した。クアラルンプールのマレーシア華人社会研究センター
（Centre for Malaysian Chinese Studies／華社研究中心）にヤ
ン・クイイー、チャン・ミュウワー寄贈所保管室（楊貴諠・陳妙
華寄贈書保管室）が、マレーシア国民大学マレー世界・文明研
究所（Institute of the Malay World and Civilizations／
Institut Alam dan Tamadun Melayu）にヤン・クイイー特別コ
レクション（Koleksi Khas Yang Quee Yee）がある。

３） ヤンは、『カラム』のバックナンバーを求めてカラム社を訪ねエ
ドルスに面会したり、『マスティカ』のバックナンバーを求めて
ウトゥサン・ムラユ社を訪ねたりしていたが、これら出版社に
はバックナンバーがほとんどなかった。ヤンはシンガポールの
ウッドランドの出入国管理局ビル近くにあった貸本屋で『カラ
ム』と『マスティカ』を偶然見つけた。この貸本屋に何度か通っ
ているうちに、貸本屋の店主は店を畳むからとヤンにバックナ
ンバーを譲り、ヤンは『カラム』と『マスティカ』を全号揃えるこ
とができた［Yang 2006：505-508］。
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レー語学習ブームが華語教育を受けた華人、とりわけ
南洋大学生を中心に展開したことに着目し、中国的な
文化の維持を重視したとみなされがちな南洋大学の
再評価を図っている。他方でこれらの研究は、マレー
語学習ブームがあたかもマラヤという領域のみで完
結した動きであるととらえており、国境を越えたイン
ドネシアとのつながりについてはあまり触れていな
い。またこれらの研究は、マレー語の読み書きができ
る華人知識人とマレー人知識人との交差を指摘して
いるものの、マレー語の位置づけをめぐりマレー人社
会に多様な構想が存在したことにほとんど触れてい
ない。
　本稿は、1950年代から1960年代のシンガポールに
おける華語文芸世界とマレー語文芸世界との交差を、
主に華語文芸世界の側からとらえる。第二次世界大戦
以前におけるシンガポールの華語文芸世界の形成を
整理したうえで、1950年代から1960年代にシンガポー
ルを拠点としてマレー語の文芸活動に参与した華人
知識人の背景を整理するとともに、これらの華人知識
人と交差したマレー人知識人の背景も明らかにする。

2. 東南アジア華語文芸活動の中心地
　  シンガポール

2.1　華語新聞の創刊
　1816年以降にイギリスの自由港として開発された
シンガポールは、19世紀から20世紀にかけてマラヤ
とオランダ領東インドで農産物と鉱産物の開発が進
むなかで、マラヤとオランダ領東インドから農産物
と鉱産物を輸入し、それをイギリスをはじめとする
ヨーロッパやアメリカに輸出する一大交易センター
となった4）。シンガポールはマラッカ海峡の域内外を
つなぐ航路の結節点となり、マラッカ海峡を渡航する
人たちが往来する場となった。とりわけマラッカ海峡
に仕事を求めて中国から渡航する者の数は多く、また、
これらの労働力を管理し、マラッカ海峡地域で鉱業や
農業、貿易業、小売業、運輸業などの事業を展開する華
人実業家の多くもシンガポールに拠点を置いた。
　シンガポールは情報の拠点としての機能も果たし
た。1824年にシンガポールの商業コミュニティ向け
に英語新聞『シンガポール・クロニクル 』（Singapore 

Chronicle）が刊行された。1845年に創刊された『ス
トレイツ・タイムズ』（Straits Times）は、海峡植民地の

みならず、マラヤ、フィリピン、ジャワ、スマトラ、ボ
ルネオ、シャム、フランス領インドシナでも流通した

［Write and Cartwright 1908：156］。1881年には華語
新聞『叻報』（Lat Pau）5）が創刊された。マラッカの富
裕な華人一族を出自として香港上海銀行で買弁をし
ていたシー・イウレイ（See Ewe Lay／薛有礼、1851-
1906）が創刊した同紙は、中国やイギリス、マラッカ海
峡地域などの政治や時事情報、事件を伝えるとともに、
企業・商品の広告や外国為替、域内外を結ぶ船舶の時
刻表などを掲載していた。
　19世紀末から20世紀初頭にかけて華人知識人によ
る雑誌や新聞の創刊が相次いだ。これらの雑誌や新聞
では社会の啓蒙や政治思想の普及が強く意識されて
いた。イギリスで医学を修めてシンガポールに戻り、
1895年に立法参事会の議員となったリム・ブンケン

（Lim Boon Keng／林文慶）6）などが、1897年に英語
雑誌『海峡華人雑誌』（Straits Chinese Magazine）7）を創
刊した。リムは華語新聞も創刊しており、清朝の改革
を志向し康有為を支援したクー・セオックワン（Khoo 

Seok Wan／邱菽園）8）とともに1898年に『天南新報』
（Thien Nan Shin Pao）9）を、また、独自に1899年に『日
新報』（Jit Sin Pau）10）をそれぞれ創刊した。1905年には

４） アジア交易におけるシンガポールの地位については［Huff 
1994］を参照。

５） 『叻報』は1932年まで刊行された。詳細は［Chen 1967］を参照。
６） 1869年にシンガポールに生まれる。祖父と父は共に酒精・アヘ

ン専売業者の下で働いていた。ブンケンは福建系の廟に併設さ
れている学校から政府系の学校に移って以降、英語教育を受け
た。1887年に女王奨学金を得てエディンバラ大学に留学し、
1893年にシンガポールに戻った。

７） 女王奨学金でイギリスに留学していたシンガポールのソン・オ
ンシアン（Song Ong Siang／宋旺相）やペナンのユーラシアン

（欧亜混血者）のロック（P. V. Locke）、ゴー・リエントゥック
（Gnoh Lean Tuck／呉連徳）とともに創刊した季刊雑誌。雑誌
の販売人は、マラヤ、バタヴィア、サラワク、サイゴン、バンコ
ク、横浜、ロンドン、エディンバラ、ケンブリッジなどに所在し
ていた［Tan 2011： 33］。

８） 1874年に福建省海澄県で生まれる。1881年にシンガポールの
有力米商人であった父のもとに移った。1888年に父母と共に
海澄県に戻り、1894年に科挙試験に合格して挙人となったが、
1895年の会試に失敗して1896年にシンガポールに再度渡っ
た。間もなく父が逝去し、葬儀を行うため中国に戻った際に、
清朝の改革を求める活動家たちと知り合った。1897年にシン
ガポールに帰った後、清朝の改革を求める運動を展開した。父
親の遺産を元手に始めた事業は破産したが、1910年代から20
年代にかけてシンガポールにおける文芸・教育活動で名を残
した［柯 1995： 102］。

９） 1905年に停刊。
10） 『日新報』は1890年に創刊された『星報』（Sing Po）を引き継ぐ

かたちで創刊された。『星報』の創刊者はリン・ヘンナン（Lin 
Heng Nan／林衡南）とされる。リンはマレー語の知識があり、
華語・マレー語の辞書（『通夷新語』、『華夷通語』）を編纂した。
のちにリム・ブンケンの義父となるウォン・ナイシオン（Wong 
Nai Siong／黄乃裳）が主筆を務めた［Chen 1967： 54-58］。ウォ
ンは『日新報』でも主筆を務めた。『日新報』は1901年に停刊した。
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『南洋総匯報』（Union Times）11）が創刊され、清朝の改革
を求めた『香港商報』から徐勤や伍憲子が主筆として招
かれた。清朝の改革を求めたこれらの華語新聞に対し、
清朝の打倒を掲げた孫文らの革命事業を支持する華語
新聞も創刊された。同盟会シンガポール支部の中心で
あったタン・チョーラム（Tan Chor Lam／陳楚南）と
テオ・インホック（Teo Eng Hock／張永福）が、1904
年に『図南日報』（Thoe Lam Jit Poh）を、1907年に『中
興日報』（Chong Shing Yit Pao）をそれぞれ創刊した。
　しかしこれらの華語新聞の発行部数はそれほど多
くなく、社会的な影響は限定的であったことが指摘さ
れている。1910年時点の発行部数は『叻報』が550部
で［SSBB 1910： GG2］、シンガポールで最大の発行部
数を誇り影響力が最も大きいとされた『南洋総匯報』

［Chen 1957： 93］でも1,060部であった［SSBB 1910： 
GG2］。華語新聞が多くの読者を得るようになるのは
1910年代以降であり、その背景には華語学校の増加が
あった。それは華語書店・出版社がシンガポールに設
立される背景ともなった。

2.2　華語学校の増大と華語による文芸空間の拡大
　マラヤの華人社会には、中国の古典を教材として漢
字の読み書きや文章技法、書簡作成などを中国語方言
で教授する私塾が1810年代から存在した。こうした
伝統的な教育に対して、算数や地理、歴史、理科などを
教授する近代的な教育制度が1902年に清朝で導入さ
れ、それに沿ってカリキュラムを組み、華語を教授言
語とする学校がマラヤでも設立された。1904年にペ
ナンに中華学校が設立されて以降、1910年までにシ
ンガポール、クアラルンプール、イポー、マラッカなど
で近代的な華語学校が設立された［Tan 1997： 12-13］。
その数は1910年代以降急増した。例えばシンガポー
ルでは、新設された華語小学校の数は1900年代に８校、 
1910年代に33校、1920年代に92校、1930年代に123
校と増加していった［鄭 1998： 161-164］。1919年に
はタン・カーキー（Tan Kah Kee／陳嘉庚）12）がマラ

ヤで最初の中等教育機関である南洋華僑中学を設立
した。マラヤ全体では1937年までに華語学校の数が
1,180校に達し、華語学校で学ぶ学生数は9万4,516人
に及んだ［鄭 1998： 296-297］。
　マラヤにおける華語学校の増加とそこで学ぶ生徒
数の増加は、シンガポールにおける華語書店・出版社
の設立につながった。当初は中国の出版社の支店とし
て設立された。1897年に上海で設立された商務印書
館は、1915年に初の海外支店をシンガポールに置い
た［周星衢基金 2016： 33-34］。また、商務印書館から
独立した陸費逵が1912年に上海で設立した中華書局
も、1914年にシンガポールに代理店を置き、1923年
に支店を開設した［周星衢基金 2016： 43-46］。商務印
書館と中華書局は中国で小中学校の教科書を出版して
おり、それらの教科書に対するマラヤでの需要の高ま
りを受けてシンガポールに支店を設置するに至った。
　1920年代には華語書店・出版業界に新たな参入者が
現れた。上海書局と世界書局である。上海書局は陳岳
書が1925年に設立し、世界書局はチョウ・シンチュー

（Chou Sing Chu／周星衢）が1924年に設立した正
興公司を前身として1934年に設立した［周星衢基金 
2016： 53-54；63-64］。両書店は、華語学校向けの教科
書の出版・販売に参入するとともに、中国で出版され
た文学作品の輸入・販売で事業を発展させた。1915年
以降、中国では、科学や民主主義を重視し、伝統や形式
にとらわれず自らの思想や感情を口語体で表現する
新文学の確立を目指す新文化運動が進展し、北京や上
海を中心に出版活動が活発化した。マラヤでもそれら
の出版物を求める読者が増え、上海書局と世界書局は
ここに商機を見出した。両書店はさらに東南アジア各
地に販路を拡大した。上海書局はクアラルンプールや
ジャカルタ、スラバヤなどに支店を開き、北ボルネオ、
サラワク、シャム、ビルマ、ベトナム、カンボジア、フィ
リピンの主要な都市に代理店を置いた［周星衢基金 
2016： 54］。世界書局は、系列の大衆書局の支店や代理
店をクアラルンプール、ペナン、ジャカルタ、スラバヤ
などに開いた［周星衢基金 2016： 64］。

11） 『南洋総匯報』は、資金難に陥った『図南日報』に外部の出資者
が合流するかたちで創刊された。外部の出資者たちは革命を支
持する論調に反対したため、テオとタンは『南洋総匯報』を離
れて『中興日報』を創刊した［Chen 1967： 86］。『南洋総匯報』
は日本占領期まで刊行され、第二次世界大戦後に『星洲日報』
と合併して復刊されたが、1946年12月に停刊した。

12） 1874年、福建省同安県集美村生まれ。シンガポールで事業を興
した富裕な商人を父に持つ。1890年にシンガポールに移り、父
親が興した事業をもとに、パイナップルやゴム、米などのプラ
ンテーション経営や食品加工事業、海運業、新聞業などで財を
成した。1900年代半ば以降、シンガポールの福建人社会にお↗

いて指導的な役割を担うようになり、辛亥革命後に福建保安会
を設立して福建革命軍政府を支援した。1913年に集美村に学
校を設立し、1921年に厦門大学を設立した。1930年代後半以
降は、シンガポールの福建人社会での影響力を背景に、華人社
会を広く動員する活動も展開した。1938年に設立された南洋
華僑祖国難民募金支援総会の会長。1950年にシンガポールを
去り、中華人民共和国で全国政経委員や人民代表大会執行委
員、華僑事務委員会委員、全国帰僑連合会主席などを務めた［周 
1995： 456-457；市川 1984；Yong 2014： 129-177］。
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　新しい文学を志向する動きは新聞でも展開された。
1919年10月に創刊された『新国民日報』（Sin Kuo Min 

Press）13）は、文学作品を掲載した特集版『新国民雑誌』
を創刊し、新文学の流れをくむ作品が掲載された。マ
ラヤを舞台とする随筆や論考、小説も寄せられるよう
になり、マラヤ華語文学（馬華文学）の出発点となった

［方 1986： 1 -25］。
　1920年代には、多数の部数を誇り現在まで続く『南
洋商報』と『星洲日報』が創刊された14）。『南洋商報』は
1923年にタン・カーキーが創刊し、『星洲日報』は1929
年にオー・ブンホー（Aw Boon Haw／胡文虎）15）が創
刊した。タンもオーも、新聞に掲載する広告からの収
入に可能性を見出し、また、自社製品の広告を掲載す
るために、新聞を創刊した［沈 2013： 80-81］。広告を
募るには多くの人に新聞が読まれる必要があり、その
ために両紙は中国やマラヤ、世界のニュースや経済市
況など最新の時事を日々伝えるとともに、文学や娯楽、
生活などに特化した特集版を付して多様な情報を提
供した［崔 1993： 30-32］。両紙は1920年代から1960
年代にかけてシンガポールのみならずマラヤ全体で
最も広く読まれた華語新聞となった［王 1998： 107］。
1939年の時点で『南洋商報』の発行部数は朝刊と夕刊
を合わせて４万4,000部であり、『星洲日報』の発行部
数は朝刊と夕刊を合わせて5万部であった［沈 2013： 
81］16）。同年の『ストレイツ・タイムズ』の発行部数1万
5,000部［Straits Times 1953.1.18］と比べると、両紙
が多くの発行部数を誇っていたことがわかる。

　華語学校や華語新聞、華語書店・出版社が隆盛す
るシンガポールは、中国の文化人が集う場ともなっ
た。小説『駱駝祥子　らくだのシアンツ』で知られる
老舎は、ヨーロッパ旅行ののちにシンガポールを訪れ、
1929年10月から約半年間滞在して南洋華僑中学で教
鞭をとった［林 1978： 19］。南洋の文化や政治、芸術の
研究を促進するために1940年３月に設立された南洋
学会は、文学者の郁達夫や、歴史研究者の姚楠、許雲
樵、張礼千、劉士木など、中国とシンガポールとを往来
する文化人によって設立された。郁達夫や張礼千、姚
楠、許雲樵は、『星洲日報』で編集に従事した経験を持
つ。南洋学会の叢書は商務印書館により刊行された

［周星衢基金 2016： 35-36］。エスペラント語の研究者
で上海の商務印書館の編集者を務めていた胡愈之は、
1940年に『南洋商報』の編集主任としてシンガポール
に渡った。
　1930年代以降に中国からシンガポールに移り文芸
活動を行っていた者の多くは、日中戦争が激化したた
めにシンガポールに逃れた者であった。郁達夫や胡愈
之などは文芸を通じて抗日活動を行っていた。
　日本占領期に華語学校は閉校され、華語新聞も停
刊になったが、第二次世界大戦後のシンガポールは
マラッカ海峡地域における華語教育および華語文
芸活動の中心地として復活を遂げた。その際に第二
次世界大戦以前の華語教育・文芸活動が遺産となっ
た。 また、 シンガポールには1949年にマラヤ大学

（University of Malaya）が、1956年に南洋大学（Nanyang 

University）17）がそれぞれ開校し、向学心にあふれた若
者たちがマラヤ全土から、さらに中国やインドネシア
からもシンガポールに集まった。これらの大学がシン
ガポールに開校されたのはシンガポールが情報や教
育、文化の中心であったためである。また、学生や教
員の知的活動を支えたのは、シンガポールが第二次世
界大戦以前から蓄積してきた情報や教育、文化などの
資産であった。

13） 1914年に孫文と国民党員がシンガポールで創刊し、1919年8
月に停刊した『国民日報』を前身とする。

14） マレーシアでは現在でも『星洲日報』と『南洋商報』が発行され
ている。シンガポールでは両紙は1983年に合併して『聯合早
報』（Lianhe Zaobao）および『聯合晩報』（Lianhe Wanbao）と
して発行されている。

15） 1882年ヤンゴン生まれ。福建省永定県金豊里中川郷をルーツ
とする客家人。父親オー・チューキン（Aw Chu Kin／胡子欽）
が福建省からヤンゴンに移住し、漢方薬店の永安堂を1870年
代に開業し、鎮痛・消炎に効く軟膏を開発した。オー・ブンホー
は1892年から1896年に父親とともに福建省永定県の出身村
に戻り、4年間私塾で教育を受けた。1908年に父親が亡くなり、
弟のオー・ブンパー（胡文豹／ Aw Boon Par）とともに永安堂
を引き継ぎ、父親が開発した軟膏をタイガーバームとして販売
した。1921年にバンコクに、1923年にシンガポールに永安堂
の支店を開き、1926年以降は永安堂の拠点をヤンゴンからシ
ンガポールに移した。1929年に上海と香港に永安堂の支店を
開設して以降、中国各地に支店を開設するとともに、ペナン、
ジャカルタ、メダン、スラバヤなどにも支店を開設した。新聞
業ではヤンゴンで『仰光日報』（1921年創刊）と『緬甸晨報』

（1923年創刊）に出資した。また、シンガポールで『星報』（1927
年創刊）に出資した［沈 2013： 3-4； 11； 81-82］。

16） 同年の『南洋総匯報』の発行部数は7,500部で、『新国民日報』は
9,400部であった［沈 2013： 81］。

17） マラヤ大学に入学するには高度な英語力が必要で、英語力を備
えていない華語中学の卒業生には入学が困難だった。華語中学
の卒業生に高等教育を受ける機会を提供するため、タン・ラー
クサイ（Tan Lark Sye／陳六使）が主導し、シンガポール福建会
館がジュロンに所有していた土地を提供し、マラヤの華人の寄
付によって1956年に南洋大学が開校された。南洋大学に関す
る日本語の研究として、政策との関係からとらえた［田村 
2013］がある。
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3． 華語・マレー語知識人の登場

3.1　マレー語学習ブーム
　1950年代半ば以降、シンガポールの華人の間でマ
レー語学習ブームが起こった。ヤン・クイイーが回顧
録の中で引用している1956年7月22日の『ウトゥサ
ン・ムラユ』によると、シンガポール華語中学学生連合
会（新加坡華文中学聯合会／Singapore Chinese Middle  

School Student Union）や中華美術研究会（The Society 

of Chinese Artists）、シンガポール工場店舗労働者組
合（Singapore Factory and Shop Workers’ Union）18）、

『南洋商報』、『星洲日報』、『星報』などがマレー語の教
室を開いていた。講師を務めたのはマレー語学校の教
員やマレー語新聞の記者であったが、そのうち講師が
不足し、マレー語に通じた華人知識人や学生もマレー
語の講師を務めた［Yang 2006：216-218］。
　1959年６月に人民行動党（Peoples’ Action Party：
PAP）が率いる自治政府が成立した。シンガポールが
マラヤ連邦と合併したうえで独立することを目指し
たPAP政権は、マラヤ連邦の国語であるマレー語を
シンガポールの国語に定め、マレー語の普及を図った。
1959年９月より教育省は成人を対象とするマレー語
教室を31か所で開講し、1万3,000人が参加した。教
育大臣は近い将来10万人の参加を見込んでいると述
べた［Singapore Free Press 1959.8.28］。
　周は、シンガポールで1960年代にマレー語の学習
熱が高まった背景を、政府による施策と関係が深い
としている。それによると、シンガポールの教育省は
1960年に各言語の学校でマレー語を教授することを
決定し、1961年から実施した。マレー語教師が不足し
ていたため、小学校では6年生、中学校では１年生に優
先的に教え、可能であればそれ以外の学年にも教える
こととなった。また、1961年には公務員に対して教育
省が実施するマレー語の試験に合格することを義務
付けた。この試験ではマレー語の能力に加えてマレー
語文学の知識も出題された。この制度は1979年まで
続いた［周 2014：49-50］。
　1960年代のマレー語学習ブームの背景にマレー語
の習得を奨励した政府の施策が存在したことは事実
であろう。しかし、それに先立つ1950年代後半、華人
社会にはマレー語を学ぼうとする人たちが一定程度

存在していた。1957年にマラヤ連邦が独立し、1959
年にシンガポールが自治を達成し、マラヤ全体がいよ
いよ独立に向かうという機運が高まる中でマレー語
の学習熱が高まっていた。マレー語やマレー語文学
を紹介する際に、文学を社会変革や独立闘争の武器と
し、言語を核として団結したインドネシアの事例が紹
介されることも多かった。1959年頃から1963年頃ま
で、華語の新聞や雑誌にはマラヤやインドネシアにお
けるマレー語文学を紹介する論説が多数掲載された。
　それらの論説のほんの一例として、 例えば［魯 
1960； 廖 1960；張 1961； 柳 1964； 戈 1961； 奥斯曼 
1963； 希1963］がある。「インドネシア文学講座」と
題した［魯 1960］は、ルー・ポーイエ（Lu Po Yeh／魯
白野）が講師を務め、1960年６月17日から週１回、計
10回放送されたテレビ番組「インドネシアの文化」の
内容を『南洋商報』が掲載したものをさらに『南洋文
摘』にまとめたもので、多くの視聴者・読者がルーの論
説に触れたものと思われる。「インドネシア現代文学」
と題した［廖 1960］はインドネシア出身で、のちに東
南アジア華人研究で有名となるレオ・スルヤディナ
タ（Leo Suryadinata／廖建裕）19）が書いたものである。
スルヤディナタは1959年から1962年にかけて南洋大
学で学んでおり［台湾大学政治学研究所 2008：7］、当
時はリヤウ・キエンジュー（Liauw Kian Djoe）の名前
で執筆していた。「現代マレー語と文学の発展」と題
した［奥斯曼 1963］は、M.T.オスマン（M. T. Osman）
による論説を、のちに中国・東南アジア海上貿易研究 
で著名となるン・チンキョン（Ng Chin Keong／呉振
強）20）が訳したもので、1963年６月10日から７月31
日にかけて18回連載された。
　1962年１月28日付の『ブリタ・ハリアン 』（Berita 

Harian）21）は、マレー語の文芸活動の発展を推進し、す

18） 1954年にリム・チンシオン（Lim Chin Siong／林清祥）とフォン・ 
スィースアン（Fong Swee Suan／方水双）が設立した。

19） 谷衣というペンネームでマレー語やインドネシア語の文学作
品を華語に翻訳したり、マレー語の詩を書いたりした。南洋大
学を卒業した後はインドネシア大学、オーストラリアのモナ
シュ大学、アメリカのオハイオ大学の大学院で学び、1975年以
降シンガポール国立大学東南アジア研究所などシンガポールを
拠点に研究を行っている［台湾大学政治学研究所 2008： 2-6］。

20） ン・チンキョンは、1939年にクアラルンプールで生まれ、1955
年に南洋華僑中学を卒業し、1961年に南洋大学を卒業した。
1967年から1969年まで南洋大学で教え、1969年にアメリカ・
ウィスコンシン大学の修士課程に進学し、1971年に修士号を
取得して、再び南洋大学で教えた。1980年にオーストラリア
国立大学の博士課程に進学し、1983年に博士号を取得。シン
ガポールに戻り、シンガポール国立大学歴史学科で2002年ま
で教えた。専門は17世紀から19世紀の中国・東南アジア間の
海上貿易。2002年から2006年までChinese Heritage Centre
の館長を務めた［新加坡国立大学図書館 2008］。

21） 1957年にストレイツ・タイムズ社から創刊した。誌面はローマ
字で表記された。
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でにその名がよく知られている華人として、リー・チュ
アンシウ（Li Chuan Siu／李全寿）、リヤウ・キエン
ジュー、リム・ホアンブン、ヤン・クイイーなどの名前
を挙げている［Berita Harian 1962.1.28］。
　マレー語の文芸作品を積極的に華語文芸世界に紹
介し、マレー語習得ブームを支え、マレー人の側か
らもマレー語文芸活動の発展への寄与を認知されて
いた華人知識人は、主に２つの系譜に分かれる。１つ
は、第二次世界大戦中にシンガポールからスマトラや
ジャワに逃れ、そこでマレー語を習得し、第二次世界
大戦後はシンガポールに戻って華語・マレー語の文芸
活動を展開した華人知識人である。これらの人たちを
第一世代と呼ぶ。もう１つは、第二次世界大戦後にマ
ラヤに開校した大学の学生や教員である。比較的若い
世代に属するこのグループは第二世代に当たる。その
中にはインドネシア出身者やインドネシアに留学す
る者など、インドネシアとのつながりを持つ者も少な
くなかった。これらの人たちの背景を以下で詳しく見
てみよう。

3.2　華語・マレー語知識人の第一世代
　1930年代から1940年代にかけてシンガポールに移
り、文芸を通じて抗日活動を展開していた郁達夫や胡
愈之などの華人知識人は、1941年12月に抗日組織の
シンガポール華人文化界戦時活動団（星華文化界戦時
工作団）を設立した。シンガポールが日本軍に陥落す
ると、これらの華人知識人はシンガポールを離れてス
マトラ島パヤクンブに疎開した。郁達夫はスマトラ島
で日本軍により殺されるが、それ以外の知識人の多く
は第二次世界大戦以降にシンガポールに戻った。
　第二次世界大戦後のマラヤでは、華語学校が再開し、
華語新聞も復刊した。華語学校の数は増加し、1946年
に1230校、1950年に1606校、1954年に1513校となっ
た［Tan 1997： 33； 田中 1987： 100］22）。華語教科書の
需要は増したが、中華人民共和国の成立後、中国で編
集された教科書のマラヤへの輸入は厳しく制限され
た。そのため、各書店・出版社はマラヤの教育カリキュ
ラムに沿った教科書を編集・発行した。上海書局は、
マラヤの事情に通じ、マラッカ海峡地域や香港にとど

まっていた胡愈之などの知識人を招いて教科書を編
集・発行した。また、上海書局はジャカルタの出版社
とインドネシア・華語版の教科書を作成・発行し、その
教科書が1965年までインドネシアのほとんどの華語
小学校で使用された［周星衢基金 2016： 37； 56-57］。
　こうした経緯を通じて上海書局に移った人物にバ
オ・スージン（Bao Sijing／包思井）がいる。バオは、
1930年代末からシンガポールで書店業に携わり、生
活書店という書店を経営していた。1941年12月以降、
シンガポール華人文化界戦時活動団の傘下組織で指
導的な役割を果たし、シンガポールが日本軍によって
陥落した後、郁達夫や胡愈之とともにスマトラ島パヤ
クンブに疎開するなど、シンガポールで活動していた
中国の文化人と密接な関係を持っていた。第二次世界
大戦後はシンガポールに戻り、1949年にシンガポー
ルでインドネシア語・華語の辞書『インドネシア語辞
典』（印度尼西亜語辞典）を出版した［馬 1991：42］。バ
オの働きかけにより、リム・ホアンブンが編集したマ
レー語・華語の辞書『簡明マレー語・華語辞典』が1959
年に上海書局から出版された。
　第一世代の華語・マレー語知識人として最もよく知
られるのは前節で触れたルー・ポーイエである。ルー
は本名を李学敏といい、ほかにも威北華、華希定、楼文
牧、越子耕、范濤、姚遠などのペンネームで執筆してい
た。1923年にイポーに生まれ、初等教育をペラの育才
小学で学んだ後、父親と共にマラヤ、スマトラ島、ジャ
ワ島を流浪した23）。1943年から1945年にスマトラ島
メダン、キサラン、アサハンなどで過ごし、日本占領期
の末期から1947年までインドネシア独立戦争でイン
ドネシア軍の兵士として戦った。その後メダンの華語
新聞『民衆報』を経て、1947年にジャカルタに移り興
華実騐学校で教員を務めた。ジャカルタでは、「1945
年世代」の先駆者として位置づけられる詩人ハイリ
ル・アンワルをはじめとするインドネシアの若い文芸
活動家たちと交流した［張 2016］。「夜会」（晩会）とい
う作品でルーは、ハイリルと一緒にいると率直で正直
な気持ちになり、互いに遠慮なく意見を交わし批評し
合うあまり激しい口論となり、絶交を繰り返しなが
らも、ハイリルを慕い続けた気持ちを綴っている［威 

22） シンガポールでは学校数も急増した。1945年に37校だったが、
1950年に125校、1954年に204校に増加した。1953年までは
華語学校に通う生徒数が英語学校に通う生徒数よりも多かっ
たが、1954年にその数は逆転した。これは、政府の政策によっ
て英語学校への助成が増加し、英語学校の設立が増加したため
で、かつ英語重視の政策のために英語学校を選ぶケースが増え
たためである［田中 1987： 100 -102］。

23） ルーが流浪の遍歴の中で培った多言語・多文化的な精神が近
年マレーシアおよびシンガポールで再評価されつつあり、ルー
の著作の再版が相次いでいる。『威北華文芸創作集』が2016年
にマレーシアの有人出版社から刊行されたのに続き、『馬来散
記』と『獅城散記』が2019年にシンガポールの周星衢基金から
刊行された。
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1955］。
　ルーは1948年にシンガポールに移り、華語による
文芸活動を展開した。初期の作品には、インドネシア
の麗しい自然と屈託ない善良な市井の人々や、インド
ネシア独立戦争を戦う兵士を題材とした短編小説、詩、
エッセイが多数ある24）。またルーは、シンガポールと
マラヤの華人は地域事情に通じていないという思い

［威 1954］から、両地域の歴史や文化、社会についての
エッセイを執筆した25）。
　ルーはマラヤの華人に対して、マレー語の学習を積
極的に推進した。1959年には世界書局から、マレー語・
華語・英語の辞書『実用マレー語・華語大字典』（実用
馬華英大字典）を出版した［張 2016］。後述するよう
に、ルーは1960年に『星洲日報』が開始した特集欄「国
語周刊」の編集を担当した。また1961年に刊行した華
語とマレー語の二言語による月刊誌『マレー語月刊』 

（Majalah Bahasa Melayu／馬来語月刊）の編集を担
当した。
　マレー語の学習を推進するなかで、ルーが参照して
いたのはインドネシアであった。ルーは、インドネシ
アでは華人が一般的にインドネシア語を学び使用で
きるように、マラヤの華人もマレー語を学ぶべきだと
説いた。マラヤで華人とマレー人の間にもし隔たりが
あるならば、それはマレー語を積極的に学ぼうとしな
かった華人のせいだとした。異なる民族が相互を理解
するには言語が必要で、そのために華人はマレー語を
学ばなければならないとした［威 1954］。ルーが確固
として華人にマレー語の学習を求めたのは、インドネ
シアでインドネシアの人たちとインドネシア語で交
流するなかで、ハイリルとの関係のように、互いに腹
を割って語り、時には決裂しながらも、信頼と敬慕が
醸成されていくような関係性を築いた経験に根差し
ていたのであろう。

3.3　華語・マレー語知識人の第二世代
　シンガポールにおけるマレー語学習ブームは主に
成人の間で進展した。これと並行して学生の間にもマ
レー語の学習ブームが起こり、南洋大学でもマレー語
の学習は人気を博した。南洋大学は1958年以降、全
学部を対象とした選択科目としてマレー語の授業を
２科目開講した。初年度は３年次以上が履修可能で約

300人が履修した。履修資格を持つのは1956年の入学
者で、その数は584人であった［大学論壇 1958. 3.30］。
履修資格を持つ学生の半数以上がマレー語を履修し
ていた計算になる。
　マレー語の開講を促したのはヤン・クイイーとリム・
ホアンブンを中心とした学生たちであった。彼らは
1957年に南洋大学学生会設立準備委員会26）に対して
マレー語の授業を開講するよう大学に要求するよう
求めた。同委員会は大学との交渉を引き受けるととも
に、ヤンとリムらに同委員会の主催で夜間にマレー語
クラスを開くことを提案した。これを受けてヤンとリ
ムらが講師となってマレー語夜間クラスが開かれ、約
200人が参加した［Yang 2006：208-209］。
　ヤン・クイイーは1931年にジョホール州ポンティ
アン郡パリットカウィ（Parit Kawi）で生まれた。父母
は福建省出身で、シンガポールからジョホールバルを
経てパリットカウィに移り、ゴムの栽培などを営んで
いた。ヤン家の近隣はマレー人世帯で、互いの家を行
き来するなど密接な付き合いをしており、その中でヤ
ンはマレー語に親しんでいた。しかし、ヤンは華語小
学校に入学して以降マレー語世界と疎遠になってい
た。ヤンは1947年にシンガポールの中正中学に進学
し、1949年に南洋華僑中学に転校した。そこでヤン
はインドネシア出身で華語とインドネシア語を自由
に操れる同級生に出会った。ヤンはその能力に感嘆し
てマレー語を習得したいと思うようになった。ヤンは
1950年５月にマラヤ共産党との関係を疑われて拘留
され27）、パリットカウィに送還された。ジョホールバ
ルの雑貨店で店員をしていた間に『ウトゥサン・ムラ
ユ』をテキストに独学でマレー語を学び、1956年に南
洋大学に入学した28）。1961年から２年間インドネシ
ア大学に留学し、インドネシア語とインドネシア文学
を学んだ。

24） これらの作品は、『春耕』（1955年）および『黎明前的行脚』（1960
年）に再録された。

25） それぞれ『獅城散記』（1953年）および『馬来散記』（1954年）と
して出版した。

26） 南洋大学学生会の設立を準備するための委員会。学生会は
1958年4月に設立された［大学論壇 1958.5.23］。

27） 1950年５月31日、警察と教育省が南洋華僑中学で大規模な捜
査を行い、学生19人と教員１人を勾留した。同日夕方までに学
生６人が釈放されたが、それ以外の者の勾留は続き、南洋華僑
中学は封鎖された。華語学校を担当する教育長官補佐は、南洋
華僑中学を捜査した結果、マラヤ共産党が刊行する学生向けの
ニューズレターや、マラヤ共産党が発行したマラヤ民族解放軍
への寄付金の領収書、マラヤ共産党の学内組織の議事録などを
押収したと発表し、1950年学校登録条例に基づき、南洋華僑
中学に対し、同校が非合法でないという証拠を提出することが
できなければ同校を閉鎖すると通告した。南洋華僑中学は8月
半ばまで閉鎖された［Straits Times 1950.6.2；1950.8.12］。

28） ヤンの経歴についてはヤンの回顧録［Yang 2006］を参照。この
回顧録には1950年代から60年代のシンガポールにおける華
語文芸世界とマレー語文芸世界の交差が克明に記されている。
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　リム・ホアンブンは、1929年にシンガポールに生ま
れ、1950年に中正中学を卒業し、1956年に27歳で南
洋大学に入学した［丘 2011：88］。リムは南洋大学に
入学する７年前にマレー語を学び始めた。マレー語を
学ぶためのテキストはほとんどなく、ラッフルズ図書
館にあったマレー語会話のテキストを使ってマレー
語の学習を始めた。リムも『ウトゥサン・ムラユ』をテ
キストとして同紙の講読を日課としていた。南洋大学
に入学する前からマレー語・華語の通訳として経験を
積んだり、ウスマン・アワン（Usman Awang）の詩を
マレー語から華語に訳したりする活動を行っていた

［Lim 2011： 217-219］。
　1958年に南洋大学に開講されたマレー語の授業
は、元インドネシア総領事のラシド・マナン（Rashid 

Manan）が担当した。しかし履修者があまりにも多
かったため、教員を増員してクラスを増やした。新た
な教員として赴任したのがリー・チュアンシウ29）で
あった。リーは1914年にスラカルタで生まれ、スマ
ランの華人英語学校、厦門の集美学校、ジャカルタの
インドネシア大学文学部で教育を受け、1953年に中
国研究およびマレー・インドネシア言語文学の修士
号を取得した。その後、インドネシア大学で華語の講
師を務めつつ、インドネシア華僑高級商業学校（Kao 

Shang School／印尼華僑高級商業学校）30）でインドネ
シア語を教えた［Suryadinata 2015： 144-145］。
　南洋大学学生会は1957年12月14日に華語で『大
学論壇』を刊行し、翌1958年に英語とマレー語でそ
れぞれ「大学論壇」を意味する『ユニバーシティ・トリ
ビューン』（University Tribune）と『ミンバール・ユニ 
バーシティ』（Mimbar Universiti）を刊行した。ヤンと
リム・ホアンブン、ゴー・チューケンがマレー語版を担
当した。南洋大学での教育状況や学生活動の他に、マ
レー語やマレー文学、マレー人の教育などについても
記事を掲載し、ヤンやリー・チュアンシウ、ラシド・マ
ナンなどが寄稿した［Yang 2006：220-221］。

　ヤンたちが卒業したのちに『ミンバール・ユニバー
シティ』の編集を担ったのが、インドネシア出身のレ
オ・スルヤディナタであった。スルヤディナタは1941
年にジャカルタでインドネシア語を家庭の言語とする
華人の家に生まれ、初等教育と中等教育をジャカルタ
の華語学校で受けた［台湾大学政治学研究所 2008：2］。
　1950年代後半、南洋大学にはインドネシア出身の
学生が10名から20名ほどいた31）。また、ヤン・クイイー
の回想には南洋華僑中学で学んでいた時に出会った
インドネシア出身者が登場する。ヤンが南洋華僑中
学時代に勾留された時にインドネシア出身者も一緒
に捉えられており［Straits Times 1950.7.18］、インド
ネシアからシンガポールに学びにくる者が少なくな
かったことを示している。
　東インドでは、バタヴィア中華会館が華人の子弟を
対象とした近代的な教育機関の設立を目的とし、1901
年に中華学堂を設立した。東インドでは、これ以降、
華語で教授する近代的な学校が設立された。1935年
までに東インド全体で450校の華語学校が存在した

［黄 2005： 35； 79］。第二次世界大戦後に華語学校の
数は増え続け、1950年に816校、1957年に1800校に
達した［黄 2005： 126］。この背景には、インドネシア
で1950年代にオランダ式学校が衰退し、インドネシ
アの公立学校も不足していたため、華語学校を選ぶ華
人が多かったことがあった［貞好 2016： 147］。しかし、
1957年にインドネシア政府はインドネシア国籍者が
外国のカリキュラムに即した学校で学ぶことを禁止
した［黄 2005： 126；貞好 2016： 150-151］。スルヤディ
ナタによると、同年を最終年度とする者には猶予が与
えられたため、スルヤディナタは当時在籍していたバ
タヴィア中学（巴城中学）を1958年に卒業することが
できた。同級生の中には中国に帰国する者が多かった
が、スルヤディナタはオーストラリアかイギリスに行

31） 1950年代後半、南洋大学の学生の約半分はマラヤ連邦の出身
者で、その次にシンガポール、中国が続いた。

 表　南洋大学入学者（1956～58年）の出身地
　 1956年 1957年 1958年 合計 割合
マラヤ連邦 243 186 290 719 49.1%
シンガポール 170 87 131 388 26.5%
中国 126 69 47 242 16.5%
インドネシア 28 15 19 62 4.2%
香港 7 1 3 11 0.8%
サラワク 6 13 12 31 2.1%
タイ 3 3 3 9 0.6%
フィリピン 1 0 0 1 0.1%
北ボルネオ 0 0 2 2 0.1%
合計 584 374 507 1,465 　

 出所：『大学論壇』1958年3月30日。

29） インドネシアでLie Tjwan Sioeという名前で『印尼語読本文法
合編』第1-3冊／ Kitab Batjaan dan Tatabahasa Indonesia, 
Jilid 1-3, Tatabahasa Indonesia untuk Sekolah Menengah 
Tionghoa, Surat-Menyurat Perniagaan Baharu, Tjeritera2 
untuk Batjaan Sekolah Menengah Tionghoaなどインドネシア
語・華語併記の教材を作っていた［Yang 2006： 192］。リーはシ
ンガポールに移ってから、Li Chuan Siuという綴りを使うよう
になった［Li 1994：125-126］。リーは1964年に南洋大学を去り、
同年から79年までシドニー大学で講師を務めた。1979年から
80年まで北京語言学院で客員教授を務めたのち、1980年にシ
ドニーに戻った。1998年没［Suryadinata 2015： 144-145］。 

30） インドネシア中華商会連合会が1949年に設立した。
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こうと考えていた。しかしちょうど南洋大学が学生を
募集しており、父の友人がシンガポールにいたことか
ら南洋大学の受験を決め、1959年に南洋大学に入学
した［台湾大学政治学研究所 2008：2-3］。
　東インドがインドネシアとして独立して以降、イン
ドネシアの華人はたびたび暴力にさらされた。1945
年から49年の独立戦争期に植民地の秩序や制度を否
定する社会革命が進展し、華人はオランダ協力者とみ
なされ、生命や財産を奪われる過酷な経験を強いられ
た者も多かった［貞好 2016： 137-140］。また1950年
代以降、経済ナショナリズムが進展し、実質的に華人
を排除する政策が導入された。1959年に発布された
大統領令10号は外国籍者が郡都レベル以下の村落部
で小売業に従事することを禁じた。この政令は全土で
貫徹されたわけではなかったが、西ジャワやスマトラ、
スラウェシのいくつかの州で地方軍司令部により外
国籍華人が強制的に居住地を追われる事件を招来し、
1960年にかけて10万人を超える華人が中国などへの
出国を余儀なくされる事態を招いた［貞好 2016： 142- 
143］。独立から1960年までにインドネシアを離れた
華人にとって、シンガポールも選択肢の一つであった。
　マラヤ大学にも華語・マレー語知識人が存在した。
上海書局の創設者である陳岳書の娘のリンダ・チェ 
ン（Linda Chen Mong Hock／陳蒙鶴）はその一人で
ある。チェンは1929年に中国で生まれ、３歳からシ
ンガポールで暮らした。シンガポールの中正中学とセ
ント・マーガレット・スクールで教育を受け、華語、マ
レー語、英語を使うことができた。1951年にマラヤ
大学歴史学科に入学し、『アル・イマーム』（Al-Imam）
の創刊者の１人であり、イスラム改革運動カウム・ム
ダの主導者として知られるサイイド・シャイフ・アフ
マド・アルハディ（Syed Syekh Ahmad al-Hadi）につ
いて卒業論文を書いた。在学中は大学社会主義者クラ
ブ（University Socialist Club）32）で活発な活動を行い、
1956年と1963年に拘留された。1959年に『マレー語
語法読本』（馬来語語法読本）を、1961年に『華馬大辞
典』を出版している33）。リム・ホアンブンや、ウスマン・

アワン、アスラフ（Asraf）などとの交友も深く、ウス
マン・アワンはリムやチェンに向けて詩を書いている

［Tan 2007； 呉 2018］。

3.4　華人知識人にとってのマレー語
　華人知識人がマレー語をどのようにとらえていた
のか、また、なぜマレー語の発展に力を注いだのか、第
二世代を中心に見てみよう。
　まず、ヤン・クイイーの論考から、マレー語をどのよ
うにとらえていたのかを探ってみたい。1960年１月30
日からマラヤ連邦で実施された国語週間に際して、ヤ
ンは、その中心となっていたクアラルンプールに赴き、
トゥンク・アブドゥル・ラーマン・ホールで開催されて
いた展覧会を見た感想を綴っている。『ウトゥサン・ム
ラユ』や『ブリタ・ハリアン』の展示について、編集・印
刷工程を紹介するとともに、日々の報道を伝えるうえ
でどのように新しい語彙を吸収していくかというマ
レー語開発の最先端の様子を紹介している。また、言
語図書局（Dewan Bahasa dan Pustaka）の展示につい
て、マラヤ各地やインドネシアで出版されたマレー語
の書籍や130年以上前に書かれた手書きのジャウィ
表記マレー語文書などが展示されていたことを紹介 
している。最後にオックスフォード出版部の展示に触
れ、シェークスピアやトルストイなど世界の名著をマ
レー語に翻訳して出版していることを紹介している。
ヤンは、国語週間が新しい始まりとなり、民族を問わ
ず国家の魂である言語を発展させていくべきとしめ
くっている［馬 1960］。この文章からヤンは、マレー
語が長い歴史を持ち、英語が優先された植民地時代を
経ても生き残り、時代の流れに適応すべく語彙の開発
や最新の出版技術の導入という努力の中にあり、翻訳
可能な言語であるととらえていることがわかる。
　次に、マレー語の発展になぜ力を注いだのかを、ヤ
ンが創刊した雑誌から探ってみたい。ヤンは1959年
に南洋大学を卒業して『南洋商報』に記者として職を
得た。記者を務めるかたわら、1960年12月に雑誌『ブ
ダヤ』（Budaya）34）を創刊した。マレー語で文化を意味
する「ブダヤ」をタイトルにしたこの雑誌の編集者を
務めたのがスルヤディナタであった。

32） 1953年２月にマラヤ大学で設立。設立メンバーは、ジェイムズ・
プトゥチェアリ（James Puthucheary）、シドニー・ウッドフル

（Sydney Woodhull）、ワン・グンウ（Wang Gungwu／王賡武）、
フィルメン・ウルジットマン（Philmen Oorjitman）、M.K.ラジャ
クマル（M.K. Rajakumar）、ポー・スーカイ（Poh Soo Kai／傅
樹介）など。メンバーの多くがのちに社会主義戦線を支持し、
左派系の活動家を一斉に取り締まった1963年のコールドスト
ア作戦で拘留された。大学社会主義者クラブについての研究に

［Loh et al 2013］がある。
33） このほかに本稿も参照している［Chen 1967］も有名である。

34） 『ブダヤ』は第３号で停刊した。ヤンやスルヤディナタなど『ブ
ダヤ』の編集に携わっていた者が1962年にシンガポールを離れ
たためである。ヤンは1961年２月から１年半、ジャカルタのイ
ンドネシア大学文学部インドネシア語・文学学科に留学した

［Yang 2006: 238-239］。スルヤディナタは1962年12月にイ
ンドネシアに帰国し、インドネシア大学で学んだ。
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　創刊号にはヤンによる「文化を発展させる責務」
（Tugas Memperkembangkan Kebudayaan）の論説が
収められている［Yang 2006：221-223］。この中でヤ
ンは以下のように述べている。

　マラヤ連邦は独立を達成し、シンガポールは自治を
達成した。我々には、種族主義に拠らない誠実なマラ
ヤ民族（bangsa Malaya）を作り上げるために、美しく
健全で豊かなマラヤ的な文化を構築する責務がある。
ここでの文化は、芸術や芸能、文学のみならず、宗教や
法律、教養など人間の生活にかかわる活動を指す。マ
ラヤは7世紀以降インド文明の影響を受け、15世紀
以降はアラブ世界からイスラム教を受容し、中国、ポル
トガル、オランダ、イギリスなど外部の影響を受けた。
これら外部の要素は欠点ではなく、われわれの文化を
彩り豊かに発展させる要素である。マラヤは特別な国

（negeri）で、居住者はマレー人、華人、インド人など多
様な民族で構成されている。お互いに交流し、平和に調
和を保って共存してきた。マラヤの各民族の文化的要
素や東西文化の要素など、異なる出自をもつ文化的要
素を受け入れることで、我々の国民文化（kebudayaan 

nasional）は豊かになる［Yang 1960］35）。

　創刊号には編集者のスルヤディナタが序言を寄せ
ており、その内容はヤンの論説とほぼ同じである。ス
ルヤディナタはマラヤ連邦とシンガポールのマラヤ
の人たちに対し、国語であるマレー語を通じて相互
理解や意見交換を図ることを呼び掛けた。また、文化
的背景が異なる多様な民族で構成される新国家マラ
ヤには、マラヤの文化が必要であると訴えた。それは、
中国、マレー、インド、西洋のいずれか特定のものでは
なく、これらの諸要素によって構成されるマラヤの精
神を持つ文化であるべきだと訴えた。また、そのよう
な思いから新たに創刊した雑誌に「文化」というタイ
トルを付けたと述べた［Liauw 1960： 1-2］。
　マレー語を通じて相互理解を図り、マラヤ文化を確
立してマラヤという国家を建設しようという思いが、
華語・マレー語知識人をマレー語の促進に動かしてい
た。こうした国家建設の希求は、『ウトゥサン・ムラユ』
を中心に活動していたマレー語知識人が共有する思
いでもあった。

4.　マレー語文芸界との交差

4.1　ASAS 50グループとの交流
　華人社会におけるマレー語学習熱はマレー人社会
にも注目された。とりわけウトゥサン・ムラユ社の記
者はしばしば南洋大学を訪れ、『ウトゥサン・ムラユ』
や『マスティカ 』に南洋大学についての記事を掲載
していた。ヤンとリムらもセシル通りにあるウトゥ
サン・ムラユ社をしばしば訪ねた。そこでヤンたちは、

『ウトゥサン・ムラユ』や『マスティカ』、『ウトゥサン・
ザマン』などで中心的な役割を担っていたクリス・マ
ス（Keris Mas）やウスマン・アワン、アスラフ、フセイ
ン・ジャヒディン（Hussein Jahidin）と知り合う機会
を得た。クリス・マスとウスマン・アワンはヤンやリム
たちとしばしば会うようになった。また、アスラフは
しばしば南洋大学にヤンとリムたちを訪ねた。アスラ
フは時には夜やってきて、ヤンたちと食堂でコーヒー
を飲みながら社会におけるマレー語の役割について
夜遅くまで意見を交わし、約25キロの道のりを帰っ
ていった。アスラフはヤンたちの依頼で、妻とともに、
華人を対象としたマレー語教室の講師を務めた［Yang 
2006： 222-224］。リムとヤンは、クリス・マス、ウスマ
ン・アワン、アスラフと生涯にわたって交友をもった。
　クリス・マス、ウスマン・アワン、アスラフは、いず
れも1950年代に『ウトゥサン・ムラユ』の記者を務め、
1950年代のマレー語文芸活動を率いた50年作家世代

（Angkatan Sasterawan 50：ASAS 50）の中心人物で 
あった。ASAS 50は「社会のための芸術」を掲げ、独立
のための闘争、社会的な公正の確立、進歩的な思想や
価値観の発展を目標に文芸活動を行った［S. Husin Ali  

1981, 25］。彼らは『ウトゥサン・ムラユ』、『ウトゥサン・
ザマン』、『マスティカ』の編集を担っており、1950年
代のマレー語文壇はASAS 50のグループがほぼ独占
していた状況であった［Ungku Maimunah 1987： 41］。
また、1951年から1952年にラジオ・マラヤがASAS 
50とマレー語協会（Lembaga Bahasa Melayu）36）か
ら講師を招いて講義を21回放送しており、ASAS 50
はラジオ放送においても主張を社会に伝える機会を
持っていた［S. Husin Ali 1981： 24］。

35） 本稿では『ブダヤ』に転載されたものを参照した。

36） 1950年に活動を開始し、1951年に正式に設立。メンバーの多
くは、教員、メディア（ラジオ・マラヤ）や出版社の職員、記者、
作家などで、ASAS 50のメンバーよりも年代が上で、文芸界で
すでに名を知られた者も多かった［S. Husin Ali 1981, 22］。
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　1950年代にマレー語文壇を主導したASAS 50とそ
の中心にいた３人は華人の間でも有名であった。華
語の新聞や雑誌はたびたびASAS 50を紹介してい
た。「現代マレー語文学」と題した［黄 1961］の記事で
は、ASAS 50が設立された時の様子を詳細に描きつつ、
現代マレー語文壇において３人の役割が非常に大き
いと紹介している［黄 1961］。
　南洋大学のマレー語の学生新聞『ミンバール・ユニ
バーシティ』に掲載された記事が『ウトゥサン・ムラ
ユ』や『マスティカ』に転載されることもあった。その
なかには先に紹介したヤンの「文化を発展させる責
務」もあった。特定の民族の文化的要素のみに依拠し
ない新たなマラヤ文化を建設しようと訴えたヤンの
論説が『ウトゥサン・ムラユ』に転載されたことは、こ
うした考えがマレー語を解する読者層に一定程度受
け入れられていたことを示している。同様の内容の論
説をM.ヌール・アザム（M. Noor Azam）が『ブリタ・ハ
リアン』に寄せている。ヌール・アザムは、マレー人は
１つの国民ではなく、マラヤ連邦国籍者を構成する華
人、インド人、シャム人などと同様の１つの民族に過
ぎないと述べ、マラヤ文化はマレー人の文化だけでは
なくマラヤの様々な民族の文化に依拠するマラヤ民
族（bangsa Malaya）の文化であるべきだと述べた［M. 

Noor 1960］。
　ヌール・アザムの論説を掲載した『ブリタ・ハリアン』
では、アブドゥル・サマド・イスマイル（Abdul Samad 

Ismail）37）が主筆を務めていた。サマド・イスマイルは
1941年から『ウトゥサン・ムラユ』で記者を務めており、
ASAS 50が掲げる文学を通じた社会改革に積極的な
人物の１人であった。1958年にストレイツ・タイムズ
社に移り、『ブリタ・ハリアン』の主筆を務めた。
　ヌール・アザムによる論説は1960年３月４日の『南
洋商報』に転載され［南洋商報 1960.3. 4］、マレー語文
芸世界と華語文芸世界が相互を参照していたことが
わかる。

4.2　1950年代の『ウトゥサン・ムラユ』
　『ウトゥサン・ムラユ』は1907年に創刊され、1921
年に停刊したのち、1939年に復刊した。復刊当時の

『ウトゥサン・ムラユ』はアラブ系やインド系のムスリ
ムに対してマレー人の発言力を拡大することを目的
としていた。シンガポールで発行されていたマレー語

新聞はいずれもアラブ系やインド系のムスリムが所
有していた。これに対してマレー人が所有する新聞を
創刊すべきであるとの提案がなされ、ユスフ・イスハ
ク（Yusof Ishak）が中心となって資金集めをして復刊
に至った。この提案は、シンガポール・マレー人協会

（Kesatuan Melayu Singapura）の当時の会長のダウド・
モハマド・シャー（Daud Mohd. Shah）の家で会合が 
行われた時になされたものであった［Roff 1994： 174- 
176］。シンガポール・マレー人協会も、マレー・ムスリ
ム社会におけるマレー人の発言力を拡大するために、
モハメド・ユーノス・アブドゥッラー（Mohd. Eunos 

Abdullah）38）などによって1926年に設立された組織
であった。ユーノスは1907年の『ウトゥサン・ムラユ』
の創刊時に主筆を務めた人物で、「マレー・ジャーナリ
ズムの父」と称される［Roff 1994： 190］。1938年以降、
同様のマレー人組織がマラヤ各地に設立され［Roff 

1994： 230］、1946年５月にこれらのマレー人協会が
結集するかたちで統一マレー人国民組織（United 

Malays National Organisation： UMNO）が設立された。
　『ウトゥサン・ムラユ』は系譜的にはUMNOに連なる
メディアであった。しかし1940年代後半以降、『ウトゥ
サン・ムラユ』には、UMNOと競合的なマレー人左派 
の流れをくむ人物が中心的な役割を担うようになっ
ていた。
　マレー人左派は、イブラヒム・ヤアコブ（Ibrahim 

Yaacob）39）が1938年に設立した青年マレー人協会 
（Kesatuan Melayu Muda）に源流をたどりうる。KMM
に参加していた者たちが1945年10月にマラヤ・ムラユ
民族党（Partai Kebangsaan Melayu Malaya：PKMM）
を設立した。イギリス植民地統治からの独立を求め
るPKMMは、1946年10月の党大会以降、非マレー人
との協力を強めることによりUMNOおよび植民地政
府に対抗する路線を採るようになった［山本 2006： 
54］。PKMMは、マラヤの独立を担う主体として、ムラ

37） サマド・イスマイルはジャワ人の両親のもとに1924年シンガ
ポールで生まれた。PAPと労働組合に参加。1951年から1953
年に共産主義活動の疑いで勾留された。

38） スマトラ島を出自とするミナンカバウ人の富裕な商人のもと
に1876年にシンガポールに生まれた。マレー語学校ののちに
ラッフルズ学院に進学して英語で教育を受けた。英語紙を発行
していたフリー・プレスの所有者に招かれ、同紙のマレー語版
として1907年に創刊された『ウトゥサン・ムラユ』の編集を務
めた。ユーノスは1922年に治安判事に任命され、1924年に海
峡植民地立法参事会の最初のマレー人議員に任命された。ムス
リム諮詢局（Muslim Advisory Board）のメンバーも務めた［Roff 
1994： 159-160］。

39） パハンのトゥムルロー（Temerloh）に1911年に生まれた。ペラ
のスルタン・イドリス師範学校を1929年に卒業。インドネシア・
ナショナリズムの左派的な思想や活動に強い影響を受け、東イ
ンドの社会主義組織をモデルにKMMを組織した［Roff 1994： 
172-173； 222］。
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ユの文化に基づきマラヤの政治的統合を支持する考
えを共有するのであれば血統的・民族的な出自を問わ
ず、華人やインド人であってもその民族性を変えるこ
となくムラユ民族になれるとした［Ariffin 1993： 113-
114；山本 2006： 55］。
　1950年代にASAS 50を主導し、マレー語文壇の 
中心であったクリス・マスとアスラフは、PKMMや 
その青年組織で活動していたことで知られる。クリ
ス・マスはPKMMのパハン州トゥムルローの情報部 
の幹部であった［Ungku Maimunah 1987：36］。ア
スラフはPKMMの青年組織である先覚青年部隊

（Angkatan Pemuda Insaf ）で活発に活動していた
［Ungku Maimunah 1987：36］。1957年まで『ウトゥ
サン・ムラユ』にいたサマド・イスマイルも、共産主義
活動の疑いで勾留された経験を持ち、労働組合に参加
していた。しかしこれら左派系のグループは、1948年
の非常事態宣言と前後して、非合法化されたり中心メ
ンバーが逮捕されたりするなどして組織的にほぼ解
体した。PKMMの支持者たちは、マラヤ連邦の外部
にあって左派活動に対する取り締まりが比較的緩や
かだったシンガポールに移った。彼らは真っ向から
植民地政府に対抗する政治的な活動を行うのではな
く、「社会のための芸術」をスローガンとして文学を
通じて社会を変革する手段をとった。こうした背景を
持つ者たちが『ウトゥサン・ムラユ』に集った［Ungku 

Maimunah 1987：33-40； Zahairin 2006：261-274］。
このような系譜を持つマレー語知識人たちとマレー
語を操る華語知識人たちが1950年代に交差したので
ある。

5.　華語・マレー語並存の文芸空間の成立

　『南洋商報』は1960年２月29日から「国語学習」と
いう特集欄を毎週月曜日に連載した［南洋商報 1960. 
2.27］。「国語学習」の編集者は当初リム・ホアンブン
が務め、1965年３月以降はヤンが務めた40）［周 1994：
51, Yang 2006：244］。『星洲日報』では「国語周刊」と
いう特集欄が1960年４月８日に開始され、ルー・ポー

イエが編集を担当した。『南洋商報』の「国語学習」は
1970年１月19日まで498号を刊行し、『星洲日報』の

「国語周刊」は1971年２月22日まで472号を刊行し
た［周 1994：51］。ヤンによれば、２紙のマレー語コー 
ナーはクアラルンプールの『南洋商報』と『星洲日報』
が編集を担当することになり、1980年代まで続いた

［Yang 2006：244-245］。
　1960年代には華語とマレー語の２言語による月刊
誌が刊行された。そのなかで最も長期にわたり出版
されたのが『マレー語月刊』（Majalah Bahasa Melayu

／馬来語月刊）であった41）。 同誌はシンガポールの
世界書局が所有していたマレー文化促進機構出版

（Pengusaha Perkembangan Persuratan Melayu）より
出版された。編者はルー・ポーイエとアブドゥッラー・
フサイン（Abdullah Hussain）42）であった。『マレー
語月刊』は、ルーの編集のもと読者に人気があったが、
ルーが38歳の若さで逝去して編者が不在となったた
め、1961年５月20日に出版された17号を最後に一時
停刊になった。出版社はヤンに同誌の編集を依頼した
が、ヤンはインドネシア留学を控えていたためにこれ
を辞し、南洋大学の後輩を紹介し、のちにヤンの妻とな
るチャン・ミュウワー（Chan Meow Wah／陳妙華）43）

に後輩を手伝うよう頼んだ。ほどなくして後輩が編者
を辞したため、1962年６月からチャンが同誌の編者
を務めた。同誌は1970年４月に閉刊するまで110号
を刊行した［Yang 2006：242-243］。
　シンガポールは早くから華語文芸世界とマレー文
芸世界がそれぞれ発展した場であった。華語文芸世界
には、マラヤやインドネシアでマレー・インドネシア
語に親しみ、異なる民族がマレー語を通じて意思疎通
と相互理解を深め、近代的な国家として独立を達成し
ようという熱意を持つ者が現れた。マレー語文芸世界
には、民族や出自を問わないムラユ民族を構築するこ
とでマラヤの独立を志向する者が現れた。彼らがそれ
ぞれの文芸世界を互いに橋渡しすることにより、1950
年代のシンガポールには華語文芸世界とマレー語文
芸世界が交差する空間が生まれていた。

40） リム・ホアンブンは1963年9月のシンガポール州議会選挙で社
会主義戦線（Barisan Sosialis）から立候補して当選し、ブキッ
メラ選挙区議員となった。しかし社会主義戦線の党首リー・シ
ウチョー（Lee Siew Choh）が1965年に将来の選挙と議会をボ
イコットすると宣言したことに対し、リムは「民主主義への裏切
りであるだけでなくわれわれを選んでくれた人たちに対する裏
切りである」と反発し、議員を辞任した［Straits Times 1966. 
1.11］。

41） 『マレー語月刊』のほかに、シンガポールの上海書局が1961年
９月から1964年８月まで刊行した『国語月刊』（Bulanan 
Bahasa Kebangsaan／国語月刊）があった。また、１号のみで
あったが、クアラルンプールの中国報（China Press）が刊行し
た『国語週刊』（Mingguan Bahasa Kebangsaan）もあった［Yang 
2006： 244］。

42） アブドゥラ・フサインについては本書の西論文を参照。
43） 1936年中国広東省生まれ。シンガポールの南洋女子中学を卒

業。マレー語の小説の華語への翻訳やマレー語・華語の辞書編
纂に携わる［潘主編 2016： 56-57］。
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第86号  ［Qalam 1957.9: 39-41］
Q.485（086-01）
　少し前に地元のマレー語新聞で、パキスタンのシュ
ラワルディ首相がバンコク訪問の際にフランス大使館
でダンスをしている写真が掲載されました。昨年三月
にパキスタン政府はイスラム国家であると宣言したの
ではなかったのでしょうか。首相はイスラム政党出身
ではないでしょうか、あるいはパキスタン国内でのみ
イスラム法が実施され、国民だけがそれを実行するの
でしょうか。この件に関してご説明願います！

A.485
　パキスタンは、イスラム国家を宣言した世界で最初
の国である。それはアッラーの御言葉と使徒ムハンマ
ドのスンナ［ムハンマドの言行に由来する慣例］に従

い、最終目的に向かって徐々にイスラム法を国内で実
施していく国家である。現状ではイスラム法を直ちに
実施することはできない。それゆえそれを徐々に実施
していくことになるが、しかし全ては最終目的、すな
わちアッラーの御言葉と使徒ムハンマドのスンナを基
盤とすることを目指している。我々が知る限り、シュ
ラワルディ氏はイスラム教徒である。なぜなら、非イ
スラム教徒がパキスタンの首相として任命されること
はあり得ないと判断するからだ。そのようにダンスを
することは実際のところイスラム国家の首相として為
すべきではない違反行為である。なぜなら、もし国家
の指導者自身が禁止を明記する法に反したならば、お
のずとイスラム教徒自身の信頼を失うことになり、イ
スラム教徒自身、つまり民衆だけでなく国家の行政を

資料編「千一問」試訳

●  イジュティハード［イスラム学者による解釈行為、488］
●  イジュマー［合意、501］
●  イスラー［夜の旅、495 ］
●  イバーダート［信仰行為、487 ］
●  カディ［イスラム法の裁判官、504 ］
●  カリフ［ウンマの代表者（を示す称号）、492 ］
●  カンポン［集落、545 ］
●  キヤイ［イスラム指導者（を示す称号）、486 ］
●  キヤース［類推、501］
●  ザカート［喜捨、490 ］
●  ジン［妖霊、492 ］
●  スンナ［ムハンマドの言行に由来する慣例、485 ］
●  タービイーン［教友の弟子、504 ］
●  タフシール［コーラン注釈、545 ］

●  タラーク［夫が妻に行う離婚宣言、505 ］
●  ナフダトゥル・ウラマー［500 ］
●  ニサーブ［ザカートが課される最低余剰財産、515 ］
●  ニスフ・シャバーン［イスラム暦8月15日、487 ］
●  ビドア［逸脱、486 ］
●  ファシク［イスラム法が禁じた罪を犯した者、531］
●  ファトワ［法学者が信徒の質問などに対して、イスラム

法に基づいて判断を下す法学裁定、488 ］
●  フィドヤ［宗教的義務を免除される代わりに払う補償金、

487 ］
●  ミラージュ［昇天、495 ］
●  ラカート［礼拝の動作単位、501 ］
●  UMNO［統一マレー人国民組織、540］

　本編は、『カラム』の第86号から第106号までに掲載された「千一問」の質問（Q）とそれに対する回答（A） 
を日本語訳し、掲載順に配列したものである。質問冒頭のQ.xxx（yyy-zz）：xは編集の過程で付けた通し番号、 
 yは『カラム』の号数、zはその号のなかで掲載された順番を指す。書誌情報は号ごとに付した。ただし、第 
89号のQ.493は都合により割愛した。

●訳文中の（  ）は原文に現れる表現、［  ］は原文にはないが日本語訳において補った表現を指す。
●回答において聖典コーランが引用されている部分は、訳文はマレー語からの直訳として、注にコーランの日本語

訳（井筒俊彦訳『コーラン（上中下）』岩波文庫、1957）の該当部分を示した。
●マレー語、アラビア語などの原語をそのまま表記する場合、必要に応じて注釈を付した。注釈は、初出の箇所のみ

に記し、２回目以降は省略したが、その場合下線を付して前の箇所に注釈を入れたことがわかるようにした（一
つの質疑応答の中でのみ複数回出てくる語は除く）。複数の質問に登場する語とその注釈は以下の通り（五十音
順、最後の数字は初出箇所の質問の通し番号）。
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担う首相からさえもイスラム法は尊重されていないと
して、他の人々からの嘲りの対象となってしまうから
だ。イスラム法は国民だけが実行するためにあるので
なく、とりわけ指導者自身にも課されているのである。
したがって、そのような行為は民衆の目から見て、実
に誤った恥ずべき行為である！こうした軽卒な行動が
再び起こらぬよう、パキスタンの議員たちがこのよう
な事を禁ずるべきである。以前にも、ここシンガポー
ルでパキスタンの使節団がパキスタンの建国を祝うた
めに酒を出したが、民衆からそれを批判されと、二度
とそのようなことはしないと認めたことがある。

Q.486（086-02）
　（遺族の意見によると）死者が礼拝と断食を行わな
かったため、死者が神の命令を怠った償い金を死者の
遺族が払うためお金を出し、それをキヤイ［イスラム
指導者（を示す称号）］に渡すことはビドア［逸脱］です
か、あるいは違いますか（噂によるとそのお金はメッ
カに送られるそうですが？）。それにより礼拝と断食
を償うことはできますか。

A.486
　イスラム教には、礼拝といった神からの命令を行わ
ないまま放置した者の罪を、他人が償うことを許す文
言は一つもない。人が怠った礼拝や犯した他の罪を
償うことはできないのだ。礼拝に対するフィドヤ［宗
教的義務を免除される代わりに払う補償金］はない。
フィドヤがあるのは、神が定め給うた断食を、一定の
理由により果たせなかったことに対してだけである。

Q.487（086-03）
　私の村では毎年ニスフ・シャバーン［イスラム暦8月
15日］の夜になると村人全員がモスクに集まり、コー
ランの「ヤー・スィーン」の章を読誦しています。それ
ゆえ、私は以下のことを知りたいと思います。それを
行うことは義務ですか。それは法的にどうなりますか。
また使徒ムハンマドやその教友たちは行ったことが
ありますか。もしあるなら何年にそれが行われたのか、
またそれに該当するハディースやコーランの章を挙げ
て下さい。またイスラム法およびイスラムの観点から、
ニスフ・シャバーンの意味を教えて下さい。

A.487
　いくつかのハディースに記されているように、ニス
フ・シャバーンとは幸福な夜であることに疑いの余地
はない。その中にはイマーム・アフマド、アルティルミ

ディー、そしてイブン・マージャによって伝承された
サイディーナ・アーイシャのハディースがある。それ
ゆえ、アッラーの使徒ムハンマドが行ったように、イ
スラム教徒の人々はその幸福な夜にイバーダート［信
仰行為］の数を増やすべきなのである。しかし、その
イバーダートはモスクではなく、家で行うべきである。
よって現在普段行われているような、ニスフ・シャバー
ンの夜にモスクに集まり、コーランの「ヤー・スィーン」
の章と、有名なニスフ・シャバーンの祈りを交互に3回
読誦することは預言者ムハンマドによって行われたこ
とがなく、それは単に後世の人によって作り上げられ
た行いに過ぎない。

Q.488（086-04）
　私はジョホール政府のムフティ［ファトワと呼ばれ
るイスラム法の法学裁定を出すことができるイスラ
ム法学者］にいくつかの質問を送りましたが、それに
対する回答は、単に「正しくない」、「許されない」など
といった単語を並べているだけで、回答の中には質問
に関する説明が少しもありませんでした。私はバンド
ンのアルウスタズ・ハサン・ビン・アフマドの著書『一
問一答／ Soal Jawab』に関して、その著書の中である
問題に関するコーランやハディースの文言を根拠と
した説明を沢山読み、その中に私がジョホール政府の
宗教学校で学んだ内容と異なる説明を多く見つけたこ
とについて質問しました。私の得た回答において、彼
はカーディヤーニー派［インドでおこったイスラム復
興運動の教団アフマディーヤの一派］について注意を
促しつつ、彼らは、民衆がシャーフィイー派から離れ、
カーディヤーニー派に属させることを狙い、宗教上の
イジュティハード［イスラム学者による解釈行為］を
行って、民衆に見解の相違をもたらすと明言する人も
いる、と述べました。『一問一答』に関して、彼はその
本を読んでおり、彼の見解では、本の中には間違い、嘘、
そして無知が満ちていると述べました。

A.488
　あなたの質問に対する回答では、その事項が正しい
か否かを判断するための説明がなされていないという
ことが、あなたが我々に同封してくれた添付文書の中
で分かった。ゆえに、通例ではそれを受け入れるかど
うかはあなた次第だが、我々の見解では、それに関す
る説明もないままただ単語だけ、正しくない、許され
ないなどといった言葉だけの回答を以て出されたファ
トワ［法学者が信徒の質問などに対して、イスラム法
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に基づいて判断を下す法学裁定］ではなく、可能な限
りの説明を加えた回答をすることが極めて望ましいと
考える。あなたの質問に対するジョホールのムフティ
による説明では（同封されたに添付文書よると）、「本
の中には間違い、嘘、そして無知が満ちている」とい
う。あなた自身『一問一答』を詳しく読んだ上で、あな
たはこのファトワを信じるのだろうか。それはあなた
次第だが、我々の見解では、それが絶対的なものとな
り、人々が盲目的に従い、それを一般化することがな
いよう、ムフティはどこが誤りなのか指摘すべきであ
る。なぜなら、この問題における意見交換はきちんと
管理されるべきだからだ。ムフティは、彼の知識と見
解に従い、もし誤りがあるならばどこなのか、いかに
正しいのかを一般の人々が知るために、『一問一答』に
対する反論本を書くべきである。なぜなら、『一問一
答』の本の中で回答されている問題の大半はアッラー
の啓典と神の使徒ムハンマドのスンナに基づいたもの
だからだ。『一問一答』の中の説明のもととなっている
アッラーの啓典と神の使徒ムハンマドのスンナの正確
な説明を、嘘、誤り、そして無知であると民衆は思うだ
ろうか。よって、ムフティは一般の人々が判断するた
めの根拠となるよう、絶対的な判断を下すのではなく、
その本に対する反論本をまさに書くべきである。あな
たへのファトワに対する回答は説明が一つもなされて
おらず、我々がそれを受け入れるには、ファトワの中
に何らかの説明が伴わなければならない。ファトワが
出される場合は、説明を伴うことが望ましい。根拠が
ないまま、まさに正しい、許されるなどといった言葉
を用いるだけではいけない。
　我々の見解では、見解の相違がある問題を議論する
人々、あるいはカーディヤーニー派に属してイジュ
ティハードを下していると主張する人々に対する皮
肉をそのまま混同しない方がいいと考える。なぜなら、
皮肉る人々は、カーディヤーニー派の活動を公然と、
そして非常に堂々と妨害も非難もしていることを我々
は数多く読んだからだ。

Q.489（086-05）
　シブのダト村の村長アバン・ハジ・イブラヒム氏は、
シブのモスクにおいて、少し前から世界の全ムスリム
が行っているような預言者ムハンマドの生誕祭を祝う
パレードを、来年シブのムスリムが行うことは許され
ない、なぜなら、そのような行いは全てビドアである
からだ、と講話しました。

A.489
　インド、インドネシア及びマラヤのイスラム団体が
預言者ムハンマドの生誕祭の祝い事を行うことはアッ
ラーとその使徒ムハンマドによって命じられてはいな
い行動だということを理解しており、また彼らはその
ような祝い事はアラブ諸国で行われていないことも
知っている、ということは実に明白である。彼らがそ
のように祝い事をするのは、その祝祭の過程で他の信
仰行為をせずに、敬愛と慈しみの気持ちを表すためで
ある。最善の忠告としては、神の命令を実行し、その禁
止事項を避けることだ。そのように努めることが望ま
しく、より完璧であるということは間違いない。現在
世界では、生誕祭を記念するのにそうした方法が好ま
れる状況にあるため、その方法や目的を理解している
ことを条件に、質素に、度が過ぎない程度に行うのが
よい。村長の説明は確かに法の観点からして適切であ
り、ゆえにそれを行うかはあなた方個人の判断次第で
ある。

第87号  ［Qalam 1957.10: 7-8］
Q.490（087-01）
　なぜキリスト教団体はより活発にこの国でキリスト
教を広め、その学校はより完備されてより見事で、そ
の上印刷物や本が常に無料で配られているのでしょう
か。一方、イスラム教団体は大きく取り残されていま
す。取り組みが遅く、その学校は嘆かわしい混乱した
状態にあり、イスラムの良さを説く無料の冊子や本が
ほとんど無いのはなぜでしょうか。

A.490
　そのような状況が生じている理由は、キリスト教の
布教団体はヨーロッパとアメリカに本部を持つ慈善団
体から数百万リンギの援助を得ているからである。そ
の上、彼らはマラヤ連邦とシンガポール政府から同じ
ように数百万リンギの援助を受けているからだ。しか
しイスラム教の布教団体はその逆で、貧しい国民の寄
付だけに依存している。我々マラヤのイスラム教徒の
中には多くの貴族や資産家がいるが、彼らのなかで慈
善家になる人々は極めて少ない。我々の一部の貴族や
資産家たちはアッラーの御言葉を高めるための寄付を
することを惜しんでおり、そのうえ、果たすべき義務
に従ってザカート［喜捨］の支払いをしていない者も
いる。その間、彼らはこの世の運に恵まれてきたと言
える。裁判所に告発されたことがないからだ。ザカー
ト・フィトラ［義務的な喜捨］の支払いをしなかったが
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ゆえに裁判所に引きずり込まれ、告発され、裁かれる
のは、いつも慈善家だが貧しい庶民である。
　我々マラヤのイスラム教徒の中には宗教の保護者や
権力を握るイスラム教の指導者たちが存在するが、残
念なことにこの国のイスラム教は然るべき援助を受け
ていないどころか、キリスト教の学校や団体に見られ
るような最低限の援助すら受けていない。もしそうで
なければ、少し前に新聞で報道されたように、マラヤ
連邦がキリスト教の学校のために一年間で150万リン
ギの費用を支出する一方で、あらゆる村や地域におけ
るイスラムの教えを復活させるための（民間の）宗教
学校は1センたりとももらええず、混乱のまま放置さ
れるようなことが起こるはずがない。これこそが、自
分たちの祖国においてイスラム教を布教する取り組
みが停滞しているのと比べ、キリスト教の布教が活発
である様々な原因である。今や独立した政府の首脳陣
とイスラム教徒の国民自身は、植民地時代の状態のよ
うに、この嘆かわし状態をそのまま放置しておくこと
は無論ないだろう。いかなる事においても、我々イス
ラム教徒は強大で崇高なアッラーの御前で感謝すべき
である。すなわち、たとえ抑圧され弾圧されようとも、
我々は変わらずイスラムに忠実に、またイスラムの中
で生き、そして死ぬことを理想とすべきなのである。

Q.491（087-02）
　ソンコ［マレーの男性用の帽子］の宗教及び民族と
の関係は何でしょうか。老人たちが述べている次のよ
うな考えは正しいでしょうか。「ソンコを被ることは
スンナであり、もしそれを被らなければ、それは罪深
いことである」。

A.491
　イスラム教では衣服の問題についての定めはない。
イスラム教で定められているのは隠すべき男女のアウ
ラ［露出してはいけない身体の部分］である。衣服の形
や種類はその民族の判断次第であり、それは無論世界
の文化や環境に適した形をしている。例えば、暑い国
に住む人の衣服と寒い国に住む人に衣服は同じではな
い。白人は帽子を被り、アラブ人はターバンを巻き、そ
してマレー人はソンコを被り、またダスタル［頭に巻く
布製の帽子］を巻く（タンジャック［ダスタルと類似し
た帽子］を被る）。「ソンコを被ることはスンナであり、
もし被らなければ、それは罪深いことである」と述べる
人々の考えは、宗教の観点からすれば正しくない。しか
し、いかに我々の老人たちはマレー文化の旗印となる

着衣に愛着を持っているかについては理解できる。ま
た、一つの良き慣習、すなわちマレー文化を表すソンコ
を被る習慣を守る彼らの揺るぎない主張は理解できる。
　独立以前は、マレーのソンコはイスラム教徒、つま
り全員がイスラム教徒であるマレー人、そしてこの国
でイスラム教を信仰する外国人が被っていた。しかし、
現在ではマレーのソンコはイスラム教徒以外の人々
も被り始めている。それは、政府の役職に就いている
華人やヒンドゥー教徒などである。この新しい現象は、
マレー文化が既に独立し主権を有するマラヤの文化の
基盤になるであろうというはっきりとした印象を与え
ている。

第88号  ［Qalam 1957.11: 45- 48］
Q.492（088-01）
　預言者アダムが最初の人間というのは本当ですか。

A.492
　この事柄に関してはイスラム教のウラマーや非イス
ラム教徒の学者によって既に詳しく議論されている。
よってここではその核心部分の説明を提供する。この
預言者アダムについては二通りの意見がある。預言者
アダムは「最初の人間ではない」と主張する者もいれ
ば、預言者アダムこそが「最初の人間である」と主張す
る者もいる。この両方のグループはそれぞれ根拠を提
示している。以下に重要な部分だけを解説する。
第一のグループ　このグループは、預言者アダムは最
初の人間ではないと考えている。その根拠は二つある。
一つ目は、ダーウィン（チャールズ・ロバート・ダーウィ
ン、英国人、自然科学者、1809-1882）の見解である。二
つ目は（彼らの見解による）いくつかのコーランの節
によるものである。
ダーウィンの見解　ダーウィンは明確ないくつかの根
拠を示し、この世界に存在する全ての物の起源は一つ、
つまり単一の種から誕生したと断定した。その数千年
後、次第に、そしていくつかの外的要因や状況により、
植物、金属、動物などが誕生した。全ての動物は元々
一つの集団で、一つの場所に生息していた。その状態
が続くと、やがて数が増加し、場所が不足するに至っ
た。それゆえ動物たちは散り散りになり、別々の生息
地を探さざるを得なくなった。この移動により、様々
な天候や状況を経験し、多様な外見や行動を取る動物
の種がいくつも誕生したのだ。ライオン、虎、山羊、牛、
鳥などになった。同様に、通常「類人猿」と呼ばれる動
物もそこから誕生した。そして連続的な進歩（進化）に
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より、この「類人猿」から充分に完璧で洗練された動物、
すなわち「人間」が生まれた。結論として、ダーウィン
の考えによると、「人間」は「類人猿」から誕生したの
である。このダーウィンの意見（理論）を詳細に見てい
くと、預言者アダムはそのままの姿で、つまり一度に
アッラーによって創られたのではなく、既にこの世に
存在していた種の将来の姿である人間から生まれたと
いうことが明らかである。それゆえ、彼は「最初の」人
間ではなく、彼は新しく生まれた生物の一つに過ぎな
い。よって預言者アダム以前に他の生き物（将来の人
間）がいたのである。以上がダーウィンの見解である。
コーランの説明　同様にこの一番目のグループの見
解によると、最も高貴なるコーランの中で、強大で崇
高なアッラーは次のように仰せになった。「さて（思
い起こしなさい）、汝らの神が天使に『まことにわしは
地上にカリフ［ウンマの代表者（を示す称号）］を置こ
うと思う』と言い給うた時、彼らは『なぜ地上に害をな
し、血を流す生き物をそこにお置きになるのですか』
と言った」（コーラン「牝牛」の章第30節）１）。この節の
中に「カリフ」という言葉がある。カリフとは「代理者」
という意味である。「代理者」と呼ばれる人にはそれぞ
れその者が代理となる人物が誰かしらいるはずである。
では彼は誰の代理なのだろうか。それは自身（アダム）
の種をおいて他にない。なぜなら、神が上述のように
言い給うた時、天使は「なぜ地上に害をなし、血を流す
生き物をそこにお置きになるのですか」と言ったから
だ。よって、もし天使が思い浮かぶ事例あるいは何ら
かの出来事が預言者アダムの誕生する前に起こって
いなかったとしたら、天使がそのように質問あるいは
発言した理由はどうして生じるだろう。また、害をな
し、血を流す生き物とは、通常「人間」ではないか。し
たがってアッラーがいわんとする「代理者」（カリフ）
とは預言者アダム以前に存在した人間の「代理者」を
意味するのではないのだろうか。
　アッラーが天使におっしゃられたその「カリフ」と
いう言葉は、いくつかの国を壊滅させた後に下された、
次の啓示と全く同じである。「その後我らは汝らを地
上においてカリフとした……」（コーラン「ユーヌス 」

の章第14節）２）。この「カリフ」という言葉も同じよう
に「代理者」、つまり以前アッラーが破壊し給うた人間
の代理者という意味である。上記の説明から、預言者
アダムは最初の人間ではないという事に関して（一番
目のグループの見解による）ダーウィンの見解と我々
の宗教の見解は同じように見える（しかし、ここには
アダムは猿を起源としているというダーウィンの理論
は含まれない）。
第二のグループ　このグループは、預言者アダムこそ
がアッラーの御力で創った最初の人間であり、既に存
在していた将来の人間（のちに人間と言われる動物）
から生まれたのではないと断定している。そして預言
者アダム以前に「人間」と呼ばれる生き物は存在しな
かったという。いくつかのコーランの節やハディース
をもとに、「ダーウィンの見解」と（第一のグループが
提示した）「節」に反論する根拠は以下の通りである。
ダーウィンの見解に対する反論　第一のグループが説
明したダーウィンの見解はまだその正当性が認められ
ていない、というものだ。その理由は、⑴彼が説明し
たことは彼自身確信しているわけではなく、単に思考
と推量という方法により判断したに過ぎない。そのよ
うな方法は正しいかもしれないし、また正しくないか
もしれないのである。
⑵このダーウィンの見解は、まだ学者たちによってそ
れを受け入れるという合意に至っておらず、それに反
論する者もいる。反論者たちの一人に、英国人の学者
アンブローズ・フレミングがいる。この反論者もまた、
ダーウィンの理論の誤りを指摘する上で相当数の根拠
を示している。その内の一つで彼は次のように述べて
いる。「もし仮にこのダーウィンの理論が正しいとす
れば、なぜ最終的に人間は頭が良くなり、進化できた
のに、なぜ猿はそうではないのか……」。そして彼はま
た次のように述べている。「人間学（人類学）の分野で
は、人間の身体（及び）精神と猿との間の類似性は認め
られていない。したがって、動物の進化から人間が誕
生したということを我々は受け入れることができな
い」。つまり、動物がある段階から次の段階へ、あるい
はある状態から次の状態へと変化を経験した、という
ことである。最後に彼は、人間は一人の創造者によっ
て創られたと断定している。
⑶反論にあった、あるいはふさわしくないとされた

１） 「さてお前（マホメット）の主（アッラー）が天使らに向って『わ
しは今から地上に（わが経綸の）代理者（アダムのこと）を設置
しようと思う』と告げ給うた時、一同（それに抗議して）言った、

『地上に悪をはたらき、流血の災を惹き起こすような者を汝は
わざわざ作り給うのか。我らがこうして汝の讃美を声高らかに
唱え、汝を聖なるかな聖なるかなと讃えまつっておりますの
に』と」（『コーラン（上）』「牝牛」第30節、p.16）。

２） 「その後で、我らはそのあと継ぎとして汝らを地上に興し、汝
らの出かたを見ようとした」（『コーラン（上）』「ユーヌス」第14
節、p.277）。
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ダーウィンの見解はこの一点だけではない。明らかに
誤っている点が他にも数多くある。「人間は猿から進
化した」という、全く立証することのできない見解も
また同様に誤りである。
コーランの節による説明　コーラン「ユーヌス」の章
第14節の中に記された“khalāif”（カリフ）という言葉
はまさに、アッラーによって破壊される以前に存在し
た人間の「代理者」という意味である。アッラー御自身
がそうおっしゃられているのだから、我々はこれにつ
いて言及する必要はないだろう。我々が言及すべき重
要なことは、コーラン「牝牛」の章第30節の中に出て
くる「カリフ」という言葉である。「カリフ」とは代理
者を意味する。コーラン「牝牛」の章第30節で記され
た代理者あるいはカリフは今なお不特定であり、次の
ように言うことができる。A．人間の「カリフ」あるい
は「代理者」、B．アッラーの「カリフ」、すなわち代理者、
C．その他の生き物の「カリフ」、D．ジン［妖霊］の「カ
リフ」あるいは代理者、である。よって、こうした四項
目の一つを断定するためには説明を必要とすることは
言うまでもない。我々のいわんとする説明とは、我々
の考えによる説明ではなく、我々の宗教による説明で
ある。なぜなら、この問題は宗教にその原点があるか
らだ。最も高貴なるコーランによると、人間（アダム）
より前に、強大で崇高なアッラーはまずジンを創り給
うた。「そしてジンどもを（人間より）前に、我らは灼
熱の火で創った」（コーラン「アル・ヒジュル」の章第27
節）３）。
　「イブン・アッバースは伝えている。…そしてまこと
に神が（人間を）創造し給う以前、既に地上が出来上
がってから約二千年経っており、そしてジンの子孫の
ジンがいた。その後彼らは地上に害をなし、血を流し
た……」（アルハカムの伝承）。この伝承の中で、イブ
ン・アッバースはさらに次のように語っている。「アッ
ラーが（天使に）『まことにわしはこの地上にカリフ
を一人置こうと思う』と言い給うと、彼らは『（我らの
神よ）地上に害をなし、血を流す（生き物）をカリフに
なされたいのですか』と言った。それはジンを意味す
る」（つまり、天使がいわんとしているアダム以前に地
上に害をなし、血を流した生き物とはジンのことであ
る）。このアルハカムの伝承は、預言者ムハンマドの文
言ではない。なぜなら、この事柄（アダム以前のアダム

とこの世の住人の事柄）は目に見えない（神秘的な）も
のだからだ。イブン・アッバースがそのように述べた
のは、単に彼の考えだけから出たものではないと我々
は信じる。それは預言者ムハンマドに端を発している
に違いない。したがって上述のコーランの節とイブン・
アッバースの説明から、預言者アダムはこの地上にお
けるジンのカリフであると我々は断定できる。
預言者アダムの誕生　今度は預言者アダムの誕生につ
いて見てみよう。最も高貴なるコーランや栄光あるハ
ディースの中で、預言者アダムは全人類の起源である
ことが示されている。至高なるアッラーの啓示は以下
の通りである。「神は創造し給うた万物を善美なもの
となし、そして人間を土から創り始め給うた。次に神
はその子孫を卑しい水の精から創り出し給うた」（コー
ラン「跪拝」の章第７、８節）４）。この節の中でアッラー
は、最初の人間を土から創り給い、次いでその子孫を
卑しい水から創り給うたとはっきり仰せになっている。
よって、人間は類人猿や猿から生まれたのではない。
　コーラン「イムラーン一家」の章第58節の中で、強
大で崇高な神はアダムの誕生について次のように仰
せになっている。「彼（アッラー）は（アダムを）土か
ら創っておき、『なれ』と言い給うと、彼はそうなった
のである」５）。この節から、預言者アダムは至高なる
アッラーによって土から創られたことは明らかであ
り、ダーウィンが述べているように、動物が少しずつ
変化していって猿となり、やがて最初の人間となった
のではない。至高なるアッラーはさらに明確に次のよ
うな啓示を下された。「そして、汝の神が天使に仰せに
なった時（のことを思いなさい）。『まことにわしは一
人の人間を陶土、すなわち象った黒泥から創ろうと思
う。わしがこれを完成させ、わしの霊を吹き込んだ時、
汝らは彼に跪拝せよ』」（コーラン「アル・ヒジュル」の
章第28、29節）６）。この聖なる節はどのような方法で

４）「すべてのものを完璧に創りなした上、人間を泥土から創造し、
その後裔をばいやしい水の精から造り出し、その形をととのえ
て、最後に息吹き込んで下さったお方。お前たちに耳や目や心
を備えて下さったのもあのお方。それに、お前たち一向有難い
とも思わないとは」（『コーラン（中）』「跪拝」第7-9節、p.283）。

５） 「さて、アッラーのお目から見ると、イーサー（イエス）は丁度
アーダム（アダム）と同じようなもの（イエスが処女を母として
生まれたのと同じく、アダムもまた父母なしに泥から生まれ
た。ともに奇蹟による誕生である）。彼を泥で作っておいて、そ
れに「なれ」と仰しゃったら本当に彼は（生きた人間に）なった
のだから」（『コーラン（上）』「イムラーン一家」第59節、p.82）。

６） 「さて、汝（マホメット）の主がなみ居る天使たちに向って、『よ
いか、わしはこれから、陶土、すなわち黒泥を形どったものを
用いて人間を造ろうと思う。わしが彼の形を作って、これにわ
しの息を吹き入れたなら、汝らひれ伏して跪拝せよ』と仰せら
れた時のこと」（『コーラン（中）』「アル・ヒジュル」第28-29節、
p.67）。

３） 「我ら（アッラー）、人間を造るには、陶土、すなわち黒泥を形
どったものを用いたが、妖霊どもは、それより以前に、燃えさ
かる炎で造った」（『コーラン（中）』「アル・ヒジュル」第26-27節、
p.67）。
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アッラーが預言者アダムを創り給うたかが記されてい
る。すなわち、神は陶土と黒泥から人間の姿を創りな
さった。その後それに魂が吹き込まれ、そこで完全な
状態の預言者アダムが誕生した。
ハディースによる説明 神の御使いは次のようにおっ
しゃった。「アダムとモーゼは議論をした。そしてモー
ゼは『アダムよ！あなたは我々の父親です。あなたは
我々を落胆させました。そしてあなたは我々を天国か
ら追い出しました……』と言った」（アルブハーリーと
ムスリムの伝承による真正ハディース）。アルブハー
リーの伝承によるマアラジが伝えるハディースの中に
アダムの事が触れられている。それは次の通りである。

「そこで彼（預言者ムハンマド）は天で預言者アダムと
出会い、そして天使ジブリールは彼（預言者ムハンマ
ド）に『これ（アダム）があなたの父親です』と言った」。
　アルブハーリーの伝承による真正ハディースをも
う一つ挙げる。神の御使いは次のようにおっしゃった。

「復活の日にムスリムの人々が集まり、『我らの神に祝
福を願えたらどんなに良いことか！』と言うであろう。
また彼らは預言者アダムのところへ来て言う。『あな
たは全人類の父親です。アッラーはあなたを御手で創
られ給い……』」。
　これら三つのハディースから、預言者アダムはアッ
ラーによって創造され、そして預言者モーゼやジブ
リールに、そして復活の日にはムスリムの人々からも

「父親」と呼ばれていることが明らかとなった。第三の
ハディースの中で、預言者アダムは「全人類の父親」で
あるとはっきりと述べられている。
　結論として、上記で説明したコーランとハディース
の文言に従えば以下のことが明らかである。１）人間
の前に、アッラーは先にジンを創られた。２）言者アダ
ムは、アッラーが土からその姿を創り、そしてそれに
魂を吹き込まれた。３）預言者アダムは全人類の父で
あると明言されている。
　よって以上三点から、アダムは最初の人間であり、
彼より前に存在した種族はジン以外に存在しないと断
定できる。

第90号  ［Qalam 1958.1: 46］
Q.494（090-01）
　天使と呼ばれるものは何ですか。またジンと呼ばれ
るものは何ですか。ご説明願います。

A.493
　ハディースの説明によると、 天使はアッラーが

「ヌール」（光）から創り給うた創造物であり、預言者ム
ハンマドの文言は以下の通りである。「天使は光から
創られ、ジンは燃え上がる炎から創られた。そしてア
ダムはあなた方に示されたものから創られた」（ムスリ
ムの伝承による真正ハディース）。
　人間が天使をアッラーが創造し給うた元の姿で見
ることができると示す説明はなく、それどころかその
逆の説明がなされている。我が預言者ムハンマドが元
の姿の天使を見たことがあったのはたった二度だけで
あった、という伝承がある。以下は有名な出来事であ
るが、天使が預言者ムハンマドに何かを伝えようとし
た時、しばしば天使は人間に似た姿をしており、その
姿を預言者ムハンマドの教友らも目にすることができ
たという。コーラン「イムラーン一家」の章第39節には、
預言者ザカリアの元に現れたという文言がある７）。ま
た「イムラーン一家」の章第42から45節８）と「マルヤ
ム（聖母マリア）」の章第17節９）の中でも、天使が聖母
マリアの前に現れたことがあったと示されている。ま
た「フード」の章第69節10）と「吹き散らす風」の章第

７） 「そこでザカリーヤーは主に祈った、『主よ、なにとぞお情けを
もちまして、この私めに立派な子孫をお授け下さい。まことに
汝は祈りをよくおききとどけ下さる方でござります』と。かく
て彼が聖処に立って祈っていると天使らが彼に呼びかけて、

『かしこくもアッラーは何時に嬉しいお告げを下さるぞよ。（や
がて汝に）ヤフヤー（ヨハネ）（という子が生まれるであろう）。
彼こそはアッラーのお言葉の確証者となり、（人々の）指導者、
純潔なる者、義しき人々の中での預言者となるであろうぞ』と」

（『コーラン（上）』「イムラーン一家」第38-39節、p.79）。
８） 「それから天使らは（マルヤムに向って）言った、『これマルヤ

ム、かしこくもアッラー様がお前をお選びになり、お前をお浄
めになり、そしてお前をありとあらゆる女の上に選び挙げ給う
た。マルヤムよ、お前はすべて主の御心のままに従い、ひれ伏し
跪いてみんなと一緒にあがめまつらなくてはいけないぞ』と。

 　（ここからアッラーはマホメット一人に向かって語りかけ
る）これはみなもともと不可知なる事柄に属する話しである
が、それを特にお前にだけ開示してつかわすのじゃ。お前は、
あの連中が占矢を投げて（古アラビアの籤引きの一種）誰がマ
ルヤムの世話をするか決めようとしていた現場に居合わせた
わけではなし、また（そのことで）みんなが言い争っていた現
場に居合わせもしなかった（ここでマホメット一人に対する密
かな語りかけは終る）

 　そこで天使らは宣言した、『これマルヤム。かしこくもアッ
ラー様の嬉しいお告げじゃ、（お前は）神から発する御言葉（神的
ロゴスの意）を（産みまつるであろう）。その名はメシア。マルヤ
ムの子イーサー（マリアの子イエス）。その御方は現世にても来
世にても高きほまれを受け、神のお傍近き座につかれるであろ
う』」（『コーラン（上）』「イムラーン一家」第42-45節、pp.79-80）。

９） 「面紗つけてみなに顔を見られないようにしたとき（古注釈に
よればこれは月経時のもの忌みである）のこと。その時、我ら、
聖霊（天使ガブリエル）を遣わせば、たくましい男の姿となっ
て彼女の前に現れた」（『コーラン（中）』「マルヤム 」第17節、
p.128）。

10） 「次に我ら（アッラー）の使徒（ここでは人間の姿をかりた三人
の天使を指す。「創世記」第一八章参照）は、喜びの音信をたず
さえてイブラーヒーム（アブラハム）のもとを訪れた。「平安あ
れ」と彼らが（挨拶）すると、彼も「平安あれ」と応え、ただちに
焼いた犢を供した」（『コーラン（中）』「フード」第69節、pp.18-
19）。
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24節11）においてもイブラヒムのもとに天使が現れた
と述べられている。同様に「フード」の章第77と81節
の中に、預言者ルート［ロト］の元に天使が現れたと述
べられている12）。上記のように預言者たちや聖母マリ
アの前に現れた天使は、普通の人間の姿であった。
ジンについて　一方、ジンも燃え上がる炎からアッ
ラーが創り給うた創造物であり、コーラン「お情ぶか
い御神」第15節では次のように述べられている。「彼

（アッラー）はジンを燃え上がる炎から創り給うた」13）。
　天使を自分の目で見ることができないように、ジン
もまた同様である。預言者ムハンマドはジンを元の姿
で見たことがあったという伝承がある。ジンについて
語っているコーランの節、とりわけ「妖霊」の章の内容
を詳細に見れば、ジンと人間は同じように宗教上の命
令に従い、禁止事項を避ける義務があるとする説明が
見て取れるだろう。人間に信仰者と不信仰者、また敬
虔の徒と不義の徒がいるのと同様に、ジンもまた然り
である。コーラン「洞窟」の章第50節の中で、イブリー
スはジンの一族であると述べられている14）。またコー
ランの複数の節から、イブリースとシャイターン［悪
魔］は同じ種であるが、人の心を乱す時はシャイター
ンと呼ばれ、その他の時はイブリースと呼ばれている
ことが分かる。

第91号  ［Qalam 1958.2: 42-43］
Q.495（091-01）
　私が学んだ限りでは、我らが崇敬する預言者ムハン
マドは肉体と精神を以てイスラー［夜の旅］とミラー
ジュ［昇天］を体験されましたが、私の地元では「精神
だけを以てなされた」と説く人がいます。どちらが正
しいでしょうか。

A.495
　正しく、そしてより、正当とされるのは、我らが崇敬
する預言者ムハンマドは肉体と精神を以てイスラーと
ミラージュを体験された、ということである。これこ
そが大半のイスラム教徒が規範としていることであり、
それは以下の根拠による。
１．仮に「精神だけを以てなされた」、すなわち夢を通
じた体験であったならば、それは不思議な事象あるい
は我らが崇敬する御方にとって特別な奇跡とならな
かったに違いない。
２．最も高貴なるコーランの中で、メッカの聖なる礼
拝堂からエルサレムの神殿へと夜の旅に連れて行かれ
たのは“ʿabduhu”（神の僕）、つまり精神と肉体を共に
兼ね備えた我らが崇敬する預言者ムハンマドであった
と明確に述べられている。それは精神的にだけではな
い。なぜなら、肉体と精神を兼ね備えていない限り、あ
る人間を「人間」あるいは「人」、または「アッラーの僕」
と呼ぶことはまだできないからだ。このことは以下の
至高なるアッラーの啓示（「夜の旅」第１節）の内容を
正しく理解した時、一層明らかとなるだろう。
　「最も神聖なるアッラーは、我らの（偉大さの）しる
しをその僕（ムハンマド）に見せるために、夜の間に
彼を連れて聖なる礼拝堂（メッカの神殿）から、我ら
がその周囲を祝福した遠隔の礼拝堂（エルサレムの神
殿）までを旅し給うた。まことに彼（強大で崇高なアッ
ラー）はよく聞き、よく見通し給う御方である」15）。
　この聖なる節において、夜（歴史的なミラージュの
夜）に旅に連れて行かれたのは「神の僕」、つまり我ら
が崇敬する預言者ムハンマドであり、それは単に精神
的あるいは夢を通じ体験したのではない、と説明され
ている。またこの出来事は、メッカからエルサレムの
神殿へ、そしてエルサレムの神殿から第七の天界へ、

11） 「イブラーヒーム（アブラハム）の尊いお客の話、もう汝（マホ
メット）に聞かせてやったかな。（客人たちが）彼の家に入って
来て、『平安あれ』と挨拶したら、彼は『平安あれ。ついぞ見かけ
ぬ方々ですな』と言った、あの時の話」（『コーラン（下）』「吹き散
らす風」第24-25節、p.146）。

12） 「さて、我ら（アッラー）の遣わした者（人間の姿をかりて現れ
て来た三人の天使）がルート（ロト）のところへやって来た時、
彼は大変に心配し、どうしたものかと気を揉んで（ソドムの住
民は男色の風習で有名。男の立派な客人など来れば、ただでは
すまさない）、『今日は大変なことになったぞ』 と言った」

（『コーラン（中）』「フード」第77節、p.20）。「すると彼ら（神のお
使い）が『これ、ルートよ、我らはお前の主（アッラー）から遣わ
されて参ったもの。この者どもには絶対にお前に手出しなどさ
せないから、一家をひきつれ、夜の闇にまぎれて早く立ち去れ。
お前たち一家のものは一人たりとも後をふり返ってはならん
ぞ。ただしお前の妻だけは別じゃ（ロトの妻が神のいましめを
無視し、後をふりむいてソドムの滅びる光景を見たために塩の
柱となってしまった話しは「創世記」第一九章二六節にある）。
彼女は（ソドムの住民たち）と同じ災難に逢うであろうぞ。彼
ら（の滅亡）の予定時は朝になっておる。もうじき朝ではない
か』と言う」（『コーラン（中）』「フード」第81節、p.20）。

13） 「人間を陶工のように粘土で作り、妖霊どもを煙なしの火で作
り給うた」（『コーラン（下）』「お情ぶかい御神」 第14-15節、
p.163）。

14） 「我ら（アッラー）天使たちに向って、「アーダムを跪拝せよ」と
言えば、一同そこに跪いたが、ただイブリース（サタンの名）だ
けは（言うことをきかぬ）。あれはもともと妖霊の一族であった
ので、それで主のお言いつけにも背いたのであった」（『コーラ
ン（中）』「洞窟」第50節、p.118）。

15） 「ああなんと勿体なくも有難いことか、（アッラー）はその僕（マ
ホメット）を連れて夜（空）を逝き、聖なる礼拝堂（メッカの神殿）
から、かの、我ら（アッラー）にあたりを浄められた遠隔の礼拝堂

（エルサレムの神殿）まで旅して、我らの神兆を目のあたり拝ま
せようとし給うた。まことに耳早く、全てを見透し給う御神」

（『コーラン（中）』「夜の旅」第１節、p.93）。
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そして更なる高みへと向かう旅の間中、不思議かつ美
しいアッラーの偉大さのしるしを示されるという、我
らが崇敬する御方にとって大いなる名誉なことであ
る、と説明されている。そして、まさにここであの方
とあの方の信徒に対し五回の礼拝の義務が課され、そ
してイスラムの五行の一つとなったのである。確かに
上述の「夜の旅」第１節の中には「ミラージュ」（預言者
の昇天）についての記述はない。ここで述べられてい
るのは、イスラー（メッカからエルサレムへ向かう預
言者ムハンマドの夜の旅）についてだけである。しか
し、ミラージュについてはコーラン「星」の章第13か
ら18節の中で明らかにされている16）。ここでは、「スィ
ドラ・アルムンタハー」の木［聖木］の傍で（神が創り給
うた元の姿の）ジブリールを目にしたと述べられてい
る。ブハーリーとムスリムの伝承による真正ハディー
スの中で「イスラーとミラージュ」について詳しく記
されている。その中で、使徒ムハンマドは「ブラーク」

（天馬）に乗り、天使ジブリールに導かれイスラーとミ
ラージュを体験されたと述べられている。上記の真正
ハディースから、使徒ムハンマドはイスラーとミラー
ジュを（精神と肉体を以て）起きている時に体験され
たのであり、寝ている時、すなわち精神的または夢を
通じて体験されたのではない、という意味を理解する
ことができる。
３．我々がイスラムの歴史、すなわち我らが崇敬する
預言者ムハンマドの生涯の伝承を調べれば、この問題
に関して少なからず重要な説明を得ることができるだ
ろう。使徒ムハンマドが「イスラーとミラージュ」につ
いてメッカの住人に語った時皆騒然となり、異教徒た
ちはそれを嘘だと思い、その上信仰心の低い幾人かの
イスラム教徒らは、彼らからするとイスラーとミラー
ジュの話は理に合わないとしてそれを信じようとせず、
再び背教者に戻る者もいたとイスラムの歴史は語っ
ている。まさにその時サイディーナ・アブー・バクルが
前に出て、使徒ムハンマドが語ったイスラーとミラー
ジュの話を完全に信じ、そして敬愛される預言者が語
られたその話よりもさらに不思議な出来事について
の話も信じると認めた。この敬虔なアブー・バクルの
信仰心に対し使徒ムハンマドは「アルスィッディーク」 

（まことに正しく、まことに真実を語る者）という称号
をお与えになった。この出来事は使徒ムハンマドが

「イスラーとミラージュ」を肉体と精神を以て体験さ
れたということを示す証の一つとなっている。もし精
神だけ、すなわち夢を通じて体験しただけであったな
らば、異教徒であろうとイスラム教徒であろうと、誰
も大騒ぎすることはなかったに違いない。なぜなら夢
は普通のことであり、全ての人間がそれを経験してい
るからである。実のところ、その時期に残忍なジャー
ヒリーヤの民による迫害と暴力にひどく苦しんでい
た預言者ムハンマドにとって、イスラーとミラージュ
は一つの奇跡（特殊な出来事）であり、比類なき名誉で
あった。その他にも、この出来事はイスラム教徒の信
仰心にとって試練となり、その試練の結果として信仰
心の低い幾人かのイスラム教徒たちは躓き、その話を
信じようとしなかったがゆえに背教者となった。一方、
サイディーナ・アブー・バクルやその他の預言者の教友
たちのように、固い信仰心を持つイスラム教徒たちは
その話をもはや疑うことなく受け入れ、アッラーのご
満足を得ることに成功した。すなわち、現世での成功
と、来世での成功を得たのである。

第92号  ［Qalam 1958.3: 37-39, 43］
Q.496（092-01）
　トゥアン・グル［宗教教師］であり、サラワク州シブ
におけるモスクのイマームとなった人物が、1958年2
月16日にシブのモスクにおいて公衆の前でイスラー
とミラージュの本を朗読した他に、おおよそ次のよ
うに説きました。「イマームが先導する礼拝の場合は
コーラン「開端」の章を読誦する必要はないと述べる

『一問一答』（すなわちバンドンのハサン・ビン・アフマ
ドの著書）の説明を規範としてはならない。その説明
は誤りであり、規範としてはならないのである」（つま
り、イマームが先導する礼拝またはイマームの後ろで
行う礼拝であろうと、「開端」の章を読誦しなければな
らない）。この事柄に関してどの説明がより確実で正
しく、そして規範として実践することが許されるのか、
コーランとハディースを典拠とした正確な証拠をいく
つか挙げてご説明願います。

A.496
　上記の『一問一答』において出された回答の中で、上
述の問題に対して賛成または反対する根拠が多く挙
げられている。あなた自身その提示された根拠を読む
ことができるだろう。もしその根拠がコーランとハ

16） 「そう言えば、もう一度お婆（ガブリエル）を拝したことがあっ
た。（天の）涯なる聖木のところであった。すぐそばには終の住
居の楽園があった。聖木の葉かげがこんもりと覆うところ。（そ
れを眺めるマホメットの目）はじっと吸いつけられたよう、さ
りとて度を過ぎて不躾に眺めはしなかった。あのとき眺めたの
は主のお徴の中でも最高のもの」（『コーラン（下）』「星」第13-18
節、pp.154-155）。
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ディースをもとにした確固たるものであるとあなた
が理解したならば、前述のイマームに対し彼の根拠を
尋ねてみるのがよいだろう。なぜなら、もしその根拠
が単なる見解や考え、あるいは心情に過ぎないならば、
それを規範としてはならないからだ。その理由は、法
学派のイマームたちがいつも語っているように、彼ら
の見解がコーランとハディースに相反している場合、
その見解を捨て、アッラーの啓典とその使徒ムハンマ
ドのスンナを規範とせよ、とイマームたち自身が求め
ているからである。

Q.497（092-02）
　１）現在世界の人々の間では、特にマレー人の間で
は産児制限が強く奨励されているように見えます。そ
の中には、そのための薬を買うために幾らかのお金を
出した者もいます。ゆえに私はここで、産児制限とい
う行為は認められているのか、そしてこの行為はイス
ラムの教えのどの部分に該当するのかをご説明頂くこ
とを願います。
　２）男性の精子と女性の卵子が交わった結果赤ん坊
が誕生することを我々は知っています。よって、我々
が妻と性交する時に女性の子宮の外に射精する、つま
り体外に射精する、すなわち我 （々男）が、精子が出る
のを感じた時に妻の子宮から陰茎を引き抜けば、それ
もまた産児制限の一つの方法となります。この行為は
禁止されていますか。またそれはイスラム法の中のど
の部分に該当しますか。

A.497
　この事柄についてはこのコラムの中で既に詳しく
回答したことがある。その中で、母親にとって産児制
限を行うことは一部の状況下においては義務である
が、一部においては禁止である、と解説した。インザー
ル（女性の子宮外に射精すること）の問題についても
既に詳しく論じた。インザールのように、精子が交わ
らない方法を模索することで避妊し、それに努めるこ
とで産児制限することについても既に説明した。また、
子供を扶養できないと不安に思うがゆえではなく、自
分の身に危険が及ぶがゆえに避妊することもまた義務
である、ということも既に解説した。それゆえ、過去の

『カラム』誌のページをもう一度開いて詳細に見て頂
きたい。神の御心ならば、あなたはこの件に関する回
答を得ることができるだろう。

Q.498（092-03）
　神によって禁止された物を許可したり、神によって
許された物を禁止としたりする権利は人間にあります
か。

A.493
　神によって禁止された物を許可したり、神によって
許された物を禁止としたりする権利は人間にはない。
アッラーだけがそれを決定する権利を有しておられ
るからだ。たとえ我々がその物にふさわしくなく、ま
た（とりわけ食べ物に関して）それを好ましくないと
思ったからといって、我々がそれを許可できるわけで
はない。

Q.499（092-04）
　議会では売春撲滅のために、17歳の少女が50歳以
上の男性と結婚することを禁止するという声明が出さ
れました。この件はイスラムの教えとどのような関連
性がありますか。

A.499
　双方が同意している限り、イスラム教が年齢の違い
を理由に結婚を禁じることは一切ない。先に女性の同
意を求めるべきであり、ゆえに年齢の差を理由に結婚
を禁じることはイスラムの教えに反する。

Q.500（092-05）
　インドネシアで二つの政府、つまり中央政府と反乱
政府が存在する所以は何ですか。

A.500
　あなたと他の方々のために説明すべき新たな事態が
起こったゆえ、この件についてここで少し長めの回答
を述べておく方がいいだろう。実のところインドネシ
アには三つの政府が存在する。それは、①スカルノが
率いる中央政府、②アフマド・フセイン大佐が率いる
反乱政府、③そして忘れてはならないのは、西ジャワ、
スラウェシ、そしてアチェで闘争を続けていたカルト
スウィロヨが率いるインドネシア・イスラム国家政府
である。インドネシア・イスラム国家については、ここ
ではとりあえず脇においておこう。インドネシア・イ
スラム国家は既に10年近く闘争を続けているが、彼ら
のことは本当にわずかしか外の世界に知られていない。
なぜなら、上述の三カ所で激しく闘争が起こり続けて
いるにもかかわらず、彼らの宣伝があまり世に出てい
ないからである。
　反乱政府が発生した理由は、好き勝手に振る舞うス
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カルノの権勢に対する不満からである。本誌の報道で
読者の方々が常々詳細に見てきたように、スカルノに
対するインドネシアの人々の不満は既に長い間生じて
いた。最終的に、モスクワから帰国するや否やスカル
ノは直ちにある「構想」を立て、スカルノが好み、贔屓
している人々から成る国民協議会を設置した。その後、
彼の意向に従う内閣を組織するよう命じた。そして最
終的に、何度か試みに失敗した後、結局彼は自ら内閣
を組織し、ジュアンダを首相に任命した。スカルノに
よって大臣の役職に任命された人々の一部に脅迫され
て就いた人々がいたという事実が広く知られていたた
め、すでにそれを快く思っていなかった信徒たちの間
に不安が生じた。この事態はますます悪化した。
　この間、スカルノの措置は地方の産物を中央で利用
するために集中させるだけであり、地方の状況は無視
されているという認識が諸地域で生じた。すなわち、
多くの産物を生産している地域の人々は自分たちが単
なる道具に過ぎない存在、あるいはジャワの植民地支
配を受ける地域であると認識した。以前ならば彼らの
産物はオランダでの享楽のために送られていたが、独
立後はジャワの指導者の「享楽」のために送られた。こ
うした感情が生じたことで、複数の地域の指導者たち
が行動を起こした。最初に、中部スマトラでアフマド・
フセイン大佐率いるバンテン評議会が設立された。彼
らは初めに、その地域の産物をジャカルタに集中させ
ることを拒否し、それを自分たちの地域にもたらす自
由があると宣言した。数か月後、最終的に彼らは自分
たちの産物によって彼らの地域を良好な状況へと整え
ることに成功した。この措置はパレンバンなどの地域
でも受け入れられ、結果中央の状況はますます困難に
陥っていった。
　しかし地方の指導者たちは多大なる危険を目にして、
もはや感情を抑えることができなくなっていたようで
ある。その危険とは様々な理由でスカルノが断固とし
て政府に共産党員を連れ込んだことであり、それは自
らの名誉を守るために強制されたのだと言われている。
これにより、中部スマトラとスラウェシ地域の人々は
国家と国民の安全を守るため、中央政府に対し最後通
牒を突きつけたのである。スカルノに対し、彼が設置
し、彼自身が指導者として権限を行使するためのパイ
プとなっていた国民協議会を解散するよう求めたの
である。また彼らはスカルノが組閣したジュアンダ内
閣を解散し、モハマド・ハッタとスルタン・ハメンクブ
ウォノが主導する内閣と交代することも要求した（こ

の人たちは国民が信頼を寄せる清廉潔白な人たちで
あったが、スカルノには好かれていなかった）。彼らの
要求が否定され無視されると、最終的にパダンでシャ
フルディン・プラウィラヌガラ（スンダ人）が首相とし
て率いる革命政府が樹立された。スカルノは「頭休め」
から帰るや否や、これに対処するため、彼らの措置を
憲法に基づいていないと言って非難した。しかしスカ
ルノもまた大統領として好き勝手に振る舞う独裁者と
なるという過ちを犯していることを、どうやら彼自身
忘れているようだ。1945年の宣言に基づき闘争を繰り
広げ、国民の状況改善を求める複数の地域に対し爆撃
を行うという措置により、その行動は一層立証される
こととなった。
　スカルノは平和的あるいは妥協的な交渉を模索する
ことはなく、「反乱者」に対し「経済制裁」を行ったう
えに武力的手段を行使したのである。ここで明らかな
ことは、国民、とりわけジャワ以外に住む人々はスカ
ルノが自ら築いた原則に反し実行した措置を目の当た
りにしたが、スカルノは彼らの考えを受け入れようと
しない、あるいは彼らの不満を再検討しようとしない、
ということである。スカルノは民主国家の指導者とし
て動いているのではなく、国家行政の中に共産主義者
を連れ込もうとする彼の意向を阻む人々に対する独裁
者として動いているのである。スマトラで有名なウラ
マーの子供であり、革命政府の防衛大臣となったダフ
ラン・ジャンベック大佐は、彼らが現在行っている闘
争は中央と地方の間の対立ではなく、この対立はアッ
ラーを信仰する人々とアッラーの敵（反神論者）との
間の対立なのだと述べている。それゆえに彼は共産主
義者を重視する措置、すなわち政府の中に共産主義者
を連れ込むことはパンチャシラ［インドネシアの建国
五原則］の「唯一神への信仰」に反すると見なしていた。
　一方、中央では濡れた糸を立てるために［不可能な
ことをしようとするという意味の諺］、スカルノはナ
フダトゥル・ウラマー［1926年に結成されたインドネ
シアのイスラム組織］からキヤイ・ハジ・ムハンマド・イ
リヤスを宗教大臣として起用した。彼は「共産主義者
はイスラム教徒たち自身よりも敬虔に礼拝を行ってい
る」と述べたと言われている。この表明はイスラム教
徒をひどく悲しませた。さらに彼は、「人はアッラーと
その使徒の法に従う義務があり、そして彼らが忠誠を
誓う国家に従う義務がある」と、本来の意味から外れ
た神の節を持ち出したのである。このようにして、自
分の身を守る手段を模索するための、そして自分の地
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位を守るための法的判断上の正義というものが常々
起こるのである。しかし、他のイスラム教徒たちはそ
の不正を理解していた。その不正は、たとえそれを維
持しようとしても、持続することはない。それはいつ
か崩壊する。神に対する不正と不服従を続けることは
できない。そして人間は後に彼らの真の姿を知るだろ
う！願わくはアッラーは権利を守る人々の主張を即
座に、また明確に守り給わんことを。そして信徒らが
彼らの行いによって苦しむことがないよう、願わくは
アッラーは直ちに不正を破壊し給わんことを。

第93号  ［Qalam 1958.4: 24-25, 44］
Q.501（093-01）
　私はアルウスタズ・アブ・バカール・アルアシャーリー
の著書『使徒ムハンマドのイバーダート』を読みまし
た。そこで、礼拝のニーア［意思表明］に関して突然私
の心に疑いの念が生じました。『使徒ムハンマドのイ
バーダート』によれば、タクビーラ・アルイフラーム

［礼拝開始に「アッラーは偉大なり」と唱えること］の
時ニーアを何も唱えないというのです。私が村でルバ
イの人たちに習った限りでは、ニーアを明確に唱えな
ければならず、例えばズフル［正午過ぎ］の礼拝の際は、
至高なるアッラーの御ために義務のズフルの礼拝に
おいて義務である4ラカート［礼拝の動作単位］を行う
というニーアを唱え、アスル［午後］とマグリブ［日没］
の礼拝においても同様にそれを繰り返します。よって、
規定のニーアを満たしていない礼拝は無効だと彼らは
言います。なぜなら、何の礼拝を何ラカート行うかと
いうニーアは唯一タクビーラ・アルイフラームの時に
行うからです。よって、私としては『使徒ムハンマドの
イバーダート』を詳しく読んでどうしたらいいものか
迷っています。なぜならその本の中では、使徒ムハン
マドのスンナ以外のイバーダートはビドアだと述べら
れているからです。よって私はどれを規範としたらい
いのでしょうか。

A.501
　あなたが言わんとしている質問の内容は正確ではな
いと我々は考える。なぜなら、ファディーラ・アルウス
タズ・アブ・バカール・アルアシャーリーの著書『使徒ム
ハンマドのイバーダート』の中では別の解釈が述べら
れているからだ。この本の中ではニーアを行うよう命
じられている。ニーアを行う際はそれを読み上げたり
声に出したりしないと述べているに過ぎない。彼が言
うには、例えば使徒ムハンマドはウドゥー［礼拝のた

めの浄め］をする時、「慈悲あまねく慈愛深きアッラー
の御名において」と唱えて両手を濡らすことから始
め、同時に誠意を込めてニーアを行った。つまり、使徒
ムハンマドはウドゥーの時にニーアを行い、そのニー
アを声に出すことはなかった。使徒ムハンマドは我々
が行っているような、例えばタクビールの前に立ち上
がってキブラ［メッカの方向］に向かい「至高なるアッ
ラーの御ために、私は義務であるズフルの礼拝を4ラ
カート行います」と唱え、その後続けて「アッラーフ・
アクバル［アッラーは偉大なり］」と唱えるといった
ようなことはせず、礼拝のニーアを声に出すことはな
かった。よって、おそらくあなたが言わんとしている
質問は、第二番目、つまりタクビールの前にニーアを
する際それを読み上げる、あるいは声に出して唱える
ことが望ましいのかどうかということだろう。もしあ
なたがこれについて質問しているならば、コーランと
ハディース、そして教友らのイジュマー［合意］を規範
としていたアルサラフ・アルサーリフ［ムハンマドと
教友、その弟子といった初期の三世代のムスリム］の
人々の解釈の限りでは、使徒ムハンマドは立礼の時だ
けに誠意を込めてニーアを行い、我々の大半が行って
いるようにそれを口に出すことはなかった。一方、専
門家の解釈によると、このニーアを口に出して唱える
行いをスンナとする解釈はシャーフィイー学派のウラ
マーからきたのであり、イマーム・シャーフィイー本
人からきたのではない。もしあなたが『使徒ムハンマ
ドのイバーダート』の本の最初に記されたハディース
を注意深く見れば、以下の内容のハディースを見つけ
るに違いない。「私が礼拝するのをあなた方が見たま
まに礼拝しなさい」。我々が従うべきイバーダートは
崇敬するムハンマドの行ったイバーダートのみであり、
この内容はイバーダートの目的にかなっている。もし
我々がイバーダートのなかにキヤース［類推］や意見
を加えたなら、それは他の行為もイバーダートとして
許されることになる。ゆえにその本（『使徒ムハンマド
のイバーダート』）の著者は、使徒ムハンマドが行った
礼拝方法について正確な解釈をしているのである。使
徒ムハンマドが沐浴やウドゥー、そして礼拝の時に
ニーアを声に出して唱えたというコーランとハディー
ス、そして教友らのイジュマーの文言はない。彼はた
だ誠意を込めてニーアを行う、つまり声に出さず、心
の中でニーアを念じたのである。
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Q.502（093-02）
　ヌグリスンビラン州の宗教局局長のハジ・ウスマン・
タアト氏は何を根拠にアルウスタズ・アブ・バカール・
アルアシャーリーの著書『使徒ムハンマドのイバー
ダート』を禁書にすべきだと求めたのでしょうか。

A.502
　あなたのこの質問に対しては、ヌグリスンビラン州
の宗教局局長から回答を得るのが一番いいだろう。な
ぜなら、彼はただアルウスタズ・アブ・バカール・アルア
シャーリーの著書『使徒ムハンマドのイバーダート 』
の教えは真のイスラムの教えに反していると述べてい
るに過ぎないからだ。彼が言わんとしている真のイス
ラムの教えとはどれを指しているのか我々にも分から
ない。その真のイスラムの教えとは、ウラマーの解釈
だけが当てはまるのだろうか。あるいは真のイスラム
の教えは唯一アッラーの啓典とその使徒ムハンマドの
スンナに基づくのだろうか。したがって、この発表に
関しては局長自身に答えてもらうのがいいだろう。

Q.503（093-03）
　もしインドネシアで内乱が起こったら、どういった
結果が生じるでしょうか。

A.503
　現在起きている状況の中で、どうやらスカルノ大統
領はインドネシアのイスラム教徒の団結という目的の
裏に隠された、大いなる目的を実行しているようであ
る。それはイスラム教徒の分裂であり、去る1951年に
アムンタイで行った講演から始まった。彼の目的は他
の地域に対するジャワの植民地化であり、それゆえ現
在中部スマトラの人々を敵に回した内乱が起こってい
るのである。彼は平和的手段を取ろうとせず、国家の
崩壊を目にした自分の民族に対して武力を行使する道
を取ったのである。スカルノは彼らを非難するが、ス
カルノ自身いつも自らが制定した法に背いているこ
とに対し自己批判をしようとしなかった。地域の人々
は、スカルノは父親として「子供たち」をえり好みし、
彼は「子供たち」を世話することを知らないという不
満を持っていた。ゆえに取り残された「子供たち」は自
分が父親から虐待を受けていると感じ、他の「兄弟た
ち」の安全のために抗戦せざるを得ないと感じたので
ある。結果的に本人がいる中央においても、スカルノ
はやがて地方出身者である配下の官僚たちに対しても
猜疑心を感じるようになるだろう。一方、スカルノが
地方の人々を潰すためにジャワ人を動員したため、地

方の人々の中に果てしない恨みが生じ、最終的に敵意
が限りなく続くのだ。インドネシア民族の統一は消滅
する。そして互いに征服し合い、憎み合う気持ちが生
じるのだ。それゆえ、他の地域の人々はスカルノに平
和的な道を模索するよう求め、武力的手段を用いない
よう主張した。なぜなら、例えスカルノが中部スマト
ラの人々を弾圧できたとしても、怨嗟の感情は続くか
らだ。それは単にスカルノに対してだけでなく、直接
ジャワの人々自体にも向けられる。とくに、政府の役
職において全くジャワの人々だけを優先するスカルノ
とその一味によって、ジャワとその地域の間に亀裂の
感情がすでに生じているのだ。

第94号  ［Qalam 1958.5: 9-10, 38-39］
Q.504（094-01）
　新聞報道にあったように、一般庶民のイスラム教徒
が他の地域に行ってシャリファ［ムハンマドの子孫の
女性］と結婚し、再びその地域に戻って来た時、カディ

［イスラム法の裁判官］は彼らの結婚を無効にすると
いう法的判断を下しました。既に同意を得た上に二人
の両親の希望でもあった婚姻が無効となったのです。
この事項は本当のところ法的にどうなるのでしょうか。

A.504
　実のところ、この件に関してはしばらく前に『カラ
ム』の中で正確な根拠をいくつか挙げて既に回答した。
この問題が再び浮上したゆえ、この問題に対して手短
に回答する。もしあなたがより詳しい根拠を知りたい
なら、4年前に出た『カラム』誌の当コラムを探して頂
きたい。要約すると、強制後見人であろうと、後見人は
子供を結婚させる際に子供の許可を得なければならな
い。つまり、子供の許可が最優先であり、もし子供が同
意していない場合、子供が不満を訴えたならば離婚さ
せなければならない。このような事態は使徒ムハンマ
ドの時代にも起こった。したがって、少女あるいは未
亡人には自分の好きな相手と誰とでも結婚する権利が
あることは明らかである。しかし、父と母から祝福を
受けるよう努めることが一番望ましい。なぜなら、普
通父と母は子供たちのためを思い、出自または彼らの
振る舞いや礼儀といった何れの観点からも彼らの将来
の安全が予測できる未来の伴侶を探すのに尽力するか
らだ。後見人は、子供の将来の安全性に関わる理由を
もとに進言することのできる保護者に過ぎない。
　シャリファは非アラブ人と同等ではなく、それが理
由で結婚してはならないかどうかに関してだが、これ
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は階級の存在を示しており、その階級は使徒ムハンマ
ドの時代から教友やタービイーン［教友の弟子］など
の時代に至るまで、イスラム教によって崩されたので
ある。使徒ムハンマドの時代には、クライシュ族が解
放奴隷出身のハブシ族と結婚したことがあった。こ
うした出来事があり、また非アラブ人とアラブ人の間
に優位性はなく、ただタクワー（忠実性）があるだけだ
とするハディースもある。したがって、コーランとハ
ディースを指針とした法に則れば、特にこの件には強
制もなく、婚姻を無効にする根拠は一切無いのである。
これに関するコーランの節やハディースについては既
に本誌に掲載しており、よって我々はこの事項を再度
繰り返す必要はないだろう。

Q.505（094-02）
　私の知人の一人が、離婚せずに10年以上も妻ととも
に暮らしてきましたが、最近になり愚かさと怒りに駆
られて以下のように宣言して妻と離婚しました。「俺
はお前を三回のタラーク［夫が妻に行う離婚宣言］を
以て離婚する」と一度に宣言したのです。その後二人
は共にそれを後悔し、復縁しようとしました。カディ
は、たとえ妻が妊娠していようともその三回によっ
て離婚は成立し、三回を一度に発した場合も成立す
る、という最終的な説明を行いました。そして、カディ
はより詳しく、「チナ・ブタ」の方法以外に二人がより
を戻し、再び共に暮らすことを可能にする方法はない、
という説明を行いました。男性の方は「チナ・ブタの男」
への支払いとして120ドルの出費をしなければなりま
せん。この件の当事者である男性は華語学校の給仕に
過ぎず、月給は65ドルしかありません。よって彼はそ
れ程多額のお金を集める力はなく、それどころかその
収入では通学している幼い５人の子供を抱える生計を
支えるにも充分ではありません。
　貴殿に以下のことをご説明願いたいと思います。
１）一度に宣言した回数によってタラークの回数は決
まりますか。２）このチナ・ブタという方法は実際にイ
スラムにおいて許されることなのでしょうか。３）三
回目のタラークの後にチナ・ブタを通じて自分の妻を
娶った人々は法的にどうなりますか。

A.505
　この問題は新たに議論されている問題ではない。こ
の事柄に関して多くの意見が出された結果、四つのグ
ループが生じた。１）三回のタラークを一度に宣言す
ることは法的に禁止されるビドアであり、イスラム教

における全てのビドアは否定され、違法とされる。彼
らが提示する著作はブハーリーとムスリム、そしてア
フマドが伝承するハディースであり、その中でアーイ
シャは次のように語っている。「我々の行いとは違う
行為を行った者は誰でも否定される」。このハディース
を規範として、彼らはそのタラークは三回でもなけれ
ば一回にもならないと見なしている。つまり、そのタ
ラークは全くの無効であると彼らは見なしているのだ。
２）三回のタラークは、既に交わった妻に対して下され
た場合は単に一回のタラークになるに過ぎないが、ま
だ交わっていない妻に対しての場合のみ、そのタラー
クは確かに三回のタラークとなる。彼らの根拠はアフ
マドが伝承したアブー・アルスフバがイブン・アッバー
スに語った、次のことを示すハディースである。すな
わち、三回のタラークを一度に宣言することは単に一
回のタラークに過ぎないと使徒ムハンマドは判断して
おり、カリフ・アブー・バクルの時代及びウマルの時代
も同様であった。しかし後にウマルは、まだ交わって
いない女性に対しては三回のタラークに当たるという
法的判断を下した。
３）交わっていようがいまいが、夫が妻に三回のタラー
クを一度に宣言することは確かに三回のタラークと
なる。彼らはいくつかのハディースの文言を挙げたが、
その中には信憑性の低い伝承経路が見られる（余白が
足りないため、ここではこれらのハディースは取り上
げない）。
４）上述三つのグループはこの四番目のグループに
よって否定されている。彼らは、それらのグループの
説明は全てそれ程信憑性が高くないため証拠にはな
らないし、特に三回のタラークを一度に宣言すること
は三回の回数に入らないことを示すアッラーの啓示や
真正ハディースに相反すると主張する。彼らはコーラ
ン「牝牛」の章第229節を証拠としている17）。この節は
タラークの方法を説明しており、それは続けて三回ま

17） 「女を離縁（してまた復縁できる）のは二回まで（同じ女に三回
正式の離婚宣言をしたらもはや復縁は許されない）。すなわち

（二回までは）、正当な手続きをふんでまた自分のもとに戻す
か、さもなければねんごろにいたわって自由の身にしてやるこ
とができる。以前に与えた物は、一つだに取り上げたりしては
ならない。尤も両名のものがアッラーの定め給うた掟を守って
行けそうもないと心配する場合には別だが。もしそういう心配
が起って、両人がとうていアッラーの掟を守って行けそうにな
い場合は、女の方で自分の身を贖い取っても（つまり、以前に
男が結婚の贈物として女に与えておいたものを、女の方から男
に返して、その代り自分を完全に自由な身にして貰っても）別
に両人の落度とはならない。これはアッラーの定め給うた掟。
汝らこれを決して踏み越してはならぬぞ。アッラーのこの掟を
踏み越えるような者は、不義なす徒であるぞ」（『コーラン（上）』

「牝牛」第229節、pp.55-56）。
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でで、そこで関係は切れると説明している。つまり、続
けざまに一気に宣言することはないのだ。このグルー
プはさらにいくつかのハディースを挙げている。それ
は、預言者ムハンマドの時代に、使徒ムハンマドはたと
え千回宣言しようと、それは一回のタラークにしかな
らないと判断した。三回のタラークを一度に宣言する
人々に対して使徒ムハンマドは強い怒りを覚えていた。
　要約すると、我々は以下のことが言えるだろう。す
なわち、歴史によれば使徒ムハンマドの時代、カリフ・
アブー・バクルの時代とカリフ・ウマルの二年間の統治
時代には、一度にタラークを三回あるいはそれ以上宣
言しても、それは一回のタラークに過ぎないと見なさ
れていた。しかしその後、その宣言を弄ぶ者が多かっ
たため、サイディーナ・ウマルはそれを三回のタラー
クになるという判断を下したのだ。
　そこで一つの疑問が生じる。使徒ムハンマドの時代
に起こり、次いでカリフ・アブー・バクルとそれに続く
人々によって受け継がれた法を、状況の変化を理由に
変えても許されるのだろうか？　サイディーナ・ウマ
ルは後になってタラークを三回宣言するとそれは三
回のタラークに数えられると判断を変えたが、それは
人々がタラークを弄ばないように、そして他の人々に
対する警告として示すためだった。これは彼のイジュ
ティハードである。しかし理解している人々はサイ
ディーナ・ウマルのイジュティハードに追従せず、彼
らは預言者ムハンマドのファトワを実践したのである。
よってサイディーナ・アリー・イブン・アビー・ターリブ、
イブン・マスード、そしてイブン・アッバースは預言者
ムハンマドが出したファトワ通りのファトワを出した
のである。さらに数人の教友たち、そして多くのター
ビイーンとタービアルタービイーン［タービイーンの
弟子］のウラマーらがこのファトワに従った。
　この件に関する我々の見解では、我々が調査し指針
とした文言から、タラークは一度に三回あるいはそれ
以上宣言しても、法的には一回のタラークに過ぎない。
なぜなら、そのタラークの方法は次のようにアッラー
によって示されているからだ。「離婚は二度まで。そ
の後は丁重な方法で復縁するか、あるいは良き方法で

（三回のタラークを以て）離縁せよ」。これはコーラン
「牝牛」の章第229節の中に記されている。
　チナ・ブタに関してだが、我々が以前述べたように、
チナ・ブタと結婚する（後に三回のタラークを以て離婚
することを意図して女性と結婚する）ことはアッラー
とアッラーの使徒ムハンマドに呪われる。それはアフ

マドとナサーイの伝承による真正ハディースの中で次
のように述べられている。「『借りた山羊について教え
てほしいか』［と神の御使いが聞くと］教友たちは『教
えてほしいです、神の御使いよ』と答えた。神の御使い
は『それはムハリル（チナ・ブタ─編集部註）である。
アッラーはムハリルおよびムハリルを許したものを呪
われる』」。サイディーナ・ウマルは次のように述べて
いる。「もし私の前にムハリルを連れて来たなら、その
ムハリルを許さない。アブドゥッラー・イブン・ウマル
も同じ考えであり、必ずや私はムハリルが姦通を行っ
ていると判断する（見なす）だろう」。
　預言者ムハンマドの他の教友らもムハリルとの結婚
を法的に違反であると見なしており、ムハリルとその
夫婦は呪いを受けるのだ。

Q.506（094-03）
　私は関節が弱る病気を患っております。私は断食
月の初めに断食を試みましたが、それを行う力がなく、
医師は私がもし断食を続けたら健康を害する恐れがあ
り、さらに私の病気が重くなると言って、私が断食を
行うことを禁じました。ゆえに私は村のルバイに尋ね
たところ、彼らは断食をする義務はないがフィドヤを
払わねばならないと言いました。私はどのような方法
でフィドヤを払うべきでしょうか。

A.506
　無論あなたも誰が断食を免除されるかに関する法を
ご存知だろう。それは妊婦、授乳中の女性、非常に年老
いた者、病人などである。これらの人々には断食が課
されてはいないが、彼らは貧者たちに食べ物を施すこ
とでフィドヤを払う必要がある。このことはイブン・
アッバースが伝えるハディースの中で、やり残した一
日一日の断食は貧者に食べ物を施すことで償わなけれ
ばならない、と述べられている。施す食べ物が調理済
みあるいは調理前のものであるべきかについての宗教
上の定めはないが、それが一日の食事に足る分である
ことがさらに望ましいとされている。（家を持たない
貧者には）調理済みのものを施すことができるし、あ
るいは（家がある貧者には）調理前のものを施すこと
ができる。また日ごとに施すか、あるいは数人の貧者
に数日分の食料をまとめて施してもよい。

第95号  ［Qalam 1958.6: 6-7］
Q.507（095-01）
　人は常々ダルル・イスラム［インドネシアにおける
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イスラム国家樹立を目指した運動］を悪人であり、よ
く混乱を引き起こし、様々な宗教の信者がいるインド
ネシアの全域でイスラム国家の樹立をしようとしてい
ると言います。人に我々の宗教を信仰するよう強制す
ることは許されますか。私が最後にこの質問をしたの
は、ダルル・イスラム軍は宗教を信仰する人々を捕らえ、
イスラム教を信仰するよう強制していると言って騒い
でいる人がいるからです。

A.507
　ダルル・イスラム軍を悪人と言う人々は彼らの敵で
ある。一方その人たちの見解による善人とは、ダルル・
イスラムの中で闘っている信徒だろうが単にイスラム
の政治理念を持つ信徒だろうが、多くのムスリムを銃
撃するインドネシア軍のことである。アッラーのおこ
とお言葉を守るために戦うイスラム軍兵士は悪人なの
だろうか。インドネシアでは大半の人々がイスラム教
徒であるが、それを考えるとインドネシアのイスラム
教徒にとってアッラーの法を以て裁定を下すことは義
務である。なぜなら、もし彼らがアッラーの法を以て
裁きを下さなければ、彼らは不義で邪悪で不信の徒に
なるからである。それゆえに彼らはアッラーのカリマ
を守り、イスラム国家を樹立することが義務付けられ
ているのである。イスラム国家を樹立することによっ
てのみアッラーの法を実施することができるからだ。
質問が多過ぎると我々は答えるのに難儀するゆえ、そ
うならないようにして頂きたい。社会の中でいつも生
じる宗教上の質問は他よりも優先される。よってそれ
は質問して頂きたい！！
　人々にイスラム教を信仰するよう強制することにつ
いて、それと戦闘の性質を同一化してはならない。強
制は存在しないと我々は確信している。これは単にプ
ロパガンダに過ぎない。すなわち、スカルノが率いる
共産主義者たちによるイスラム教徒を侮辱するための
プロパガンダなのである。しかし、とりわけ現在行わ
れている戦闘において逆さに足を吊るされたり、様々
な拷問によって苦しめられたりした人がいるなど、イ
スラム教徒に対する虐待を自分で耳にするだろうか。
非イスラム教徒に対してイスラム教を信仰するよう強
制したという中傷は、とりわけインドネシアにおいて
イスラム教徒の敵がイスラム教徒に向けて放映した古
い「映画」に出てくるものである。インドネシアで出さ
れたプロパガンダは、単に一方の側からのものだけだ
からだ。これこそが我々が知るべき情報なのである。

Q.508（095-02）
　もしイマームが礼拝の先導役になった時に礼拝を止
めた場合、マクムム［集団礼拝でイマームに続いて礼
拝を行う人］はどのようにイマームの地位を交替、つ
まり次のイマームを務めればよいでしょうか。イマー
ムの不在ゆえにマクムムはその中止に従うべきでしょ
うか、あるいはそうではないのでしょうか。

A.508
　この問題に関しては、より詳細な議論が得られるよ
う、イマーム、マクムム、マスブ［集団礼拝の始まりに
遅れ、初めのラカートを行っていない人］に関する礼
拝の指南書を読むことを我々はお勧めする。その本は
アルウスタズ・アフマド・ソンハジの著作で、カラムか
ら出版されている。価格は1ドル20セントで、表紙が
赤と青色をしている。その中でこの事項に関するイ
マーム・アルシャーフィイーの解釈を得ることができ
るだろう。

Q.509（095-03）
　“Aku” ［僕、俺］という言葉は粗野な言い方であるの
に、なぜニカー［婚姻契約］を声に出して唱える際にこ
の言葉が使われるのでしょうか。またもしニカーを唱
える時にそれを“saya”［私］という言葉に置き換えたら、
そのニカーは有効ですか、あるいは違いますか。

A.509
　“Aku”と“saya”は名前の代名詞として同義であり、
よってどちらを使っても有効である。粗野か礼儀正し
いかということは、ニカーが有効かどうかには関係が
ない。

Q.510（095-04）
　数日前にアフマド・フサイン大佐、ダーラン・ジャム
ビック、ブルハヌディン・ハラハップ、ムハンマド・ナ
シルなどといった人々から成る革命政府の閣僚らがス
ラウェシに行くためにシンガポールに滞在していると
いうニュースが報道されました。彼らは本当にシンガ
ポールに滞在しているのでしょうか。もしそれが事実
でないなら、そのようなニュースが報じられた目的は
何でしょうか。

A.510
　彼らのシンガポール到着のニュースは動揺を引き起
こし、結果いくつかの疑問が生じた。結局警察は、彼ら
がシンガポールに滞在しているとは承知していないと
強く表明した。シンガポールを経由してスラウェシに
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行こうとしていると非難されている彼らは現在も引き
続きインドネシア国民、とりわけイスラム教徒を指導
しているということがわかれば、最終的にこの報道が
単なる虚偽であることが判明するだろう。アフマド・
フサイン大佐はクリンチ、ブルハヌディン・ハラハッ
プはバトゥ・サンカルで、ダーラン・ジャムビックとサ
ファルディンはラリン・グヌン・ブラピ地域で、そして
ムハンマド・ナシルはマニンジャウにおいてである。
　我々の見解では、このニュースが広められたのには

（中央にいる）彼らの敵グループの特定の狙いがある
と考える。つまり、インドネシア共和国革命政府の追
従者たちに対しシンガポール政府が厳しい対応を取る
よう中央政府が強く要求するためである。こうしたあ
る一派を侮辱するニュースを作り上げるという手法は、
敵を改心させるための共産主義者の手法である。すな
わち騒動を引き起こし、その騒動の中で将来的に得ら
れる利益を模索するのだ。騒動を引き起こすため、彼
らは現在こうした「政治ゲーム」をマレー半島に持ち
込んだのである。そしてこの騒動の中で彼らは敵が拠
点を築くことを阻止するために、政府に対し評議会で
質疑が行われるよう一部の利用できる人々を利用した
のである。そして彼らに利用された人々の大半は、お
そらく彼らと共通理解を持つ人々か、あるいは彼ら自
身の「友人たち」だろう。
　「なぜ汝らはアッラーの道のため（アッラーの御た
め）に、そして力の弱い男や女や子供たちを解放する
ために戦おうとしないのか。みなが祈り叫んでいるで
はないか。『おお、我が神よ！この不義の徒ばかりの
町から私たちを連れ出し給え』」（コーラン「女」の章第
75節）18）。

第96号  ［Qalam 1958.7: 14-16］
Q.511（096-01）
　イスラムにおける民主主義についてご説明頂きたい
と思います。私がこれについて質問するのは、二つの
異なる見解を見つけたからです。イスマイル・ムハン
マド氏の著書『政治解説（Suluh Politik）』という本の
中では、「イスラム政府は民主主義に基づくものでは
ない。なぜなら、民主主義は法体系のようなもので、そ

の行政権は国民が握っているからだ」と述べられてい
ます。もう一つの見解ですが、私は最近それを『イス
ラムの声（Suara Islam）』第５号に掲載された、「イス
ラムと政治」と題するジョハリ・アフマド氏の記事の
中で読みました。その中で、イスラム、政治、民主主義
の三者は互いに繫がっており、分けることはできない、
と明言されていました。よって我々はこの二つの立場
どちらを指針とすべきでしょうか。

A.511
　我々はあなたのおっしゃる二つの記事をまだ読んで
いないので、ここではイスラムにおいて採用とされる
方法は何かについてしか解説できない。イスラムの原
則は民主主義ではなく、また独裁制でもない。イスラ
ムではアッラーの次のような啓示を指針として、合議
に基づき行政を行う。「諸事にわたり、彼らと合議（話
し合い）なさい。そしてあなた方が（合議の上での決定
を）一旦決意したならば、あなた方はアッラーを信頼
しなさい」。
　イスラムにおける合議は、民主主義のように50％よ
り１票多く投票された際の多数派の意見が採用される
といった、多数決に左右されるわけではない。合議と
いうイスラムの原則はより重要な利益のためである。
イスラムにおける候補者は自ら立候補することは許さ
れず、民衆から指名されなければならない。一方、民主
主義においては自らの意思で立候補することができる。
　あなたがこの事柄に関する研究について、より明確
に理解できるよう、我々はアブドゥル・カハル・ムザッ
カール教授の講演を詳しく見るよう勧める。それは

『イスラムの同胞関係』と題してカラムより出版され
ており、一冊60セン、またムスリム同胞団員には20セ
ンで販売されている。そこでこの件についてより明確
な説明を得ることができるだろう。

Q.512（096-02）
　イスラム教徒を自認しているのに、信仰告白を唱え
ることを知らず、また全てのイスラムの五行を理解せ
ず、アッラーの命令も行わない人がいます。その人は
異教徒なのでしょうか、イスラム教徒なのでしょうか。
また彼らは法的にどうなるでしょうか。

A.512
　二つの信仰告白の言葉を唱えた者は、法的にイスラ
ム教徒となる。その者がイスラム教徒になったならば、
おのずとその者は入信したことになり、イスラムの規
律に従わなければならない。イスラム教では信者の

18） 「これ、汝ら、何ゆえアッラーの御為めに、またあの力弱い男や
女や子供たちのために戦おうとしないのか。みんなああして訴
えておるではないか、『神様、どうぞ私どもをこの市から連れ
出し給え。ここの住民は不義なす徒ばかりでございます。どう
ぞ貴方様の側から私どもに誰か保護者をお立て下さい。どうぞ
貴方様の側から私どもに誰か助け手をお立てください』と」 

（『コーラン（上）』「女」第75節、pp.122-123）。
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イスラム性を検証する必要はなく、もしその者がアッ
ラーの命令を行わなければ、無論罪を負うことになる。
もしその人物が新たにイスラム教に入信し、イスラム
化されたばかりなのであれば、その者がイスラム教徒
になった後は良きイスラム教徒になるよう教えるこ
とがイスラム教徒の責任となる。その者はイスラム教
徒としての義務を教えられるべきであり、タウヒード

［神の唯一性］の知識、礼拝、断食、ザカートと巡礼の法
を教授されるべきである。もしその者が放置された場
合、その者が罪を負う以外に、その者を取り巻く社会
もまたその行為に対し責任を負うことになる。しかし、
もしその者が既に指導を受け、その指導に反した場合、
その罪は本人に降りかかる。

Q.513（096-03）
　私は1958年の4月と5月発刊のカラムに掲載された
キヤイ・ムハンマド・ハスビ・アッシディキの講演録を
読みました。その中で、礼拝で平伏礼をする時、いかな
る望みを神に祈願しても許されると述べられていま
した。よって私は以下のことを質問したいと思います。
我々は平伏礼の時に、「我が神よ、全ての災いを除けた
まえ」などといった言葉をマレー語で祈願することは
許されますか。その祈願は義務の礼拝の時に許される
のでしょうか。あるいはスンナの礼拝の時だけですか、
またはハジャットの礼拝［願いが神に許され、祝福さ
れることを祈る礼拝］の時だけですか。

A.513
　キヤイ・ムハンマド・ハスビの講演では、平伏礼の時
の祈願に関して明確な説明がされており、平伏礼の時
こそ神に祈願する最も良き場であるとしている。礼拝
では使徒ムハンマドによって示されたアラビア語以外
を使用してはならないため、そしてそれはイバーダー
トの一つであり、全てのイバーダートは唯一使徒ムハ
ンマドが行った通りに行わねばならないため、我々は
使徒ムハンマドによって教えられたいかなることにも
従わなければならないのである。我々が間違っていな
ければ、使徒ムハンマドは平伏礼の際に12種類もの祈
りを唱えた。その言葉に関しては『使徒のイバーダー
ト 』という著作の中で研究することができるだろう。
そこでは使徒ムハンマドが唱えたいくつかの祈りが記
されており、その一つはあなたが言及した通りである。
　祈りが神に認められるよう、それをアラビア語で唱
え、その意味を誠実に心に留めなさい。あなたが一層
慎んで礼拝を行えるよう、その意味を理解しながら

コーラン「開端」の章を読誦するように祈りなさい。こ
の事柄は義務の礼拝の時に行ってもよく、さらにはス
ンナの礼拝の時でもよい。これは使徒ムハンマドが
行ったことである。

Q.514（096-04）
　女性たちの一部には、彼女たちにとって苦痛となっ
ている離婚の多くは、イスラム法が女性の権利を厳格
に守っていないことが原因であると見なす者がいます。
これは正しいでしょうか。

A.514
　それは正しくない！ イスラム教は結婚において女
性に大きな権利を与えている。その権利が行使されな
い理由は、女性たち自身がその権利を知らず、両親も
またその権利を守らないからである。結婚とは一つの
契約であり、その中で条件が付されなければ、夫だけ
に一定の権利がある。しかし、もし両親と女性が婚姻
の際に条件を付したならば、双方が同意した場合、タ
ラークの権利は夫自身が握ることができる。他にも多
くの権利がある。この問題に関しては既に本誌の中で
多く書かれている。もしあなたがカラム誌の第3号か
ら8号までの、ウンム・ムフシンによる「女性の権利と
自由」に関する記事を読めば、女性の権利に関する明
確な説明を得ることができるだろう。もし我々を取り
巻く現状がそうでないとしたら、宗教を責めるのでは
なく、それを実行しない者を責めるべきである。その
権利を守り、また学校で真のイスラム教育が行われる
ように！

第97号  ［Qalam 1958.8: 37-40］
Q.515（097-01）
　私はニサーブ［ザカートが課される最低余剰財産］相
当の商業税あるいは物品税を毎年政府に支払う義務を
負っています。よってこれを私の商売品に課された義
務のザカートの支払いにするつもりでいますが、これ
はイスラム法的に合法でしょうか、あるいは違いますか。

A.515
　政府の税とザカートとでは状況が異なる。ザカート
は神によってその支払い方法あるいは徴収方法が定め
られている。その分配方法も同様である。一方、政府
の税は人間が作ったもので、その支払いあるいは徴収
方法は異なる。その分配方法も同様である。それゆえ、
政府に対する税の支払いはザカートの支払いとして考
えることはできない。あなたは政府の税以外にザカー
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トの支払いもしなければならないのだ。

Q.516（097-02）
　ジャワ島の二大都市で共産主義者が市長に任命され
たというのは本当ですか。また、ジャワ島の民衆は共
産主義者たちに対してどのような見た方をしているの
でしょうか。

A.516
　本当である！ その内の一つはスラバヤで、もう一つ
はスマランである。ジャワにおける共産主義の興隆が
拡大したのは、インドネシアと中国及びモスクワの共
産主義者との間に外交関係が築かれた時であった。こ
れを行った強力な支持者はナフダトゥル・ウラマーで
あり、マシュミ党はこれを拒んだ。こうした関係構築
の結果、ジャカルタで二つの大使館が開設された。そ
れは中国とロシアの大使館である。この大使館の存
在により、インドネシア共産党は屋台骨を得ることに
なった。つまり、彼らが行動するための費用を大使館
から得ることができたのである。これにより彼らは活
動が容易になった。宗教をあまり理解していない愚か
な一般の人々や、さらにはお金のために、以前は宗教
を理解していた人々までもが巻き込まれていった。
　確かにジャワでの暮らしは困窮しており、それゆえ
共産主義者の力がますます強くなっていった。スカル
ノが共産主義者の支持を必要としていたために、この
事態はますます進行した。最終的に彼らは、自分たち
が望んだあらゆることを一層自由に行えるようになっ
たのである。これこそがジャワにおいて多くの人々が
共産主義支持者となった原因である。生活に苦しむ
人々は非常に簡単に影響を受けた。イスラム教徒たち
が彼らと対峙することは難しかった。なぜなら、イス
ラム教徒自身は活動するための資金力を持っていな
かったからである。一方この間、彼らの多くは、指導者
すらも自分たちの地位を求め、自身の利益のために励
んでいるのである。

Q.517（097-03）
　我々はイスラム教が慈悲深いことを知っていますが、
なぜイスラムでは奴隷を容認しているのでしょうか。

A.517
　もしあなたがイスラム到来以前とイスラム到来以後
の歴史を読んだならば、イスラム到来以前の社会状況
下では、買い取られた奴隷たちに対し激しい暴行が加
えられていたことが分かるだろう。彼らは奴隷たちを

価値のない動物として見なし、それを行っていたので
ある。イスラム到来後、イスラムは次のことを実施し
た。すなわち、全ての奴隷（買い取られた奴隷）に対し
て己を守るのと同じように彼らを守り、そして彼らを
愛し慈しみ、我々が着ているような服を与え、己の友
人や家族を守るように彼らを守ったのである。
　社会の奴隷制が消滅するよう、イスラム教は全ての
イスラム教徒に対し奴隷となった人々を解放するよう
奨励している。預言者ムハンマドの時代及び教友らの
時代のイスラム教徒たちは、多神教徒たちから奴隷を
買い取り、それと同時に彼らを解放したのである。そ
の時存在した奴隷制は昔（使徒ムハンマドの時代と教
友らの時代）の戦争の際に起こった。一方、既に数千年
も後の我々の時代にはもはやそうした事態はない。
　ここは、どのように預言者ムハンマドの教友らが奴
隷自身の権利を尊重していたかについての伝承を書く
場ではない。サイディーナ・ウマルは奴隷と順番で乗
り物に乗り、結果あの方が目的地に到着した時たまた
まカリフであるウマルが歩く順番に当たり、奴隷が乗
り物の上に乗っていた。結果それを見た人々が驚いた
という事があった。この僅かな説明を以て、イスラム
が慈悲深い教えかどうか、そしてイスラムが奴隷と主
人、あるいは既に解放された元奴隷とその主人との間
に亀裂が生じるよう努め、奨励するといったようなこ
とをしないかどうかは明らかだろう。
　アルイマーム・ガザーリーは『アルイフヤー』の中で
次のように述べている。「奴隷を所有することに関し
てだが、奴隷は日々の付き合い（muʿāsharah）において
守られるべきいくつかの権利を有することが望まし
い。使徒ムハンマドは遺言の最後に次のように記して
いる。「アッラーに忠誠を尽くすつもりで、あなたの奴
隷に対しなさい。彼らに自分が食べている食事を与え
なさい。そして彼らに自分が着ている服を与えなさい。
その奴隷のことをまだ好いているなら、その者を世話
しなさい。そしてもしその者を嫌っているなら、他の
者に売りなさい。アッラーの僕を虐待してはならぬ！
アッラーはあなたが奴隷を所有することをお許しに
なったが、もし神が御望みならば、他人の所有にさせ
ることだってできるのだ」。
　これにより明らかなことは、神は奴隷の存在をお許
しになったが、それは奴隷（人の所有下に置かれてい
る人）を虐待してもいいという意味ではなく、彼らに
自分と同じ暮らしをさせなければならない、というこ
とである。そして人にとって莫大な報酬となるのは、
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奴隷たちを解放し独立させることである。

Q.518（097-04）
　ある人物が妻に対して、「俺はお前と三回のタラー
クを以て離婚する」、あるいは“Anti talāqun thulātha”
という言い方でタラークを宣言しました。そのタラー
クは法的にどうなりますか。これは一回に数えられま
すか。あるいは三回ですか。

A.518
　使徒ムハンマドは次のようにおっしゃった。「イブ
ン・アッバースは伝えている。ある集会でルカーナは
妻に三回のタラークを通告したことがあったが、後に
彼はひどく悲しんだ。そこで神の御使いは彼に『そな
たは彼女にどのようにタラークを申し渡したのだ？』
とお尋ねになった。彼は『三回のタラークを申し渡し
ました』と答えた。そこで神の御使いは『一つの集会に
おいてか？』とお尋ねになると、彼は『はい！』と答え
た。すると神の御使いは『それならば、それは一回（と
なる）に過ぎない。よってもしそなたが望むなら、そな
たの妻を再び娶りなさい』とおっしゃった。ルカーナ
は『では私は妻と復縁します』と言った」（アフマドと
アブー・ユラーの伝承による真正ハディース）。
　もう一つ挙げる。「マムード・イブン・ラビードは伝
えている。ある人が神の御使いに、妻に三回のタラー
クを一度に宣言した者について報告した。すると神の
御使いは怒って立ち上がり、『私がまだそなたたちと
ともに生きているにもかかわらず、その者はアッラー
の啓典を弄ぶつもりなのか』とおっしゃった。そこで
一人が立ち上がり、『神の御使いよ、その者を殺しても
いいでしょうか』と尋ねた」（アルナサーイーの伝承に
よる真正ハディース）。
　イクリマは伝えている。「あなたは三回のタラーク
を一度に宣言したならば、それは一回となる（に過ぎ
ない）」（アブー・ダウードの伝承による真正ハディース）。
　以上三つのハディースから明らかなことは、三回の
タラークを一度に宣言することは法的に一回のタラー
クに過ぎず、夫は妻と復縁することが許されるという
ことである。この法は使徒ムハンマドの時代に実施さ
れ、カリフ・アブー・バクルの時代にも実施され、また
その後カリフ・イブン・アルハッターブの時代、彼の統
治下の二年間に及び実施された。カリフ・ウマルはそ
の後三回のタラークを一度に宣言することは三回の
タラークに当たると判断した。どのようにしてサイ
ディーナ・ウマルがイジュティハードとしてこの法を

変えたのかは不明である。また、婚姻契約金に関する
法的判断を下した際にある女性に非難された結果、彼
が公衆の前で言及した時のように、彼の措置を批判す
る教友らがいたとする文言もない。
　しかし、その法を定める権利があるのはアッラーと
その使徒ムハンマドであるゆえ、アッラーの使徒ムハ
ンマドが下し、カリフ・アブー・バクルと、同様にカリ
フ・ウマルの統治下の二年間に及び実施された法的判
断を規範とする方がより重要である。なぜなら、もし
一つ一つの法の原則を状況の変化に伴い後に変えるこ
とができるならば、当然定められた全ての法が状況の
変化によって変わってしまうからだ。それゆえに、使
徒ムハンマドの法的判断、すなわち三回のタラークを
一度に宣言しても法的には一回のタラークに過ぎず、
復縁することが許されるという判断を規範とすること
がより重要である。

Q.519（097-05）
　使徒ムハンマドにハラルとされたダッブ（オオトカ
ゲ）は、現在我々のここマラヤに生息するダッブと同
じですか。

A.519
　『ハヤート・アルハヤワーン・アルクブラー』の本の中
に、そのオオトカゲの性質、好物、生態について詳細に
述べられている。その好み、好物や事柄は我々のこの
地に生息しているオオトカゲと違いはない。あなたは

『ハヤート・アルハヤワーン・アルクブラー』の本の中で
その事柄を調べることができるだろう。そこで明確に
述べられている性質は、我々の見解ではこの地に生息
するものと少しも変わりはない。もしあなたがそれを
食べるのが好きならば、その法的なイジュマーによれ
ばハラルであり、もしあなたがそれを食べたくなけれ
ば、それを食べるよう強いる者はいない。なぜなら、問
題となるのは法的判断であり、食すことではないから
だ。これは各々の食欲次第である。

Q.520（097-06）
　もし国が連邦 Federation政府になったならば、ブミ
プトラ［「土地の子」、土着民］国民の生活発展の状態は
どうなりますか。彼らの生活状態は植民地koloniの立
場にある国の生活より良くなりますか、あるいは違い
ますか。

A.520
　Federationとは連邦国家を意味し、そこでは公に関
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する事柄の行政が統一され、その税収は状況に応じて
それぞれの国に分配される。一方koloni、すなわち植
民地は植民地支配者の手に行政権が握られている。植
民地だろうが連邦政府だろうか全くの独立国家だろう
が、国民の繁栄はその政府の良い行政から利益を得る
ための国民自身の真剣さにかかっている。もしその行
政が素晴らしく、良い体制が整っているならば国民は
繁栄するが、もしその行政が良くなければ、たとえ独
立した自らの国家であっても国民は苦しむことになる
だろう。それゆえに、行政における専門家がまだいな
い国にとっては、まずはその専門家となるように人々
を訓練する必要がある。なぜなら、もし業務が専門家
によって行われなければ国家の破壊を見ることにな
るからだ。独立した国家を見るといい。専門家でない
人々によって行政が行われれば国民は苦しみ、「指導
者」のみが豊かな生活を送ることになる。その結果、最
終的に国民は独立後よりも植民地支配下にあった時の
方がより楽だったと感じるのである。なぜなら独立を
享受しているのは一握りの人間だけであり、一方で一
般国民は苦しんでいるからだ。
　したがって、あなたに対する回答は以下の通りであ
る。国民の生活の繁栄は行政上の地位にあるのでは
なく、行政能力にある。その技能に熟達していれば、国
民の生活は快適になることを意味する。もし国の行政
を専門家でない者が行えば、国民は苦しむことになる
のだ。

第98号  ［Qalam 1958.9: 38-41］
Q.521（098-01）
　近頃ペナン島のマドラサ［イスラム教神学校］・アル
＝マシュフール・アル＝イスラミッヤーは、学生たち
の寄宿舎を建設するため、社会くじの収益金を要請し
ました。つまり、そのくじの収益金は宗教の発展のた
めに使われたことになります。この件に関して貴殿の
ご意見はいかがでしょうか。

A.521
　その宝くじは法的に禁止である。宝くじを販売する
のも、宝くじを買うのも両方とも禁止である。この件
に関しては既に本誌のこのコラムの中で詳細に記述し
た。この宝くじに関しハラルと判断するウラマーは誰
一人としていないだろう。しかし、政府が提案する宝
くじから得た収益金に関しては、多くのウラマーがそ
れを受け取るべきだとしている。それは政府から得た
収益金（政府支援）と同じであり、その中には禁止とさ

れる物から徴収した税金が含まれる。この他にも彼ら
は次のように考えている。もしイスラム教徒たちがこ
の収益金を拒否すれば、それを他の宗教あるいは他の
集団が手に入れることになり、彼らの立場を強化にす
ることを意味する。他の集団にその資金が渡るくらい
ならば、社会の運営と発展のために我々がそれを手に
入れることが第一である。
　これは一般的な事柄であり、食したならば血肉とな
る食料品などといった特別な事項ではない。それを他
の集団に奪われないように、それを獲得する機会を得
るべきだと我々は考える。

Q.522（098-02）
　イスラムの幕開けの歴史を読むと、イスラムの教え
を受け入れた若者たちが尋常でない激しい拷問をたと
え受けたとしても、彼らの心が折れることはありませ
んでした。同様に、アビー・ワッカースが行った中国や、
またここマラヤといったイスラム教の全世界への拡大
の歴史見ると、その拡大が実に早く進展していったこ
とが分かります。しかし、現在イスラム教徒は多いの
に、なぜイスラムの拡大は昔の人々が成したように急
速ではなく、またイスラム教徒は昔の教友らの時代の
ような信仰心を持ち合わせていないのでしょうか。

A.522
　イスラムの布教、あるいはイスラムの教えが、それ
を受容した人間の精神に強く植え付けられていない
主な理由の一つとして、それを授ける、また受容する
精神の誠実性と清浄性に左右されることが挙げられる。
授ける人間と受け入れる人間の精神に関係があること
は確かだろう。もし清らかな精神があれば、無論全て
の事柄を誠実に実行するだろう。血の状態が清浄でな
い人々、すなわち他人の権利を浸食し、出処が不浄な
食べ物を食す人々は、この清らかな精神を身につける
ことができない。
　預言者ムハンマドの教友らはこうした事項を遵守し
た。ある日、カリフのアブー・バクルの召使いが一包み
の食べ物を持ち帰った。いつもであればアブー・バク
ルは先にその食べ物について召使いに尋ねるのであっ
たが、非常に空腹であったためにあの方は尋ねること
なく、すぐにそれを食した。しかし召使いはなぜ先に
その食べ物について尋ねないのかと注意を促した。そ
の食べ物を食す権利が自分にはないことを知ると、ア
ブー・バクルは急いで喉を突つき、食べた物を吐き出
そうとした。しかし、その努力の甲斐もむなしく、そ
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れを吐き出すことができなかった。最終的にあの方は
大量の水を飲むよう人から助言を受けた。そしてこの
助言が実行行に移されると、あの方は吐くことができ、
初めてあの方の心は落ち着いたのである。血の清浄性
を守る教友らの伝承は数多くある。なぜなら、その人
物に許されていない食べ物を食せば、それは血肉とな
り、そうなればどこに精神の清らかさが存在するとい
うのか。
　現在の我々の状態を注視すれば、なぜある人物の布
教あるいは教えが聴衆に強い影響を及ぼすことがない
のか、またイスラムの殉教者たちが築き上げた精神を
100％はおろか10％さえ心に宿すことが難しくなって
いるのか、ということを考えることができる。

Q.523（098-03）
　近頃、マラヤ連邦の警察帽に印やシンボルとして
アッラーと預言者ムハンマドの御言葉が使用されてい
ることに関するウラマーらの見解について新聞で騒が
れています。彼らの一部はそれを良しとし、一部はそ
の見解に異議を唱え、アッラーと使徒ムハンマドの文
言を使用しないよう求めています。これについて貴殿
のご意見はいかがでしょうか。

A.523
　この一つの事項の中には二つの対が存在する。一つ
は敬うため、一つは軽蔑するため、つまり高めるため
と低めるためである。もしアッラーと使徒ムハンマド
の言葉を敬うために作られたならば、その敬うという
目的を禁じる権利は我々にはない。例えば、アッラー
や使徒ムハンマドと記されたお守りを身につけている
何人かの異教徒たち、あるいは尊敬の念をもってどこ
かの良き場所に参拝した何人かの異教徒たちに対して、
我々は何もしてはならない。しかし、もし彼らの行為
が侮蔑することを目的としていた場合、その侮蔑がイ
スラム政府の存在しない場所で起こったなら我々イス
ラム教徒は何もできないが、もしそれがここマラヤの
ような国で起こったならば、我々はその侮辱を阻止す
る努力をすべきである。この説明により、一つの事態
を引き起こし得る二つのあり方があることが今明らか
となっただろう。
　では、着用されている警察のバッジに注目してみよ
う。それは高貴なる箇所、すなわち頭に使われている。
これは素晴らしいことだが、非イスラム教徒たち、あ
るいはそれを敬うことを知らないイスラム教徒たちに
よってトイレに持ち込まれるといったような侮辱行為

からそれを守ることを保証するには我々はどうしたら
いいだろうか。イスラム法では、利益を得ることより
不利益を避けることの方が優先されるべきだと定め
られている。それゆえ、アッラーの文言への嘲笑にな
り得ると概ね見なすことができる災いとは何なのかを、
我々はまず先に見るべきである。彼らはイスラム教徒
たちが容認できない行動を取っていると見なすこと
ができるだろうか。例えばある外来民族の警察官が上
述のバッジを伴ってそのままトイレに入り、その行動
を不快に感じるイスラム教徒たちによって止められた
という事態が起こったとする。当然この事態は望まし
くない。したがって、これを提案する人々はもう一度
その善し悪しを考えることが望ましい。いずれにせよ

（アッラーと預言者ムハンマドのお言葉をトイレに）
持ち込むという禁止事項に留意する必要があるからだ。
　アーナス・ビン・マーリクの伝える預言者ムハンマ
ドのハディースの中で次のように記されている。「神
の御使いは洗面所（トイレ）に入る時、指から指輪を
はずされた」（アブー・ダウード、アル＝ナサーイー、ア
ル＝ティルミディ、そしてアブー・マージャの伝承に
よるハディース）。歴史では、使徒ムハンマドの指輪に

「アッラーの使徒ムハンマド」と刻まれていたことが
明示されている。
　もし外に置き忘れ失くしてしまうことを恐れるなら
ば、そういった物をトイレに持ち込むことは法的にマ
クルーフ［禁止ではないが自粛すべき行為］に過ぎな
いという見解を持つウラマーが何人かいるとはいえ、
それを着けている人がその高貴さを認識していないと
したら、そうした行為はまったく好ましくないことは
明らかである。イスラム法に則れば、その良さに目を
向けるより先に、まずは抵触しない、あるいは悪事を
引き起こすことを避ける必要がある。このような全て
の行為が、後にアッラーの御言葉を弄ぶという違法行
為に含まれることがないよう願う。

Q.524（098-04）
　一部の地域で金曜礼拝に参列しない者は全員、法的
に罰金が課されるということが新聞でいつも報じられ
ています。しかし、「宗教（イスラム教）には強制があっ
てはならぬ」と記された一節があります。上述のよう
に強制することは法的にどうなるのでしょうか。

A.524
　宗教に強制がないというのは、人にイスラム教への
入信を強制してはならないことを我々に示す一節であ
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る。なぜなら、イスラム教の信仰は自ら進んで行うべ
きことだからだ。この節は非イスラム教徒に示された
ものであるが、イスラム教徒、あるいはイスラム教を
既に信仰している者は自ずとイスラムの規律上に置か
れる。彼らには礼拝の義務、金曜礼拝の義務が課され
ている。そして王（統治者）は、金曜礼拝を怠る者、そ
してイスラム教がその信者に対し求める定めに違反す
る者に対して要求する権利を持っている。各州が施行
する法は「えこひいき」されているだけである。すなわ
ち庶民にだけ法が実施され、一方王族あるいは地位の
高い人々に対しては施行されていないようなのだ。こ
れこそが、以前この法の制定が人々の反対にあった所
以である。

Q.525（098-05）
　どこの銀行だろうと、そこに預金したお金は、金貨、
銀貨、あるいは銅貨ではないという理由からザカート
の支払いが求められないとは本当ですか。

A.525
　昔、紙幣は存在しなかった。貨幣は唯一、金、銀、そ
して銅に基づき本来価値を備えていた。しかし現在
では人々が面倒を嫌い、後から紙幣を作ったのである。
一方、製造された各々の紙幣は金と銀で保証されてい
る。紙幣を発行する各政府系銀行はそれを金で保証
している。よって紙幣は金あるいは銀の代用品であり、
その保証された紙幣が現在我々の間で流通しているこ
とは明らかである。以上のことから、紙幣の性質が率
に応じて金あるいは銀と同じであることは明らかで
ある。したがって、紙幣であるがゆえにザカートを支
払う必要がないと、ザカートを帳消しにするための言
い逃れや複雑化を試みるべきではない。ニサーブを満
たした場合はそれを支払う義務があり、疑いの余地な
くザカートは課される。そしてそれを完遂しない者は
罪を負う。そしてもしイスラム政府が存在するならば、
それを支払おうとしない地域が存在した場合、そこと
戦うべきである。

Q.526（098-06）
　時刻が同じということで、大太鼓（グンダン・ラヤ）
が鳴るより先に礼拝を行った場合、その礼拝（時刻）は
有効ですか。

A.526
　礼拝は、行うべき時間内に行った場合にのみ有効で
ある。もしあなたが礼拝の時刻に入ったと確信したな

らば、礼拝を行えばよい。一方、大太鼓あるいはグン
ダン・ラヤは指針にはならない。なぜなら、我々は太鼓
が鳴っているのが聞こえず、既にその時刻に入ってし
まっていることが往々にしてあるからだ。こうした事
態は常々起こっており、特にスブー［夜明けの礼拝］の
時間帯に起こる。それゆえ、礼拝は太鼓に合わせるの
ではなく、時刻に合わせて行わねばならない。

Q.527（098-07）
　我々はどのようにして現世と来世で幸せになれる
人々を見分ける、あるいは識別することができるので
しょうか。それは多くの学問あるいは知識、または財
産があるという理由からでしょうか。

A.527
　現世と来世で幸せになれる人物を見分ける方法の一
つは、その人物が全ての努力、行い、そして勤めにおい
て十分に誠実であるかどうかを見ることである。その
人物が為す全ての行いは、単に誠実さだけを以て為す
のでは不十分であり、まずは知識を以て為さなければ
ならない。なぜなら、知識を伴わない行いは当然無駄
になるからだ。もし知識がなかったとしたら、その人
物は礼拝を誠実に行うことができるだろうか。その答
えは勿論否である。なぜなら、礼拝が習得した知識を
以てはじめてなされるように、為される全ての行いは
知識を伴わなければ完璧にならないからだ。そしてそ
の知識は、誠実に行うという方法だけでは成果をもた
らさず、敬虔な行いが必要である。敬虔な行いをし、そ
してアッラーの御ために自らの宗教に対し誠意を尽
くす者はコーラン「光り」の章第55節の中に記されて
いるアッラーの啓示の通り、幸福を手にする。それは
以下の通りである。「そしてアッラーは汝らの内、信じ
て敬虔な行いをする者に次のように約束し給うた。彼
らの先代の人々を地上の後継者とし給うたように、彼

（アッラー）は彼らを地上の後継者とし給うことを」19）。
　コーラン「女」の章第146節は次の通りである。「改
悛し、自らを改め、アッラーにすがり、そしてアッラー
の御ために自らの宗教に対し誠意を尽くす者は別で、

19） 「アッラーが約束して下さったぞ、お前たちのうち、信仰に入っ
て義しい行いにはげむ者は、必ず地上の継承者（前代の権力を
継承して世の主人となる者）としてやろうぞ、継承者を立てて
来た例にならって、と。そしてまた、そういう者どものために、
特にその嘉み給うた彼らの宗教をゆるぎない基礎の上に据
え、今まで散々怖い目に遇ってきたかわり、こんどこそ安心を
授けてやろうぞ、と。『あの者どもはわしを崇めておる。わしの
ほかに何ものをも拝んではおらぬ。』それでもなお信仰に背く
ような者があれば、それこそ、まことに罪深い人々」（『コーラ
ン（中）』「光り」第55節、p.199）。
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彼らはいつも信者と共にある。やがてアッラーは信者
に大きな報酬を与え給うであろう」20）。
　アッラーの使徒ムハンマドは次のようにおっしゃっ
た。「アッラーに対し（御ために）khalis（誠実）を尽く
す行い、またアッラーのご希望を追求する行いの他は、
アッラーはそれを受け入れ給わない」。
　誠実さは勤めの柱である。さらにそれは土台であり
魂である。その誠実さの中には勤めの目的が内包さ
れている。その中の知識は条件であり幹である。一方、
行いはその実りであり、枝である。誠実さが伴わない
全ての行いは、無論何も利するところがない。
　人の行いが誠実か否か、あなた自身見て取れるだろ
う。全ての行いと勤めを、知識を持って行い、ひたすら
誠実に実践するならば、それこそが現世と来世で幸せ
になれる人である。

第99号  ［Qalam 1958.10: 30-32］
Q.528（099-01）
　純粋なイスラム教の観点から、宝くじは法的にど
うなりますか。いつも宝くじの券を購入している人
が行っているのは、善行でしょうか、あるいは悪事で
しょうか。

A.528
　この宝くじに関する法的判断については既にこの
コラムの中で詳しく回答し、宝くじを販売し、またそ
れを購入することは禁じられていると明確に解説した。
神の禁じた行いの全ては極めて邪悪であり、問うまで
もない。この件に関して過去の我々の回答を詳しく見
て頂きたい。現在行われているように、社会くじの賞
金の一部を得ることに関しては、我々が既に論じたよ
うに、我々の立場を強化するために宝くじの収益金の
一部を受け取ることは許される。

Q.529（099-02）
　私はどれが正しく、どれが誤りなのかを出来る限り
深く知りたいと心から思っています。現在、一つ一つ
のイスラム教の問題に関してウラマーらの間に様々
な対立が生じている様子を、私は常々見たり聞いたり
しています。その理由は、この問題に関して両者の間
に見解の相違があり、それぞれが見解を出しているか

らです。一つのグループは、ずっと昔のウラマーとマ
ズハブ［法学派］、とりわけシャーフィイー学派の考え
に基づいており、ほんの僅かしかハディースとコーラ
ンに基づいていません。しかしもう一つのグループは、
ハディースとコーラン以外に、ほんの僅かでも他のも
のに基づくことはありません。
　そこで上記の説明から、これが法的にどうなるのか
ご説明願います。１）彼らは同じようにハディースと
コーランの内容と意図を理解しているのに、なぜ両者
の間にそうした対立が生じるのでしょうか。２）ある
ウラマーがイスラムの宗教上の事柄に関して、唯一ハ
ディースとコーランに基づいたものではない、すなわ
ちハディースとコーランに反する箇所があるファトワ
を出した場合、そのウラマーの権利は法的にどうなり
ますか。

A.529
　この質問に答えるにあたり、マズハブのイマームた
ちがいつも注意を促していることをここで述べておく
必要があるだろう。それは、彼らは一人の人間の性質
として誤ることもあるかもしれないとして、もし彼ら
の見解がアッラーの聖典と使徒ムハンマドのスンナに
反しているならば、彼らの見解を捨て、アッラーの聖
典と使徒ムハンマドのスンナを拠り所とせよ、と述べ
ているということだ。
　対立（見解の相違）が生じる理由の大半は、ハディー
スまたはコーランの不明瞭な部分の意味を解釈する
際に起きている。彼らは、あることについて説明が不
明瞭なコーランまたはハディースにもとづいてそれぞ
れの見解を出している。通常、もしコーランの中に明
確でない部分があった場合、ハディースの中に説明が
あるのだが、もしハディースの中にも説明がなければ、
教友らのイジュマーからそれを得ることができる。そ
してイバーダートの事項においてはキヤースが存在し
ない。キヤースが唯一許されるのは預言者ムハンマド
の時代に生じたことがない事象に対してである。よっ
てそれに対し法的判断を下す際は、昔の預言者ムハン
マドの時代状況に鑑みて、その状況にキヤースを加え
なければならないのだ。各々の法的判断はコーランと
ハディースにもとづかなければならず、もしコーラン
とハディースに反する法的判断を下したならば、それ
は罪である。従うべきはコーランとハディースにもと
づいた法的判断である。なぜなら、その中にこそ確然
たる法的判断が記されているからだ。

20） 「だがそれでも、改悛して、罪ほろぼしをし、アッラーにしっか
りとおすがり申し、ただアッラーのみを純一に信仰するよう
になれば、そういう者は信徒の真の仲間。必ずアッラーは信者
には大きな御褒美を下さろう」（『コーラン（上）』「女」第146節、
p.136）。
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Q.530（099-03）
　アブー・アル＝モフタールに質問を送りたい場合、
どこの住所に送ればいいですか。紛失したムスリム同
胞団のバッジの代わりを頼むことはできますか。カラ
ム誌に私たちの写真を掲載してもらうには、どんな条
件がありますか。

A.530
　１）以下の宛先に送って頂きたい。シンガポール、
ゲイラン・ロード358、カラム、アブー・モフタール宛。 
２）可能である。その条件は、30センを支払い、10セ
ンの切手を同封することである。友人と一緒の写真を
カラム誌に送ってほしい。神の御心のままに、有益だ
と判断されれば掲載されるだろう。

Q.531（099-04）
　イスラムにおける隣人の権利とは何でしょうか。私
がこれについて質問する理由は、パタニ、とりわけ私
の村のイスラム社会が極めて嘆かわしい状況にあると
考えるからです。イスラム法の観点からその法につい
てご説明願います。

A.531
　コーラン「女」の章第36節には以下のように記され
ている。「アッラーを崇めよ。他の何ものをもアッラー
と共に崇めてはならない。両親と縁者に優しくあれ。
そして孤児と貧者に、重要な隣人に、遠い隣人に、妻に、
旅人に、そして汝が所有する奴隷に対しても。まこと
にアッラーが傲慢不遜な者を愛し給うことはない」21）。
　 預言者ムハンマドは次のようにおっしゃった。

「アッラーと審判の日を信じると告白した者は誰でも、
隣人を傷つけてはならない。そしてアッラーと審判
の日を信じると告白した者は誰でも、常に良き言葉の
みを語るか、さもなければ沈黙を守りなさい」（ブハー
リーの伝承によるハディース）。
　「アッラーと審判の日を信じると告白した者は誰で
も、常に良き言葉のみを語るか、さもなければ沈黙を
守りなさい。アッラーと審判の日を信じると告白した
者は誰でも、常に隣人を敬いなさい。そしてアッラー
と審判の日を信じると告白した者は誰でも、変わらず
ḍayfnya（客人）を敬いなさい」（ブハーリーとムスリム

の伝承によるハディース）。
　「信者たちとは人々に信頼される人々である。ムス
リムとは、その舌から手に至るまで平和な人々である。
ムハージル［預言者ムハンマドと共にメディナに移住
した人々］とは悪事から立ち去った人々である。我が
身を委ねし神に誓って、邪悪から隣人たちを守ろう
としない僕は楽園に入ることができない」（アブー・ヤ
ラーの伝承）。
　（まだ他にも節があるが）上記に挙げたコーランの
一節と、三つのハディースは、いかに我々が隣人に対
し良き行いをするよう命じられているかを示している。
彼らを妨害することは明らかに禁じられている。
　隣人に含まれる人々とは、我々の近所に住む人々で
ある。隣人の中には、我々イスラム教徒、または異教徒、
あるいは奴隷、もしくはファシク［イスラム法が禁じ
た罪を犯した者］、友人、敵、あるいは国民、外国人、縁
者である者とそうでない者、家が近い者とそうでない
者がいる。隣人にもレベルがある。一つの権利（隣人
としての権利のみ）を有しているのは多神教徒の隣人
である。一方、二つの権利、すなわち隣人としての権利
及びイスラム教徒としての権利を有している者がいる。
また三つの権利、すなわち隣人、イスラム教徒、そし
て縁者としての権利を有している者もいる。彼らには
優しくしてあげなければならない。つまり、例えば贈
り物をする、挨拶をする、会った時に相手の表情を明
るくさせる、彼らの状況を調べる（研究する）、彼らが
必要としているならばどこででも精神的・物質的援助
をする、彼らを邪魔したり傷つけたりしない、などと
いったように、できる限りの善行という形でそれを表
すのである。イスラムは隣人の権利を非常に重視して
おり、イスラム教では隣人を裏切ることは大罪の一つ
と見なされる。我々は彼らに対し善行を施し、幸せを
届けなければならない。彼らに良き忠告と教えを授け、
心、舌、そして手足を以て、一生懸命彼らのために祈る
のである。もし彼らが亡くなれば支えることが我々の
義務であり、同様に困っている時には彼らの背負って
いる困難の軽減のために尽力する義務が我々にはある。
　ある人物の、隣人に対する義務に関する問いに対し、
使徒ムハンマドは次のようにお答えになった。「もし
その者（あなたの隣人）があなたに助けを求めたなら
ば、その者を助けなさい。もしその者が病気、または貧
困に陥っていたならば、その者を助けなさい。もしそ
の者に何かいい事があった時は祝いの言葉を述べ（祝
福し）なさい。もしその者が災難に遭った時は慰めて

21） 「アッラーに仕えまつれ。他の何者をもともに崇めてはならぬ
ぞ。両親にはやさしくしてやれよ。それから近い親戚や孤児や
貧民にも、また縁つづきのものや血縁の遠い被保護者、（僅かな
期間でも）一緒に暮した友、道の子（旅人）、自分の右手の所有
にかかるもの（奴隷たち）にも。威張りかえった高慢な人はアッ
ラーは好み給わぬぞ」（『コーラン（上）』「女」第36節、p.116）。
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やりなさい。その者が死亡した（亡くなった）時は葬儀
に参列しなさい。そして同意を得ないまま、その者の
家よりも高い家を建て、風を遮る壁を作ってはならな
い。そしてその者に少し分けてやらない限り、鍋の香
りでその者を傷つけてはならない。もし（果物を家に）
買って帰ったなら、人目につかないように隠し、あな
たの隣人の子供を怒らせようと、あなたの子供たちが
その果物を持ち出すようなことがあってはならない」

（タバリーの伝承によるハディース）。
　アブドゥッラー・ビン・アムルが使徒ムハンマドの
ために羊を一匹屠殺した時、あの御方はユダヤ教徒の
隣人にその肉を少し与えるよう御命じになった。そし
て預言者ムハンマドは次のようにおっしゃった。「隣
人に羊の足を与えることを蔑んではならない」（ブハー
リーの伝承によるハディース）。
　隣人の権利がどれ程大きいかは、以下の預言者ム
ハンマドの言葉で総括できるだろう。「ジブリールが
常々私に隣人の権利について忠告するので、実のとこ
ろジブリールは隣人に対しても相続権を与える義務を
定めるつもりなのかと私は考えた程であった」。
　我々と隣人同士で互いに良い事をしなさい。そして
我々や我々の子供による過失が生じた場合は、進んで
互いに許し合いなさい。

第100号  ［Qalam 1958.11: 10-12］
Q.532（100-01）
　少し前に、蛇を食べるのは禁止であると述べられた
本、『使徒ムハンマドのイバーダート』を人々が批判し
て大騒ぎになっていました。また、間違えでなければ、
蛇の屠殺方法を質問した人がいました。もしそれがハ
ラルと言われているならば、その蛇の屠殺方法を指し
示すウラマーもいるはずです。この件に関してご説明
願います。

A.532
　アル＝イマーム・アル＝アッラーマー・シハーブ・アル
＝ディーン・アブー・アル＝アッバース・アフマド・ビン・
イドリース・ビン・アブド・アル＝ラーマン・アル＝サン
ハージーの著作『アル＝フルーク』の第三部98ページ
の中で、要約すると以下のように述べられている。
　蛇を食すことを好む人は誰でもそれを食べること
が許される。但し、毒がある蛇の肉を食べてしまうこ
とを防ぐため、その屠殺方法を知っておく必要がある。
この方法については『アル＝ムダッワーナー』の中に
マーリクによる説明がある。『アル＝ジャワーヒル』の

著者によると、蛇の屠殺は狩りの獲物を屠殺するのと
同じようにすべきだという。彼が明言したところによ
れば、蛇は傷つけられると弱るため、食べたければ身
体のどの部分も食べることができる。そしてこれこそ
が、それを食べた者が死亡する原因となっている（つ
まり、その傷ついた蛇は食べることができるが、切断
してはいないためまだ毒を持っており、食べた者に死
をもたらす可能性がある─編集部註）。イマーム・
マーリクは、その『アル＝ジャワーヒル』の著者が述べ
たような絶対的な言い方はしていない。イマーム・マー
リクはただ「その蛇のある部分を屠殺する時」と述べ
ているに過ぎない。蛇を、ただ狩りの獲物のように屠
殺するようにとは述べていない。このように言われる
理由は、蛇の屠殺を完璧に行うことは不可能で、熟練
の医師しかそれができないからである。後世の人々が
行っている蛇の屠殺の特徴は、治療で使われたり、ハ
ンセン病の治療薬として使われたりしているという
ことである。その方法を要約すると以下の通りである。
すなわち、蛇を怒らせない程度にゆっくりと掴む。も
し蛇が怒ると全身に毒を持つことになる。杭を一本大
きな板の上に立て、蛇の中央部をその杭に据える。次
に頭としっぽを掴み、その大きな板の上に水平に置く。
頭としっぽが平らになったら、蛇の頭部と胴体の間の
太い部分、そしてしっぽから胴体の太い部分を叩き切
る。叩き切る道具は、剃刀のように鋭利な鉈、あるい
は斧といった鋭く重い物でなければならない。叩き切
る時は一気に全てを切り落とさなければならない。叩
き切る場合、首側としっぽ側の境界ぎりぎりを切らな
ければならない。またほんの少しでも切り残しがない
ように、一度の切断で完全に切り落とす必要があると
いうことを知っておくべきである。ほんの僅かでも皮
がくっ付いたままになっていると、そこから毒が切断
した蛇の体内に入り込んでしまうからだ。切断の痛み
で蛇が怒ることで、ほんの僅かなつながりであっても、
その部分を通じて毒が回っていくからだ。切断する時
は頭としっぽを同時に切らなければならない。先に
やったり後回しにしたりしてはいけないのだ。
　以上が『アル＝フルーク』の本の説明の要約である。
コブラなどといった毒を持つ蛇は、怒ると全身に毒が
まわることが一般的であり、ゆえに蛇が噛み付こうと
する場合、非常に獰猛に身体を立てて初めて噛み付く
のである。
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Q.533（100-02）
　今日の我が国にいるマレー人と外来民族の水準を
比べると、いくつかの分野において劣っているのはマ
レー人であるということが分かります。我々はこの事
を運命に任せるべきでしょうか。ご説明頂ければと思
います。

A.533
　コーラン「雷鳴」の章第11節には次のように記され
ている。「まことにアッラーは、いかなる民の（運命も）、
彼らが自ら運命を変えようとしない限り、変え給うこ
とはない」22）。努力や尽力をせずに運命に任せれば、そ
の者に不運が襲うだろう。預言者ムハンマドは我々に
そのように教えてはいない。全ての者は一生懸命努力
し、一方彼らがそこから得るものに関しては神に委ね
るよう命じられている。イスラム教徒にとって努力を
諦めることは許されず、同時に神が我々の努力を叶え
給うことを神に祈るのである。もし、外来者の産業は
進んでいて裕福で、一方我々地元民はそうでないとし
たら、それは運命のせいではなく、我々の努力する真
剣さが足りないからだ。外来者は精力的に努めている。
昼も夜も努力しているのだ。しかし、往々にして我々
地元民は少し手に入れれば満足してしまい、今あるも
のを使い果たすまで働こうとしない。それゆえ、外来
者と競争、あるいは対抗するには、我々は努力を重ね
ていかねばならない。我々は運命に任せてはならない
のである！こうした事を任せることは不適切である。

Q.534（100-03）
　ドラはアミナと結婚し、後に離婚して、ドラとアミ
ナはそれぞれ他の人と結婚しました。その後また離婚、
つまりドラはその新しい妻と離婚し、アミナもまたそ
の新しい夫と離婚しました。両人は再婚、つまりドラ
はアミナと二度目の結婚をしました。その後また離婚
し、結婚、離婚、そしてまた結婚しました。したがって、
ドラはアミナと四回結婚し、三度（三回）の離婚をし
たことになります。最初の離婚の後はそれぞれ他の人
と結婚しました。よって、両人が他の人と結婚した後、
ドラとアミナは連続して三回結婚し、二回離婚したこ

とになります。では、このドラとアミナの四回目の結
婚は禁止でしょうか。またイスラム法によると、彼ら
の離婚回数、つまり最初の離婚はどう数えたらいいで
しょうか。後の連続した二回の離婚の一部に含まれる
と見なされますか。

A.534
　この離婚において、一回目の後に復縁することは差
し支えない。しかし、二回目の結婚の後に三回離婚し
た場合、その女性が他の人と結婚しない限り彼らは再
婚することができない。離婚を連続して三回行わない
ことが求められている。もし彼らが結婚して、後に二
回離婚し、次にその女性が他の人を夫とし、その後最
初の夫と再婚した場合、これは差し支えがなく、以下
同様である。しかし既に三回の離婚をした後に再婚す
る場合、その女性がその新しい夫と結婚し、また離婚
しない限り、これは許されない。

Q.535（100-04）
　息子と娘が両親の隣で寝ることが許されるのは何歳
まででしょうか。同様に未婚のきょうだい（男きょう
だいと女のきょうだい）の場合はどうでしょうか。

A.535
　一緒に寝ても良いとされる子供の年齢は７歳から９
歳である。９歳以降は彼らが同じ場所で寝ることはあ
まり望ましくない。ましてや彼らが既に成人している
場合尚更である。一番良いのは、一緒に寝る事に彼ら
を慣れさせないことである。なぜなら、そのように一
緒に寝ることはあまりよろしくないからだ。

Q.536（100-05）
　『神への跪拝』という小冊子の中で次のように述べ
られていました。「偉大な教友、アブー・ダール・アル
＝ギッファーリーは礼拝での跪拝の際、一人一人の名
前を挙げて彼の教友70人の赦しを神に請うた」。私の
知識のために、ここで以下のことをご説明頂けること
を願います。あの方（アル＝ギッファーリー）は各々
の跪拝時に赦しを願ったのでしょうか、あるいはその
うちの一回の跪拝時にでしょうか。跪拝時のズィク
ル［アッラーの御名の念唱］の読誦の後に願ったので
しょうか、あるいはその前でしょうか。マレー語で赦
しを請うことは許されますか。礼拝において読むよう
命じられている言葉以外を述べた人が行った礼拝は有
効ですか。私を指導している先生によれば、礼拝にお
いて（命じられた読誦以外に）一文字でも述べたら、そ

22） 「前にも後ろにも見張りの天使がついていて、アッラーの命を
かしこみ一々監視している。アッラーは、人間の方で自分の状
態を変えないかぎり、決してある民族の有様を変えたりなさ
らない。だが一旦アッラーがある民族を痛めつけようという
気におなりなされたが最後、もう何者の力をもってしても抑
えることなできはせぬ。（アッラー）御自身のほかに、その人た
ちを守ってくれる者もない」（『コーラン（中）』「雷鳴」第11節、
p.49）。
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の礼拝は無効になるとのことです。

A.536
　１）各々の跪拝の時、あるいは最後の跪拝の時に行
うことが許される。２）最善なのは跪拝時のズィクル
の後である。そして、３）礼拝はアラビア語で行わなけ
ればならず、またそれはイバーダートであるため、ア
ラビア語を使わなければならない。『使徒ムハンマド
のイバーダート』という本もしくは大きなイスラム法
学書では、使徒ムハンマドが行った跪拝時の読誦ある
いは祈祷の手本をいくつか得ることができるだろう。

第101号  ［Qalam 1958.12: 22-23］
Q.537（101-01）
　マラヤ国民が勉学を続けるためにインドネシア行き
のパスポートを取得するのが非常に難しいのはなぜで
しょうか。それは英国政府を通じて取得するしか方法
はないのでしょうか。

A.537
　マラヤ国民になった人がパスポートを取得する、あ
るいは作ることは難しいことではない。各人がマラヤ
国民としての条件を完全に満たした場合、パスポート
を取得するのは大変ではない。しかしインドネシアへ
の渡航の場合、その国に入国し、その上特定の学校で
知識を学び追求しようとする者は、そのための申請を
英国政府にではなくマラヤにあるインドネシア政府の
大使または代表に提出する。インドネシア政府は、渡
航を希望する人々あるいは学生の状況を事前に調査
する必要があるため、申請が下りづらいのである。後
に彼らがそこに滞在する際に、彼らの滞在費を負担し、
彼らの安全を保証する人々がいるかどうかを調査する
のである。一方、現在インドネシアに大使館を持つマ
ラヤ政府もまた、後に彼らがその地で放置されないよ
うに、すなわち彼らが将来直面するかもしれない困難
に苦しむことがないように彼らの状況を知る義務があ
る。なぜなら彼らに困難が生じた場合、マラヤ大使館
には彼らを送還する責任があるからだ。我々が知る限
り、マラヤ大使が存在するゆえ、もはや英国政府がそ
れを管理することはない。

Q.538（101-02）
　１）貯蓄銀行に預金すること、２）生命保険に加入す
ることは、法的にはどうなりますか。３）またもしこの
両方の場所に預金することがイスラム教で認められて
いないとしたら、どのように預金するのが一番いいで

しょうか。

A.538
　貯蓄銀行への預金及び生命保険への加入については、
既にこのコラムの中で詳しく回答した。貯蓄銀行に関
しては、安全のためにそこに預金することは差し支え
ない。その利子については、それをあなたが受け取っ
た後に慈善団体に寄付すればよい。なぜなら、もしそ
の利子を受け取らなかったら、その利益は再び我々を
弾圧し得る他の宗教団体に渡ってしまうからだ。
　2）の生命保険に関しても、宗教上それは許されてい
ない、とすでに回答した。三番目の事柄に関してだが、
どうやらあなた自身が1）の質問に対し、それは一般的
に禁止であると法的判断を下しているようである。実
際のところ、利子を得ない限り、そこに預金すること
は許される。より安全に預金するなら、当然銀行の方
が良い。当座預金口座を使うか、貸金庫、すなわち銀行
で貸し出している物を保管するための箱の中に預け
ておく方法である。これは、大都市にしかみられない。
家の金も宝石類も、そこに預けておく方が自宅で保管
しておくより安全だろう。

Q.539（101-03）
　宝くじに当選したばかりの人に物を売ることは許さ
れますか。またそれは法的にどうなりますか（なぜな
ら、我々に支払われたお金は宝くじの賞金の可能性が
あるからです）。またそのお金は我々にとっても禁止
でしょうか。

A.539
　宝くじに関する法は、それに当選した者に適応され
る。もしあなたが人に物を売って、その人とあなたの
間で合意が成立し、そして支払いがされたならば、そ
れを受け取るべきであり、あなたにそのお金の出所を
調べる義務はない。

Q.540（101-04）
　なぜ我々のマラヤ連邦において、政界にいるマレー
人たちはUMNO［統一マレー人国民組織］、PAS［汎
マラヤ（のちマレーシア）・イスラム党］、人民党、国
家党などといった様々な団体（党）を組織するので
しょうか。これらの党は皆独立を望んでいますが、現
在UMNOが既に独立を達成したのではないのですか。
なぜこれらの異なる党は合併して一つの党になろう
としないのでしょうか。もし一つにまとまったならば、
我々はどんなに強くなれることでしょう。
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A.540
　「頭には同じ毛が生えているが、意見は相異なる」と
我らの老人たちは言う。確かに独立はしたが、独立の
意義と内容に関してそれぞれの党が異なった理解をし
ているからだ。それゆえ、それぞれの党が独立の意義
を完全なものとする上で、彼らの理解や考えに従った、
それぞれの目標と意図を持っている。自由が与えられ
たのだから、理解の自由も与えられたのである。独裁
国家だけが人間の独立性を抑圧するのだ。

第102号  ［Qalam 1959.1: 46］
Q.541（102-01）
　我々マレー人が定めた血縁関係の呼び名は何でしょ
うか。上から下、また下から上への順序をご説明願い
ます。噂によると、それぞれ七つの順序があるといい
ます。しかし残念なことに、私は十分に尋ね回りまし
たが、それを整理し、一つ一つの名称をいえる人はい
ないようです。

A.541
　この質問は確かに難しくはあるが、興味深い。なぜ
難しいかというと、我々が知る限りマレー語には血縁
関係の順序の呼び名が、上から下はさておき、下から
上に関しては確かに七つもないからだ。これに関して
は完全に整った（bi al-tamām wa al-kamāl）七つの順序
があるというのはまさにその通りで、それは次の通り
である。１）Bapa（emak）［父（母）］、 ２）Anak［子供］、 
３）Cucu ［孫］、４）Cicit ［ひ孫］、５）Oneng-oneng［玄
孫］、 ６）Piut-piut［来孫］、 ７）Antah-antah［昆孫］で
ある。
　下から上に関してだが、周知の通り四つしかない

（『カラム』の読者の中に七番目まで知っている人がい
ることを願う）。例えば、子供から曾祖父母までは次
の通りである。anak［子供］、 bapa（emak）［父（母）］、 
datuk（nenek）［祖父（祖母）］、そしてmoyang［曾祖父母］
である。神が最もよく知り給う。

第103号  ［Qalam 1959.2: 9-10］
Q.542（103-01）
　シャリーア裁判所がシンガポールに開設されて以来、
これまで家庭の秘密となっていた多くの事柄が新聞報
道によって大衆に暴露されるようになりました。家庭
の秘密を新聞で広く大々的に暴露し、人の不名誉を物
語る行為はイスラム法に反する行為ではありませんか。
こうした事をそのまま放っておくべきなのでしょうか。

A.542
　フシン氏によって幻滅させられたこの事態は、多少
なりとも同情心や思いやりを持った多くの人々の心に
間違いなく残っただろう。シンガポールにシャリーア
裁判所が設立され、二ヶ月前から実働を開始してこの
方、これまで隠されていた多くの家庭や家族の秘密が
暴露され、衆目に曝すために新聞で広く大々的に報じ
られたことは否定できない。新聞報道を通じて夫とそ
の家族、または妻とその家族の面子を潰し、名誉を傷
つける多くの事柄が、あたかも友を悲しませ、敵を喜
ばせる不幸な物語のように公衆に広められた。しかし
実際のところ、その半分は憤りゆえに相手に勝とうと
して投げつけられた、夫の妻に対する、あるいは妻の
夫に対する非難に過ぎない。まさしく、中央に引き出
された物語は大抵衆目に曝される。そして例え新聞が
大々的に広く公衆に報道したとしても、州法の観点か
らするとそれは違法に当たらない。しかし、シャリー
ア裁判所は州の裁判所とは異なるということを認識す
べきである。シャリーア裁判所は夫と妻の間に生じた
係争を審議することに特化している。家庭と家族の秘
密、そして関係者の面子をつぶすことに繫がる全ての
事柄は秘密にされるべきで、新聞で報道されるべきで
はない。こうしたあり方はイスラムの道徳と一致して
おり、イスラム教ではそのように命じられている。
　現在起きているような、裁判所に持ち出された家庭
と家族の秘密の全てが新聞報道を通じて公衆に暴露
されていることを見過ごしているシャリーア裁判所の
態度は、実に嘆かわしいものだった。そうした報道に
よって心が傷つけられた家族がどれ程いるかは、神も
ご存じであろう。しかし、その不幸な家族たちはただ
その事態をアッラーに委ね、以下のアッラーの啓示を
固く信じるしかない。「まことに、他人に関する醜聞を
広めたがる者どもは、現世でも来世でも痛烈な懲罰を
受ける」（コーラン「光り」の章第19節）23）。
　これがアッラーの警告である。願わくは悟ろうとす
る者が悟らんことを。

Q.543（103-02）
　マラヤ連邦の教育大臣キール・ジョハリ氏が行った、
国際交流の場において酒（アルコール）は有用だと言
われている、という内容のスピーチに関して貴殿のご

23） 「醜聞が信徒の間に弘まるのを見て喜んでいるような者ども
は、苦しい罰を蒙ることになろう、現世でも来世でも。アッラー
は何もかも御存知、だがお前たちはなにも知りはせぬ」（『コー
ラン（中）』「光り」第19節、p.192）。
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意見はいかがでしょうか。これはイスラム教、すなわ
ちマラヤ連邦の国教で厳しく禁じられている事項を彼
が推奨していることを意味するのではないでしょうか。

A.543
　彼のスピーチは非常に嘆かわしいものだった。新聞
で大々的に報じられたように、この国のイスラム教徒
たちはこれに対し異議を唱え、不満を露にした。その
激しい反対は単にUMNO外のイスラム教徒たちだけ
でなく、UMNO内部の指導者たちからも上がった。民
衆がアッラーとその使徒ムハンマドによって呪われる
違反行為を行うことを公然と奨励し激励するスピーチ
は、不適切であることは言うまでもない。ましてやそ
のニュースがイスラム教を国教とする国の教育大臣か
ら出たものであれば尚更である。実際のところ、彼が
提議した酒の有用性はイスラム法に反する以外に事実
にも反している。あの方自身が教育大臣になりイスラ
ムの発展と教えに対する責任を負う立場にあることを
考えると、なおさら間違っていることになる。役所は、
その多くが教育省の管轄下にある千校以上の宗教学校
というルートを通じてイスラム教育を管理しているの
ではないのか。我らの教育大臣に対し我々はまだ疑問
を抱いているが、彼の述べた事が二度と繰り返されな
いこと、そしてこの国のイスラム教を愛する人々が声
に出した全ての異議によって、話す言葉と行動を以て
良き手本となるべき指導者たちがこれを認識し、自覚
することを願う。

第104号  ［Qalam 1959.3: 26］
Q.544（104-01）
　最近シンガポールのある宗教学者が新聞の中で意見
を述べていましたが、それは「イスラム法では結婚前
に『生活にふさわしい人』を探すために娘が独身男性
と知り合いになることが許されている」という内容で
した。この見解はイスラムの教えに合致しますか。

A.544
　あなたがおっしゃっているシンガポールの宗教学者
の見解を我々も読んだが、それは持論に基づいた彼の
個人的見解に過ぎず、イスラムの教えに基づいたもの
ではない。イスラム法によれば、娘に求婚しようとす
る若い独身男性はその娘の顔と両手の掌を見ることが
許される。またイスラムの道徳に則れば、彼らの面会
はその娘の両親の家において、両家の両親あるいは後
見人が見ている前で行われるものであり、例えば多く
の人の眼にさらされるピクニック広場や遊園地や聖地

において、意見交換をし、「生活にふさわしい人になる
ために」、男性が娘を自由に散歩に連れて行くのでは
ない。最も高貴なる聖典コーランと栄光あるハディー
スには、たとえ妻にしたいからといっても、独身男性
が娘と知り合うこと、ましてや娘が両親と後見人の目
から離れて散歩に連れて行くのを認め、奨励する文言
はない。
　アル＝ティルミディの伝承によるハディースの中に
は次のように記されている。アル＝ムギーラーという
名の男性がある女性に求婚し、その事を預言者ムハン
マドが知ると、殿下は彼（アル＝ムギーラー）にその女
性、つまり婚約者を見なさいとおっしゃり、「それが最
も良きことだからだ」とおっしゃった。そうすること
で両者の結婚が永遠に続くことを期待したのである。
　明らかに、我らの預言者ムハンマドは、将来の妻と
なる女性の姿をただ見るように命じたに過ぎない。も
し彼が彼女を気に入れば、その結婚が永続することを
望んだのである。実のところ、現在我々の社会は外国
の文化を真似ることを好む病気に冒されているため、
イスラムに反する様々な生活様式や慣習で混沌として
おり、それゆえイスラム社会がイスラムの教えとイス
ラムの道徳を規範として固く守るよう宗教学者たちが
奨励することが大いに必要とされており、その逆では
ない。

第105号  ［Qalam 1959.4: 26-31］
Q.545（105-01）
　インドネシアでは依然として反乱が起きています。
インドネシアのいくつかの地域でイスラム教徒の一部
の国民が支配者に対抗するために蜂起したからです。
これは法的にどうなりますか。また、どのようなイス
ラム法に則った解決法がありますか。

A.545
　この問題については、高名なインドネシア人ウラ
マーであるメダン出身のアル＝ファーディール・トゥ
アン・ムハンマド・アルシャド・タリブ・ルビスにより、
彼の著書『イスラム法学に則った反乱及び内乱の解
決』の中で詳しく分析されている。以下がその貴重な
分析である。
解決の原則　「反乱と内乱」の解決原則は、最も高貴な
るコーランの中ではっきりと記されている。「もし信
者が二つの集団に分かれて殺し合って（戦って）いた
ら、汝らが両者を仲裁してやれ。もし両者の内一方が
他方に横暴を働いていたら、その横暴を働いた者ども



105資料編「千一問」試訳

がアッラーの御命令に戻るまで彼らに戦いを挑むがよ
い。そしてもし彼らが戻ったならば、両者の間を公正
に仲裁してやれ。公正に行うのだ。まことにアッラー
は公正な者を愛し給う。まことに信者たちは兄弟であ
る。よって汝らは汝らの兄弟の間を仲裁せよ。そして
アッラーを畏れよ。願わくはアッラーの御慈悲にあず
かれるように」（コーラン「私室」の章第9-10節）24）。
イブン・ジャリール・アル＝タバリーのタフシール［コー
ラン注釈］　高名なタフシール学者、イブン・ジャリー
ル・アル＝タバリーは次のようにこの節を分析してい
る。「信者たちよ、もし信者の二集団が互いに殺し合っ
て（戦って）いたら、上述のアッラーの聖典に記され
た法を説き勧め、それを快く受け入れるのを勧めるこ
とで、利益を得て、勝ち取るものこそが両者の公正な
平和と呼ばれるものだ。もし横暴を働いた集団がアッ
ラーの聖典に記された法を受け入れようとせず、また
アッラーがその創造物に作り給うた公正さに反したの
に対し、もう一方の集団がそれを受け入れようとして
いるならば、横暴を働いた集団がアッラーの聖典の中
で説かれた、そしてアッラーの創造物の間で実行され
るべき命令に戻るまで、彼らに戦いを挑まねばならな
い」（Tafsīr al-Ṭabarī 26：73）。
イブン・アッバースのタフシール　イブン・アッバース
は上述の節のタフシールについて次のように説明して
いる。「実のところアッラーは預言者ムハンマドと信
者たちに対し、次のように御命じになった。もし信者
の二集団が互いに殺し合って（戦って）いたならば、彼
らにアッラーの法を説き勧め、そして公正さを以てそ
れを実行しなければならない。もし彼らにその勧めを
受け入れる用意があるならば、アッラーの聖典に記さ
れた法に則って彼らに対し判決を下し、それにより虐
待を受けた側が虐待を働いた側から正義を勝ち取れ
るようにすべきである。彼らの中でその勧めを受け入
れられない者こそは、誰であれ裏切り者である。イス
ラム教徒のイマーム（イスラム教徒を統治する君主）
は、彼らがアッラーの命令に戻り、強大で崇高なアッ

ラーの法を認めるまで彼らに戦いを挑む権利がある」
（Tafsīr al-Ṭabarī 26：73）
総括　イスラム教徒の二つの集団の間に戦い、互いに
殺し合う争いが起きた場合に、上述の節はイスラム教
徒にとって指針と忠告になる。上記の節によれば、イ
スラム教徒たちは次のように行動すべきである。第一
に、話し合いにより両者を和解させなければならない。
和解し、アッラーの聖典に記されている法に戻るよう
彼らに勧めるのである。アッラーの法をその和解協議
の土台としなければならない。それぞれがその法に従
わねばならないのだ。第二に、和解が整えられたにも
かかわらず、両者の中に上記のアッラーの法に基づい
た和解に応じるつもりがない集団がいたならば、その
集団は他方に対し横暴を働いたと見なされる。彼らが
アッラーの命令に戻る、つまりアッラーの聖典に記さ
れた法に基づく和解に応じる用意ができるまで、彼ら
に戦いを挑む義務がある。第三に、彼らがアッラーの
命令に戻る準備ができたなら、両者を和解させる義務
がある。なぜなら、彼らは我々の同胞だからだ。
反乱と内乱　前述の節を、イスラム法学者はムスリム
の間で生じた反乱あるいは内乱を解決する際に従うべ
き原則としている。「反乱」と「内乱」の違いは、次の通
りである。まず、本稿における「反徒」という言葉はイ
スラム法学における“al-baghāh”を意味する言葉とし
て使用することを述べておくべきだろう。“al-baghāh”
という言葉の元来の意味は「横暴を働き、乱暴を行う
者」であり、一方イスラム法学用語としての「反乱す
る」あるいは“al-baghī”という用語の定義は「この世
の宗教と政治を監視するために預言者ムハンマドの代
理人という地位に就くアル＝イマーム・アル＝アズィ
ムに対する服従から離脱すること」である（al-Tuḥfah 
９：75を参照せよ）。アル＝イマーム・アル＝アズィム
とはイマーム、あるいは極めて偉大な追従者という意
味である。ここでいうアル＝イマーム・アル＝アズィ
ムとは首長、あるいはイスラム国家の元首という意味
である。イスラム国家の元首は、その統治においてイ
スラム法を実施することで、預言者ムハンマドの代理
人（カリフ）としてこの世の宗教と政治を監視する責
務がある。反徒とは、そのイスラムの首長に対する服
従から離脱する人々を指す。「服従からの離脱」は単に
国家元首として認めないという意味だけでなく、変わ
らず国家元首としての地位を認めていたとしても、そ
の命令に従わない、あるいは課された義務を果たさな
いという意味も含まれる（al-Bajramīyy 4： 180）。上記 

24） 「もし信者同士が二派に分れて喧嘩をはじめたら（メディナで
はアウス族とハズラジ族とが始終喧嘩ばかりしていた）、お前
たちが仲裁してやるよう。それでもまだいずれか一方が相手に
喧嘩を売るようなら仕方がない、徹底的にその悪い方を攻め
て、アッラーの御命にたち還らせるよう。で、もし彼らがたち
還ったなら、改めて双方の間を、公正を旨として仲裁してやる
がよい。どこまでも正義を旨とせよ。アッラーは公正な人々を
愛し給う。なんと言うても信者はみな兄弟。お前たちにしても、
自分の兄弟二人となればどうしても仲よくさせねばならぬは
ず。何よりもアッラーを懼れまつることが大切。そうすれば
きっとお慈悲をかけて戴ける」（『コーラン（下）』「私室」第９-10
節、p.137）。
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の「反乱する」の定義に基づくと、まずはアル＝イマー
ム・アル＝アズィムを長として戴くイスラム国家が先
に存在すべきであり、そこで初めて「反徒」あるいは

“al-baghāh”と言われる集団が存在できるのである。
上記の集団は、非イスラム国家には存在しえない。非
イスラム国家の国家元首に服従しない人々は反徒と
称されることはない。もしそこでムスリム同士の間で
戦闘が起きた場合、その戦闘は内乱、すなわち先ほど
のコーラン「私室」の章第９節の文言によれば、「集団
ṭā’ifah」と「集団」との戦いと称することができる。
　以下に述べる戦闘や争いは「内乱」といわれるグ
ループに入る。イスラム国家であろうとなかろうと、
一つの国で共に暮らしているムスリムの一団と別の一
団との間に起こった戦闘や争い。両国が戦闘状態では
ないにもかかわらず、ある国の住人であるムスリム集
団と、ある別の国の住人であるムスリム集団との間に
起こった戦闘や争い。イスラム国家であろうとなかろ
うと、二カ国が戦争状態にあるがゆえにその両国の住
人であるムスリムの一団と他の一団の間に生じた戦
闘や争い。非イスラム国家の統治者の軍隊や保護者と
なったムスリムの一団と、それに対抗するムスリムの
一団との間に生じた戦闘や争い。上記の戦闘や争いは
全て「内乱」の部類に入る。
さまざまな不服従　アル＝イマーム・アル＝アズィム
に服従しない人々のグループは、イスラム法学用語
によれば様々に存在し、その解決法もそれぞれ異な
る。イスラム法学者は留意すべきいくつかの条件を定
めている。条件を満たしているグループには、条件を
満たしていないグループとは異なる解決法がある。そ
の条件とは次の通りである。１．シャウカーフshawkah

を持っている。２．受けいれられるアル＝タウィール
al-Ta’wīlを持っている。
　シャウカーフとは力という意味である。シャウカー
フを持っているとは、力を持っているという意味であ
る。なぜなら彼らは従うべき指導者を戴き、また数が
多いゆえに、あるいは統治者が彼らを打ち負かし再び
服従させることが困難なほど、統治者に対抗できる強
い防衛力を持っているからだ。上述のように力を持っ
ている不服従集団は、「シャウカーフ」を持っている者
と呼ばれる。一方、タウィールとは彼らが服従しない
根拠という意味だが、その根拠は実のところ正確では
ない。実は彼らは誤解している。意味に曖昧なところ
があるため、彼らは支配者側に過ちがあると考えてい
るが、実際には支配者に過失はないのである。実際に

は、彼らの行動は良き目的を伴っているのだ。すなわ
ち、罪深く邪悪な行為をその手で変えようとしている
のであり、それは以下の預言者ムハンマドの文言にか
なっている。「あなた方の内罪深きことを目にしたも
のは誰でも、その手でそれを変えなさい……」（ムスリ
ムの伝承）。もしそうした誤解や理解が起こるべくし
て起こり、その理由が見えたならば、彼らは受けいれ
られるタウィールを持っている者と称される。
　預言者ムハンマドの妻サイダティナ・アーイシャが
指揮した「アル＝ジャマルの反乱」と、ムアーウィヤが
指揮した「シッフィーンの反乱」を事例として挙げた
い。彼らはカリフまたはアル＝イマーム・アル＝アズィ
ムとなったサイディーナ・アリーに対し反乱を起こし
たが、その理由はサイディーナ・アリーがサイディー
ナ・ウスマーン（第三代目カリフ）を暗殺した人々を
知っていたにもかかわらず、彼は暗殺を共謀してい
たため、その件を追及しようとしなかったからだ。上
述の根拠（タウィール）をもとに彼らはカリフ、つま
りサイディーナ・アリーに対し反乱を起こしたが、実
際の出来事は彼らが憶測していたこととは違ってい
た。実のところ上述の彼らの憶測は間違っていたの
である（al-Muḥalla 4： 170, Asnā al-Muṭṭalib 4： 112, 
al-Bajramīyy 4： 182など）。「シャウカーフ」と受容で
きる「タウィール」を持っている反徒は、条件を満たし
た反徒と言われる。法学書の中で彼らに対する解決法
が規定されているが、それを以下に解説する。
反乱の解決　もし上に解説したような条件を満たした
反乱が起こった場合、以下のように解決することが望
ましい。１）反徒たちは、まず信頼できる人物を派遣し、
彼らは何が気に入らなくて不服従に至ったのかを言明
すること。もしこれが功を奏すれば、そこで議論しな
ければならない事柄があるため、聡明な人物を派遣す
ること。２）もし彼らの横暴行為あるいは彼らが誤解す
るに至った何らかの原因が明らかになったなら、支配
者はその横暴行為を避けるか、あるいは誤解を解かな
ければならない。必要であれば、誤解を避けるために
討議し、そして意見交換をしてもよい。３）意見交換な
どを行うことによってその横暴行為が根絶されたか、
あるいは誤解が解かれたにもかかわらず、彼らになお
も服従する用意が無い場合、まずは助言を与えること
が望ましい。もしそれでもなお、彼らに服従する用意
がなければ、彼らに宣戦布告しなければならない。4）
そして宣戦布告した後でもなお彼らに服従する用意が
なければ、彼らが屈し、再び服従するまで戦いを挑ま
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なくてはならない。上に解説したように、彼らの元へ
使節を送る前に彼らに戦いを挑むことは禁止である

（Asnā al-Muṭṭalib 4： 114, al-Muḥalla, 4： 171, tafsir 

Lubab al-Al-Ta’wīl, コーラン「私室」の章第９-10節, 
al-Tuḥfah 9： 70など）。
損なわれた生命と財産の補償　反乱が鎮圧された時、
起きた戦闘で壊されたあらゆるものや犠牲となった
人々に対する償いは、それが反徒側によって破壊さ
れたものであろうと、支配者によって破壊されたも
のであろうと、求めることは許されず、それを補償す
る義務はない。戦争上の必要外で生じた損害は、償い
を求めることができる。前述のように解決すること
で、反徒集団を降伏させ、再び服従するよう勧めるこ
とが容易となるだろう（al-Ahkām al-Sulṭāniyyah 40, 
Lubab al-Al-Ta’wl, コーラン「私室」の章第9-10節, 
al-Muḥalla 4： 171, Asnā al-Muṭṭalib 4： 112 など）。
異教徒への支援要請は禁止　条件を満たした反徒と戦
うために非イスラム教徒に支援を要請することは法的
に禁止である。『アスナー・アル＝ムッタリブ』第4部
115ページの中で次のように述べられている。「たと
えズィンミー［イスラム国家内で庇護民となっている
非イスラム教徒で、主にユダヤ教徒とキリスト教徒］
の異教徒であろうと、反徒たちを打ち負かすために異
教徒の助けを求めることは禁止である。なぜなら我々

（イスラム教徒）を打ち負かす権限を異教徒に与える
ことはハラルではないからだ」
　アッラーの啓示は次の通りである。「アッラーは不
信仰者どもに僅かたりとも信者たちを打ち負かす道を
設け給うことはない」
反徒はファシクと呼ばれることはない　条件を満たし
た反徒がファシクと呼ばれることはない。『アスマー・
アル＝ムッタリブ 』第₄部112ページには次のよう
に述べられている。「彼らが不信仰者と呼ばれないの
と同じように、彼らはファシクと呼ばれることはな
い。なぜなら、その不服従行為において、彼らの信念に
則ってそのような行動を取ることが許されるタウィー
ルを持っているからだ。彼らはただ間違っているに過
ぎない」
　さらにイスラム法の観点からすれば、もしその集団
が条件を満たしていれば、反乱を起こすという語は
不名誉な意味ではない。『アスナー・アル＝ムッタリ
ブ』第４部122ページの中で次のように述べられてい
る。「反乱を起こすという言葉は不名誉ではない」。し
たがって、反乱行為は不名誉である述べるハディース

は、条件を満たしていない集団が起こした反乱と不服
従、つまりタウィールがない、あるいはタウィールは
あるが明らかに間違っている反乱に向けられたもので
ある。ゆえに本稿の別の部分で、数名の高名な人物が
反乱を指揮していたことを読んだとしても驚くことで
はない。預言者ムハンマドの妻ウンム・アル＝ムーミ
ニーン・アーイシャは反乱を指揮したことがある。預
言者ムハンマドの教友ムアーウィヤも反乱を指揮した
ことがある。預言者ムハンマドの孫サイディーナ・フ
サインも反乱を指揮したことがある。同じく預言者ム
ハンマドの高名な教友イブン・アル＝ズバイルもまた
反乱を指揮したことがある。
サイディーナ・アリーに従った反徒　カリフとなった
サイディーナ・アリーの時代にも反乱は起こった。そ
の反乱はイスラムの歴史上「アル＝ジャマルの反乱」
という名で知られている。その反乱は預言者ムハンマ
ドの妻サイダティナ・アーイシャが指揮した。ムアー
ウィヤが指揮した「シッフィーンの反乱」も起こった。
その反徒集団についてサイディーナ・アリーは人から
尋ねられた。彼らの質問とそれに対するサイディー
ナ・アリーの答えは以下の通りである。「彼ら（反徒集
団）は多神教徒（不信仰者）と見なされますか」。サイ
ディーナ・アリーは「否！それどころか彼らは多神教
徒（不信仰者）から逃げてきた人々である」と答えた。
さらに「彼らは偽善者でしょうか」という質問を受け
た。彼は「否！偽善者とはほんの僅かしかアッラーを
思い起こさない者たちである」と答えた。さらに「左様
であれば、彼らは一体何者なのでしょうか」という質
問を受けた。彼は「彼らは我々に対して反旗を翻した
我々の同胞である」と答えた（Lubab al-Ta’wīl,コー
ラン「私室」の章第９-10節）。
条件を満たしていない集団に対する補償　上に説明し
たような条件を満たしている不服従集団の他に、上述
の条件を満たしていない不服従集団がいる。
１）彼らが明らかに正当な側であり、支配者が明らか
に不当な側であるため、タウィールを持つが、シャウ
カーフを持たない集団である。一方、シャウカーフを
持つがタウィールを持たない集団が他にある。つまり、
上述の逆のケースである。支配者が明らかに正当な側
であり、彼らが明らかに不当な側である場合だ。最初
の集団に対する解決としては、支配者が再び正義に従
うことが望ましい。支配者が再び正当に戻った後でも
なお、彼らに服従する用意がない場合を除き、彼らに
戦いを挑むことは許されない。二番目の集団に対する
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解決として、支配者は彼らを負かすのにふさわしい方
法で行動を起こすことが許される。またもし必要であ
れば、彼らに戦いを挑んでもよい。なぜなら、そのよ
うな集団は正当性に反する者たちになるからだ。しか
しながら、もしこの後者に再び勝つことができたなら、
損なわれた財産と犠牲になった命の補償は、条件を満
たした集団に対する補償と同じように行うことが望ま
しい。
２）小規模な集団ではあるが、彼らが明らかに正当な
側であり、支配者が明らかに不当な側であるゆえに、
シャウカーフを持たないが、タウィールを持つ集団で
ある。一方、他にシャウカーフを持たず、タウィールも
持たない集団がある。すなわち上記の逆のケースであ
る。支配者が明らかに正当な側であり、彼らが明らか
に不当な側である場合だ。例えば、彼らは強盗または
平和を乱す者と化した小さな集団に過ぎない場合であ
る。この手段に対し解決を行う上で、統治者は彼らを
負かす権力を行使することが許される。例えば彼らの
行動により、犠牲になった命、損なわれた所有権など
といった損害があったとすれば、然るべき責任を彼ら
に負わせなければならない（Asnā al-Muṭṭalib 4： 113, 
al-Mughnī 4： 118 など）。
　つづく（以上がこの問題に関する、メダン出身のア
ル＝ウスターズ・ムハンマド・アルシャド・タリブ・ルビ
ス氏の回答の一部である。これは彼の著書『イスラム
法に則った反乱及び内乱の解決』の中で詳細に論じら
れたものである。この回答の続きは次号に掲載する。
すなわち、「反乱行為に関する法」、「インドネシアに
おける反乱」、そしてこれに関連するあらゆる問題に
ついて、より詳細に分析する─アブー・アル＝モフ
タール）。

第106号  ［Qalam 1959.5: 11-15, 32-38］
Q.546（106-01）
　バトゥ・パハ在住のアフマド・ビン・ハジ・ハスブッ
ラー氏の質問、すなわちインドネシアで依然として起
きている内乱と、イスラムの教えに則ったその解決法
に対する回答として、『イスラム法学に則った反乱及
び内乱の解決』を取り挙げる。

A.546
反乱行為に関する法的判断　イスラム国家元首（アル
＝イマーム・アル＝アザム）に服従することは法的に義
務である（Fatḥ al-Bārī 5： 13, Asnā al-Maṭālib 4： 110）。
よって反乱を起こす、あるいは元首に服従しないこと

は禁止となる。イマーム・ナワウィーは『シャルフ・ム
スリム』の中で、イスラム国家元首に服従しないこと
は法的に禁止であるということは、既にイスラム教徒
たちのイジュマーとなっている、と説いている（Asnā 

al-Maṭālib 4： 111）。一方、ウラマーは条件を満たして
いる反乱と条件を満たしていない反乱を区別している。

『アル＝ザワージル』第２部95ページのシャイフ・イブ
ン・ハジャールの説明によると、条件を満たした反乱は
軽い罪となる禁止であり、一方条件を満たしていない
反乱、例えばタウィールを持たずに行われた反乱は重
い罪となる禁止であるという。それゆえ、イスラム国
家元首に対し反乱を起こした、条件を満たしている反
徒集団はファシクと称されることはない。なぜならイ
スラム法学用語に従えば、禁止とされる行為の全てが
ファシクと称されるわけではないからだ。ファシクと
呼ぶべき禁止とされる行為はそれが大罪にあたる場合
であり、一方軽罪はファシクと呼ばれない。『ガーヤッ
ト・アル＝バヤーン』の330ページには次のように述べ
られている。「一部のウラマーは反徒のことを、違反行
為を行った者と呼ぶ。そして彼らは、全ての違反行為
がファシクと呼ばれるわけではないと述べている」。
横暴な国家元首に対し行動を起こすことに関する法的
判断　イスラム法によってその地位が合法とされた国
家元首の中には、公正な国家元首と言われる者もいれ
ば、横暴な国家元首と言われる者もいる。公正な国家
元首とは、統治を行う上でも、また例えば酔いをもた
らす飲料を飲んだり、姦通をしたりといった個人的行
為においても、ファシクと称されるような行為を行わ
ない国家元首である。イスラム教徒たちは公正な国家
元首に服従する義務があり、服従しない集団はアル＝
ブガーフal-bughāhあるいは反徒と称される。横暴な
国家元首に対抗する者が反徒と称されるかどうかに関
しては、ウラマーの間で意見の対立がある。
イマーム・ムタワッリーの見解　アル＝ムタワッリーは、
横暴な国家元首に服従しない人々は反徒と称される
ことはないとしている（Ḥāshiyyah asnā al-Maṭālib 4：
111）。国家元首の任命の最も重要な意義は、信者たち
をまとめ、公正さを守り、横暴を根絶することである。
彼に権力を委譲することは横暴を働き、ファシクを行
う機会を与えるためではない。イスラム教徒の服従を
求める国家元首は公正に行動し、横暴行為を避けなけ
ればならない。彼自身が公正さを守り、横暴を避ける
規範とならなければならないのだ。
イマーム・アル＝キファールの見解　アル＝キファー
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ルは、たとえ暴君であったとしても、その国家元首（ア
ル＝イマーム・アル＝アザム）に服従しない人々は反
徒と称されるとしている（Ḥāshiyyah asnā al-Maṭālib 4： 
111）。もし国家元首がファシクとされる行為を行うか、
あるいは横暴を働いたとしたら、ムスリムはその行為
を禁止すべきである。そしてもし彼が横暴な、あるい
は神の命令に反する行為を命じたならば、その命令に
従う義務はなく、従うことは許されない。しかしなが
ら、その横暴でファシクとされる行為を禁じるために
反乱を起こし、その手から権力を剥奪することは許さ
れない。
イブン・ハズムの見解　イブン・ハズムは以下のような
見解を持つ。「正義を勧める、あるいは罪深い行為を禁
止し、コーランやハディースの法を守るよう勧め、そ
して公正に法を実施するよう勧める者に関しては、反
徒と称されることはない。反徒と称される者はそれに
反する者である」（al-Muḥallā 11：90）
イマーム・ナワウィーの見解　イマーム・ナワウィーは

『シャルフ・ムスリム』の中で、たとえ国家元首がファ
シクであり横暴であったとしても、彼に服従しないこ
とは法的に禁止であるとしている。そのような法的判
断はムスリムの間のイジュマーとなっていると彼は述
べている。このファトワ、すなわち、たとえ国家元首が
ファシクで横暴だったとしてもそれは禁止であると
いうことがイジュマーとなっていることに関して、ウ
ラマーらの間で議論となった。預言者ムハンマドの教
友であり孫でもあるアル＝フサイン・イブン・アリー
が、その統治の中で横暴を働いたヤズィード・ビン・ム
アーウィヤに対し反乱を指揮したことがあるにもかか
わらず、どうしてイジュマーだと言えるのか、と彼ら
は主張している。また預言者ムハンマドの教友である
イブン・ズバイルも、カリフとなったアブド・アル＝マ
リク・ビン・マルワーンに対し反乱を起こした。その間、
その反乱においてサイディーナ・ハッサンとイズン・ズ
バイルの側について共に戦った教友やタービイーン
であるウラマーらも少なくない。シャイフ・アル＝ラ
ムリー・アル＝カビールも、イマーム・ナワウィーがイ
ジュマーだと述べているのは、根拠やタウィールが一
つも無いままそうした不服従が行われた場合のこと
であるという説を唱えている。もし根拠やタウィール
がある場合については禁止ではない。よってアル＝フ
サイン、イブン・ズバイル、そして彼らに追従したウラ
マーが起こした反乱は、そうした反乱の部類に含まれ
る（Ḥāshiyyah asnā al-Maṭālib 4：111）。

インドネシアにおける反乱　前号の中で、イスラム法
に則りその地位が合法とされた国家元首を推戴する
イスラム国家においての、統治者に対する反乱問題を
巡るイスラム法学における判断について説明した。も
う一つ説明を得るべき問題が残っている。現在のイン
ドネシアにおけるイスラム法に則り、反徒（アル＝ブ
ガーフ）と呼べる集団は存在し得るのだろうか。この
質問に答えるには、イスラム法に則り、その地位に座
るよう合法的に任命されたアル＝イマーム・アル＝ア
ザムを推戴するイスラム政府がインドネシアに存在
するかどうかを調べる必要がある。もしそのようなア
ル＝イマーム・アル＝アザムを戴く政府がインドネシ
アに存在しないならば、イスラム法によれば反徒（ア
ル＝ブガーフ）と名指しされる集団はインドネシアに
存在し得ない。もし人から問われた時、現インドネシ
ア共和国の国家元首に服従しない人を、イスラム法に
則って反徒と呼ぶことができるだろうか。この問い
に対し、次のような問いを以て答えなければならない。
現インドネシア共和国の国家元首は合法的にアル＝イ
マーム・アル＝アザムとなったのだろうか。もしイン
ドネシア共和国の国家元首をアル＝イマーム・アル＝
アザムと見なすことができず、インドネシア共和国が
イスラム国家でないとしたら、彼に服従しない人をイ
スラム法に則り反徒と呼ぶことはできない。したがっ
て、もしインドネシアでイスラム教徒同士、すなわち
服従せず、イマーム・アル＝アザムを推戴しない側と、
忠誠心があり、インドネシア共和国の統治者を防衛す
る側との間に戦闘が生じた場合、その全ての戦闘は単
に「内乱」と見なし得るに過ぎない。すなわち、「集団」
と「集団」、あるいは先に挙げたコーラン「私室」の章第
９節の文言によれば “ṭā’ifah”と“tā’ifah”との間の争
いと見なされる。よって内乱と言われようが、集団の
争いと言われようが、先の号で説明した通り、その解
決はコーラン「私室」の章第９-10節の中で啓示され
たアッラーの忠告に適った方法で行われなければなら
ないのだ。
公式説明によるインドネシア共和国元首の地位　「党」

（インドネシア・イスラム同盟党─編集部註）の委員
長は1953年１月11日付けで、インドネシア共和国宗
教大臣によるインドネシアのワリ・ハキムの指名（任
命）に関する声明（No.1/53）を発表した。その声明は、
ハジ・ロスリ・アブドゥル・ワヒド委員長、ハジ・ユヌス・
ヤーヤ・ファトワ評議会副委員長及びハジ・シラジュッ
ディーン・アッバース党最高評議会議長によって署名
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されている。その声明には、例えば以下のような文言
がある。「現インドネシア共和国はまだイスラム国家
ではない。現大統領は、イスラム教の規則に従ったカ
リフあるいはイマーム・アル＝アザムとしての地位に
就いてはおらず、彼はイスラム法を実施する、あるい
はイスラム教の問題に干渉する権限を持っていない」。
　上記の声明に関連して、インドネシア共和国宗教大
臣の名の下に出された「宗教司法局」の1953年６月
16日付けの文書の中に、例えば以下のような文言があ
る。「宗教省は、我が国は現在まだイスラム国家ではな
いとする「党」のファトワ評議会に賛同する。この国の
大統領のことをイスラム法の解釈に則ってカリフ、イ
マーム・アル＝アザムあるいはスルタンと称すること
は今なおできない。しかし我々の見解では、大統領及
び最高司令官としての国家元首はズー・シャウカーフ
dhū shawkah（権力を持つ者─編集部註）であること
は既に明らかである……」。この公式声明では、現イン
ドネシア共和国の国家元首はカリフではなく、イマー
ム・アル＝アザムあるいはスルタンでもないと明言さ
れている。彼は単に「ズー・シャウカーフ」、すなわち
権力者であるに過ぎない。よってこの公式声明に基づ
くと、インドネシア共和国の国家元首に従わない人々
の集団を、イスラム法に従って反徒（アル＝ブガーフ）
と呼ぶことはできないことは明らかである。
国家元首の任命方法　イスラム国家元首はイマーム・
アル＝アザム、カリフまたはアミール・アル＝ムーミ
ニーンと言う。イマーム・アル＝アザムとなる人物の
任命は、以下三つの方法の一つを以て行われたなら
ば合法と見なすことができる。その方法とは、バイ
ヤーフBayʿah、イスティフラーフIstikhlāf、そしてイ
スティーラー Istīlā’である。半分のウラマーはさら
に４番目の方法を挙げている。すなわち「シューラー
shūrā」（協議する）である。一方、もう半分のウラマー
はただ上記三つの方法だけを挙げている。なぜなら、

「シューラー」という任命方法は「イスティフラーフ」
による任命の部類に含まれるからだ（al-Bughyah 281, 
al-Iqnāʿ, al-Bajayramī 4：18末尾, al-Muḥallā 4：174, 
al-Tuḥfah 9：76-78など）。
　バイヤーフとは、忠誠誓約を行って任命することで
ある（Muqaddimah Ibn Khaldūn 174, al-Bajayramī 4：
184）。その忠誠誓約は、知識人（ウラマー）、首長、そ
して高名な人々により明確に表明される。イスラム法
学用語では彼らのことを“ahl al-ḥal wa al-ʿaqd”、すな
わち「解き、そして結ぶ者たち」と言う（al-Tuḥfah 9：

76, al-Bughyah 281, Asnā al-Maṭālib 4：109, al-Aḥkām 

al-Sulṭāniyyah li al-Ḥanbalī 7など）。カリフのアブー・
バクルはバイヤーフを以て任命された。
　イスティフラーフとは、在世の国家元首が自分の死後
後任となる人物を決定するという方法により任命する
ことである（Fatḥ al-Bārī 13：176, al-Tuḥfah 9：76など）。
彼は一人だけを指名することもできるが、何名かの候
補者を指名し、彼らに選出が委ねられ、将来国家元首
となる人物を彼らの中から一人決定することもできる。
そのような何名かの候補者を指名する方法のことを、
一部のウラマーは「シューラー」と呼ぶ。イスティフ
ラーフの方法による国家元首の任命は、もしそのイス
ティフラーフを行う国家元首が条件を満たしていれば、
合法と見なされる。条件を満たしていない国家元首、
例えばダルーラ［必要性］から選ばれた国家元首がイ
スティフラーフを行うことは非合法である（al-Tuḥfah 
9：79）。カリフのウマルとウスマーンの任命はイスティ
フラーフを以て行われた（al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah li 

al-Mawardī 10, al-Tuḥfah ９：77, Itmām al-Wafā’ 11など）。
　イスティーラーとは支配する、または打ち負かすと
いう意味である。ここでのイスティーラーの意味は力
で、つまり軍隊などで民衆を支配するという方法で自
らを国家元首となることである（al-Muḥalla 4：174）。
権力と統治を剥奪することによって権力を握ることは
イスティーラーと呼ばれる。イスラム法学者はこのイ
スティーラーを合法的なイスティーラーと非合法的な
イスティーラーに分けている。
合法的なイスティーラー　国家元首が死亡し、まだ
その後任が不在の際に行われる場合。在世の国家元
首もまたイスティーラーを以て権力を取得し、そし
てその元首がイマーム・アル＝アザムになる条件を満
たしていない時に行われる場合。権力を剥奪された
国家元首は、その権力を剥奪された時にマズールさ
れる（地位を解任される─編集部註）（al-Tuḥfah 9：
78, Ḥāshiyyah ʿAmīrah ʿalā al-Muḥallā 4：174）。イス
ラム法学者は、権力を握ることができた、あるいは上
に説明したような支配者の手から権力を剥奪し、権
力を握るに至った者が国家元首になることは合法
である、と考えている（l-Muḥallā 4：174, al-Tuḥfah 
9：78, al-Bughyah 281, Taṣḥīḥ al-Tanbīh 143, Asnā 

al-Maṭālib 4：110など）。生じた全ての行動と決定は、
イスラム法ではイスラム教徒の利益のために合法と見
なされる（Asnā al-Maṭālib 4：110）。イスラム教徒の利
益のためと言われるのは、もし上述のような彼の地位
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と決定及び行動が合法でないと見なされたら、国民生
活に様々な混乱と困難が生じるからであり、その結果、
彼の判決は非合法となり、彼から任命されたワリ・ハ
キムも非合法となり、そのワリ・ハキムが執り行った
婚姻も非合法となる、などといったことになるからだ。
非合法のイスティーラー　バイヤーフ（忠誠誓約─
編集部註）を以て、あるいは条件を満たした国家元首
によるイスティフラーフを以て任命された在世の国家
元首に対し行われた場合（Ḥāshiyyah al-Sharwānī 9：
78, Asnā al-Maṭālib 4：110）。もし異教徒がイスティー
ラーを行った場合、異教徒がイマーム・アル＝アザム
になることは非合法である。
国家元首の責務　イスラム国家元首を任命するのは何
のためだろうか。『アル＝トゥーファー』第9部75ペー
ジの説明によると、イスラム国家元首（イマーム・アル
＝アザム）には次のような責務がある。「宗教とこの世
の政治を守るために預言者ムハンマドの代理人として
立つこと」。また『アスナー・アル＝マターリブ』第４
部108ページによれば、「使徒ムハンマドの代理人とし
て宗教を守護し、宗教の範疇に入る事柄を保護するこ
と」である。
イスラム国家元首になる人物の合法性　上述の説明
に基づけば、イスラム国家元首になる人物の合法性は、
以下二つの側面から詳しく見る必要がある。１）その
就任から、すなわち上述した三つの方法、つまりバイ
ヤーフ、イスティフラーフ、そしてイスティーラーを
以て行われなければならない。２）その責務から、すな
わちその就任はイスラム教とこの世の政治を守護する
預言者ムハンマドの代理人としての責務のためでなけ
ればならない。上記の責務により、その統治において
実施される法はイスラム法を意味する。よって、国家
元首に就任した人物は、バイヤーフやイスティフラー
フを以てではなく、またはイスティーラーを行うこと
で任命されたのでなければ、イスラム国家元首になる
ことは非合法である。同様に、国家元首になるよう任
命された人物が、バイヤーフ、イスティフラーフ、そし
てイスティーラーを以て就任したが、預言者の代理人
としての責務を果たすために就任したのでなければ、
イスラム国家元首になることは非合法である。
　国家元首への任命が合法であった時、それがバイ
ヤーフまたはイスティフラーフ、あるいはイスティー
ラーのいずれの方法で行われたとしても、彼に従うこ
とはイスラム教徒の義務である。その義務はイマー
ム・アル＝アザムとしての条件を満たした国家元首

への服従に限られたものではなく、ダルーラの国家
元首にも服従する義務がある。服従の義務は、神の
教えや法に抵触しない問題において生じる（al-Iqnāʿ 

di tepi al-Bujayrimī 4：188, Fatḥ al-Bārī 5：13, Asnā 

al-Maṭālib 4：110）。
イマーム任命の義務　イスラム教徒は「国家元首」と
してイマームを任命する義務がある。それは義務であ
り、ファルドゥ・キファヤー［イスラム社会の一員とし
ての義務］に含まれるということはウラマーのイジュ
マーとなっている。イマーム（国家元首）を任命する
ことは法的にファルドゥ・キファヤーであり、それは
戦ったり知識を追究したりすることと同種である。も
し有資格者の中にイマームになるため前に進み出る
人物がいたならば、全ての信徒はその義務から解放さ
れる。そしてまだそれを実行する者がいなければ、以
下の二つのグループに含まれる人物は進み出なければ
ならない。
　第一に、選ぶ資格を有する者はイスラムの共同体
のためにイマーム（国家元首）の選出を行わなければ
ならない。第二に、イマームになる資格を有する者
は、イマームになるため自ら進み出なければならない

（al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah 3）。アル＝ガザーリーは次
のように説明している。「実のところ、この世の問題
を解決する支配者が存在すべきである。世俗の問題
を解決することは宗教の問題を解決するために必要
であり、宗教の問題の解決は安泰を掴む、すなわち来
世の幸福のために必要である。これが預言者たちの
言いたいことである。それゆえ、イマームを任命する
義務はイスラム法で要求される事項に入るのである。
この事項の放棄を許す道は一つもない」（al-Iqtiṣād fī 

al-Iʿtiqād 97）。イマーム・ナワウィーは次のように説
いている。「ムスリムにはカリフ（国家元首）の任命義
務があるということは既にイジュマーとなっている。
そしてその義務はイスラム法に則って行うのであって、
理性で行うのではない」（Sharaḥ Muslim 12：205）。ま
たイブン・ハルドゥーンは次のように述べている。「実
のところ、このイマーム（国家元首）を任命すること
はイジュマーにより義務となっている。よってそれは
ファルドゥ・キファヤーに含まれる」（Muqaddimah Ibn 

Khaldūn 161）。
イマームの支配領域　イマーム（国家元首）の支配下
に入る地域は、イスラム法学用語では「ダール・アル＝
イスラムdār al-Islām」と呼ばれる。「ダール」は場所
という意味である。デサ［行政村］、カンポン［集落］、州、
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そして国は「ダール」と称すことができる。なぜなら、
これらは全て場所だからである。イマームの支配範領
域に入る地域は、その地域の住人がイスラム教徒であ
ろうとなかろうと、「ダール・アル＝イスラム」と言わ
れる。イブン・ハジャル・アル＝ハイタミーは次のよう
に述べている。「そこにムスリムが一人もいなくても、
そこがイマーム（国家元首）の支配下にあればダール・
アル＝イスラムになるという説明を以て十分だろう」

（al-Tuḥfah 9：269, Tafsīr al-Manār 10：316, 10：109）。
ダール・アル＝イスラムに関する説明　ダール・アル＝
イスラムと呼ばれる地域はイスラム法学用語では三種
類ある。１）イスラム教徒の居住地になっている州、カ
ンポン、デサなど。上記の場所はダール・アル＝イス
ラムと呼ばれる。上述の意味でのダール・アル＝イス
ラムはイスラム法と多くの関係を持っている。例えば、
ある村で人が死亡しているのが発見され、その人物が
イスラム教徒か否か不明であったとする。もしその村
がダール・アル＝イスラム、つまりイスラム教徒の居
住地である村ならば、その遺体をイスラム教徒の遺体
と同じように管理しなければならない。すなわち沐浴
させ、衣で包み、礼拝を行い、そして埋葬する。これに
関連して、「ダール・アル＝クフル Dār al-kufr」という
言葉がある。その意味は異教徒の村、つまり異教徒た
ちが住民となっている村である。
２）住人がイスラム教徒であろうとなかろうと、イス
ラム政府の支配下に入っている地域。ここでいうダー
ル・アル＝イスラムとはイスラム国家を意味する。上
述の意味でのダール・アル＝イスラムもまたイスラム
法と多くの関係を持っている。その一つは、イスラム
教徒であろうとなかろうと、その地域に含まれた人々
が住人としての義務を果たしている限り、その地域の
統治者は各住人の生命と財産を保護することである。
ダール・アル＝イスラムの地域の中で反乱が起こった
場合、反徒集団が支配下に置いた区域は「ダール・アル
＝ブガーフ」と呼ばれ、反乱場所を意味する。そして依
然として統治者の支配下にある区域は「ダール・アル
＝アドルdār al-‘adl」と呼ばれ、公正な場所を意味する。
これに関連して、住民と支配者が異教徒である国家は

「ダール・アル＝クフル」と呼ばれ、それは「異教徒の国
家」を意味する。ダール・アル＝イスラムと敵対してい
る、あるいは戦争状態にあるダール・アル＝クフルは

「ダール・アル＝ハルブ dār al-ḥarb」と呼ばれ、戦いを
挑んでもよい国という意味である。
３）ムスリムによって支配されたことのある地域、つ

まり以前イスラム国家という意味でのダール・アル＝
イスラムであった地域で、後に異教徒によって支配さ
れた、あるいは奪われた地域。上記の地域は、たとえ
支配の手が入れ替わったとしても、法的には依然と
してダール・アル＝イスラムと呼ばれる。その土地は
たとえ支配の手が入れ替わったとしても、法的には
変わらずダール・アル＝イスラムと称される。この事
は、ある人物に合法的に所有権があり、それが他人に
奪われ、管轄する手が入れ替わった土地の一画と同じ
ことである。その土地は法的に、最初に合法的に所有
していた人物に依然として所有権がある。同様に以前
ダール・アル＝イスラムであった地域は永久的に法的
にダール・アル＝イスラムである。この問題に関連す
るイスラム法の一つとして、再びその土地をダール・
アル＝イスラムに戻し、直ちにイスラム教徒の支配下
に入れるために戦う義務がイスラム教徒にあることが
挙げられる（Al-Tuḥfah 9：269, al-Bughyah 289, Tafsīr 

al-Manār 10：313, 316）。
　『ブグヤー・アル＝ムスタルシディーン』209ページ
では次のように述べられている。「よってバタビア

（ジャカルタ）の土地、さらにはジャワ（インドネシア）
の土地はダール・アル＝イスラムであることを知って
おくべきだろう。なぜなら、異教徒によって支配される
以前はムスリムによって支配されていたからである」。
国家元首の種類：イマーム・アル＝アザム　「バイヤー
フ」、「イスティフラーフ」、そして「イスティーラー」
の方法で国家元首となった人物は、イマーム・アル＝
アザムになる条件を満たせばイマーム・アル＝アザム
になると言われている。その条件とは、『アル＝トゥー
ファー』 第９部75ページによれば次の通りである。 
１）イスラム教を信仰する者、２）ムカッラフ（成人）、 
３）自由人（奴隷ではない）、４）男性、５）クライシュ族、 
６）ムジュタヒド［イジュティハードを行う資格のある
法学者］、７）勇気があること、８）聡明 dhū ra’yiであ
ること、９）聞いて、見て、語ることができること、10）
公正であること（ファシクではない者）、11）起きて活
動することを阻む障害がない、健やかな身体であるこ
と。上記のクライシュ族であることを定める五番目
の条件については、ウラマーの間で意見の対立がある。
カーディー・アブー・バクル・アル＝バキッラーニーは、
それは条件にはならないと述べている（Muqaddimah 

Ibn Khaldūn p.162を参照せよ）。
イマーム・ダルーラ　ダルーラとはアラビア語で必要
という意味である。例えばカディあるいはハキムの役
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職には、カディやハキムの条件を満たす人物が任命さ
れなければならない。その条件の中に、その人物はム
ジュタヒドである法学者であるべきというものがある。
信者が事柄を解決し判決を下すカディやハキムを必要
とした時に、ムジュタヒドである法学者が見つからな
い場合、ムジュタヒドではない学者を任命することが
許される。そのようなカディあるいはハキムはダルー
ラのカディあるいはハキムと言われる。これは条件を
満たしていないが、ダルーラ（必要）のために任命せざ
るを得ないカディあるいはハキムという意味である

（al-Tuḥfah 10：114）。国家元首（イマーム・アル＝アザ
ム）もまた同様である。イマーム・アル＝アザムの条件
を満たす人物が見つからず、一方信者が国を指導する
国家元首を必要とした場合、条件が不十分な人物を任
命することが許される。そうした国家元首はイマーム・
ダルーラと呼ばれる。それは条件が不足しているがダ
ルーラ（必要）のために任命されたイマームという意
味である。
３）ワリー・ビ・アル＝シャウカーフ Walī bi al-shawkah 
ワリー・ビ・アル＝シャウカーフとは力で権力を手に入
れた支配者という意味である。ワリー・ビ・アル＝シャ
ウカーフとなった者は、イスティーラーで権力を手に
入れたが、イマーム・アル＝アザムとしての条件を満
たしていない人物である。
　イスティーラーによって権力を手に入れたイスラ
ムの国家元首は二つに分けられる。第一に、イマーム・
アル＝アザムになった時点で十分にイマーム・アル＝
アザムの条件を満たしていた者。第二に、単にシャウ
カーフによって権力者となったが、イマーム・アル＝
アザムとしての条件を満たしていない者（ワリー・ビ・
アル＝シャウカーフ）（Bughyah al-Mustarshidīn 281）。
４）ズー・アル＝シャウカーフ Dhū al-shawkah　ズー・
アル＝シャウカーフとは、力を有している者という意
味である。『ブグヤー・アル＝ムスタルシディーン』281
ページには次のように述べられている。「ズー・アル
＝シャウカーフの意味は、たとえスルタンが手にして
いるような恐れを抱かせる武器や軍隊などを持って
いない統治者に対する忠実、忠誠、服従である」。人々
によってその命令が遵守され、従われ、服される者は
ズー・アル＝シャウカーフと呼ばれる。力を有し、その
命令が遵守され、従われる国家元首は、たとえイスラ
ム教を信仰せず、またその国がイスラム国家でなかっ
たとしても、ズー・アル＝シャウカーフと称される。そ
の地域で権力を握り、追従者たちに従われる反徒の指

揮者はズー・アル＝シャウカーフと呼ばれる。前号で
解説したインドネシア共和国宗教省の公式説明によれ
ば、現インドネシア共和国元首もまたズー・アル＝シャ
ウカーフである。
ワリー・アル＝アムル・ダルーリー・ビ・アル＝シャウカー
フ Walī al-Amr Ḍarūrī bi al-Shawkah　1954年３月に
現インドネシア共和国元首にワリー・アル＝アムル・ダ
ルーリー・ビ・アル＝シャウカーフの地位を与える試
みがなされた。これはインドネシア共和国の宗教大臣
でナフダトゥル・ウラマー出身のキヤイ・ハジ・マシュ
コールによって指名され選ばれた数人のウラマーらに
よる会議決定の結果である。上述の会議は宗教大臣自
身が指導し、チアンジュールのチパナスで1954年３月
２日から７日まで続けられた。その会議の中でとりわ
け以下の決定が下された。１）国家元首としての大統領
と、憲法第44条で示されたような国家の機構、すなわ
ち内閣や議会などはワリー・アル＝アムル・ダルーリー・
ビ・アル＝シャウカーフであること。２）国民はイスラ
ム法に反しない事項に関してワリー・アル＝アムル・ダ
ルーリー・ビ・アル＝シャウカーフに従うこと。３）大統
領から宗教大臣へ、そして大統領が任命した人物へと
渡されたワリ・ハキムの任命書は合法であり、そこに
は地域の慣習に則って「解き、そして結ぶ者たち」と言
われる有力者たちが指名したワリ・ハキムの任命書も
含まれること。
　1954年３月８日付けの「宗教司法局」の局長による
原稿の写しによると、宗教大臣であるハジ・マシュコー
ルはその決定に賛同した。その決定はインドネシアの
イスラム教徒の間で公に議論となった。そして新聞を
通じて人々によって数多くの異議が唱えられた。イン
ドネシア・イスラム同盟党の副党首アルジ・カルタウィ
ナタは、臨時国会の場で激しく異議を申し立てた。一
方、議員の一人が政府に対して質問状を出した。上述
の問題に関連して、その時期インドネシアで重大な事
件があったことを知っておく必要がある。それは、ア
チェの住民がインドネシア共和国の支配者に対し激し
い闘争を行い、アチェが1949年８月17日にカルトス
ウィロヨによって宣言された「インドネシア・イスラ
ム国」の一部になることが宣言したことだ。インドネ
シアは行政においてイスラム刑法を適用し実施するイ
スラム国家ではなかったが、上述のアチェ住民の闘争
をイスラム法の観点から法的判断を下し、彼らを「ア
ル＝ブガーフ」（乱暴狼藉を働く反徒─編集部註）の
集団に含めるために、非イスラム国家において公的地
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位にある宗教大臣がその決定を利用しようとしたの
ではないか、と人びとは強く疑った。1954年３月20
日、インドネシア共和国宗教省は、その決定における
ワリー・アル＝アムルという用語はアラビアのルガ（言
語）に従ったものだという説明を出した。さらに、その
決定はワリ・ハキムの任命書問題に対処する上で特別
に使用されることを明らにした。その中でも次のよう
な釈明がなされている。「……そしてイスラム諸国に
おいてはワリー・アル＝アムルという用語は通常国家
元首を称すものではないが、アラビア語のルガ（言語）
解釈に従えば、権力を持つ指導者（政府）をワリー・ア
ル＝アムルと称することができる」。続いて以下のよ
うな説明がなされている。「この説明から、チパナスに
おけるウラマー会議の場で使われたワリー・アル＝ア
ムル・ダルーリー・ビ・アル＝シャウカーフという用語は、
ワリ・ハキムの問題に対処するため特別に使われたこ
とは明らかである」。以上が宗教省の説明である。
　もし上述の宗教省の説明が、その決定におけるワ
リー・アル＝アムルの意味するところは単にアラブの
ルガ（言語）に従ったものに過ぎず、イスラム教に従っ
たワリー・アル＝アムルではなく、また「ワリー・アル
＝アムル・ダルーリー・ビ・アル＝シャウカーフ」とい
う用語はワリ・ハキムの問題に対処するために特別に
使われたと認めるものであったならば、以下のように
記された第二の決定との関連性はどうなるのだろうか。

「国民はワリー・アル＝アムル・ダルーリーに服従する
義務がある」。
　この第二の決定は、この決定における「ワリー・アル
＝アムル」の意味するところはイスラム教に従ったワ
リー・アル＝アムルである、ということを示している。
なぜならアラブのルガ（言語）に従うならば、ワリー・
アル＝アムルに従う法的義務はないからだ。前号の
中で提示した説明から、現インドネシア共和国大統領
は、その就任の観点からしても、その責務の観点から
しても、イスラム的に「ワリー・アル＝アムル」と称す
ることができないことが明らかとなっている。預言者
ムハンマドの代理人としての責務のためにバイヤーフ
またはイスティフラーフという方法で、あるいはイス
ティーラーという方法で就任したわけではない。暫定
憲法第47条によると、現インドネシア共和国元首はそ
の任命の際、暫定基本法（憲法─編集部註）に対し
忠誠を誓う。そしてインドネシア共和国で実施されて
いる規則はイスラムの法や規則ではない。
　インドネシアにおいてワリ・ハキムの任命が合法

とされるのは、インドネシアの支配者がシャウカー
フ（ズー・シャウカーフ）を持つからであり、イスラム
に則ったワリー・アル＝アムルになったからではな
い。ワリ・ハキムの任命を行う者はイマームやイスラ
ムに則ったワリー・アル＝アムルだけに限られるわけ
ではなく、以下の三つの集団のいずれかが行うことが
できる。１）イマーム・アル＝アザムあるいはその代理
人、２）ズー・アル＝シャウカーフ、３）「解き、そして結
ぶ人々」と呼ばれる有力者。もしその地域にイマーム
あるいはその代理人がいない場合は、ズー・アル＝シャ
ウカーフが任命することができる。そしてもしズー・
アル＝シャウカーフがいない場合には、「解き、そして
結ぶ人々」が任命することができる（Al-Bughyah 308, 

Iʿānah al-Ṭālibīn 4：210）。
国家元首の辞任　イマームあるいは国家元首は以下四
つの理由のいずれかに当てはまる場合に辞任する。１）
辞職する、すなわち自らをマズールする（解任する─
編集部註）場合（al-Bughyah 281）。２）解任する理由が
ある場合。その理由とは、背教する、長期にわたり正気
を失う、両目が見えない、例えば両手や両足が切断さ
れるなど、肢体が欠如しているため働いたり起きたり
することができない、といったことである。またこの
他にもウラマーらの間で議論となっているいくつかの
理由がある（Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah li al-Māwardī 
15-18, Itmām al-Wafā’ 13, Ḥāshiyah al-Sharwānī 9:75）。
３）異教徒に捕われ、もはや解放される望みがない場
合。もしその拿捕した者が反徒だった場合、おそらく
その反徒集団は自分たちの国家元首を任命し、捕らえ
られた国家元首が解放される望みはないだろう。も
し反徒集団がまだ自分たちの国家元首を任命してい
なければ、たとえ解放される望みがないとしても、彼
が解任されることはない（l-Aḥkām al-Sulṭāniyyah 
3, li al-Māwardī 15-18, al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah li 

al-Ḥanbalī 16, Asnā al-Maṭālib 4：111, al-Tuḥfah 9：
79など）。４）シャウカーフを失う場合。もし国家元首
がイスティーラーによって力を得ており、同時にイ
マーム・アル＝アザムの条件を満たしていない場合は、
シャウカーフまたは権力を失った時、マズール（解任）
される（al-Bughyah 281）。
インドネシアにおける戦闘の解決　イスラム国家元首
になる人物の任命方法はどうなっているのか、またそ
の合法性はどうなのかを知り、イスラム法に則した責
務を知ることを経て、以下の結論が出せるだろう。す
なわち現インドネシアの国家元首は、条件を満たして
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いようとダルーラであろうと、今なおイマーム・アル
＝アザムのグループに含まれない。同様に、ワリー・ビ・
アル＝シャウカーフのグループにも入らない。上記の
地位の呼称は、イスラム法を実施するため、預言者ム
ハンマドの代理人としての地位に任命された国家元首
に対し特別に与えられるものである。
　この問題に関して、私はインドネシア共和国の宗教
大臣が行った公式説明に賛同する。つまり、前号の中
で解説した通り、現インドネシア共和国の国家元首の
ことをイスラム法の解釈に則ってカリフ、イマーム・ア
ル＝アザムまたはスルタンと呼ぶことは未だできない。
そしてインドネシア共和国は未だイスラム国家となっ
ていない。現インドネシア共和国元首はズー・アル＝
シャウカーフに過ぎない。したがってインドネシア共
和国とその新たな行政機構との連携は、「願望に応じ
た状態にもとづいて」人間が設けた世俗の組織であり、
未だにそれは宗教法と結びついた組織の範疇に含まれ
ない。それゆえ、イスラム教徒は、イマーム・アル＝ア
ザムに対してのように服従する法的義務はない。そし
て彼に服従しない集団をアル＝ブガーフ（乱暴狼藉を
働く反徒─編集部註）と称することは未だできない。
上述の全ては、イスラム国家と言われる宗教組織とし
て結びついた国家の国家元首に対して適用されるイス
ラム法である。よってインドネシアにおいて、インド
ネシア共和国の政府軍につこうとつくまいと、もしイ
スラム教徒同士の戦闘が起こった場合、そこで我々が
イスラム式に解決しようとする際には、反乱として対
処されるイマーム・アル＝アザムに対する抵抗という
観点からではなく、その戦闘が単なる内乱あるいは集
団対集団の戦いであるという観点から検討しなければ
ならない。一方、ムスリムたちの中から解決を行う「仲
裁者」として立ち上がる人が出てくることが望ましい。
それは本稿の初めにそのタフシールを解説したコーラ
ン「私室」の章第９-10節の中のアッラーの啓示の通り
である。さらに、『タフシール・アル＝マナール』第６部
367ページの中で、次のような見解が述べられている。

「もしこの世に公正で、イスラム法制度を確立する支
配者と、横暴で、イスラム法を遵守しない支配者がい
たら、イスラムを信仰する人々は皆、前者を一生懸命
支援する義務がある。もしムスリムの一団が別の者に
横暴を働き、また彼らが刀を使った時、両者が和解で
きなかった場合、横暴で敵対行為を行う側が再びアッ
ラーの命令に従うまで、ムスリムたちは彼らに戦いを
挑む義務がある」。

インドネシアのイスラム教徒のイマーム任命義務　
インドネシア共和国は現在に至るまで、イスラム式に
任命され、イスラム法を実施する責務を果たす国家元
首を未だ推戴していない。それゆえ、インドネシアの
イスラム教徒は、イスラム教とこの世の政治を守護及
び保護し、イスラムの教えと法が然るべく実行される
ように、預言者ムハンマドの代理人としての責務を果
たす人物がインドネシアの政府首脳陣を掌握するま
で、国家元首の擁立を実現するために戦う義務がある。
我々は強大で崇高なアッラーに、この戦いの実行にお
いてその御導き、援助、そして特別は御配慮を請う（こ
れがアル＝ファディール・アル＝ウスターズ・ムハンマ
ド・アルシャド・タリブ・ルビスの論文の結語である―
アブー・アル＝モフタール）。
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