
1 
 

２００９年３月１２日 
スマイル会２００９年３月度例会 

中村 嘉孝 

イスラームについて考える 
 はじめに 
 長年、東南アジアとつきあっていると、東南アジアと宗教の関係が、日本の

それに比べて、はるかに人々の生活に深く関わっているということを痛感する。

たとえば、インドネシア・ブルネイ・マレーシアとイスラーム、タイ・カンボ

ジア・ミャンマーと上座部仏教、フィリピンとキリスト教との関係である。 
 このうち、仏教・キリスト教については別の機会に譲るが、今回ご報告する

イスラームについては、インドネシアとブルネイでは人口の約９０％、マレー

シアの約５０％がイスラム教徒である。フィリッピンではミンダナオ島やスー

ルー諸島を中心に、タイでもマレーシア国境には多くのイスラム教徒が居住し

ている。それだけでなく、東南アジアにおけるイスラームに関連する事柄が国

際的に話題を提供することがしばしばあるのは周知のとおりである。 
 そこでこの機会に、イスラームとはどんな宗教なのか、その根本はなにか？

過去どのような歴史を辿って現在に至っているのだろうか？などの基本的な情

報を一度まとめてみたいと思っていた。 
 勉強してみると、私自身、イスラームについてこれまで十分な知識・認識を

持っていなかったことを自ら白状する結果となったようである。 
 それゆえ、このご報告は「建築中」の中間報告という体裁とならざるをえな

かった。 
 イスラームは世界で二番目に大きな宗教人口を擁しながら、なぜか日本では

縁が薄い。そんなことが日本でのイスラームの関心度合に影響しているのであ

ろうか？ 
 グローバリゼーションがますます進行する世界で、日本もいろいろの形でイ

スラームとの接点を増やしつつあることは疑いのない事実であり、好むと好ま

ざるとにかかわらず、イスラームについてのより正確な理解を持つ必要性が高

まっていると思う。 
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１．世界の宗教地図 
 1980 ねんごろ、イスラームの世界人口は約 6 億人と推定されていた。最近で

は、約 11～12 億人と推定されている。世界の人口は、1980 年段階で約 50 億人、

最近では約 66 億人。これだけ見ても、世界の人口増に比べて、イスラム教徒の

人口増加率が相当に多いという感じがする。もちろん他の宗教人口との関係も

調べなければ確かなことは言えないが、傾向としてイスラームの勢いを感じな

いわけにはいかないようだ。  
主要宗教合計人口（億人） 
キリスト教 約 19.67  
イスラーム   11.47  
ヒンドゥー教     7.47  
仏教     3.53  
 
宗教名 人口（億人）  分布する主な国 
カトリック（キリスト教） 10.4 南欧・東欧・アイルランド・中南

米・フィリピン・クロアチアなど 
イスラーム・ 
スンニ（スンナ）派 

 9.63 中東諸国・旧ソ連中央アジア諸

国・パキスタン・アフガニスタン・

バングラデッシュ・マレーシア・

インド・ボスニア・インドネシア 
ヒンドゥー教  7.47 インド・ネパール 
儒教・道教  3.69 中国・台湾・ベトナム 
プロテスタント（キリスト教）  3.61 ドイツ北部・イギリス・北欧・ 

北米・豪州・ニュージーランド 
東方正教（キリスト教）  2.23 ギリシャ・旧ソ連諸国・ブルガリ

ア・ルーマニア・新ユーゴ連邦・

エチオピア 
大乗仏教  1.98 日本・韓国 
イスラーム・シーア派  1.84 イラン・イラク南部・イエメン・ 

アゼルバイジャン 
上座部仏教  1.34 タイ・ミャンマー・スリランカ等 
英国教会派（キリスト教）  0.55 英国 
シーク教  0.23 インド 
チベット仏教  0.21 チベット・モンゴル 
ユダヤ教  0.15 イスラエル 
（資料：Wikipedia の資料を基に作成） 
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２．イスラームの根本教義：6 信 5 柱あるいは 6 信 5 行 
（１）6 信とは、①アッラー ②天使 ③啓典 ④預言者 ⑤来世 ⑥予定 
   の６つを信じること 
（２）5 柱（5 行）とは、①信仰告白 ②礼拝 ③喜捨 ④断食 ⑤巡礼 
   の５つのことを実行すること 
  つまり、上記の 6 つを信じ、5 つの行為を実行することで、 
  ムスリム（男性）ムスリマ（女性）になる。 
  これが、イスラームの基本的教義である。 
  そのほかイスラームにかかわる戒律的な教義が数々あるが、6 信 5 柱が最も 
  基本的な教えとされる。 
 
３．イスラームという言葉 
  これまで“イスラム”と書かれることが通常だったが、最近では研究者の   
  間では、“イスラーム”と書かれるようになっている。 
  “イスラーム”とは、「帰依する」という意味である。 
  「真の宗教はイスラーム」（クルアーン第 3 章「イムラーン一家」17 節） 
 
４．イスラームの始まりから現在までのおおよその流れ 
 
西暦 イスーラム史年表 備考 

570 ムハンマド、マッカ（メッカ）に誕生。 
アラビア半島のクライシュ族（アラブ部族の１

支族）ハーシム家の出身。「両親のない孤児」 
当時のメッカは中東文明から外れた僻地。 
「中心地」ではなかった。人口：約１万人。 

当時の周辺世界は、西アジアを代

表するササン朝ペルシャと地中

海世界を代表する東ローマ（ビザ

ンチン）帝国が東西に覇を唱え争

っていた。 
 綽名は「アミーン（正直者）」だった。 

羊飼→商人（隊商に加わる）として生活。 
ハディージャ（裕福な女商人）に雇われるが 
25 歳のときにハディージャ(40)と結婚した。 
当時アラビアには多妻の習慣があったが、ムハ

ンマドはハディージャが死ぬまで他の女性を

娶ることはなかった。 

当時のアラブ諸族は多神教の信

者たちであった。 
ムハンマドは多神教を嫌ってい

た。 
 

610 ムハンマドが 40 歳のころ、ヒラーの洞窟で瞑

想中に、天使ガブリエルを通して神の啓示を受

ける＝唯一神への信仰の始まり。ムハンマドは

召命によって、預言者となる。 

クルアーン 96 章「凝血」1 節 
（天の書板を「読め！・・・」 
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614 マッカにて伝導開始（マッカ期約 13 年） 
（妻ハディージャ、アブー・バクル、アリーな

ど数名からスタート）            

マッカ期の終期の信者数は数百人だった。 
妻ハディージャ死去（619） 

周囲の多神教信者＝偶像崇拝者

たちから迫害を受ける 
最初の妻ハディージャの死後、主

に戦争未亡人たちを妻とする。 
（一番多いときで 9 人） 

622 マディーナ（メディナ）在住の信者たちを頼っ

て移住＝ヒジュラ（マディーナ期 10 年） 
マディーナ憲章→最初のイスラーム国家成立。 

イスラーム歴（ヒジュラ歴）元年 

624~ 
632 

マッカを中心とする反イスラームのアラブ部

族軍との戦い→630 メッカを征服。 
カーバ神殿の偶像をすべて破壊した。 
マッカの人々はイスラームに入信した。 

約４７の戦役を戦った。 
 
 
 

632 ムハンマド死去 病死 
 アブー・バクル初代カリフとなる カリフ＝神の使徒の後継者 
633 アラブに対する大征服→イスラーム軍の勝利 アラビア半島統一。 

以後イスラーム軍＝アラブ軍 
634 アブー・バクル死去 病死 
634 ウマル一世、第二代正統カリフとなる 

（イスラームのパウロとも言われる。 
 イスラーム国家の真の建設者） 

イスラーム国家の建設が始まる 

636 アラブ軍、ビザンティン軍に勝利 シリア支配 
636 ペルシャ軍に勝利  
638 エルサレム征服  
640 エジプト征服  
642 ペルシャ征服 ササン朝解体 
644 ウマル一世死去 ペルシャ人奴隷（キリスト教徒）

に暗殺された 
644 ウスマーン、第 3 代正統カリフ就任 

（ウマイヤ家の親類。ウマイヤ家を贔屓） 
ウマイヤ家の台頭 

651 クルアーンが書物として形を整えられた  
656 ウスマーン死去 部下の不満分子に暗殺された 
 アリー、第 4 代正統カリフ就任 ムハンマドのいとこ・女婿 
657 アリー、シリア総督ムアーウィヤと戦う 

（ムアーウィヤはアリーのカリフ位認めず） 
ハワーリジュ派誕生（アリーの優

柔不断を怒って） 
661 アリー、死去（正統カリフ時代の終焉） ハワーリジュ派刺客による暗殺 
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ウマイヤ王朝成立（首都：ダマスカス） 正統カリフ時代の終焉 
680 アリーの子フサインとウマイヤ朝軍との戦い 

（カルバラの戦いでフサイン軍全滅） 
シーア派の誕生（カルバラの悲劇

として今でも追悼されている） 
692 ウマイヤ朝再度イスラーム世界を統一。 ウマイヤ家がカリフを独占。 
 東はアフガニスタンから、西はスペイン南部ま

でを征服した 
政教分離の発生。 
アラブ人優先社会の実現。 

750 アッバース朝時代始まる＝イスラム帝国 
（アッバース家がムハンマド家の出身者とし

て、不満分子を糾合、ウマイヤ朝崩壊） 
最盛期は 100 年間ぐらいで、その後に群雄割

拠時代が続く。 

新都バグダード建設 
アラブ・非アラブを同等に扱う 
カリフとウラマーの協調関係 
シーア派の不満→内乱 
王朝内部の分裂抗争 

1038 セルジューク朝興る（～1194） 
（イスラム帝国内部の新興勢力） 

十字軍(1096-1291) 

1258 モンゴル来襲→アッバース朝滅亡 イスラーム古典時代の終焉 
 神秘主義（スーフィズム）の色濃い中世イスラ

ーム時代の始まり 
 

1299 オスマン帝国（~1922） 
（1922、ケマル・アタチュルクによる世俗的

 トルコ共和国の成立） 

コンスタンチノーブル陥落(1453) 
(ビザンチン帝国崩壊） 

 ムガール朝（インド、1526~1858) 
サファヴィー朝（イラン、1501~1726) 

 

 西欧諸国によるイスラーム世界の植民地化  
1914 第一次世界大戦  
1945 第二次世界大戦終結  
 イスラーム諸国の独立とイスラエルの建国  
  
５．イスラームの啓典  
（１）クルアーン（最近はコーランでなく“クルアーン”と呼ばれる） 
 ＊ムハンマドが 610 年から 632 年に死去するまでの 22 年間にアッラーから 
  受けた根本聖典。人類最後の啓典とされる。神が天使ガブリエルを通して 
 「天に護持されている書板」をムハンマドに読み聞かせたものとされる。 
  現在のような形に整備されたのは第３代カリフ、ウスマーンの時代である 
  それまでクルアーンは、全部を暗記している「ハーフィズ」と呼ばれる人々 
  が伝えてきたが、多くのハーフィズたちが戦争で死んだため、啓典が失わ  
  れることを恐れたウスマーンが書物の形で「正典」を残した。 
  これを「ウスマーン版」という。 
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 （岩波文庫の「コーラン」はフリューゲル版。その他カイロ版がある）   
 ＊クルアーンの根本原理は次の二つである 
  アッラーのほかに神はなし＝「ラー・イラーハ・イッラッラー」 
  ムハンマドは神の使徒なり＝「ムハンマド・ラスールッラー」 
  （この２節はサウジアラビアとアフガニスタンの国旗に書かれている） 
 ＊ムハンマドは最後の預言者であるとされる 
  イスラームの言う 5 大預言者＝ノア（現在の人類の始祖）アブラハム（純 
  粋な一神教の創始者）モーセ（ユダヤ教の創始者）イエス（キリスト教の 
  創始者）ムハンマド（＝人類最後の預言者） 
 いずれも唯一の神＝ヤハウェ（ユダヤ語）、アッラー（アラビア語）を信仰す 
 ることでは同じであるが、どの預言者を信じるかで、ユダヤ教、キリスト教、 
 イスラームに分かれる。  
 ＊ムハンマドの目的：神との契約を完全に履行し、取り決めた約束は絶対に 
  破らない人々を再び地上に実現させること（13 章 20 節） 
 ＊クルアーンの意味＝「読まれるもの」 
 ＊美しい韻律を持つアラビア語の啓典で、ほかの言葉に翻訳することができ  
  ないとされる。 
  すべてのムスリム（ムスリマ）はアラビア語でクルアーンを読誦する。 
  クルアーンのアラビア語のパワーに魅せられて入信する者もいた。 
 ＊クルアーンの構成 
  全 114 章から成っており、長い章から短い章へという形で構成されている 
  が、それが時系列的にメディナ期が前半にメッカ期が後半に来る構成とな 
  った。 
   メッカ期：神とムハンマドとの垂直関係を強調。 
        世界の終末、復活と審判、来世などのテーマが多い。 
   メディナ期：ムハンマドを通した人間同士の関係を強調 
         信徒の生活を律する具体的細目が多い。 
 （２）ハディース＝第二の啓典 
  ムハンマドの言行に関する伝承。ムハンマドと行動をともにした教友たち 
  が後世に語り継ぎ、膨大な文書となった。さらには偽物が多数横行した。 
 （３）シャリーア＝イスラーム法＝クルアーンの解釈学 
   原義は「水場に至る道」で、イスラーム共同体全員を律する法律と看做 
   されてきたが、19 世紀以降，イスラーム諸国に憲法・民法・刑法などの 
   近代法体系が導入され、シャリーアの理念は失われ、論議の対象になっ 
   ている。 
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６．イスラーム社会の特徴 
（１）聖俗を区別しない→終始一貫して神の世界 
   政治・経済・社会生活・文化など人間存在のあらゆる分野がクルアーン 
   とハディースによって規定される。＝西欧の常識との対立 
（２）ウンマ＝共同体：クルアーンとハディースによる合意が行動の基本。 
   それまでの血縁関係を主軸とする共同体から神を主軸とする共同体へ。 
（３）宗教的・社会的組織としての教会がない。 
（４）モスクとミナレットのある風景 
   モスク（額ずきの場所）は祈りの場所にすぎない。モスクには偶像がな 
   い（クルアーンで厳禁）。マッカの方向（ギブラ）を示す壁龕あるのみ。 
   ミナレットから響くアザーン（キリスト教の鐘に対して人声で知らせる） 
（５）イスラーム共同体を指導するのは、ムハンマドと行動を共にした「教友」 
   と言われる人々で、彼らを受けつぐ人々がウラマー（＝知識を持つ人々）   
   としてウンマより指導者とみなされる。 
（６）よく知られる日常の戒律 
  ①禁酒：クルアーン第 5 章「食卓」95 節     ⑤男女別席 
  ②豚肉禁忌：クルアーン第 2 章「牝牛」167 節   ⑥女性の服装 
  ③４人までの妻帯：クルアーン第 3 章「女」3 節 
  ④利息禁止：クルアーン第 2 章「牝牛」276 節  
（７）イスラーム暦＝ヒジュラ暦 
  ムハンマドがメッカからメディナへ移住（ヒジュラした日＝西暦６２２年   
  ７月１６日をヒジュラ暦の元旦とする。完全な太陰暦で 1 年は月が地球を 
  一周する 29.5 日 x12＝354 日となる。これを 30 日と 29 日に分けた。 
  １日は日没に始まり、日没に終わる。 

第１月 ムハッラム ３０日 
第２月 サファル ２９日 
第３月 ラビー・アルアッワル ３０日 
第４月 ラビー・アッサーニー ２９日 
第５月 ジュマーダー・アルウーラー ３０日 
第６月 ジュマーダー・アルアーヒラ ２９日 
第７月 ラジャブ ３０日 
第８月 シャーバーン ２９日 
第９月 ラマダーン（断食月） ３０日 
第１０月 シャッワール ２９日 
第１１月 ズー・アルカーダ ３０日 
第１２月 ズー・アルヒッジャ（巡礼月） ２９日 
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７．イスラムの主な宗派 
  主要な宗派は以下の通り（全部で 70～80 の宗派ありと言われている） 
 （１）スンニ（スンナ）派＝主流派 
  イスラーム宗徒の 80～90％を占める。 
 （２）シーア派 
  「アリーを支持する党派（＝シーア）」の略称。第 4 代カリフ、アリーを支 
  持する宗徒。ウマイヤ王朝と対立。カルバラの戦いを契機に結束を強めた。 
 （３）ハワーリジュ派 
  アリーがウマイヤと妥協を図ろうとしたのを怒り、アリーの下から去った 
 （ハワリジー＝出ていく者）宗徒たち。アリーを暗殺した。 
 （４）シーア・１２イマーム派 
  イラン、イラク南部、レバノン、インド、パキスタンなどに存在するシー 
  ア派系の宗派。アリーを初代のイマームとし、その 12 番目の子孫ムハンマ 
  ドを「長期のお隠れ」とみて、世紀末に再臨するとする。 
  その間、法学者の統治を認める（例：イランのホメイニー） 
 （５）ワッハーブ派 
  18 世紀にサウジアラビアに起こったイスラーム復興運動。 
 
８．イスラーム法学者（外面への道）対「内面への道」を行く人々 
  ムハンマドの死後、宗徒たちは二つに分かれていく 
 （１）イスラーム法学者たち 
    ムハンマドの死後、西暦８世紀の初めにイスラーム法（シャリーア） 
    が充実されイスラーム共同体の規範を整備した。それはアッラーの意 
    志に基づいて、人間が現世で生きていく上での行動の仕方、人間生活 
    の正しいあり方を残りなく規定する一般的規範の体系と言われる。 
    「正しい」とは神の意志通りに、神の意志に従うこと。 
    ①絶対善 ②相対善 ③善悪なし ④相対悪 ⑤絶対悪 
    クルアーン解釈学の発展→「ハディース」の解釈学→ 
    「キャース（類推）」などで、規範を決める。 
    これを「イジュティハード」という。 
    正統派イスラームの 4 大法学派 
    ハンバリー派 マーリキー派 ハナフィー派 シャーフィー派 
    これとは別にシーア派の法学者が存在する 
   ＊イジュティハードの門の閉鎖（西暦９世紀中ごろ） 
    解釈学の混乱を防止するため、解釈はもうやめようと決めた。 
    →再開の動き（19 世紀半ば） 
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 （２）内面への道を行く人々 
  ① 基本的信条 
    ハキーカ＝内的リアリティ（シャリアーに対する言葉） 
    ムハンマドのメッカ時代（終末論的色彩濃厚）を反映しており、外面 
    的なものは、必ずその深層部分に不可視的なリアリティを持つと主張。 
    彼らをウラファーと呼ぶ。（ウラマーに対する言葉） 
  ②2 つの異なる系統がある 
  ＊シーア派的イスラーム 
   代表的なグループ：12 イマーム派（イランを中心に活躍） 
   クルアーンのアラビア語の奥に隠された精神的意味がある。 
   クルアーンは暗号である。奥に神の世界がある。 
   聖と俗を区別する。 
   クルアーンの内面的解釈＝タアウィール（原初に戻す） 
   シーア派的霊性を持つ最高権威者（イマーム＝先導者）たちによるコー     
   ラン解釈を重視 
   タアウィール以前の世界は世俗的世界であるとして否定 
   ＝スンニ派との対立 
   12 イマーム：（血統主義） 
   初代 アリー～12 代 ムハンマド・イブン・ハサンの小さなお隠れ→ 
   大きなお隠れ（～現在）→メシアとして現世に回帰する→新しい正義と  
   平和の秩序の確立 
   ホメイニ：イマームの体現者とされる（「イマーム・ホメイニ」）          

  ＊神秘主義的イスラーム（スーフィズム） 
   彼らを「ワリー」と呼ぶ。（井筒 210 ページ） 
   修業（ハキーカ＝内面的リアリティによる神との一体化）によって 
   はじめてワリーとなる→内面への道→現世否定の道→シャリーア軽視 
   バスラのハサン「ただ 1 粒の内的誠実さは、断食や礼拝よりも千倍重い」 
   アブー・サイード(~1049)はメッカ巡礼をしなかった。「汝の汝性」は悪。 
   ハッラージ(~922)は「我は神」と宣言して処刑された。  
   
９．イスラームの基本的性格 
 （１）世界性：アッラーの前では人種・場所を超越して「人間」があるだけ。 
        いずれ人類全体がムスリム・ムスリマになるはずという信念。 
 （２）平等性：イスラーム世界では、カリフも乞食もまったく同等だ。 
 （３）啓典の民として、ユダヤ教、キリスト教を親類としてみる 
 （４）普遍性：地球の創造時代から存在する宗教だと主張。 
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10．異教徒との関係 
  「宗教に無理強いは禁物」（2 章「牝牛」257 節） 
  「信仰なき者どもは、はかない楽しみを与えた上、その後で劫火の刑罰に 
   突き落としてくれようぞ」（2 章「牝牛」120 節） 
  ＊キリスト教との比較：原罪について、アダムとイヴに対する神の判決で 
   原罪は許されたとする（井筒書Ｐ．134）修道院の否定（139） 
  ＊仏教のカルマ（業）とも無縁（アッラーと無関係の因果関係） 
 
参考文献： 
  「コーラン」上中下（井筒俊彦訳 岩波文庫） 
  「イスラーム文化」（井筒俊彦著 岩波文庫） 
  「イスラム教入門」（中村廣治郎 岩波新書） 
  「イスラームとは何か」（小杉泰 講談社現代新書） 
  「イスラームの日常世界」（片倉ともこ 岩波新書） 
  「イスラム事典」（平凡社） 
   Wikipedia のイスラーム関連資料 
 


