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慈愛あまねき神の御名において

一言ってやれ， 「天と地の間にあるものを見よ｡」 しか

し，みしるしも警告も信じない民には何の役にも血た

ない

（コーラン第10章ユーニス第1 0 1節）

斗
ー

一天と地にあるいかに多くのみしるしのそばを，彼らは

顔をそむけつつ通り過ぎることか。

（コーラン第1 2章ユースフ第1 05節）
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（1）

イスラムのお話をするにあたって，先ずある男の人の

話をしましょう。この男の人は， 日常の複雑な仕事から

解放された夏休みをどのように過ごすかに就いて考えた

結果，ハワイへ旅行しようと思いたちました。そこには

美しい景色や汚れのない自然が待っているにちがいない

と思ったのです。そこで準備を整えて出発の日を定め，

又航空会社に連絡して航空券を求め，たず出発の時間を

待つばかりになりました。

そこで出発の日が来て，彼は荷物を持って空港へ行き，

飛行機の出発時刻表を見て， 自分の乗る便の番号とか出

発時刻の掲示を探したのですが，驚いたことに彼は自分

の乗る便について全くそれらを見付けることができなか

ったのです。そこで彼はすぐにその航空会社のカウンタ

ーへ行ってたずねたのですが，その便は今日突然の飛行

機の故障により取り消されて，出発は又別の日になると

いうことでした。そこで彼は止むなく又家へ帰らなけれ

ばなりませんでした。こうして彼の予定は全く狂い，大

変残念に思ったのでした。もしこのような事情を前以て

知っていたならば彼は急いで空港へ出かけることもなか
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ったでしょう。

こ秘で私達が考えなければならないことは，彼は何故

自分の希望を果すことができなかったのか， ということ

です（勿論理由は航空機の故障としてはっきりしていま

すが)｡そこで私達は，彼が色々と準備をした以外に，
何かこの世の中に別の力が働いていることを考えずには

おれません。即ち彼が旅行の手筈を整えた背後に，何か

別の強力な力が働いているのではないかと考えるのです。

皆さん，私がこ斑で云いました何か別の「力」 －即

ちこの旅行をおくらせ，彼の予定を変えさせた力につい

て私達はよく考えてみなければなりません。そこでコー

ランには， 「だが，神が望みたもうた時でなければ，お

前達は望む事はできない。神は全知の方，慈愛の方であ

る｡」（第76運命， 30）

4

，0

(2）

次には又別の例を挙げましよう。こ画に両親が居て，

息子をぜひ教師にしたいと考えました。息子も，学生達

が自分達の先生を常に尊敬し，又先生は一般の社会で．

目置かれる存在であることも考えて，両親の希望にそっ
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てぜひ先生になりたいと思いました。このために彼はよ

く勉強し，勉学にいそしみ，様々の学科の授業にはまじ

めに出席して試験を受けていました。しかし或る試験で，

殆んど彼は答案を書くことができず，たぎ二，三行を書

いただけで，到底これでは先生になれるような成積を収

めることができないような事態が起ったのです。当然の

結果として彼は落第しましたが， しかし彼はそれにもめ

げず，何とか自分の思い通りの道を歩みたいと思い，再

び勉強をやり直し，次の年再び試験場へ向ったのです｡､

しかし又この年も又前年と同様の結果となって試験に失

敗しました。しかし彼はそれにもめげずさらに第3回目

の試錬に挑んだのです。しかしその結果は不幸にも何ら

前の2年と異なるところはありませんでした。失意のう

ちに彼はこの国の定めるところに従って学業を投げうた

ざるを得なくなり， こうして彼は当初の予定がくずれ，

自分の考えた道は閉ざされて，希望は失われたのです。

‐ そしてその後彼は今まで自分が考えても見なかったよ

うな道に入るのですが，それは宗教の学科の試験委員の

一人が，彼が試験の時にコーランの暗唱が大変上手なこ

とに目をつけて，自分が主宰するイスラム教会において
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コーランの暗唱をするように，とす画めてくれたのがき

っかけでした。こうして彼は全く以前には予期しなかっ

たコーランの暗唱の道に進んだのですが， コーランの暗

唱で彼の名声は高まり，宗教の催しのあるたびごとに彼

は招かれて方々でコーランの暗唱を披露するようになり，

遂には国営のラジオやテレビジョンの放送局が彼をコー

ランの暗唱のために招いてくれるようになり，遂に彼は

名士となったのでした。

又一方，昔彼と同じように机を並べていた友人たちは

先生になっていましたが， この人達は清貧に甘んじ，細

々とした俸給生活を続けているに過ぎませんでした。こ

こで私達が考えなければならないことは,彼は当初彼自

身の定めた目標をもつていたにもか強わらず，彼をこの

ような道に進ませ，彼の運命を操った方はどなたであろ

うか，ということです。コーランには次のようにありま

す。

一「だが，神が望みたもうた時でなければ，お前達は望

むことはできない。神は全知なるお方,､慈愛あつきお

方である」 （76人間の章30）

一「天には，お前達の糧や，約束されているものがある｡」
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(51まき散らすものの章22)

－「言え， 「神のみ心でない限り，私は自分で害するこ

とも益することも思うま魁にはできない。」 」 (10

ユーヌスの章49）

－「言え， 「神のみ心でない限り，私は自分で害するこ

とも益することも思うま画にはできない。もし私が，

見えないものを知っていたならば，大いに幸福をひき

寄せ，不幸に見舞われることはなかったであろうに｡｣」

（7高壁の章188)

争

芯

（3）

さらに又別の例をお話し致しましよう。この学生は政

府派遣の留学生として，或るイスラム教の国へ行って，

イスラム教とか， コーランの学問とか， イスラムの法学

とか歴史とかその他様々のイスラムの学問をすることに

なり，勉強に熱中したあまり，自分の祖国へは長い間帰

らず，自分の家族とも会うことがなかったのですが，そ

のうちに父が彼に会いたくなり，遂に父はその息子に会

いにやって来ました。息子は他の学生達と共に或る新し

い建物に住み，仲間の学生と共に或る一室に住んでいた
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のですが，みなが眠り，又父は息子と別の学生の間で眠

っていました。

ところが真夜中に，父は天と地とが重なりあい，かな

りの時間が過ぎるのを感じたのですが，彼はそれが夢で

あるか現実であるかわかりませんでした。たず彼が自分

自身その町の或る病院の中に居て，頭と身体の負傷を治

療してもらっているのだけははっきりしていました。そ

こで彼は，何か起ったのか， と自分に問いかけてみまし

た。その結果彼は，天が地に衝突したのではなくて，自

分の息子が他の学生達と一緒に住んでいた建物が夜中に

破壊され全員が死亡し，彼だけが助かったことを知った

のです。

彼の右に居た息子も死に，左に居た学生も死に， まん

中に居た彼だけが助かったのです。何とこれは奇妙なこ

とでしょう。何とおどろくべき運命のいたずらではあり

ませんか。ここで考えなければならないことは，他の人

々を死に到らしめ，彼だけを助けられたのはどなたの思

召しなのか， ということです。彼自身が，彼の右に居た

者よりも又左に居た者よりもこの地上に生存するにふさ

わしい人だから助かったのでしょうか。又このようなこ

－6－
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とには何か特別のさだめがあるのでしょうか。このよう

な結果に到らしめた計画が別にこの世界には存在してい

るのでしょうか。私達はこのようなさだめ， このような

計画を考え出されている方について思い到らなければな

りません。コーランには， 「神は，定めの時が来てから

は，いかなる者にも猶予をお与えにはならない｡」 （63

偽善者どもの章1 1 ）とあります。

4

芯

（4）

次には測候所の人々のことを話しましよう。この人た

ちは風がどのように吹くか，雨が降るか，地震が起るか

等についてきわめて精密に測定し，次いでその結果を新

聞に発表し， ラジオやテレビで風雨の時間や場所等を放

送しています。そこで人々はこれに基づいて様々の準備

をしますが， しかしこれらの観測結果はあたらないこと

がしばしばであり，風は全く反対の方向から吹いて来た

り，又全く別の方向へと吹いて行きます。その方向は変

り，測候所の人々が予告した以外の場所で雨は多く降り，

この雨によって大地が生き返り，又別の地方ではこの雨

が降らなかったためにかんばつの被害にあうことになり
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ます･又海では或る船は進み，別の船は沈むこともあり

ます。河川は無事で，海があふれることになります。或

る町々は破壊されますが，又別の町々は平隠です。

このようなことは，全く何ものによっても思い到らな

かったことであり，観測の結果においても表れ得なかっ

たことです。測候所の人々も知らず，一般の人々もすべ

て知らなかったことです。このような結果の裏に何か別

の力が働いているのではないかと考えざるを得ません‘，

測候所の人々が観測したのとは別に何か別の，真の観測

があり得るのではないでしょうか。そして又この真の観

測をしておられる方があるのではないでしょうか。コー

ランには， ｜~福音の風を送って，神の御慈悲をお前達に

味わ、せ，その御命令によって船を進ませ，お前達がみ

恵みを求めるようになるのも，神のみしるしの-つであ

る。恐らくお前達が感謝するだろう， とのおはからいか

らだ。」 （3Oギリシア人の章47）。さらに又コーラ

ンには， 「まことに天地の創造，昼夜の交代のうちに人

々に有用なものを積んで海を走る船のうちに，神が天か

ら降らせ，一旦枯地にした大地を生かして，そこにあら

ゆる生物をまき散らした雨のうちに，風向きの変りのう

－8－
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ちに，天と地の間を駆使させられる雲のうちに．分別あ

る人々にはみしるしがある｡」 （2牝牛の章164）と

あります。

（5）

さらに皆さんは，精密な立派な時計をお持ちでしょう。

それらは時間， 日付等をアラビヤ語で，英語で， 日本語

で示してくれます。このような立派な時計を見て, これ

らを製造した工場や会社の名前を知りたいと思うでしょ

う。即ちこの時計の背後には，熟練したメーカーがあり，

立派な会社があるにちがいないからです。皆さんはこの

ようにしてその時計の工場やメーカーを知るようになる

のです。又涼しい風を我々に送ってくれる扇風機につい

てみますと，人間の安全を守るために，少しでも手がふ

れるとすぐに止るしかけになっているものがあります。

特にこれは，何も知らない子供達を危険から守るために

作られているものですが， このようなものを見た時に何

とこれは行き届いた製品であろうか，そしてこれを作っ

た人はどのような人なのか，何と子供達のことをよく考

えていることだ， とおどろき， この工場やメーカーの名

－9－
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前を誰しも知りたいと思うでしょう。何故なら必らず製

品にはメーカーがあるからです。

そこで皆さんは，扇風機を見ると同時にその工場なり

メーカーなりを見ているのです｡たとえそれらは表面に

現れず，目に見えなくとも， これらは頭の中で想像しで

いるのです。これと同様に，すべてのものにはこれを作

った人が居るにちがいありません。そこで，私達が星が

一杯出ている空を見てみましよう。空には数えきれない

ほどの星があります。誰もその数を数え切ることはでき

ません。又すべての天体には，地球をも含めて，引力が

あり，近くのもの,を引きつける力を持っています。そこ

で私達が疑問に思うのは,”これらの星はお互いをどうし

て引きつけあわないのか， ということです。又これらの

それぞれの星は，引力が働く固有の領域をもっていて，

この領域の外では力が働かないのだと考えるにちがいあ

りません。即ちすべての天体は，それぞれの引力が及ぶ

固有の領域をもっていて，全体の星には引きあって衝突

しないようにできでいるのです。もし多くの星が互いに

衝突しあえば， この世界は破滅します。しかしこの世界

は古来ずっと存在して，その様子は創造主のみしかわか

－10－
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らないのです。こEで私達はたずねなければなりません。

誰がこのようなつくりにしたのでしょうか。誰が世界の

存続を守るためにこのようなしくみに作ったのでしょう

か。コーランには， 「神が地にあるものをお前達のため

に駆使し，御命令によって海に船を走らせ，お許しなし

に地上に落ちないよう天を保持し給うことを知らないの

か。まことに神は人々にやさしく慈悲深いお方である｡」

（22巡礼の章65）。とあり，さらに， 「いや私は沈

み行く星にかけて誓う」 （56出来事の章75）， 「こ

れこそまことに偉大な誓いである。お前達にわかればよ

いのだが｡」 （|可76）とあり， さらに， 「夜も昼も，

太陽も月も，すべて神のみしるしである。太陽や月を伏

拝することなく，それらを創造し給うた神を伏拝せよ。

本当にお前達が神を崇拝しているというのであれば｡」

(41説明の章37)とあり，又， 「又太陽もある。太

陽はその休憩所を求めて連行する。これも力強いお方，

全知なる方の徒である。」 （36ヤーン・シーンの章

38）とあり，次いで， 「そして月もある。我らは月が

枯れたなつめやしの古枝のように曲って元に戻る迄数々

の宿を定めた。」（同39）， さらに又続いて,「太陽

-1 1-
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は月に近寄ってはならないし，夜は昼に先行してはなら

ない。各々は天空を泳ぐのである。」 （同40）とあり

ます。

（6）

皆さん地球を見てみましよう。その中には山々があり，

赤い山もあれば黒い山もあり，白い山もあります。又各

々の山の様々な岩の層を見て下さい。岩はそれぞれ形が

ちがい，色がちがいます。赤い岩もあれば緑色の岩もあ

り，柔らかい岩もあれば硬い岩もあり，雨が降れば様々

な長さの植物がそこから生えて来ます。又樹々は様々の

すばらしい形をしており，人間が種を播いたこともなけ

れば又人間が育てたこともないのに自然に茂い繁ってき

ます。又これらの大地を見て下さい。そこに播かれた植

物の種は水を吸い，肥料によって生育し，我々に様々の

形，色，味，匂いをもったおいしい果実を提供してくれ

ます。我々はこれらの味を常に賞味しています。又これ

らの味には甘いもの;少し辛いものもあるし，小さい実

もあれば大きい実もあり，丸い実もあれば細長い実もあ

り，立派な実もあれば劣った実もあります。

-12-
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人間について見るならば，人種は様々であり，皮ふの

色や言語もそれぞれに違います。黄色人種もあれば白人

もあり，黒人もあります。顔も丸い人種も居れば細長い

顔の人種もあります。それぞれに男と女が居るという点

では同じですが，その子供達は皮ふの色や体形や性質や

食べ物がちがっています。又動物はそれぞれに身体つき

や体形，名前がちがっています。又生活環境は，同じ人

種の間でも，そのグループによって体形や皮ふの色が変

ってくるのです。

そこで私達は次のような疑問を起すでしょう。このよ

うに，それぞれに分けられそれぞれに特色をもたせられ

た方は誰方なのでしょう。そしてそれぞれが人間に幸を

もたらし，人類の生育を快適にされた方は誰方なのかと

いうことです。そこには必らず，様々の生物を創られた

方がおられるにちがいありません‘,コーランには， 「神

が天から雨を降らせ給うのをお前は知らなかったのか。

我らはその水で様々の色あいの果実を実のらせ，山々に

白や赤や黒の幾多の色あいのすじをつけた｡」 （35創

造者の章27）とあり，又「同時に人間，禽獣,:家畜そ

れぞれにさまざまの色あいがある｡」 （同28）とあり

-13-
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ます･さらに「地上には連接する様々の地区があり．ぶ

どう園，田園，なつめやしの木の群生するもの，孤立す

るものがあり，同じ水でかんがいされている。我らは食

べ物としてそのうちの或るものを他のものに優越させて

おいた。その中には分別ある人々へのみしるしがある｡」

（13雷鳴の章4）とあり， さらに， 「天地やお前達の

様々の言語ならびに皮ふの色あいを創造し給うたのも神

のみしるしの一つである。まことにその中には知識ある

者へのみしるしがある｡」 (30ギリシア人の章22)

とあり，又さらに， 「彼等は頭上の天を見て，我らがこ

れをどうして創造しかざって見せたかを考えなかったの

か。そこにいさ詮かのすき間もないことを考えてみなか

ったのか。我等は天地をうち拡げ，そこに不動の山々を

据えぅ各種の美しい芭木を育てた。これは悔悟するすべ

てのしもべがよく見て教訓を得るようにと思ってのこと

である。我らは天から祝福の雨を降らせ， これで幾多の

庭園を設け，収獲のため殻物を育て謎やった。又重なり

あって実った背の高いなつめやしを育て魁． しもべたち

の糧とし， さらにこの雨で死地をよみがえらせたのであ

る6人間が復活によって生きかえることとて同じことで
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はないか｡」（50コープの章， 6～11）とあります。

（7）

朝になると太陽が東から昇り，一日が始まります。あ

たりはだんだんと明るくなって人々は眠りからさめ，事

務所や工場や会社等へ仕事に出掛けます。又生徒達や学

生達は学校や大学へと出掛けます。

又夕方になると太陽は西に沈み，その後夜がやって来

て暗闇が拡がります。夜には人々は日中の仕事の緊張か

ら解放され， ぐっすりと眠って元気を取り戻し，翌日又

立派に仕事ができるように備えます。又夏には日が長く

なり，夜が短かくなります。これと反対に冬には日が短

かくなり，夜が長くなります。又春と秋には昼と夜がほ

ぼ等しくなります。勿論国により多少は違いますが。

このような動きは，人間にはできないことで，どんな

に力があっても，地位が高くてもこのような自然のしく

みを変えることは人間には不可能です。季節の移り変り

や夜と昼の別は，たとえ多数決の原理でこれを決めても

変えられるものではありません。人間はすべてこのよう

な秩序に従わねばならず， これを変えるすべを何ら持ち

－15－
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合わせてないのです。即ちこの秩序は或る強力な方によ

って定められたものだからです。それではこの方はどん

な方なのでしょう。このすべてを定められた方とはどの

ような方なのでしょう。コーラン第28章物語の章第

71節～第73節には次のようにあります。

－云ってやれ， 「神がお前達の上に夜を最後の審判の日

迄続くようになし給うたなら，神以外のどの神が，お前

達に光を与えようか。お前達には聞こえないのか。 」

－云ってやれ，「神がお前達の上に昼を復活の日迄続く

ようになし給うたなら，神以外のどの神が，お前達に休

息すべき夜を与えようか。お前達は考えてみたのか。ま

だ見えないのか｡,」

一神は，その慈悲心から，お前達が休息し，神の恩恵を

求められるよう，昼と夜を創造された。恐らくはお前達

が感謝するだろうとのお計らいからだ。

』

e

』

（8）

又人は結婚し，子供を生んで自分の名前を名乗らせ，

自分の死後にその地位を継がせ，財産を相続させてその

名を残そうとします。諺にもあるように， 「息子をもつ

－16－
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者は死なず」なのです。そこで妻が妊娠すると，夫婦及

びその家族は大いに喜び，みんなは新生児の生まれるの

をたのしみにし，誰もがよい名前をつけようとあれこれ

考えるものです。ところが奥さんが女の子を生むと，み

んなはがっかりし， この新生児を迎えるのに複雑な気持

になります。又ほどなくこの奥さんは第2番目の子供を

身こ､．もります。しかしみんなは，今度こそは男の子が生

まれてほしいと願いますが，今度も又生まれて来たのは

女の子でした。みんなの失望落胆は前よりも倍の激しさ

でした。夫は怒って， 「今度又女の子を生むなら離婚湛」

と云います。かの国によくあることなのですが．夫はも

う一回同じことが繰り返されるならば必らず別れよう，

と決心します。その後妻は妊娠しましたが，彼女は胸に

手をあて，心配げに，今度こそは， この家族と別れなく

てもよいように．男の子であって欲しいと願うのでした。

遂に予定日が来て，子供が生まれましたが，何とそれは

双子で， しかも女の子ばかりの双子だったのです.〃子供

の生まれるということはすばらしいことです。しかし何

人も， これに関する選択はなし得ないのです。男も女も，

定められた運命にはさからえないのです。彼女は全く予

一1 7－
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想だにしなかった結果におどろいたのです。即ち運命は，

彼女が思いめぐらしたよりはるかに別の道を辿ったので

す。彼女の予想以上の結果をもたらし，かえってみんな

は彼女の前で小さくなってコーランの次の章句に耳をか

たむけたのです。 「天地の主権は神に属する。神はみ心

にそって創造され，み心にかなう者に女の子を授け給う

かと思えば，男の子を恵み給う。j (第42協議の章第

49節）， 「又，男女を夫婦となし，欲し給う青を不妊

とおきめになる。まことに神はよく知るお方， よくおで

きになるお方である。」 （同第50節）

（9）

さて今度は人間の身体や四肢とそのはたらきについて

考えてみましよう。それらは何れも動物や昆虫等には備

わっていない素晴らしいはたらきを備えています。即ち

それぞれの人体の器官がそれぞれのはたらきを最も立派

に果すようにつくられており，生活を助けているのです。

先ず頭には脳があり，思考の中枢を司り，外側には毛

髪があって頭全体を保護し，又人間の装飾ともなってい
ます。

-18-
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次に顔には，見るための両眼，聞くための両耳，にお

いをかぎ，呼吸をするための鼻があり，口には歯があっ

て食物を噛み砕き，消化を助けています。又舌は言葉を

発し，食べ物をのみ込むのを助けるものです。

首は頭と身体の両部をつなぐ器官です。

胸には呼吸と血液浄化のための臓器がある。そしてめ

ばら骨でおゞわれており，外部からの打撃を防ぐように

作られています。

腹部には胃，肝臓，脾臓，腸等があって種々の食物の

消化を助けている。

両腕は手からつらなって，働くため，又自衛のはたら

きをする。手には五本の指があって，その各々には先端

に爪がついています。

肢にはもゞ，ひざ，脚，足先から成っており，足先に

は五本の指があり，各々の先端には爪がついています。

人間はこの両肢を使って，自分の行きたい所へ行くので

す。

又この他に，食べた食物の残津を体外へ排出するため

の別の器官がついており，排泄器を成している。

心臓は肉体の最も重要な器官のうちの一つで，胸の左
－19－
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側に在り，手の一握りのような小さなものであるが，生

命は心臓に依存して生きているのです。心臓が一瞬でも

停止するならば，その人は生きていられないのです。

このように人体はきわめて秀れた機械であり，精密に

作られており，強靱な構造をもっていますが，それは鉄

や鋼鉄でできているわけではなく，肉と血と皮と汗と骨

とでできているのです。又人間の肉体には精神が宿って

いて， これが運動や行動を押し進める原動力となってい

ます。この機械は， これを作った方が考えた通りの法則

にしたがって使用するならば100年以上も健全に活動

させることができるのです。しかしこの機械は，どんな

に力をもち，どんなに高度の科学をもち，どんなに発明

力を駆使しても，いかなる機械を働かせても，誰にもこ

れを作り出すことはできないのであり，又誰もこの生命

をよみがえらせることはできないのです。

そこでこのような構造体を作り，設計し，素晴らしい

形に整え，美しい形にしたのはどなたなのでしょうか。

考えてみれば，地球上のすべての学者が最高度の科学に

到達したとしても，すばらしいどんな発明を行ったとし

ても，今に至る迄一匹のはえ，一匹の蚊すら作り出すこ
-20-
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とはできていないのです。そこでコーランには， 「もし

蝿が彼等から何かを奪っても，それを取り戻すこともで

きない。願い求めるほうも，願い求められるほうも，ど

ちらも脆いものである。」 （第22章巡礼第73節）と

あります。そこで， この世の中には必らず選ばれた，創

造する力を持った方，即ち創造者があるにちがいないの

です。そしてその方こそ実は神（アッラー）なのです。

そこでコーランには， 「お前達の中にもある。それでも

お前達は見ようとしないのか。」 （第51章まき散らす

ものの章第21節）とあり，又， 「彼らは人間を最も美

しい姿に創った。」 （第95いちじくの章第4節）， さ

らに「我らが与えてやったではないか。二つの眼と」

(90町の章第8節） 「一つの舌と二つの唇を｡」 （同

第9節）とあります。

可

6

(10)

男と女は結婚し，そして子供を生み，またその子供た

ちは大きくなって結婚し， さらに自分たちの子供を生ん

でいきます。しかし測りますと， これとは反対に，その

男の人の父親は，その男の人が生まれる前に結婚したの

－21－
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です。同様に祖父が結婚し父を生んだのです。このよう

にして私達はずっと湖って祖先へ祖先へと近づくのです

が，それには終りがありません。私達はそこで輪廻（り

んね）と云うものに帰るのです。しかし，すでに知られ

るように，終りのあるものには常に始まりがあるにちが

いありません。すなわち私達はこの展開によって始まり

へゞと到達することができるにちがいありません。すでに

御承知のように，人間の営みの最初はアダムでありイブ

でありました。それではアダムは自分自身のみで生きて

いたのでしょうか。私達は彼自身で存在し，生命を与え

たのだと知ることはできません。また現在に至るまで近

代の科学を以ってしても， さまざまの物体の中のある物

体，又はさまざまの存在の中のある存在が自然に作られ，

生命を与えられたのだということをまったく証明してい

ないのです。近代の科学も生と死との現象の前には何と

手をこまねいていなければならないことでしょう。学者

たちはどんなに努力し，医者と協力し，死者に生命を与

え,死者に心臓を移植し，肝臓を移植し，他人の肉体の

一部を移植しよっと努めてきたことでしょう。しかし死

というものは決定的なものです。彼らは人間の寿命をた

－22－
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だほんのわずかばかり長びかせることができたにすぎま

せん。そしてその後，いずれ，人間は死んでいくのですb

即ち， この世の中には勝れた決裁者の処置と英知が働い

ているにちがいありません。そしてどんﾉよ英知もこの決

裁者の英知に及ぶものはなく，どんな処置もこの方の処

置にはかなうものではないのです。いかなる処置も，い

かなる知恵も， この主と主の意志には従わねばならない

のです。そしてこの第一番目の人間を創造された方がい

らっしゃるにちがいありません。人間は猿の発達した者

であるとすると，その発達した猿を創造した方は誰なの

か，又猿は下等な人間であるとするなら，この下等な人

間を創造したのは誰なのでしょうか。

この力，この裁決は偉大なる最初の創造主に因るもの

であり，それはすなわち神，アゥラーなのです。コーラ

ンには，力ある創造主の言葉が述べられています。即ち

第50カーブの章，第16節には，

「我らが人間を創造したのだ。人間の魂が何を鳴いて

いるのかぐらいは知っている。我らは人間のけい動脈よ

りも人間に近いものである。」

とあり，又第52章，山の章の第35節には，

－23－
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「彼らは無から造られたではないか，あるいは彼らが

創造者とでも云うのか｡」，

さらに，

「天地を自分達が創造したとでも云うのか。いや彼ら

にはどんな確信もないのだ｡」とあります。

2

（11）

では次に，人間の子供がどのようにして，母の胎内で

つくられ，どのようにして完全な人間となるかを見てみ

ましよう。

男女が接触すると，男性の液が女性の液と混ざり合い，

精子(Sperm)となる。そして男性の液から骨や神経

ができる。すなわちそれは混じった液だからである。ま

た女性の液からは血や肉力釘つくられる。すなわちそれは

細い薄い液だからである。この精子は，三つの黒い精子

の中に宿っている。すなわちそれらは子宮(Matrix),

胎盤(Placenta)－これは胚を守る覆いである－と

腹(Abdomen)である。これらは子供を作るために保

護的な環境をつくるのである。この精液は40日生き続

けて，一つの凝血(Clot )となる。これは血液のかた

－24－
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アーー

まりであって， 40日間生き続ける。またその塊は肉塊

(Lump)になり，それは肉の塊りで，はっきりした形

もなく，不定形なものであります。このようにして核は

40日間生き続け，そこに精神が入り人間の頭，両手，

両足とそれらの骨や神経等を持った人間の形を形成しま

す。それから， これらの骨は肉によって覆われ，又別の

生き物となって動き始めます。このようにしてそれが成

長して，出生し，最も整った姿で，美しい形をした完全

な人体となるのです。こうして人体は音を聞く事ができ，

物を見る事ができ，動く事ができ，働き，そうして又別

の物を作りだす能力を持つのである。その後， この人間

は神に感謝する者となるか，又は神を信じない者になる

か，のどちらかとなるのです。

さてこのような創造をなすことのできる方はどなたな

のでしょう。又このような液から完全な人体を創りだせ

る方はどなたなのでしょう。これまでにわかっている事

と云えば，科学とか学者とかはこのような人間とか動物

とかの肉体や精神を作りだす事はできなかったし，又こ

れからもできないということです。したがって， この宇

宙には人間を思いのま蚤に創造することができる力を持

一25－
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った創造主がいらっしゃるに違いないのです。この創造

主が自分の思いのままの人間を創りあげることができる

のです。そしてそれがすなわち，神アッラーなのです。

コーランの第39章集団の章第6節には，

「神はお前達をそれぞれの母の胎内で3重の暗闇の下

で次々と創造された」

とあり， さらにコーラン第82章裂けるの章の第6節

には，

「お秘，人間よ，何がなんじを，慈悲深い主からまど

わせたのか」

第7節

「汝を創造したまい，形を与え，整えられ」

第8節

「み心のままに，汝に姿を与え給う方ではないか。」

とあり，

さらにコーラン第23章12節には，

「我らは土の精髄から人間を造った。ついで，それを

一滴として堅固な宿所に置き」

第14節

「その一滴から凝血を作り，そして凝血から肉塊を作

－26－
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り,肉塊から骨を作った。それから骨に肉を着せ， こう

して彼を一個の他の生物として作りだした。最もすぐれ

た創造主なる神が崇められん事を／」

とあります。

句

（12）

次には動植物界の神秘に触れましよう。

海の中の或る種の魚は，木に登る事ができます。すな

わち， もし水が乾いてなくなってしまうと， この魚は地

面の上にはい上ってきて，高い木に登ってあたりを見廻

し，水のある場所を見つけると，すぐに木を下りて，そ

の水のある場所へ行って泳ぎ始めるのです。また，真暗

な海底にいる魚の或る者は，斑点が体についていて，そ

こから色々な色彩を持った光線を発して自分の泳いでゆ

く道を照らしだしているというではありませんか。なん

と神秘な働きをするものではありませんか。

今度は植物の世界に目を向けますと，或る植物は虫を

食べると云うではありませんか，すなわち，甘い匂いの

良い物質をだし，それでもって虫を自分の方へひきつけ

るのです。そこで，虫達がやってきて， この植物の葉の

－27－
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上に止りますとすぐにこの虫を捕えて§血液を吸ってし

まい，それからほうり出すのです。又さらに，虫の世界

では，或る虫は厳しい冬の寒さでは生きてゆけません。

そこでこの虫は冬がやって来ますと， 自分のまわりを強

固な織物でまとい，寒さを寄せつけないようにするので

す。そして冬が過ぎてしまうまで木の枝にしがみついて，

やがて夏が来て良い気候になると自分の着物を脱ぎすて，

あちこちへと再び飛んで回るのです。このような事を御

存知でしょうか。これらはほんの一例で， これに類する

事は皆さんも多く御承知であるに違いありません。この

ような事をよく観察しますと，何の武器もなく，又気候

がよくなった事を知る時計もなく，飛びだす生物の事を

考えますと，私達はどうしても， この世の中に偉大なる

創造主がいるということに思いあたるに違いありません。

コーランの第87至高なる御方の章の第一節には，

「た蚤えまつれ汝の至高なるお方の御名を，

第2節

「創造し，整え給うお方。」

第3節

「決定し,;導き給うお方。」

－28－
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とあり，又コーラン第20章の第50節には，

「私達の主は万物にそれぞれの形相を与えた上， これ

を導き給うたお方です｡」

とあります。

▽

(13)

次のコーランの章句を読み，その意味を考えて下さい

(一)神はお前達の目に見える柱なしに天を持ち上げ給

うたお方である。それから神は玉座にあり，日や月を駆

使して，それぞれ定められた期限で,走らせ給う。神は

万事を取締まり，お前達が主に会う事を確信するように

と，緒々のみ印を明示し給う（第13章，雷鳴の章第2

節）。

神は，大地を繰り拡げて， ここにゆるぎなき山嶽と諸

々の河川を置き給うたお方である。また神はあらゆる果

実について，雌雄両性に造り，夜をして昼を覆わしめ給

れた。その中には，反省する人々へのみ印がある（同第

3節)｡

（二)神は天から雨を降らせ給うお方，それはお前達の飲

み水にもなり，お前達の家畜の飼料となる樹木もそれで

－29－
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育つ（第16章蜜蜂第10節）。

またそれで，殻物，オリーブ，ナツメヤシ，ブドウ，

その他あらゆる果実をお前達のために，生ぜしめ給う。

まことにその中には思慮深い者へのみ印がある（同第

1 1節）。

またお前達のために，夜と昼， 日と月を駆使し給う

た。諸々の星も神のご命令に服従している。まことに

この中には，分別ある者へのみ印がある（同第12節）。

また地上において造り給うた色とりどりのもの，その

中には注意深い者へのみ印がある（同第13節）。

また神は，お前達が鮮魚を取って食べ，服飾に用いる

ものを採集することができるように，海を役立て給うお

方である。また汝は，かれの恵みを求めて海を進む船を

みるであろう。おそらくお前達は感謝を捧げるであろう

（同第14節）。

また神は，大地がなんじらを乗せたまま動揺すること

がないように，その上に山々を据え給うた。また河川や

道路をも。おそらくお前達は正しい道に導びかれるであ

ろう（同第15節）。

さらに，道標となる物をも。また星をたよりに人々は

-30-
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正しく導かれる（同第16節）。

このように創造し給うお方が，何も創造できない者と

同様であろうか。これでもなんじらは気づかないのか

（同第17節）。

たとえお前達が神の恩恵を数えたてようとも，到底数

えつくすことはできない。まことに神は寛容にして，慈

悲深いお方である（同第18節）

(三)また汝の主は,蜜蜂に黙示して云い給う。 「山でも

木でも，人間が建ててくれるものでも，それを巣とせよ

（第16章蜜蜂の章，第68節)。

そしてあらゆる果実を食べ，汝のために用意された平

担な主の道にそって舞いなさい」その腹から人々のため

に薬になる色とりどりの飲み物が出る。思慮深い

人々にとって， これこそみ印である（同第69節）

（四）神が雲を駆りたて， これを集め， これを塊りにし

給うのが汝にはわからないのか｡その間から雨が降り出

すのが見えるだろう。神は天から雷をはらんだ山なす

雲を落下させ，欲する者にはそれで打ち，欲する者

にはそれを避けしめ給う･稲妻のきらめきはほとん

ど目を奪わむばかりである（第24章光の章， 第

一31－
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43節）。

神は夜と昼を循環せしめ給う。具眼の人々には， この

事の中に教訓がある（同第44節）。

神はあらゆる動物を自ら造り給うた。その中には，腹

這いで歩むものもあり，又中には2本の足で歩むものも

あり，又4足で歩むものもある。神は欲し給う物を何で

も造り給う･まことに神はあらゆる事がお出来になるの

である（同第45節）。

我らは明らかな印を下した。神は欲する者を正しい道

に導き給う（同第46節）。

囲神はお前達を土から創造し給うた°ついで，一滴の精

液により，創造して男女の対となした。いかなる女も，

神の知り給う事なくしては，孕むことも産むこともでき

ない。又いかなる長寿者も経典によらずしては，寿命を

長らえることも，短縮することもできない。しかし神に

とっては， これらはいとたやすいみ業である（同35章

創造者の章，第l l節）。

二つの海は同じではない。一方は美味で甘く，飲むに

心地よい。他方は塩辛くにがい。しかし汝らはそのいづ

れからも，新鮮な肉を食べ，身につける装飾品を採取す

－32－
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る。汝は海の中を進む船を見るであろう。それはお前達

神の恩恵を求めるためである。おそらくは，お前達が感

謝するだろうとのお計らいからだ（同第12節）。 …

夜を昼に入れ，昼を夜に入れ，太陽と月とを従え給え

ば，各々は定めの周期で運行する。このようなお方がお

前達の主なる神である。このお方にこそ主権は属する。

この他にお前達が崇拝している物など，ヤシの実の皮さ

えどうすることもできない（同第13節）。

たとえお前達がこれらを崇拝しても， これらはお前達

の祈りを聞きはしない。またたとえ聞いたとしても，応

答するようなことはない。審判の日には， これらはお前

達が神に併置したことにさえ背を向ける。よく通暁し給

うお方のように，お前達に消息を伝えて下さるものはな

いのだ（同第14節）。

内神のみしるしの一つを汝は荒涼たる大地にみることが

できる。我らが一度その上に雨を降らせば，直ちに活動

を始め，生成する。大地を蘇らせ給うものは死者を蘇ら

せ給うお方である。まことに神は万事に力を及ぼし給う

お方である（第41章説明の章第39節）。

㈹我らは天を威力で造った。我々は広大に拡げるもので

－33－
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ある（第51章まき散らすものの章第47節）。

我らは大地を拡げた。何とみごとに拡げたことだろう

（同第48節）。

我らは又，汝らが教訓を得るようにと思って，あらゆ

るものを対にして造った（第49節）。

「よって汝ら，神のみ許に身を寄せよ。

私は神から遣わされた明白な警告者である（同第50

節）。

神に，他のいかなる神をも併置してはならない。私は

神から遣わされた明白な警告者である。」 （同第5 1節）

仰汝の主にこそ執着がある（第53章星の章第42節）。

笑わすのも，泣かすのもこのお方（同第43節）。

死なすのも，生かすのもこのお方（同第44節）。

男女の組合せを創造し給うのもこのお方（同第45節)。

一点の精液を注入することで（同第46節）。

もう一度創り直すのもこのお方（同第47節）。

ゞ富裕とし，財産を築かせるのもこのお方（同第48節）。

狼星の主もこのお方（同第49節）。

昔，アードを滅ぼされたのもこのお方（同第50節）。

サムードも,跡形もなく（同第51節）。

－34－
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その昔，極悪だったノアの民も（同第52節）。

転覆した諸々の都市も（同第53節）。

そして，覆うものがその都市を覆った（同第54節）。

→体汝は主のみ恵みのどこに異論を唱えるのか（同第

55節）。

伽我らは空の彼方にも，彼らの間にも， これが真理であ

ることがわかるまで，みしるしを示してやろう（第41

章説明の章第53節）。

づ

色

（14）

そこで，すべての物にはこれを創った方が居られる。

この存在には，創造者がいるのです。そこで，私達は神

は存在すると云いきれるのです。それでは，神，アッラ

ーという言葉はどういう意味でしょうか。すなわちそれ

は礼拝に値する唯--の方という意味です。この世のあら

ゆる存在は， この方に従わねばならず，又この方のなさ

れた御仕事の美しさや徳の高い事に感謝しなければなら

ず，又さらには， この方にのみ，私達の望みを求めるべ

きりっぱな方なのです。それから同時に私達はこの方の

偉大さ，知識の深い事，知恵のすぐれている事， この方
－35－
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の大きさについて考えねばなりません。

たとえば，時計を作った人は， この時計の中にある装

置や機械よりもこれに関する知識が深いに違いありませ

ん｡§小さい事も大きい事も知っているに違いありません。

そしてその知識と力でもって， これを利用する事ができ，

又この時計が止った時には，それを修理することができ

るのです。

同様に， これらの偉大な機械を作った人の知識や力と

いうものは，その機械そのものよりも深く，機械の中に

あるすべてのメカニズムについて知っているので，それ

を動かす事ができ，又それが止った時には，修理するこ

とができるのです。大型のコンピュータを作った人は，

その中にあるすべての部品やその中の構造を完全に知っ

ていて初めてこれを動かす事ができ，又故障した時にそ

れを修理する事ができるわけでありましよう。このよう

にして作られたすべての物には，それを作った人がいる

に違いありません。そこで私達がこの存在には， これを

作った人があると信じていたならば， この知識や知恵や

力というものはその存在自体よりも，大きなものになる

はずであり，精密な事に通じるに違いありません。そし

－36－
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てこの存在を自分の思う通りに動かす事ができるのです。

故に私達は「神は偉大なり（アッラーフ・アクバル）」，

「神は誠によく御存知な方でいらっしゃる｡」と云うの

です。製品ができる以前に製作者がいたとするならば，

神はこの世の中が存在する以前にすでに居られたはずで

あり，私達がこの世の中がどれ程前に作られたのかとい

う事を知らないとしても，私達は次のように云う事がで

きます。作った人，それは神，アッラーであり，いとけ

高く，いと有難く， この神は初めからいらっしやり，そ

れに先立つ者はいない。神の後に又神はないのでありま

す。

もし，あなたが前計を作った人，機械を作った人， コ

ンピューターを作った人を知っていたなら，視界の中に

人るでありましよう。目は，顕微鏡のように遠い所を見

ることができます。しかし，どんなに距離があっても，

どんなに遠くを見る事ができても，それは限られていま

す。すべて目に見える物は目の視界の中に入ってそれを

見る事ができます。しかし， この目というものは，限ら

れた視界の物しか見えません。従って，私達は神を見る

事はできません。というのは，神は目で見ることができ

－37－
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／

る視界的な物質でなく，それを捕える事も，見る事もで

きないのです。神は， この世の製作者であり，それをと

られる事はできないのです。すなわち，私達は，神を見，

感ずるにあたっては，神が作られた物を通してしか，可

能ではないのです。コーランの第6章，家畜の章第103

節には，

「人の目では，神はとらえる事はできないが，神の月

にはすべてが見える。神は優しいお方，熟知し給う方で

ある。」又さらに， コーラン第10章， ユーニスの章，

第5節には，

「神は太陽を輝きとし，月を光とし，お前達が歳月の

計算を知るように，その運行を定め給うたお方である。

神がそれを作り給うたのは，真理によるに他ならない。

理解する人々には， この様にみしるしを詳しく説明し給

う。」とあり，

「夜と昼との交替のうちにも，神が天地の間に作り給

うたうちにも，敬虐なる人々にはみしるしがある。」

（同第6節）

＆

－38－



（15）

そこで，皆さんはこの世の中にはそれを作った方がい

らっしゃる事を信じていただけた事でしょう。この方は

大変偉大な， りっぱな方で， この世の中以上に偉大なの

です。この製作者の知恵と力と知識は， この宇宙よりも

大きいのです。そしてこの知識というものは，詳細にわ

たっており， 目で捕える事もできず，目に見える事はで

きないのです。そこで私達は次の問題として，それでは

どうして神はこの世を創造されたのでしょうか，という

問題に行きあたります。

人間は時計を作りましたが，それは時間を計り， 自分

達の今の時間を知るためであります。そしてこの時間に

よって，人間はさまざまの営みをしてゆくのです。又人

間は機械を作りましたが，それはさまざまの仕事に使う

ためであり，生活を快適にし，私的，公的生活を問わ説

自分の必要とする道具を作るためです。又人間はコンピ

ューターを作りだしましたが，それは人間が計算をする

時間を節約するためであり，間違いがなく，仕事を遂行

するためでもあります。このようにして，何かある物を

作る人は，自分の望む様にそれを使うのであり，作られ

－39－
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〆

た物は，またこれを作った人の意志から離れて働くよう

になります。

もし，以上の通りであるとしますと， この世を作られ

た方は,何かある特別の目的のために，又何か特別の仕

事をするために， これを作られたのに違いありません。

それでは， この世の目的とは何でしようか。人間創造の

目的とは何でしようか。コーランの第51章， まき散ら

すものの章の第56節には，

「わしがジンや人間を作ったのは，わしに仕えさせる

ためである。」とあり， さらに，

「余は彼らに糧を求めたり，食べさせてもらおうなど

とは考えていない」 （同第57節）。

「誠に神こそはう糧を与え給うお方。強大無双の力を

持つお方である。」 （同第58節）又コーラン第2章，

牝牛の章，第30節には，

「さて汝の主が， 『わしは地上に代理者を置こうと思

う。』と天使達に云い給うた時， 『私達があなたの栄光

をほめた魁え，あなたを崇めておりますのに，どうして

害をなし，血を流す者を地上にお置きになるのですか｡』

と皆が云った。神は答えて云い絵うた･『わしは，お前

－40－
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達の知らない事を知っている｡』とあり, さらに，

「かくて神は，諸々の名前をすべてアダムに教え給い，

それから天使達にそれらを示して云い給うたo『もしお

前達が真実を語っているなら， これらの物の名前をわし

に告げよ。』（同第3 1節）

「天使達は云った。 『畏れ多い事。あなたがお教え下

さった物の他は，私達は何の知識もありません。誠にあ

なたは全知にして，聡明なお方です｡』 （同第32節）

「そこで神は云い給うた･ 『おおアダムよ’彼らにそ

れらの名前を知らせてやれ。』彼がそれらの名前を皆に

教えてやった時，云い給うた◎ 『わしがお前達に云った

通りではないか。わしは天地間の見えない物に通暁し，

お前達が現す事でも，隠す事でも，すべて知り尽している｡』

（同第33節）

「神は汝らに，天地にある物すべてを服従させ給うた｡」

〈第45章聴くの章第13節）

すなわち神は人間を創造し，地上におけるその後継者

とされたのであり，人間に神の知恵を実行させ，神の命

令に従わせ，神が明らかにした様に，崇めさせ，その後

でさせようとされたのであ､り， こうして始めて，人間に

－41－
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〆

食物を保障されたのである。神は人間にこの世にあるす

べてを与えられて，人間の生活が快適になる様に使って

もよいとされたのである。かくて，神は人間に命令を下

され，人間がこの世の存在をどのように使うかを知らし

められたのである。この世が存在するという事は明らか

に，創造者がいるという事を示しているのであり, もし

創られた物がなければ， これを創った人もわからないで

ありましよう。そこでコーラン第45章,髄くの章，第

36節に

「よって神に栄光あれ,天の主，地の主，万有の主な

る神に， 」とあり， さらに同第37節には,

「天と地の偉大さは，神のもの§それは力強いお方，

聡明なお方である。」とあります。

（16）

ここで，あるいは皆さんの中には,次のように考えら

れる方があるかもしれません。すなわち， このようにさ

まざまの生物を持ちj さまざまの方向を持ち， さまざま

の形をして色々の色彩を持ったとの偉大なる宇宙という

存在が創られるためには，多くの神様を必要として， さ

－42－
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まざまの神様がある方面を受け持ったのではないか， と

考えられるかもしれません。確かに，古くは人々は，例

えば,戦争の神様であるとか，あるいは，愛の神様であ

るとか，美の神様であるとか， というものを信じていた

のですが， この点についてさらに深く考えてみましよう。

私達は，よく見聞します事に，社長がたくさんいる会

社というものは，すぐに倒産してしまいます。たとえ，

その会社が長い歴史を持っていても，それらの社長の間

には，争いがおこるものであり，一人の社長がこれをし

ようと考えれば，又別の社長がそれとは違った事をしよ

うと考えるものであり， とうとうその結果，争いが起っ

て会社をつぶすことになるのがせいぜいです｡又,船に

ついて考えてみますと，危険をさける方向へ向って船が

進んで行くためには，船長は一人でなければなりません

し，そこで初めて安全な方向へ到達することができるの

です。もし，船の中に船長が2人居れば，船長が一人の

時とまったく同じように，安定した航海を続けられるで

しょうか。おそらく，船長が2人居れば，その2人の間

の考え方の違いによって，船は混乱をしてしまうでしょ

う。そして2人が議論をしている間に，又，争いを起し
－43－
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ている間に，船は止ってしまったり，安全な航路からは

ずれてしまったりして，船客に危険がふりかかるに違い

ないのです｡"この宇宙についても同じです。この宇宙は，

何億年という年月の間も存続し，しかるべき方向へと進

んで来ました。そして，宇宙には強い定りがあって，そ

のために，生物は生存を保障されているのです。宇宙の

主が宇宙の終末を許したとしても，生存は続きます。宇

宙はいつ始まり，いつ終るのかという事は誰も知りませ

ん。そしてこれを知るのは，生活のすべての必要品を用

意しこの地球に備えて下さった創造主のみなのです‘，

そこで§ この存在の主は，ただ1人であって．仲間はい

ないのです。そしてこの主が，思うがままに．行動をさ

れるのです○さらに，主には仲間がないばかりでなく、

主には子供もなく，妻もなく，父もなく，母もないので

す○もしそんなものがあれば,ﾕ人間とI司じになり，人間

の弱点を持ち,欲望を持つことになります。コーラン第

1 12章真髄の章には,

「一､家（これぞ神にて唯一者）二、神にして永遠な

る者，三、生まず生まれず，四、一人として並ぶ者はな

い。」

－44－
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とあります。又，第47章，ムハンマドの章第19節

には，

「よって，神の他に神のない事を知るがよい｡]さらに，

第2 1章，予言者の章の第22節

「もし神以外に天地の間に神々があるとすれば，天地

は崩壊するであろう。それ故，彼らの述べているような

ものとはかけ離れている王座の主なる神を称えよ｡」

さらに第23章，信ずる人々の章の第91節には,

｢神は子をもうけ給わなかった｡又ともに並ぶいかな

る神もない。もしそうなら，どの神も銘々の作ったもの

を擁して，互いに他を制することであろう。彼らの述べ

るところを超越し給う神に栄光あれ。」とあります。

又， コーラン第3章， イムラーン家の章，第64節に

は，

「云ってやれ， 『経典の民よ，我らとお前達の間に何

の差別もないみ言葉の所に来るがよい。我らは神以外の

物を崇める事なく，何物をも神に併置する事なく，又，

神をさし置いて，お互い同志を主と呼ぶ事もないからで

ある“もし彼らが背を向けるならば， 『我らが帰依者

である事だけでも証言せよ。』と云うがよい。」とあり

－45－
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ます･

(17)

知性は思考であり，行動の機械である。しかし，知性

は物事に対する健全な思考を育てるように努めなければ

ならない。我々は現在の文明開化と開発の時代において

さえも，知性を迷わせ，より良い物を忘れさせ，より良

い物とは反対の想像をかきたてる物が多くあり．又，物

事をより良い方向へ運ぶべき事を阻害している多くの物

があります。そこで，私達は正しい方向へと導き，物事

の真実を見通させる教師を必要としています。この世の

創造者， この人間の創造者の知恵は， これを崇めるべく，

その人種とその言語による教師を選ぶようにさせたので

ある。教師は導き，教え，神の意志を伝える者であり，

この宇宙には，礼拝し, :崇拝し,服従しなければならな

い主の存在することを教えている。神は， これらの教師

達に教育計画を伝える必要がありました。すなわち，この教

育計画とはそれは,使命であり，神から下された経典で

あり，いつの時代の要求にも一致し，いかなる場所でも，人

間の知力に相応しいものでありますbそれはさまざまの教

－46－
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育課程におけるカリキュラムと同じで，人間の知性の成

長につれて，次第次第に進んで，その間に礼拝の義務，

生活状況を教えるものであり， こ・れらは神への唯一信仰

と並行して，行なわなければなりません。

人類の文明はアダムとイブの創造で始まり,.彼等二人

は多くの子供を生みました。そしてアダムは最初の教師

でした。アダムの教えは， 「アッラー以外に神はない｡」

ということで, この教えはずっと最後の教師迄続いたの

です。勿論当時はまだ人間の頭脳が未発達で,これに見

合うような手心が加えられたのですが。その後多くの使

徒即ち教師がアダムに続きました。これらの人々は過去

の人の後にどんどん現れ，その教えは人々にふさわしい

ものであり，礼拝や行いの方面からはその後の人達にと

ってふさわしくないものでしたが，根本の教えである

「アッラー以外に神はない。」という点で変わりはあり

ませんでした。このようにして我々は多くの使徒即ち先

師を見ることができます。それらの人々のお名前を列挙

しますと,，
ヌー人剖

アダム，イドリース，ノア,；離す．サルハ，イブラー

ヒーム， イスノ､－ク， イスマーイール， ロト，ヤアコー

－47－
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ブ,ユースフ,シァイバー,ムーサー，ハールーン，ダ

ーウード,; ､スライマーン， ，アイユーブ， ”ユーニスbザカ

リヤー，ヤハヤー,イーサー雫,ムハムマド等の方々です。

勿論この他にも多くの先師がありました。又それぞれ

に人類のそれぞれの教育段階における先師であり，神が

聖典や又経典の中で下された教えに従って教えられたの

です。そこでこれらの，神から下された経典とは， イブ

ラーヒームの書，モーゼの書，旧約五書，ザブールの書

及びコーランです。 ， ．

どの使徒もみな先輩の使徒をた魁え，後輩の使徒に接

してこれを援助したのです。どの使徒の書もみな他の使

徒の書により補われ，完全なものとなって行ったのです。

即ち後の使徒は先の使徒の書に然るべき事柄をつけ加え，

新しい時代の精神を吹き込み，礼拝や取り引き関係に於

いて人々の可能性をつけ加えたり，人々の生活にふさわ

'しい事柄をふやしたり,人々の宗教や現世及び来世に於

いての幸福をねが-51.て来たのです。コーランには， ｛"神

が予言者たちと契約を結び給うた時のこと。『わしがお

前達に与えるものはも啓典と知恵である。その後で，お

前達のもっているものを確証する一人の使徒が現れるで

－48 ．－
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あろう。お前達は必らずや彼を信じ，彼を助けなければ

いけない｡』又云い給う。『お前達はこの条件でわしの

重荷を受け取ることを承諾するのか｡』彼等は， 『承諾

致します。』すると， 『それなら証言せよ。わしもお前

達と共に証人になろう。』と云い給うた･」 （第3章イ

ムラーン家の章第81節）とあります。
9

（18）

実は神からコーランが下されたのは人類にとって最後

の教えの段階ででした。即ちコーランは最後の予言者に

下されたのです。即ち人間はすでに知能の点で，思考能

力の点で， もはや教師を必要とせず，又これ以上の教え

を必要としない段階に達していたからです。そこでコー

ランが下され， それは以前のすべての教えを含んでいる

と同時にさらに人間の幸福のために現世及び来世におい

て必要とするものを加え,又人間の能力にふさわしいも

のを加えたのです。コーランにはう 「神は各人に能力以

上の負担を負わせ給うことはない。自分のかせいだもの

が自分のためにな.り，自分のかせいだものが自分に仇を

なす。」 （第2章牝牛の章第286節）とあります｡こ

－49－
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の教えこそが「イスラーム」なのであり，アラビヤ語で

イスラムとは一ムスリム即ちイスラーム教徒とは， 自

らの事柄を神のみにしかゆだね（アスラマ）ない者であ

り，又神以上の力がこの世の中にあるとは思わない者で

あり6そこで初めて彼はすべての状況，すべての行動に

おいて神に従う者なのである。従来のすべての使徒はム

スリム（イスラーム教徒）でありました。又彼等を信ず

るすべての者はムスリムなのです。又コーランはイブラ

ーヒームに就いてふれ一主が彼に， 「帰依せよ。」 と

云われた時，彼は云った。 「私は万有の主に帰依致しま

す。」 （第2章牝牛の章第131節） －イブラーヒー

ムはこのことを子供達に遺言し，ヤコブも又遺言した。

「子供達よ，神はお前達の為にこの宗教を選び給うたの

である。だから帰依者としてでなければ決して死んでは

ならない｡」（同第132節） －ヤコブが死に臨み，息

子達に， 「私の死後，お前達は何を崇めるのか｡」 と云

った時，彼等が， 「私達はあなたの神，あなたの祖先イ

ブラーヒーム， イスマーイール， イスハークの神を唯一・

の神として崇め，このお方に帰依致します｡」と答えた

時，お前達は目撃者であったか。 （同第133節） －

-50-

▽

9

＆

｡



モーゼは云った。 「人々よ， もしお前達が神を信じてい

るならば， もし帰依者であるならば,神にたよれ｡」（第

1襄廷二墓臺雪杲豊熟しそ, ｢神へ私を助〃
る者は誰か」とたずねると，弟子達は言った。「我々が

神の助力者です。我々は神を信じます。どうか,帰依者

であることの証人となって下さい｡」 （第3章イムラー

ン家の章第52節）

－即ちムスリムは神のみを信じ，その他の者を信じない

のです。又ムスリムはすべての使徒を信じ，すべての教

え即ち聖典を信じます。即ちこれらは何れも神からこれ

らの使徒達に下されたものです。又ムスリムは天使達を

信じます。天使とは神が光から創られた輝かしい物体で，

神に服従し人間の利益のために行動し､神が力を与えて

その使命にふさわしい形をとっています｡神は又天使の

住居を天に置きました。この天使達の中にガブリエルと

．いう方がいますが, この方は神と使徒との間の仲介者を

つとめた方です。というのは神は人間には直接に話しか

けられることはないからです。コーランには， －神が

人間に語り給うのは，啓示によるか,垂れ幕の後からか

－51－
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或いは人を遣わしお許しによって欲し給うところを啓示

されるかである。まことに神は至高なお方，聡明なお方

である（第42章協議の章第51節）。 －とあります。

さらに又ムスリムは, 自分が現世で行った善や悪の行為

に対して審判の下される日があることを信じています。

又この日は即ち「裁きの日」（ヤウム・アルキヤーマ）

と呼ばれ，人々はその死後の墓の中からこの審判のため

によみがえり，善き行為をなしていた者は天国へ行き，

悪い行いをなしていた者は地獄へ行くことを知っていま

す。コーランには－大地が激しく震動し（第99章地

震の章第1節)，大地がその荷物をはじき出し（ |司第2

節），どうしたことか， と人が言う時（同第3節），そ

の日，大地はすべての消息を語るであろう（同第4節），

汝の主が啓示し給うたことを（同第5節）6その日ぅ人

々は三三五五と現われ， 自分の行状を示される（同第6

節）。ちり一粒ほどでも善を行った者はそれを見る（同

第7節）．ちり一粒ほどでも悪を行った者は，それを見

る（同第8節)｡ －とあります。
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最， 後 に

皆さん，今迄述べて来たところにより，神が存在し，

神は唯一であり伴侶がなく，又使徒ムハムマドは他の使

徒と同じように使徒であり， さらにこれらすべてを信じ，

今迄お話しして来たことをあなたが信じられるならば，

次のように言って下さい。

「ア･ソラー以外に神はない。

ムハムマドは神の使徒である。」

と。又「私はアッラーを信じ，天使を信じ，聖典と使徒

を信じ，来世を信じます。」と。そうすればあなたは立

派なムスリムなのです。そして神をたゞえなさい。又一

方もしあなたがこれ迄お話しして来たことに満足されな

いならば，神に祈り，神に呼びかけて救いや導きを乞わ

れたらよいでしょう。あなたの心はイスラームの方へと

拡がって行くことでしょう。どうかあなたに幸福が訪れ，

神の道が開かれますように。

・イスラム暦 1 397年シァアバーン月24日

西 暦 1977年 8 月 1 0 日

東京にて

アリー・ハサン・エルサムニー

－53－

2

4

4

〃



追記

この翻訳は東京外国語大学内記良一先生の御好意に

より実現しました。

ここに心より感謝致します。

Dr,A･H･ELSamny

Ryoichi Naike

1982年10月31 1」
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