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Ⅰ． 序 

 はじめに、このすばらしいシンポジウムに私を招待し、準備をして下さっ
た、東洋大学の先生方、特に、哲学科の永井晋教授に心よりお礼申し上げま
す。この３０年間、私は日本の研究者や研究機関に招待されるたびに、日本
の皆様からの変わらぬ歓待にあずかってきました。また、このシンポジウム
の開催のために惜しみなく努力をしてくれた客員研究員のバフマン・ザキプ
ール氏にもお礼申し上げます。  

 今申しましたように、私は３０年以上にわたって、日本の研究者や有力者
たちとの様々な対話に関わってきました。最初は駐日本イラン大使として、
その次は多くの文化交流行事や会合をテヘランや東京で組織する、イラン外
務大臣の上級文化顧問として、またその後は文化・貿易・産業面での交流を
促進するイラン日本友好協会会長として。そして、より最近では、2010 年 4

月 29 日に旭日重光章を賜りました。このことが、イランと日本の文化的相互
理解と協力を促進させたいという私の真剣な願いを強めることになりました。
今日の会議はその結果の一つとなるものです。  

 とはいえ、日本の皆様に向けてもっぱら宗教的な内容でお話をするのは今
回が初めてのことであり、これは私にとって寧ろ喜ばしいことです。なぜな
らば、それはウプサラ大学（スウェーデン）大学院で比較宗教学と宗教史を
学んだ私にとっての専門分野だからです。  

 この発表の趣旨をよりよく理解していただくために、三つのトピックに分
けてお話ししたいと思います。  

18
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 宗教間対話：歴史、前提、結果  

 対外的・宗教的な相互作用についてのイスラームの見方  

 神道についての私の理解  

 当然ながら、最後に議論のまとめと結論を述べるつもりです。  

 

Ⅱ． 宗教間対話：歴史、前提、結果 

 一部の研究者は、宗教間の対話の新しい歴史は１９世紀の終わりから２０
世紀初頭、特に第二次世界大戦以後に始まったとしていますが（Eric. J. Sharpe, 

Comparative Religion: A History, Duckworth Publications, 1975, pp. 251）、この主
題は、むしろアブラハムの三大宗教、すなわちユダヤ教、キリスト教、イス
ラームにとっては、大変古い主題です。例えばシーア派イスラームの伝統に
おいて、聖なる預言者が他の宗教の指導者たちと行った議論を除けば、他の
宗教の指導者や神学者との間で行われた最も古い議論の一つは、「サービア教
徒イムラーンのハディース」、すなわち約 1300 年前のカリフ・マアムーンの
治世にイマーム・リダー iがユダヤ教、キリスト教、ゾロアスター教、サービ
ア教の代表者たちと行った有名な対話の中で伝えられています（Shaikh-e 

Saduq, “Tawhid (Divine Unity)”, translated by M.A. Sultani, Armaghan-e Touba 

Publications, 4th edition, 1988, pp. 638-673）。  

 宗教的な対話の歴史をよく見ると、長い歴史のなかで、これらの対話は三
つの明確な目的を追求してきたことが分かります。１．自己の宗教的信仰が
他の宗教よりも優れていることを証明し、宗教的な優越性を追求すること、
２．ある種の超越主義や、あらゆる宗教の一致を追求すること、３．宗教的
多元主義や、宗教的な信仰と実践の多様性を認め、他の宗教的伝統やその信
徒たちとの相互理解、共存、協力を図ること。  

以下ではこれらのアプローチを一つ一つ手短に検証します。  

 第一の段階は、何世紀、あるいは何千年にもわたって続いていますが、そ
の段階において、諸宗教の指導者たちやその信徒たちの主要な目標は、自分
たちの宗教が他の全ての宗教よりも優れていることを示すことでした
（Sharpe, 前掲書 , p.127, 153 他; また、Edward W. Said, Orientalism, Routledge & 

Kegan Paul Ltd., London, 1978, chapt. 3 をも参照）。このような傾向が何千年も
支配的であったと言っても、それが今日ではすっかりなくなったということ
ではありません。そうではなく、私たちは今でも、長い間こうした傾向の強
力な支持者であり続けている多くのキリスト教徒たちのあいだで、それを目
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にしています（より最近の例としては以下を参照。Robert Spencer, Islam 

Unveiled and the Myth of Islamic Tolerance, Prometheus Books, N.Y., 2005; 

Edward W. Said, Covering Islam, Pantheon Books, N.Y., 1981）。  

 宗教間の対話の第二の局面は、19～20 世紀に関係しています。この時期、
アンリ・コルバン（1903-1978）、アンネマリー・シンメル（1922-2003）など
の西洋の偉大なイスラーム学者たちが、「東洋の知恵や洞察」に学ぶために東
方を訪れました。同じくこの時代に、ラーダークリシュナン（1880-1970）や、
クマーラスワーミー（1877-1947）のような東洋の学者たちもまた、東洋の知
恵、つまり文化や宗教が、西洋においてよりよく理解・評価され、「過去の全
ての宗教を包括するような未来の真の宗教」へと向かうために、ある時期を
西洋で過ごしたのです（Max Muller, Life and Letters II, 135, 出典は Sharpe, 前
掲書 , 45; また The History of Religions: Essays in Methodology, Chicago 

University Press, 1959 をも参照）。  

 そして最後に、「宗教の対話」の最終的な三つ目の段階は、最近の数十年、
特に第二次世界大戦以後の時期に関係します。この時期には、世界の全ての
宗教集団ではないにせよ、少なくともキリスト教西洋の一部――といっても
基本的にヴァチカンやカトリック信者を除きますが――そして非キリスト教
世界の一部の人々は、どちらかといえばリベラルあるいは多元的なアプロー
チで他の宗教的伝統に向き合い、他の宗教を敵視したり、滅ぼそうとしたり
する代わりに、彼らを理解し、また彼らと共存・協調しようとしています
（Sharpe, 前掲書 , pp. 44-45, 251 ff. また以下の文献も参照。Richard W. Bulliet, 

The Case for Islamo-Christian Civilization, Columbia University Press, N.Y., 2004; 

Schimmel, An Introduction to Islam, State University of New York Press, Albany, 

U.S.A., 1992）。  

 勿論、キリスト教徒の他宗教に対する見方の様々な時期や段階について今
述べたことは、キリスト教の様々な宗派にのみ当てはまるのではなく、仏教、
神道その他の東洋の宗教的諸伝統の他宗教に対する多様なアプローチについ
ても当てはまります。例えば日本では、国家神道の仏教やその他の「外来の」
諸宗教に対するアプローチは、非国家的な神道が仏教やキリスト教その他の
宗教と共存しているのとは全く異なるものでした。同じことが、ヒンドゥー
教のイスラームや仏教その他の「非土着の」伝統に対する様々なアプローチ
についても言えます。  

最後に、ここで詳細を論ずることはできませんが、いたって平和的である
仏教の僧の中でも、ここ日本において、古都京都を見渡す丘陵に、もっぱら
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戦闘活動に従事した多くの僧兵たちを抱えた寺院が何年にもわたって存在し
たということに触れておきたいと思います。  

 

Ⅲ． 対外的・宗教的な相互作用についてのイスラームの見方 

私たちの対話、特に「質疑応答」の時間における対話を促進するために、
私の属するイスラームのあるいはシーア派の共同体の対外的、宗教的な相互
作用に関して、イスラームはどのように見ているのかについて、私の考えを
手短にお話ししたいと思います。とはいえ、単に私が支持しないだけで、イ
スラームの資料については異なる解釈もあり得ます。  

１． 私の信じている聖典は、その中の 100 以上の聖句が、知性や理知
（aql）、思索や思考（fikr）、案や経綸（tadbir）、旅と観察（seir & nizarah）、
その他の論理的、理知的、自然的、経験的な問題にあてられています。
このことこそ、イスラームとシーア派の特徴が、論理的・知的な伝統
にあるということにあると私が考える理由です。  

２． 私の信じる宗教的伝統の聖典には、平安（silm）、平和（sulh）、協
力（ta’avon）に関する 150 以上の聖句があり、争いや戦い（muqatila）
は従うべき掟としてではなく、例外としてのみ規定されているのです。
言い換えれば、イスラーム共同体は、攻撃されたとき、あるいは自ら
の権利を剥奪されたときにのみ、戦争することができるということで
す（クルアーン第 2 章 190-191 節）。私の宗教では、クルアーンにおい
て語られているように、イスラームの預言者（彼に平安あれ）は「ラ
フマタン・リルアーラミーン」（万有への慈悲）（クルアーン第 21 章
107 節）なのです。私はサラフィー主義（サウジ）、ターリバーン、911

（アルカーイダ）のイスラームを代表する者ではありません。  

３． 現代のシーア派の学者である、ムスタファー・マラキヤーンは、
宗教は全ての人に幸福、平穏、希望をもたらすべきであると言ってい
ますが、私は、反対に、イスラームはそれらのものを個人の人生にも
たらすことができると主張します。真の宗教（イスラーム）について
の他のいかなる印象も、歴史的事実やイスラームの正しい教えに基づ
かない、間違った、あるいは不完全な印象だと思います。私の考えで
は、それらの正しい教えは人間の現世と来世における至福と繁栄をも
たらす最大の要因なのです。  
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 勿論、このような見解には、大量破壊兵器を製造、備蓄、使用する
余地はありません。そのことはイスラーム革命の指導者やイランの他
の宗教的ウラマー（聖職者）が繰り返し強調してきたことです。  

４． 私が代表するイスラームとは、他の人々の意見や信仰を十二分に
尊重するものであり、その聖典ははっきりとこう述べています。「言う
がよい。『誰もが自分の仕方によって行動する。だがあなたがたの主は、
誰が正しく導かれた者であるかを最もよく知っておられる。』」（クルア
ーン第 17 章 84 節）。あるいは、他のよく知られた章句では、こう言わ
れています。「私は、あなたがた一人一人に、戒律と進むべき道を与え
た。もし神が望んだなら、あなたがたを一つの共同体になされたであ
ろう。しかし良い行いによって競うがよい、彼があなたがたに与えら
れたものによって、あなたがたを試すのである・・・」（クルアーン第
5 章 48 節）。  

５． 最後に、私が代表する宗教的伝統は、基本的に「相互作用的」（ク
ルアーン第 3 章 64 節）であり、平和を愛するもの（クルアーン第 8

章 61 節）であり、世界の他の平和的な共同体や国民との平和的な共存
を信じる宗教です。私たちの宗教的指導者イマーム・リダー（シーア
派の第 8 代イマーム即ち指導者）と他の宗派の指導者たちとの議論で
証明されたように（Saduq, 前掲書）、私はいかなる対話も双方向的な
理解と尊重に基づいていなければならないと考えます。  

 

Ⅳ． 神道についての私の理解 

 ご存じかも知れませんが、私は神道についてペルシア語で書かれた最初で
唯一の本を編纂しました（Ilm Publications, Tehran, Iran, 2008）。その本は、日
本と外国の何人かの優れた研究者の論文と、私自身の研究と考察からなりま
す。しかし、私がこの本を執筆・翻訳した意図は、神道の伝統の神学的ある
いは法学的な叙述を行うことではなく、神道の実際的な、すなわち社会的、
道徳的、儀礼的な側面についての簡潔な記述を、神道のこのような特徴をよ
く知らないイラン社会に対して提示することでした。換言すれば、私は神道
を神学、現象学、歴史的または比較的な宗教学の領域において詳論するので
はなく、日本人の日々の個人的・社会的生活や、彼らの人間や自然（宇宙）
に対する態度という文脈において検証したのです。実際、日常の中の神道と
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いうのは、神社や神道の儀礼や祭、神道信者の家庭や社会的生活、仕事に対
する神道的態度、（高い）生産性、（少ない）消費、社会的・国民的統合と協
力、日本の国民的・国際的利益の促進、日本の穏健な振る舞いや模範的な教
育訓練などの内にこそ探し求められなければなりません。要するに、日本に
今日あるような地位をもたらした全てのものの内にです。私にとって、これ
らのことは教えられ、適用され、学ばれ、追従され、評価され、尊敬される
べき教訓です。つまりそれが、日本にこれほどの国際的な評価と理解、歓迎
と誇りをもたらした、日本の発展と進歩の秘密なのです。  

 イスラーム世界においては、私たちは 7 世紀から 13、14 世紀まで、全てイ
スラームの教義や教えによって、より良い評価と名声を享受し、世界の文化
的・文明的発展に寄与していました。私たちは再びそうなりたいと切実に願
っています。  

 私は、現代のムスリムないしシーア派の学者、知識人として、そしてある
程度の専門家として、神道や他の宗教を肯定したり否定したりする必要はな
い、また他の宗教伝統に対して敵意を持ったり、それを宣教活動によって貶
めたり否定したりする必要はないと思います。必要なのは、神道、仏教、そ
して他の伝統や文化から、全ての民族や文明から、全ての「他」なるものや
人から学ぶことだと思います。そして、それこそが人類の文化を地上におい
て持続させるための唯一可能な道だと思っています。  

 好むと好まざるとにかかわらず、世界の各地の様々な宗教集団において長
らく支配的だった、敵意や敵愾心、破壊的な競争の時代は終わります。神道
は、「国際的」な宗教ではありませんが、こうしたネガティブな特徴とは無縁
です。最近では、他者の聖典を燃やしたり（アメリカのテリー・ジョーンズ）、
他の人々にとっての聖者や神聖な人物を冒涜する漫画を出版したり（フラン
スのシャルリー・エブド紙）、他の宗教が愛する預言者についての下品な映画
を製作したり（エジプト系アメリカ人のコプト・キリスト教徒で前科のある
詐欺師）、他者の聖典を「悪魔の詩」と呼んだり（サルマン・ラシュディ）す
る人たちの声に好意的に耳を傾けることはなくなりました。彼らの努力は、
世界の倫理的規範に逆らうことで、自分自身に災難を招き寄せる徒労に終わ
るのです。  

 

Ⅴ． まとめと結論 

 私は討論により多くの時間を割くために、話を短くしたいと思いますので、

23

イスラームと神道の対話：文化的相互理解と協力のための礎



共生の哲学に向けて――イスラームとの対話―― 

ここで手短に要約を述べ、私の議論をまとめたいと思います。  

 宗教史、宗教の現象学、比較宗教学の最近の全ての議論に鑑みるならば、
私たちはどの宗教をとっても、それが単一の見方しか持っていないとみなす
ことはできないのだ、とはっきり述べたいと思います。そのかわりに、人は
様々な宗教的伝統が、歴史の中でまったく多様に理解され実践されてきたの
だと、正しく結論づけることができます。  

 従って、私たちが、例えばある宗教がまったく平和的で、もう一方の宗教
は常に戦闘的であったとか、あるいは、一方の宗教は内向きで、他方は外向
きであったとか主張することは正しくありません。このこと全ては私たちが
いかに世界を見て、いかに翻訳するか、何が私たちの精神的な前提であり原
則であるか、そして何のために私たちが様々な伝統の内に探求を行うのかに
かかっています。  

 イランの偉大な神秘主義詩人、ルーミーはこう言っています：  

 

    書物には決まった意味があるが  

       汝はそれを枕にすることもできる  

            （『精神的マスナヴィー』ラマザーニー校訂版 , 185/6）  

 

 二つ目の結論は、単一の宗教、文化、文明、経済的・政治的力によって世
界を統率することは決してできないということです。そのようなことは不可
能で非現実的であるというだけでなく、有益でもなければ望まれてもいませ
ん。世界は、多様で複数的なものでなくてはなりません。ラーダークリシュ
ナンの言葉にこうあります：  

 

様々な宗教は、その中で様々な宗教の信徒たちが、一なる至上者の子ど
もたちとして兄弟のように連帯できるような、人類の文化の発展を築くた
めの礎石となるべきものである。全ての宗教は、信徒に対して永続的な希
望のメッセージを届けるものである。世界は新たな信仰に生命を与えるが、
それは古い信仰が別の形を与えられたものにすぎない。それは全ての時代
に通じる信仰であり、私たちの心や魂に書き込まれている、全人類の調和
という究極の目的へと向かおうとする、人間の潜在的な神性である（Sharpe, 

前掲書 , p.260, Rounerii, p. 296 からの引用）  
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 三つ目の結論は、宗教的・文化的な正しい理解と対話によって、私たちは
二つの国民（ネーション）の相互理解と協力のための基礎を作らなければな
らないということです。その結果として、一部の大国がイラン・イスラーム
共和国について広めている、すべての根拠のない非難に対して、偉大な日本
国民に免疫力をつけ、守ることができるでしょう。「敬虔な人間は同じ穴で二
度噛まれることはない」というペルシア語のことわざがあります。一度目は、
イラン・イラク戦争のとき、偉大な日本国民は、イラク政権に由来し、西洋
の強力なプロパガンダ装置によって広められた、あらゆる種類の嘘や歪曲に
晒されました。戦争が終わったとき初めて、全世界は誰が戦争を始めたのか、
誰が無垢な市民に対して化学兵器を使用したのかを知ったのです。  

 だからこそ、手遅れになる前に、私たちは日本のマスメディアや世論が、
西側の大国によって広められている、シオニスト政権の空虚で軽薄なプロパ
ガンダの影響を被らないようにしなければなりません。彼らは、核弾頭を持
たず、持とうともしていないイスラーム体制が、あの政権の 200 以上もの核
弾頭の備蓄を脅かす存在だと言い張っているのです！先ほど繰り返し述べた
ように、私たちの確固たる信念によれば、大量殺戮兵器のいかなる製造や使
用も厳しく禁止されています。  

 最後に、当時、イラン国会議長であり、国家最高安全保障評議会における
イマーム・ホメイニー師の名代であったハーシェミー・ラフサンジャーニー
師が要人として最後に日本を訪問したときのことです。その訪問は、故・安
倍外相と中曽根首相の大胆なイニシアチブで実現されたのですが、全ての人
が、イランと日本の要人の打ち解けた会談の驚くべき成果を目の当たりにし
ました。その訪問によって、当時あった間違った理解が払拭されただけでな
く、貿易・産業関係の 3 倍もの拡大を含む、二国間・多国間関係の拡大に向
けた道が開かれたのです。間違いなく、今日、そのような大胆なイニシアチ
ブが双方に求められているのです。  

 もう一度、主催者の皆様、とりわけ永井教授に感謝しますとともに、私た
ち両国の国民とこの会議の繁栄と成功をお祈り申し上げ、結びとさせていた
だきます。ご静聴ありがとうございました。  
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共生の哲学に向けて――イスラームとの対話―― 

原註 

1 本稿は、アブドッラヒーム・ギャヴァーヒー博士の会議「共生の哲学に向けて：イ
スラームとの対話」（東洋大学国際哲学研究センター、2012 年 11 月 6 日）における
発表原稿である。  

 

 

訳者註 

i イマームはシーア派の指導者。イマーム・リダー（765 頃～818 年）はイランの国教
である十二イマーム派の第 8 代イマームで、イランではペルシア語風に「エマーム・
レザー」として親しまれている。  

ii L. S. Rouner (ed.), Philosophy, Religion, and the Coming World Civilisation: 

Essays in Honor of William Ernest Hocking, The Hague: Nijhoff, 1966. 
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