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序文 

イスラーム世界にはある特徴があります。一方においては宗教的な御言葉
に依拠し、また他方では聖なる御言葉とムスリムの歴史上の生活を関係づけ
る道具としての学問を生み出してきました。ムスリムの行動を秩序立てる最
も重要な学問の一つはイスラーム法学（フィクフ）です。この小論では、ま
ずイスラームの御言葉における世界的な価値観を示します。イスラームの見
地から見た諸宗教の共通性とその一致した基盤を示す価値観です。その後、
聖なる御言葉と現代のムスリムの生活の関係を秩序立てる現代イスラーム法
学の主な学説に言及します。  

 

諸宗教の一致した基盤 

聖クルアーンは数多くの節で諸宗教の一致した基盤を示唆しています。そ
れと同時に歴史上の諸宗教の多様性もまた正式に認めています。まさにそれ
が理由で様々な宗教の信者たちとの対話の扉が開かれるのです。  

《神と宗教》の意味は最低限、言葉の意味から《神々と歴史上の諸宗教》と分
離できます。まさに、その理由でクルアーンは自身の存在の哲学を神と宗教
の意味の再生と、人に信仰の基本を思い出させることと紹介しています。  

 

《あなたたちは「私たちは神と私たちに下されたもの、イブラヒム、イス
マイル、イスハーク、ヤァクーブとその支族に啓示されたもの、ムーサー
とイーサーに啓示されたもの、その主から預言者たちに啓示されたものを
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信じます。彼らの間の一人をも区別しません。私たちはかれに絶対帰依し、
イスラームを受け入れるものです。」と言いなさい。》（雌牛章 136 節）  

 

シーア派のクルアーン解釈学の大家であるアッラーメ・タバタバイ師（イ
ラン暦 1281～1360 年）は、その著作アル-ミザーンの中で、諸宗教の一致し
た純正な基盤に依拠し、対立と相違を宗教の本質ではなく、宗教に属する人
たちの私欲が生み出したものとみなし、彼らが唯一の宗教である神の宗教に、
その集団と民族的な色彩を付与し、無色であるものを色にとらわれるように
したのです。彼の考えによると、諸宗教もまた、社会の変化に従い、それに
より常に、宗教ではないものが宗教の一部であるとみなされ、民族的なまた
それ以外の特徴に伴う利害の対立が、宗教の服をまとうようになる可能性が
あります。彼がそれを《宗教の災害》と呼ぶ災害です。（タバタバイ、アル・
ミザーン、1374、第 1 巻 310 頁）  

クルアーンのほかの節では、諸宗教の道徳的、信仰の基盤の一致に依拠し、
啓典の民をこの共通点に招待し、付け加えています。《言いなさい。「おお、
書物（啓典）の民よ！私たちとあなたたちとの間の共通のことば（の下）に
来なさい。私たちは神にだけ仕え、何ものをもかれに配しない。また私たち
は神を差しおいて、他のものを主として受け入れない。」  

それでもしも彼らが背き去るならば、言いなさい。「私たちがムスリムである
ことを証言しなさい。」》（イムラーン家章 64 節）  

また、クルアーンの諸節は、あたかも多様性を認めると同時に、まさに《共
通の法則》に、基盤を置いているかのようであり、その点が、私たちがここ
で努力する点であります。  

 

諸宗教の共通の法則 

おそらく諸宗教の共通点を特に強調しているクルアーン自体に依拠し、イ
ブラヒム（アブラハム）系の諸宗教の共通の法則のいくつかを上げることが
できます。  

神の支配（統治）：神の支配（統治）は宗教的―社会的思想において基礎
的な概念です。クルアーンは天と地すべてを神のものであると、またかれを
《すべての事柄の源泉》と呼んでいます。かれは最良の代理人であり、すべて
のことが可能であり、包み込むものです。生死はかれの意思によります。お
赦しになり、悔い改めを受け入れられ、懲罰を下される方です。公正に満ち
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た方であり、不正義を行いません。預かりものはきちんとその所有者に返す
よう、人々の間を裁く際には公正に裁くように命令されました。まことにか
れはよく聞き、見ておられます。（イムラーン家章 109 節）  

行いの計量：宗教的思想では、神は人間の善い行い、悪い行いの証人です。
審判の日はすべての人にやってきます。そしてその行いの詳細を知らせます。
自分たちではそれを忘れているのにもかかわらずです。神はすべてのことの
証人です。（論争章 6 節）天と地は神からのものであり、悪い行いの報いはそ
のとおりになされ、善い行いの報奨を《善く》なされます。（星章 44 節）ク
ルアーンの表現によれば、神は善い行い、悪い行いの計算のときに、不正義
を行われないばかりでなく、奨励することもまた、人間の行いを計算すると
きに考慮なされます。（物語章 96 節）  

人間と世界とのつながり：均衡の問題と人間とほかの存在との関連性は、
諸宗教の共通板教えの最も重要なものの一つです。イスラームの信仰では、
人の存在はほかの存在と同じように、世界のほかの部分と関連しています。
これは、人の行いと存在という秩序の間に関連性があるという意味です。す
べての動きはほかのあらゆる存在の部分と関連しています。互いに関連して
いる人間と世界と神の法則の三角形から湧き出す秩序あるいは無秩序です。
《これらの町や村の人々が信仰して、恐れおののいたならば、われらは天と地
の祝福の扉を、彼らのためにきっと開いたであろう。だが彼らは（真理を）
偽りであるとしたので、われらは彼らの行ったことに対して懲罰を加えた。》
（高壁章 96 節）  

クルアーンの御言葉をもとにすれば、調和あるいは均衡は修復する可能性
があるものです。たとえどんな理由であれ、例えば人が間違いを犯し、調和
が崩れたとしても修復ができないわけではありません。人の思想と叡智は常
に《存在の均衡》を修復する力があります。まさにその理由により、クルア
ーンは均衡が崩れた際に忍耐するように勧めているのと同時に、強調して言
っています。  

《まことに善行は、悪行を消滅させる。これは（主を）念じる人たちに対す
る訓戒である。耐え忍びなさい。まことに神は、善行者への報奨を無駄にさ
れない。あなたたちより以前の世代の人たちの間には、何故彼らの中われら
が救った少数の人たちを除いては、地上の退廃を抑える有徳な人たちがいな
かったのであろうか。不義を行う人たちは、享楽をむさぼり、罪を犯してい
た。  

あなたの主は、そこの住民が改革（に努力）する間は、悪行のために都市を
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滅ぼされない。（フード章 114～117 節）  

多様性と共生：宗教的な思想の観点からは、文明の運命を人の責任にゆだ
ね、自分たちの社会の運命を定めるようにされたのが神の定めです。他方、
存在の秩序を意志、選択の多様性を基盤に置き、結果として生活様式の多様
性を基盤につくられたのもまた神の定めです。クルアーン自体このように言
っています。《またあなたの主が御望みならば、かれは人々を一つのウンマに
なされたであろう。だが彼らは常に多様であるだろう。》（フード章 118 節）
しかしながらこの文明と社会の多様性は、決して諸国民の間の人としての共
通の基礎がないことを意味するものではありません。  

シーア派の伝承でもまた、特別志向を非難し、それが禁止されています。
ズラーラからの伝承では、彼と、その友人（ヒムラーンまたはブカイル）が
ある日 5 代目イマーム・バーキル（イスラーム暦 57～114 年）の元を訪れ、
今日の言葉で言えば、人との境界について話しました。ズラーラはイマーム
に申しあげました。おお、アブージャァファルよ！私たちはほかの人との関
係において、特別な方針を取っています。私たちの味方であれば、その人が
アリー家であろうがなかろうが、その人のことが好きですし、自分たちの仲
間と考えます。また私たちに反対であれば、その人の出自がアリー家であろ
うがなかろうが、敵と考え絶縁します。イマーム・バーキル（彼の上に平安
がありますように）はおっしゃいました。おお、ズラーラよ！神の御言葉は
あなたの言葉よりも信用できる正しいものです。（クライニ、ウスール・カー
フィ、1365 年、第 2 巻 382 頁）  

自分たちが他者と違うと考えることが行き過ぎることは、正しい仮説では
ないにとどまらず、往々にして袋小路に陥ることになります。ムハッキク・
ナーイニーの表現を借りれば、《真実のことから、ただ一つの不正なばかな言
葉によって》遠ざかる原因となるのです。（ナーイニー、タンビーフ、1382、
98 頁）ここで、現代イスラームとシーア派の法学のいくつかの学派に触れ、
それぞれの可能性について検討してみます。  

 

 

現代イスラームにおける法学派 

聖なる御言葉とムスリムの歴史上の生活の間の関係を解釈し、定める学問
のシステムが法学のシステムであると言いました。それで、イスラーム世界
では様々な学派と理論が過去から現在まで現れました。これらの学派はムウ
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タズィラ派のようなもっとも理性を大事にした学派から、理性と正反対の動
きまで含まれます。しかし、歴史を見てみるとすぐ明らかになるのは、神学、
法学派のイスラーム世界における幅広い変化です。例えば、一世紀以上、政
治－法学上の議論は王政に基づいていたものから、現代社会をもとにし、新
しい政府の必要不可欠な要素であるとみなされる新しい戒律、概念にその座
を譲りました。この幅広い変化は法学上、社会上の戒律の源泉と方法を伝統
的な信用と同じように、多少なりとも保持してきた状態で起こりました。こ
こで、その法学派のいくつかに触れて見ます。  

 

現代法学派の方法論 

フィクフ（イスラーム法学）とは宗教上の戒律を導き出す学問であり、御
言葉と歴史上の生活を混ぜ合わせることによって生まれるものです。（ヤー 
スィーン、1998、33～36 頁）フィクフの学問はどのような方法、理論でこの
戒律を生み出すのでしょうか。様々な法学派がこの問いに答えようと独特な
導き出す方法を編み出してきました。次にそのうち最も重要なものを簡単に
見ていきましょう。  

 

1) 伝統的なスンニ派の法学派の方法論 
4 法学派：シャーフィイー、マーリキー、ハナフィー、ハンバリーはスン

ニ派の伝統的な法学派とみなされ、現代でもまた特別な信用を得ています。
この 4 学派は細かい相違点を除いては共通の源泉と方法論をとっています。  

シャーフィイーはスンニ派の伝統法学で最も重要で《基本的な》経験であ
り、今もそれに基づいていると言われる方法論を示しました。シャーフィイ
ーの法学理論は《イスラームの御言葉》の解釈、生活における戒律を導き出
すにあたって、基本的にアラビア語の言語学に基盤を置き、それから 4 基礎：
書物（クルアーン）スンナト（聖預言者の言行）イジュマーゥ（教友たちの
一致した見解）キヤース（類推）をもとにしていました。  

シャーフィイーはこれらの理論を、後に書かれた基礎より先に書かれた基
礎が優先される原則に基づき、組み立てました。その先の基礎を理解するた
めの道具であるとするにもかかわらず、その正当性を《宗教的な源泉》とし
て、そのそれより前の基礎から得ています。この体系は、必ず《御言葉では
ないもの》が《御言葉》にあたるようになるように《作られて》います。（ア
ブー ゼイド、1996、54 頁）《歴史上の行為》は教友をクルアーンの御言葉
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と同じ地位に引き上げ、戒律を導き出す源泉に変化させました。このような
学問体系は、もちろんムスリムの生活に幅広い影響を及ぼしました。イスラ
ーム初期の時代への関心と過去の時代に注意を払った強制的な戒律が導き出
されたことにより、ムスリムを新しい条件、新しい出来事に向かい合わせる
ことから引き離しましたし、引き離しています。用心と類推に依存すること
により、ムスリムの創造性と先見性を制限する思想です。マカースィド法学、
また急進的なサラフィー法学は現代のこの制限に対する反応として広まった
のです。  

 

2) マカースィド法学と新しい生活の戒律 
マカースィド法学は最も重要な法学派であり、スンニ派の中で広まってい

る方法です。この学説はスンニ派伝統法学の能力不足への抗議として生まれ、
広まりました。色々と相違点がある方法を、法学上の戒律、つまり社会生活
上の戒律を導き出すために提案し、追求しています。この学説は、今現在ス
ンニ派の開明派の人たちの間で、最も広まり、支持されている理論の一つに
なっています。  

カルダーウィ（1926 年生）の考えでは現代スンニ派法学を、戒律の導き方、
現代生活への向き合い方によって、3 つに分類できます。（カルダーウィ、2006）
この 3 学派または彼の表現によれば《3 学校》は以下の通りです。  

 

A) 細部主義、御言葉主義法学派/新表面主義 
カルダーウィによると、スンニ派古典主義の表面主義を受け継ぐ法学派で

あるこの学派は宗教上の法源の言葉の意味をとらえるのに満足し、その裏に
ある戒律制定者の意図を推し量ろうとしません。カルダーウィが、新表面主
義者という言葉で言わんとするところはまさに今日《サラフィー主義》で有
名であり、思想、行動面である種の急進主義を強化しているものだと思われ
ます。  

 

B) 解釈/休止法学派 
2 番目の学派は、カルダーウィによると、まさに表面主義者の対極に位置

します。彼らはこのように考えます。宗教には宝石の部分があり、宗教の基
本はまさにその宝石であり、その内側の意味にあります。この学派の学徒た
ちは、このような思想によってサヒーフ（正しい）伝承でさえ、排除します。
カルダーウィはこの学派を《新休止主義》と名付けます。この休止主義の考
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え方の結論の一つは、《疑いがない御言葉》から逃避することであり、イスラ
ームの支柱、動かしようがない部分と公益の名のもとに戦うことです。  

 

C) マカースィド法学/中庸主義法学 
カルダーウィはマカースィド法学を中庸の学派と名付けます。その意図は

《御言葉の細部と全体の意図の関連付け》です。この学派の 6 点の特徴、以下
の通りです。1）宗教法の叡智と宗教法による被創造物の公益が保障されるこ
とへの信仰、2）宗教上の御言葉の間の内面的なつながりとその戒律の相互に
おける関連性、3）宗教的な事柄と現世の事柄の中庸をとること、4）御言葉
と現代の生活の現実との間の関連性、5）生活は楽であるべきこと、6）世界
に対して、盲目的になったり、孤立に陥ることなしに開かれ、対話し、融和
的であること  

ともかくマカースィド法学は、イスラーム法学を御言葉に基づく人類の監
督のための学問であると考えます。マカースィド法学にはこのように 2 つの
支柱があります。次にそれについて触れてみます。  

 

Ⅰ マカースィド法学における御言葉の概念 
マカースィド法学の目的は御言葉と生活の間に均衡をもたらし、それを継

続していくことです。まさにそれが理由で、カルダーウィは中庸/均衡学派と
名付けたのです。二面性を持つ事柄の均衡の創出です。一方が他方を追いや
ったりすることがないようにです。神的なものと人間的なもの、精神的なも
のと物質的なもの、来世と現世、啓示と理性、過去と未来、個人と社会、事
実と真実、確固たるものと変化するもの、……生活の中で、二面性を持つも
のの例には枚挙にいとまがありませんが、その間の均衡をもたらすことが、
マカースィド法学の目的（マカースィド）です。（マウクィウ・アル・カルダ
ーウィ、アル・ワサティーア フィ アル・イスラーム、2007）マカースィ
ド法学は啓示と公益の均衡をとり、判断するのとともに、その均衡を実現す
る機関の実現の方法においてもまた明確な考察と意見を持っています。この
学派の指導者たちの見解によれば、政治機関、昔の言い方をすれば《ウィラ
ーヤト》は、この目的を実現する手段です。まさにそれが理由で、マカース
ィド法学は政治と《政府機関》をこの思想のよって立つ支柱の一つと考えま
す。  

 

Ⅱ 政治：御言葉と公益の間を関連付けるもの 

57

現代イスラーム：御言葉と学問の間



共生の哲学に向けて――イスラームとの対話―― 
 

マカースィド法学は政治を宗教的な御言葉と公益の間をつなげるもの、媒
介ととらえていて、法学者の用語では《生活のシステムの公益》と言われま
す。マカースィド法学は、宗教上の戒律を実現するにあたっての政治の本質
と役割について、色々な見解を持っています。カルダーウィの表現によれば、
イスラーム政府はイスラームに源泉を置く民生的な政府です。（前出）マカー
スィド法学の初期の学者であるアル・イッズ イブン アブド アル・サラ
ームもまたこのように書いています。  

《ウィラーヤトは、宗教の目的を実現する手段であり、まさにそのために、
ウィラーヤトの判断はマカースィド（目的）のに従うのです。……《ウィラ
ーヤト》は全体として公益を引き寄せるか害悪を取り除くための手段です。
……もちろん、宗教的な統制はすべてそうです。》（アブド アル・アズィー
ズ アル・サラミ、1916、43～44 頁）  

マカースィド法学の学徒たちは、このような導き出し方を聖預言者（彼と
彼の子孫の上に平安がありますように）の時代、それからイスラーム初期の
教友たちの時代までさかのぼります。しかしながら、現在の形としては、ア
ブー ハーミド ガザーリ（イスラーム暦 505 年）とその法学理論の書《ア
ル・ムスタスファー》からであると関連付けます。ガザーリはこのように書
いています。  

《公益とは基本的には利益を引き寄せ、害を取り除くことです。……公益と
私たちが言っているのは宗教上の目的を保持することです。被創造物の間で
の宗教上の目的は 5 つです。人々の宗教、理性、子孫、生命、財産を守るこ
とです。それで、何でもこの 5 つの基本を守ることを保証するものは、まさ
に公益であり、何でもこの 5 つの基本を失わせるものは、まさに害毒であり、
それを取り除くことが公益です。》（ガザーリ、1996、174 頁）  

この法学派は開明主義的な部分があるにもかかわらず、スンニ派世界すべて
を包んでいるわけではなく、それどころか極端な法学派が別に存在し、今現
在のイスラーム世界の条件下では強い引力を持っています。急進派の代表と
みなされるサラフィー主義法学派です。  

 

Ⅲ サラフィー主義法学： 
サラフィー主義はスンニ派法学において重要な用語であり、もちろんいく

つかの意味があり、その意味があいまいな所もあります。この専門用語は、
過去、という意味のアラビア語の単語《サラフ》からとられました。もちろ
ん、歴史上、時と場所により、いろいろ意味があり、矛盾したように見える
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変化を経てきています。この用語を理解するのによく使われる方法の一つは
サラフィー主義を、古典サラフィー主義と新サラフィー主義に分類すること
です。古典サラフィー主義と新サラフィー主義は戒律を導き出す方法論では
そんなに違いがありません。しかし新サラフィー主義はより急進的なきらい
があるように見えます。あるいは最低限その内部にそれに傾斜していく可能
性を秘めています。今日の極端で過激な行動の多くは、新サラフィー主義、
サラフィー主義として、認識されているほどです。新サラフィー主義におい
ては色々な分類法が提案されていて、その中で《イジュティハード》サラフ
ィー、《ジハード》サラフィーを上げることができます。  

 

サラフィー主義の方法 
新サラフィー主義者は独特な理論によっていて、理性に対する伝承の優先、

表面的な意味以外での御言葉の解釈の禁止、ついには《イッティバーゥ》を
ビドア（イスラームにないものをイスラームの一部とすること）の対極にと
らえるなどです。彼らは、どのような新しい思想をもビドアであり、ハラー
ムで禁止されているとします。そしてこのように言います。《もしも表面的な
意味以外で御言葉を解釈することが許されれば、宗教の根本が消滅します。》
（アル・スカンダリ、シャバカ アル・ミシュカート アル・イスラーミヤ）
新サラフィー主義者はまた、《行動の基本》として、自身の宗教を認識するう
えにおいて《宣教とジハード》という 2 つの基本に依存しています。  

行動の基本とは社会的、政治的生活における《行動》の基盤を案内してくれ
るものであり、サラフィー主義者の政治上、宗教上の決断、立場、行動をと
る源泉となるものです。以下の 2 つの基本はサラフィー主義の最も重要な行
動規範です。  

1. サラフィー主義の動きのいくつかは《宣教》つまり善いことを勧め、悪
いことをしないように勧めることを自身の行動の源としています。もっ
とも重要な善いことは《タウヒード》（神の唯一性）であり、シルク（神
に同位者を置くこと）から遠ざかることです。  

2. 反対にサラフィー主義者の一部は《ジハード》をイスラームの行動の基
礎とみなしています。ムスリム社会のすべての努力はジハードに向けら
れなければならないという仮定に基づき、《ジハードの旗》を掲げていま
す。新サラフィー主義者のこの一団は、今日《ジハード主義イスラーム》、
ムジャーヒディーン、ジハード主義者、《タクフィーリー》、西洋ではい
わゆる急進イスラームと呼ばれています。  
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新サラフィー主義の方法論 
新サラフィー主義は古典サラフィー主義の思想上、行動上の基礎を守りな

がら、これらの基礎に新しい表現を加えています。もちろん政治行動の面か
らいろいろな違った結論に至っています。そのもっとも重要なものは次の通
りです。  

1. タクリード（追従）に対してのイッティバーゥ  

古典サラフィー主義の思想では《イッティバーゥ》という言葉は御言
葉に従い、それを優先するという意味でした。また《イブティダーゥ》
つまりビドアの対極に位置していました。それゆえ、古典サラフィー主
義者はイッティバーゥを法学者、ムジタヒドを仲介として、彼の政治生
活におけるイジュティハード理解に基づき運用していました。  

しかし新サラフィー主義は、イッティバーゥを、宗教上の御言葉から
逸脱した解釈の対極としてではなく、《ムジタヒドに追従すること》の対
極としています。《直接クルアーンに戻る必要性》を錦の御旗にして、始
まり、強化されたこの方法は、その本質において、イスラーム世界の内
外で《イスラーム急進主義の発生源》でしたし、今もそうです。新サラ
フィー主義は単にムスリム以外の人たちを、タウヒードを信じていない
という理由で攻撃するだけではなく、《タクフィール》（誰かを不信者扱
いすること）を理由にイスラーム社会内部でも誰かを他者とし、暴力的
な判断をしています。  

新サラフィー主義はこのようにして、《タウヒード》の概念を《ビドア》
と《シルク》という二つの概念に対するものとしてみなし、一つはイス
ラーム社会内部における暴力を必然的に伴い、ほかのものはイスラーム
社会外部における暴力を伴います。  

2. 新サラフィー主義の二面性：修行とジハード  

新サラフィー主義の急進主義は政治的な要件も持っていますが、彼ら
のジハード思想は非政治的な基盤を持っています。新サラフィー主義の
方法は基本的に個人の行動を改善することによって社会を改革しようと
いう動きを支持するものでした。しかし、この新サラフィー主義の教え
は政治的な結論も伴います。彼らは、統治権は唯一の神からのみである
ことを認めます。それで《国民の-政府》のような概念に疑いを抱き、《ウ
ンマ》広範な宗教的、政治的社会、という政治的な概念に固執します。
サラフィー主義はこのように、お互いに相違点があり、食い違いがある
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基本が混ざり合ったものに変わっています。この食い違いのいくつかは
（アル・キナーニ、1427、19 頁）  

ビドアの概念の混同と拡大；新サラフィー主義はビドアの概念の拡大
により、古典サラフィー主義が通常イジティハード上の相違点としてき
た学問上－宗教上の相違点をビドアの一つとし、自分たちの反対者たち
をビドアの人間として遠ざけ、非ムスリムとみなします。  

社会を統治する人たちに対する二面的な立場；新サラフィー主義はイ
スラーム世界の政府への服従を命令し、ウルルアムルとして彼らを拒否
することを禁止しているのにもかかわらず、多くの局面でこれらの社会
における政府からくる民法に従おうとしません。たとえば、旅券、査証
なしでイスラーム諸国に出入国し、滞在し、商売……しています。  

ともかく、サラフィー主義からのこのような見解は、この学派と運動
に内部対立をもたらしただけではなく、それどころかまさにこの内部の
食い違いによって、宗教的な暴力の発生原因となり、もちろんのことイ
スラーム世界と世界の不安と心配をかきたてています。次にシーア派法
学の現代の学説について簡単に見ていきます。  

 

4） シーア派法学 
シーア派法学もまた、スンニ派と同じように《御言葉》を基礎に成り立っ

ています。シーア派のムジタヒドにとってもまた《クルアーン》が、どんな
種類の生活の戒律でも、それを導き出すための最初の御言葉であり、基礎と
なるものです。またどのようなイジティハードの行為もクルアーンを理解し、
それを法源とすることで始まります。またシーア派の政治でのイジティハー
ドにおいても聖預言者（彼と彼の子孫の上に平安がありますように）の言行
が二番目の御言葉、神の書物（クルアーン）の解釈者とみなしています。し
かし、シーア派の御言葉主義の方法論はスンニ派と根本的に異なる点もあり
ます。シーア派は、無謬のイマーム（彼らの上に平安がありますように）の
指導者性への信仰によって、無謬であるイマームたち（彼らの上に平安があ
りますように）の言行を、教友たちの公正さと行為の代わりに、自身のイジ
ティハードの論拠とします。また、スンニ派と反対にシーア派は《スンニ派
のキヤース（類推）イジティハードの見本》と呼ばれるものと距離を置くよ
うに努めます。（アル・ヒッリー、1403、179 頁）まさにこの二点の重要な違
いにより、シーア派のイジティハードは、特に公共の分野では、自分たちの
宗教上の兄弟であるスンニ派と距離を置くのです。次にこの二点の違いを、
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シーア派政治法学の基盤の代わりに、簡単に見てみます。  

 

1. シーア派法学とイマーマト（指導者性） 
シーア派法学はほかのどんな法源にもまして、《無謬であるイマームたち

（彼らの上に平安がありますように）の伝承》に基づき成り立っています。こ
のように伝承と法学は、政治の分野では、もしお互いを引き離せばシーア派
法学がなくなるほど互いを必要としています。ある研究者の表現によれば《シ
ーア派法学はイマームたちの伝承の周りをまわっている。：彼らが伝承を参照
するのは日中の太陽の素晴らしさよりも明白な事柄です。まことにその宗派
はその周りをまわっているのです。》（アル・ラーズィ、ヒダーヤト アル・
ムスタルシディーン、ビータ、第 3 巻、383 頁）  

シーア派によれば、無謬であるイマームたち（彼らの上に平安があります
ように）からの伝承は、もしもその伝承経路が正しく、信頼できるものであ
れば、宗教上の論拠であり、従うことが義務です。無謬であるイマームたち、
アフルルバイト（彼らの上に平安がありますように）は、シーア派の思想で
は通常言われるムジタヒドではありません。そうではなく、無謬の方たち（彼
らの上に平安がありますように）の言行は戒律の真実を示すものであり、違
う方法で導き出されたのです。（スブハーニ、1998、315～322 頁）  

シーア派の観点では、ガイブ（御隠れ）の時代の無謬であるイマームたち
（彼らの上に平安がありますように）からの伝承は、多かれ少なかれ、書物（ク
ルアーン）とスンナ（聖預言者の言行）に載っていない事柄における戒律を
理解する道を開くものです。イマームたちの伝承は、基本的な法則を含み、
法学者たちが戒律を導き出す可能性を開く条件を整えます。（フェイズ カー
シャーニ、1390、98 頁）シーア派はまさにその角度から宗教上の法源を見て、
《スンニ派のキヤース》に対して、戒律を導き出すにあたっては確信が持てな
い法源であると批判的に見ているのです。  

 

2. シーア派法学とキヤース 
シーア派の古典法学のシステムでは《キヤース》と《イマーマト（指導者

性）》の間に対極の意味が生まれました。どちらか一方を受け入れるというこ
とは、必然的に他方を拒絶するという意味です。キヤースは、法学用語とし
ては；何かの教令を、ほかのケースでも存在する何らかの理由を持ったがゆ
えに証明することです。（ムザッファル、1388、第 3 巻、186 頁）この方法の
結果は、宗教上の教令が、御言葉が存在しないケースにも、その理由が存在
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するためにあてはまると拡大解釈されることです。（前出、188 頁）  

イマーム ムハンマド ガザーリ（イスラーム暦 505 年）はキヤースの詳
細な説明をしています。彼の見解によれば、何人かのスンニ派の法学者は《キ
ヤースとイジティハード》を同じようにみなしましたが、実のところこの二
つは同じではありません。イジティハードの行為は、キヤースよりも上にあ
たるもので、戒律の一般性、御言葉の正確な意味、導き出すためのほかの論
拠による（キヤース以外の）方法を考慮して実施されます。（ガザーリ、アル・
ムスタスファー、1996、218 頁）彼は《キヤースの分野》を正しく示し、キ
ヤースは礼拝、服従の分野、理性的な分野、言語の分野では不可能であると
強調しています。（前出、328～329 頁）  

シーア派法学者たちもまた、もちろんイジティハードの性質とその範囲を
そのように見ています。ムハッキク ヒッリー（イスラーム暦 676 年）はイ
ジティハードの特徴と、シーア派の立場について検討し、このように書いて
います。  

《イジティハードは、法学者の間では、戒律を導き出すために真剣なジャフ
ド（努力）をすることであり、まさにそのために戒律を導き出す行為をイジ
ティハードと名付けました。学問上、大体において、宗教上の御言葉の表面
上の意味以外、キヤースか、そうでないかを問わずですが、を使ったものの
上に成り立っています。これに基づけば、キヤースは単にイジティハードの
種類の一つです。……そしてもしキヤースを除けば、シーア派もまたイジテ
ィハードの徒は、戒律を導き出すためにキヤース以外の《学問上の方法》に
依拠しています。（アル・ヒッリー、アル・ムアーリジュ、1403、179～180

頁）  

このように、シーア派のイジティハードはキヤースを除外した体系です。
ガザーリは、キヤースに反対する人たちはシーア派だけではなく、スンニ派
の大きな法学、学問上の動きでもまた、キヤースの採用を自分たちのイジテ
ィハードの作業で拒絶していると言っています。ガザーリの著作によれば、
シーア派とムウタズィラ派のある人たちは、キヤースに従うことが論理上不
可能であるとしています。ある人たちは、その反対にキヤースに従うことが、
論理上義務であると考えています。また三番目の集団は、この分野で判断を
停止しています。そして、スンニ派の中の表面主義者たちはその実現性につ
いて疑念を持ち、宗教（神）からのキヤースの禁止命令があるとまで主張し
ています。（ガザーリ、アル・ムスタスファー、283 頁）  

これらの言及は、次の点から重要です。一方ではキヤースとイジティハー
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ドの関係をムスリムたちの目に明らかにし、他方では社会と政府の問題にお
けるシーア派とスンニ派の根本的な相違を明らかにする点です。このように
シーア派政治法学は、政治上の事柄とガイブ（御隠れ）の時代における法学
と政治の関係の点で、独特の見解を有しています。  

シーア派法学は昔からアフバーリ（伝承主義）とウスーリ（法則主義）主
に分類され、成り立ってきました。しかし、徐々にアフバーリが駆逐される
とともに、ウスーリ法学もまた、新しい時代に以下の二つの観点をもとに、
発展してきました。1）イフティヤート（用心）が基本である学派であり、教
令がより多く生み出されます。2）バラーアト（無関係）が基本である学派で
あり、反対にシーア派社会の権利と自由をより多く生み出すことに関心があ
ります。ここで、現代シーア派世界における権利と責任の間の関係性を映す
基盤であるこの二つの考え方を簡単に見ていきます。  

 

現代シーア派における権利と責任の基盤 
宗教的な生活での権利と責任のどちらが優先されるのかについては、シー

ア派法学の中で相違したいくつかの見解が存在します。ムハンマド アリー 
アンサーリは《アル・マウスーアト アル・フィクヒーヤト アル・ムヤッ
サラ》においてシーア派法学におけるこの件での三つの見解に言及していま
す。それは次の通りです。  

A）《禁止》学説：シェイフ ジャアファル トゥースィー（イスラーム暦
460 年）は《アル・ウッダ》の中で、ムハッキク ヒッリーはアル・ムアー
リジュの中でこの考えをシーア派の幾人かの法学者のものであると言ってい
ますが、その名を挙げていません、と言われます。  

 

B)判断停止学説：シェイフ ムフィード、シェイフ トゥースィーとシー
ア派法学者のうち伝承主義者たちの見解です。シェイフ ムフィードの見解
では、ものは理性的に見て 2 種類存在します。あるものは理性的にのみ見れ
ば、禁止されていることが明らかです。例えば不正義、愚行、無意味なこと
などです。また別のものは、理性はそれを避けるべきか、あるいは許容すべ
きか（禁止と許容）に確定した判断を下しません。そして、判断停止を判断
し、その決断を宗教（神）に委ねます。これらのことは流動的です。そして
その実施と不実行は、害毒、あるいは公益を生み出す可能性があります。こ
のような生活上の事柄は、その変更の可能性がある習慣だけに特化されます。
このような事柄についての判断は宗教法が成立した後は、次のようです。《禁
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止するという御言葉が存在しない事柄は、それまでと同じように自由です。
確かに宗教法は境界（レッドライン）を引こうとし、禁止事項を明らかにし
ています。このように、このような制限が明示されていないところでは、必
然的にその反対のこと、つまり自由・解放が判断される。》  

 

C)許容学説：伝承主義者の先人の一人であるシェイフ サドゥーク、セイ
エド ムルタダー アラム アル・フダー、イブン イドリース、ムハッキ
ク ヒッリーまた現代にいたるまでの大多数のウスーリ学派の法学者たちの
見解です。この説はシーア派の法学者、ウスーリ主義者たちの間での主要な
学説です。  

ムハンマド アリー アンサーリは最後の学説をまとめて、ムハッキク 
イスファハーニの言葉に依拠して、このように付け加えます。《宗教上の責任
（戒律）は公益と害毒から出ています。宗教上の禁止と許容はこの二つの基盤
に基づいています。この点から、もしもある行為が禁止と許容を欠いていれ
ば、つまり、私たちにそのようなことが伝えられていないとすれば、それを
実行することは服従する道に外れたことであり、まさにそれに基づき、もの
の基本は許容 /自由です。（アル・アンサーリ、アルマウスーアト アル・フ
ィクヒーヤ、イスラーム暦 1415 年、第 1 巻、431～437 頁）  

セイエド ムハンマド バーキル サドル（イスラーム暦 1353～1400 年）
は上記 3 つの学説を《服従の権利》と《バラーアト（絶縁）》という 2 つの説
で説明しています。サドルのこの説明は、シーア派の法学、つまり政治法学
における権利中心主義と教令中心主義の見解の方法論の分離に重要な一歩と
して大事です。この分離がおそらく現代におけるシーア派政治法学の動きの
いくつかの局面を理解する先駆けとなれるでしょう。サドルの解説は二つの
仮説に基づいています。最初に、シーア派法学の研究は学問上の基盤として
は二つの分離することができる基礎に基づいています。第二に、その二つの
別々の基盤のそれぞれが法学上の異なった方法論を生み出し、追求していて、
お互いを参照することができません。サドルの二つの説明はこのような形で
す。（アル・サドル、ドルース フィー イルミ アル・ウスール、1405、第
1 巻、166～168 頁）  

A) 用心主義あるいは服従の権利 
もっとも包括的な行動の原則は、この服従の権利学派では責任存在原則で

す。これがまさに理性がそう判断する基礎的な原則です。この原則が言うの
は、その存在が推量され、宗教制定者（神）からそれを実行しないことが許
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されるということが私たちに届いていない責任（戒律）は何であれ、確定し、
実行しなければならない信者がおった責任であるとみなされる。このような
判断の論拠は、主からの服従の権利は、推量によってでさえその責任を明ら
かにすることができるあらゆるものを包含するというものです。この原則は
法学者にとって、戒律を導き出すにあたってのみなもとです。  

この服従の権利の学派に基づけば、特別な例外を除けば、つまり、法学者が
責任の存在があるかどうかを疑うすべての事柄で、責任があると判断しなけ
ればならない。服従の権利の方法論の要請に基づけば、人間の権利と自由は、
宗教制定者（神）がそれを明示し、確信できる論拠が明らかなケースに限ら
れます。別の言葉で言えば、許容の論拠がないすべてのケースは許容されて
いないというのが原則です。この基本の実際上の結果は、もちろん責任の増
加と社会上、政治上の自由の制限です。サドルはこの基本に対して、説明な
しでの懲罰が非難されるという考えを示し、それは必然的に、責任と戒律に
対する権利と自由の拡大をもたらします。  

B) 自由あるいはバラーアト 
バラーアトに基づく方法では、法学者が戒律を導き出す出発点、道程は、

完全に服従の権利学派と正反対です。なぜならば、法学者にとって最も包括
的な行動原則は、まさに有名な《理性的なバラーアト》の原則です。この原
則は、責任があるということが明確になる場合を除いては、信者が理性の上
でどんな責任も負わないというものです。この原則は、例外的な条件下を除
いては、法学者が無視しないものです。  

理性的なバラーアトの基本に基づけば、法学者は責任の存在が確信できる
論拠、ある場合は印がないあらゆる場合に、つまり責任の存在と不存在の可
能性があるすべてのケースで、必然的に責任の不存在の判断を下します。明
らかなことは、このような見解は重要な方法論の基礎を生活の流動的なこと
と相対するうえにおいて、戒律に対する権利の拡大をもたらします。イスラ
ームの教えにおいての許容の伝承による論拠も同じような結論をもたらすの
ですが。しかしこの理性によるバラーアトの考えはどうもシーア派の思想家
たちの間でより広まっているようです。この二つの思想はシーア派社会の今
現在の条件下で、幅広い影響を社会的政治的行動の分野でもたらしています。 
この結果の一つとして、この二つの思想に対する、例えば、立法、制定法、

選挙、政党、国会、三権分立、民主主義、……に対しての否定的、肯定的な
見解を挙げることができます。シーア派におけるこの二つの法学上の学説を
それぞれ支持する人たちの間の論争は、イランの立憲革命から、1905 年から
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今現在まで続いています。様々な政治的、社会的運動を引き起こしています。
この二つの考えは国内問題においてだけではなく、人文学への見方、世界と
の関係、国際問題についてもまた明らかな相違点を有しています。  
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