
21世 紀は日本の世紀になり得るのか

果たさなくては

ならない課題は何か (9)
馬場 英治 (32K)

イスラームは果たして過激な教えなのか

イスラーム教のことが話題になると、必ず出て

くるのが 「コーランか剣か」という言葉です。し

かし、このような俗説は中世のヨーロッパで発生

したもので、明治以後の日本にまで伝わり、中東

についての予備知識のなかったわが国では、イス

ラーム理解のキヤッチフレーズとして、今でも相

当根を張っているようです。

ところが彼らはもう一つの条件を加えて、三つ

の選択肢のうちの一つを選ぶことを求めたので

す。戦えば、常に勝つという保証はありません。ま

た、勝敗にかかわらず多くの犠牲者が出ますから、

剣に訴えるのは味方にとっても最悪の選択です。

それなら残る二つの選択肢の中でコーランがいい

かと言えば、決してそうではなかったのです。

イスラムヤよ「アッラーの前にあっては皆平等で

ある」と説きます。相手が帰依したとなれば、彼ら

を平等に扱わねばならず、征服地からの実入りが

少なくなって、帝国の膨大な維持費を捻出できま

せん。ですから、初期の征服者たちにとっては相

手が降伏し貢物を納めてくれれば、それが最良と

いうことになります。そこで、彼らは相手が降伏

しやすいように、この貢物の額を前支配者時代の

納税率より低く抑えたのです。彼らが解放者とし

て迎えられた理由の一つはここにあります。征服

時代に見られる狂信性とは反対の寛容性は、実は

このような現実主義に裏づけられていたのです。

預言者ムハンマドの死後 2年 もたたぬうちに始
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16世紀に書写されたコーランの一部

まったアラブの征服活動は、第一期の正統カリフ

時代 (632～661)の最後の10年間にベルシャから

北アフリカに及び、第二期のウマイヤ朝時代 (661

～ 750)の第六代カリフ、ワリー ドー世の治下に

あっては、東は中央アジア、西はイベリア半島に

まで拡大しました。同朝は一時はインダス川流域

およびフランスの一部まで支配下に治めるほどの

史上まれな大帝国を建設しています。このような

爆発ともいうべき急激な膨張の原動力になったエ

ネルギーは何かということから、「コーランか剣

か」というイスラームの狂信性という俗説が、中

世のヨーロッパで発生したのです。

ムハンマドは二つの職能を兼備した天才

アラブ軍の強さは、現実主義に裏づけされてい

たからだというだけでは説明しきれないものがあ

りますが、アラブが天の時、地の利、そして人を得



ていたということは言えそうです。

「天の時」とは、膨張するアラブが真っ先に衝突

しなくてはならないペルシャ帝国とローマ帝国

が、共倒れ寸前の状態にあったということです。西

アジアからエジプトに拡がる中東地域は、東西両

帝国の激突の場であり、七世紀に入ると両者はこ

の地域取ったり取られたりして死闘を繰 り返し、

その結果、両国とも国力の消耗がはなはだしかっ

たのです。とくに、ベルシャは皇帯の入れ替わり

が激しく、暫定的に女帝が登場するなど、末期的

症状を呈していました。このような時 (610年頃)、

メッカの一商人ムハンマ ドに神の啓示が下ったの

です。

啓示を受けた後のムハンマ ドは、新しい教えを

説 く単なる預言者ではありませんでした。そのこ

とはメディナ移住後の晩年の10年が証明してい

ます。年は味方の敗北や自らの負傷にもめげず、

実戦を指揮する有能な軍司令官でした。このよう

な「強い預言者」は他には例がありません。また、

彼はウンマと呼ぶ共同体、いわば統一国家をアラ

ビア半島につくり上げました。

こうしてみますと、彼は国家元首と最高司令官

と宗教上の長という三つの職能を兼ね備えた天才

でした。そして、既成国家の長である両帝国の皇

帝は、このようなウンマの誕生についての知識に

まったく欠けていました。

最初メディナを首都に確立した「ムハンマ ドの

ウンマ」は、ウマイヤ朝の試行錯誤時代を経て、

アツパース朝 (750～1258)以後は「ムスリムのウ

ンマ」に拡大し、一人のカリフ (後継者)が聖法の

もと、多民族国家を統治するというウンマの理想

形態が実現 しました。イスラームはゥンマに公正

な社会秩序を確立するよう求めます。しかし、カ

リフ権の衰退、特に二十世紀に入って トルコ共和

国によるカリフ制の廃止後は、民族国家の続出に

伴い、ムスリムの統一されたウンマは理念だけの

ものになってしまいました。

「地の利」とは、両帝国が支配する西アジアの

メソポタミア、シリア地方は、アラブが属するセ

ム人が古代から断続的に膨張し、そして定着する

居往空間でした。アラブ以前のセム人の最後の膨

張は紀元三世紀半ば、シリア砂漠のオアシス、パ

ルミラに出現 したアラム系の隊商都市国家で、そ

の隆盛の期間は短かったものの、最盛期にはササ

ン朝ペルシャ軍を破 り、エジプ トを支配下に置い

て、一時はローマ帝国と覇を競ったほどで した。

それから四半世紀を置いて、今度はアラブ人が膨

張の主役になったのです。ビザンッ (東ローマ)、
ベルシャに押さえつけられていた現地のセム系住

民たちは、アラブ軍の進出を同属の要U来、解放者

の出現と見ることができました。

最後の「人の強み」は、ムハンマ ドがよき後継者

としての政治家、武人を得たことです。第一
期の

征服時代の主役になったのは、政治家としては初

代カリフのアブー・バクルと二代目のウマルであ

り、武人としてはャルムークの戦いでビザンッ軍

を破ったムハンマ ドからアッラーの剣という意味

の 「サイフッラー」という呼び名をもらった勇将
ハリー ド・イブヌル ・ヮリー ドとエジプ トの征服

者アムル ・イブヌル ・アースを挙げることができ

ます。カリフがどのように有能であっても、これ

ほどすぐれた将がいなかったら、アラブの軍事征

服はあのようにすばやくまた大規模には進展 しな

かったでしょっ。

また、第二期の征服時代にあっては、ィベリア

を征服 したターリク ・イブン・ジャー ドと中央ア

ジアの征服者クタイバ ・イブン・ムスリムがいま

した。この二人の活躍がなかったら、ウマイヤ朝

はあれほどの大帝国を築 くことはできなかったは

ずです。

そしてイスラームが、彼らの進出を正当化する

イデオロギーとなりました。

後のムハンマドの数奇な運命

預言者ムハ ンマ ドのことに触れる前に、イス

ラームについて説明しましょう。ィスラームとは

「すべてを (神に)委 ねること」を意味するアラビ

ア語で、アッラーのみを神として崇め、ムハンマ

ドを神の使徒と認める信条と、それに基づ く生活



規範などを含む信仰 '思想 ・行為のすべてを指し

ます。言葉を変えますと、神の命令とされるイス

ラーム法に従って生きれば、この世でもあの世で

も天国が待っているし、逆 らった場合には、この

世で もあの世でも地獄を見ると信 じている人々の

宗教 ということができます。

ペルシアの細密画 「預言者の誕生」に描かれて

いるように、ヨハネ福音書の中で、イエスは、助け

人、つまリギリシヤ語で「弁護する人」を意味する

パラクレー トスを使わすことを予言 しています。

イスラーム教徒たちは、これをベリクリトス、ア

ラビア語でムハンマ ドと読みました。これは「もっ

とも祝福された」という意味です。このことから、

コーランでは、ムハンマ ドの誕生は、彼に先立つ

預言者によって予言されているとされるのです。

当時、アラブ人は、みなそれぞれの血縁関係に

よって、特定の氏族や部族に属 していました。ム

ハンマ ドが生まれたのは、5世紀にメッカの支配

権をにぎった名高い部族、クライシユ族でした。

祖父のアブ ド・ル ・ムッタリブはこの部族の中で

もとくに知 られた有力者であり、その氏族ハーシ

ム家はもっとも力を持つ氏族の一つでした。10

人の息子の末っ子のアブ ド・ッ・ラーがムハンマ

ドの父親です。しかし、息子が生まれる数週間前

に、商用で出かけていたメッカ北西の町ヤスリブ
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で亡 くなったため、

残された母親のアー

ミナは、義父にあた

るアブ ド・ル ・ムッ

タリブに援助を求め

ました。

ムハ ンマ ドが、母

親とともに神殿の近

くの祖父の家に住ん

だのはわず か な間

で した。そのころの

メッカでは、高貴な

家に生 まれた子は、

砂漠の遊牧民のもと

に里子に出す習慣が

あったからです。砂漠から戻されたムハンマ ドは、

6歳 のときに母親に連れられてヤスリブ (メデイ

ナ)に 旅立ちました。しかし、ヤスリブに到着 して

まもなく母は死にました。孤児になったムハンマ ド

を女奴隷がメッカの祖父の家につれ帰 りました。

すでに80歳近 くなっていた祖父と幼い孫の間

も深い愛情の絆で結ばれることにな りました。し

かし2年 後、ムハンマ ドが 8歳 のときにこの祖父

もまたこの世を去 りました。これで父方の直系の

保護者がいなくなり、ムハンマ ドは自分の属する

氏族の傍系になってしまいました。

祖父の後をついで氏族の長になった父方の叔

父は善良で勇敢な商人でしたが、家族が多かった

ので財産といえるほどのものは持っていません

でした。叔父は、砂漠を越えるキャラバ ン (隊商)

の旅に甥のムハ ンマ ドを連れて行 くことがあ り

ました。ある時一行はボスラというキリス ト教徒

の町に着 きました。ムハ ンマ ドを見た修道士が、

「あなたは神がおつかわしになった、わが聖書が

予言 している預言者なのです」と言い、「国に帰っ

た後、ユダヤ教徒に気をつけるように。もし、彼ら

が、私のようにこの子の未来に気がついたなら、

きっと害を加えようとするだろうから」と念を押

しました。修道士の予感は当た りましたが、敵は

ユダヤ教徒ではなく、同じ民族の人々でした。

サラセン(イスラーム)市国の最大版図 (822～750)



結婚 と預言者ムハンマ ドの誕生

ムハンマ ドは大変貧 しかったため、結婚は当時

としては遅いほうで した。彼を見初めた女性は大

金持で、彼女の組織するキャラバンはメッカでも

もっとも大きかったのです。ある時、キャラバンを

ムハ ンマ ドにまかせてシリアに行かせましたが、

この時のムハンマ ドの働きぶりに心をひかれて結

婚を決意 したのだと言います。しかし、ムハ ンマ

ドが25歳だったのに対 し、ハディージャは40歳

近かったのです。さらに、ハディージャが金持な

のに、ムハ ンマ ドはあまりにも貧 しかったので、

氏族の人々はこの結婚に強く反対 しましたが、使

用人ではなく夫として迎えたいということを確認

し結婚 しました。

名円の出であ りながら、これまで人に仕えて生

計を立ててきたムハ ンマ ドも、ようゃく生活に思

い悩まずに暮 らせるようになりました。ところが

ハディージャとの間には、女の子ばか り生 まれ、

男の子 も生まれはしましたが、みな幼 くして死ん

で しまいました。当時、男子の後継者を持てない

ことは、アラブ人にとって何よりも恥とされてい

ました。しか し、のちに多 くの妻を持つことにな

るムハ ンマ ドは、ハディージャの存命中は、彼女

以外の妻を要 りませんでした。そして、いとこの

アリーとハディージャの奴隷だったザイドをもら

い受け、養子にしました。

メッカから数キロ離れたところに、ヒラーとい

う小高い丘があります。すでに40歳になっていた

ムハンマ ドは、時おり夜通 しこの丘の洞窟にこも

ることを習慣としていました。

610年のその夜、いつものようにムハンマ ドは、

山の洞穴の一つで、よく眠っていました。ところ

が、突然、光を帯びた雲の中から、「お前は神の使

徒だ。アッラーの預言者なのだ」という言葉が聞

こえてきて、目が覚めました。恐ろしくなったム

ハ ンマ ドは、震えなが らおぼつかない足取 りで

山を下 りました。のちにそれは、神の使いである

大天使ガブリエルが、ムハンマ ドにその使命を告

げにやってきたと考えられるようになりました。

この夜、ムハンマ ドは、ヒラー山の一
件を妻のハ

デイージャに打ち明けました。ハディージャは、

この一
件を知ってからも、終生ムハンマ ドの支え

であり続けました。

やがてムハンマ ドは、自分が預言者として選ば

れた存在であり、神の言葉を伝える仲介者である

ことを確信するようになりました。ムハンマ ド以

前にも、数々の預言者が現れましたが、公にされ

た法は、すべて人間の手で書き写されたものでし

た。しかし、ムハンマ ドは神の声が自分に伝える

ように命 じた言葉を、ひたすら「詠む」ことにつと

めました。聴衆を前にしてのこの荘厳な朗詠は、

アラビア語でクルーアンと呼ばれ、ここか らムス

リムの聖典をさす 「コーラン」とぃう言葉が生ま

れました。 (つづ く)


