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男の子の会（１１月２７日）PTA用資料：１．誠実
道徳の意味―誠実さ、公正さ、禁欲、感謝、忍耐、信頼、慈悲など
＜誠実さ＞
　誠実と正直はほとんど同じ。それは言葉によるとは限らず、動作、あるいは
場合によっては沈黙もそれに入る。例えば自らが罪を犯し、他の人がその咎め
を受けているのに黙っているとすれば、それは不誠実である。また誇張も虚偽
とされる。一部の真実を語るのも虚偽である。
　 家庭であれ、学校や社会全体が誠実さを基礎としている。そうでなければ、
どれも成立しない。一つの嘘を隠すのに、またいくつかの嘘が必要となる。そ
して信用を失う。それが誠実でないときの、損失である。
　 嘘は他人に対するものだけではなく、自分に対するものを含む。例えば、怠
けに対する言い訳などだが、それが続くと自分でも本当とそうでないのとの区
別がつかなくなる。
　 例えば医者が患者の重態であることを不必要な心配をかけまいとして話さな
い場合は、虚偽には当たらない。正直というのは、真実を語る場合だけに相当
するが、しかしその真実を知る妥当な権利のある人に話す場合だけ許されるの
である。約束の不履行も嘘である。
　 誠実さを保つには、忍耐、苦痛、精神的修練などを必要とする場合もある。
もし若い詩人が書いたものが、まずい場合にそれを批判するのか、あるいはほ
めて奨励した方がよいのだろうか？そのような場合には、例えば欠点を克服す
る方法を教えるようにすれば、批判されたというショックもなく、前進する良
い機会を得ることになるだろう。こういう仕方だと、責められることのない正
直さの中に入るであろう。
　 別の事例で、戦争状態にある場合に、他国に虚偽の情報や理解を与えた場合
は嘘になるのであろうか？それはそうではない。第一、戦争をしているという
こと自体、通常の正直と嘘の基準が適用されないからだ。例えば、ある人に嘘
をつくことを宣言してから嘘を言うようなもので、それを信用する方が悪いと
いうことになる。
　 またたとえば人を笑わせ興味をそそるために、嘘を使うような場合も責めら
れるのであろうか？イソップ物語で動物が話をするのは、すべて嘘にしかすぎ
ず、それは許されないのだろうか？それはそうではなく、空想であることは初
めからはっきりしているのである。
　 クルアーンには次のほか、１０ヶ所に真実、あるいは真理という名詞形で登
場してくる。
「これは彼らと結ばれた、真実の約束である。」（第４９章１６節）
 

 



男の子の会（１２月２3日）PTA用資料：２．正義
　 正義と公正はアラビア語では同じ語源。それらの反義語は不正。アッラーに
認められた人の正当な権利が実現しているか、あるいは逆にそれが不当に抑圧
されているか、という重々しい響きの用語。
　 正義は個人を対象とした場合と、社会を対象とする場合に分けられる。個
々人が社会より正当な配当を受けているのが正義であり、その逆の場合が不
正。裁判官が中立性を失って、争う二者間の一方の肩を持つようなことも、不
正である。なぜならば、一方の利得により他方は損益をこうむるからである。
そのような依怙贔屓の結果に陥る可能性は、次の原因がある。愛情、私的利
益、外見の良さなどである。
　 社会的な正義は、個々人がその能力を習得し発揮しうる手段や組織―交通機
関や学校などーを整え、準備しているかどうかが問われる。そうして社会の構
成員がその能力を十分に社会貢献に駆使できるような体制を整えることで、そ
の社会は正しい状態にあるということになる。
　 クルアーンには正義（アドゥル）という名詞形では、１５回出てくる。公正
という訳語を当てた方の名詞形（アダーラ）では、クルアーンには出てこな
い。
　 「実にわれは明証を授けて使徒たちを遣わし、また彼らと一緒に、啓典と
（正邪の）秤を下した。それは人々が正義を行うためである。」（第５７章第
２５節）
　 正義と平等の関係は多くの議論を喚起してきた。平等でなければ正義が達成
されないという感覚があった。現在では個人差があることは認めつつ、次の四
点では平等を図るべきだとの見解がアラブの倫理学でも広く認められている。

・法の前の平等―法適用の平等
・権利の平等―法的権利の平等な付与
・機会均等―教育を受ける機会、採用基準の均一性など
・選挙における投票権の平等―一人一票

　 正義と慈悲の関係、例えば非効率的な労働者をその貧しさ故に解雇しない方
がよいのか、そうではなく解雇して新たな生産的な労働力を確保すべきなの
か、といった問題。明らかに後者が正しく、非効率な労働者のもたらす損害は
彼が解雇されてこうむる個人的な損失よりはるかに大きい。
弱者擁護の精神はイスラームでは強いので、このような事例が問題視される

のである。さらには、「慈悲は正義の上にある！」といって陳情する罪人をそ
のような口実は成立しないので、許すべきではない、といったこともだめ。そ
して検討の結果は、正義の権利を持つ人がそれを譲渡あるいは放棄して、慈悲
を優先させる場合には、それは是認されると結ばれる。例えば、盗もうとした
人に慈悲でもってそれを許すようなケースである。
　 イスラームの正義とは、喧嘩両成敗という日本になじみのある発想ではな
い。

 



男の子の会（１月２２日）PTA用資料：３．禁欲（ズフド）
　 自分を抑えて、欲しいものを我慢するのが普通の意味の禁欲。ただしイスラ
ームではアッラーに認められているものを抑制し自粛すること。
アッラーに認められているものはさらに二種類に分けられる。一つは篤信を

深めるものである。礼拝の実施など。もう一つは篤信に役立たないか、あるい
はそれとは関係ない内容の事柄である。したがって禁欲は後者についてだけ関
係する（アッラーに否定されて認められていないものについて、それを回避す
ることは、忌避と呼ばれている。例えば、誤った内容を含む説教には、耳を閉
じたり欠席したりすることである）。
　 善を最大化して、悪を最小化することが、イスラーム法の基本姿勢である。
それからすると忌避だけに集中する態度は戒められて、それと同時に篤信行
為の励行が求められる。それら両者が要求されていることを知る必要があるの
だ。そこでそれらの間に位置することとなるのが、禁欲である。篤信行為でな
いものについて、せいぜい自粛し自制心を働かせるように勧められている。人
の野望や欲望は切りがないからだ。
　 禁欲の言葉が強欲でないという意味で、クルアーンに出てくるのは、一度だ
けである。
　 「（少年を売った）彼らは、彼（少年を買った人）から多くを貪らなか
った。」（第一二章第二〇節）
　しかし欲望を抑えるようにとの教えは、クルアーンに満ち溢れている。
「あなた方の現生の生活は遊びと戯れに過ぎず、また虚偽と、互いの間の誇

示であり、財産と子女の張り合いに過ぎないことを知れ。・・・本当に現生の
生活は、虚しい欺瞞の享楽に過ぎない。」（第五七章第二〇節）
「（本当に人間は）富を愛することに熱中する。」（第一〇〇章第八節）
イスラーム信仰における禁欲は、清貧を求める精神。必要以上のものを求め

ず、持たず、善行に努め悪行を戒めるという生活態度である。イスラームの歴
史上知られた人物の「禁欲的発言集」のような書籍も編まれている。それは対
象となった人物の、禁欲度チェック・リストのようなものである。
これはかつての日本のバブル経済やその当時の生活態度を、既に批判する意

味を持っている。それは今後の日本の復興に当たっても適用されるところ。今
一度、敗戦後の厳しさと当時学校の訓示などに聞かれた、スイスのような国に
なりたい、といった言葉を吐いた時に、脳中を駆け巡っていたイメージを想起
させたいものである。かつて土光東芝社長は、最後まで家は小さな借家で、朝
食は三匹の目刺しであったとして知られていた。それは本当だったのか、とそ
の後疑問視する向きも出てきた。しかし実際はそうでなかったとしても、質実
剛健さを人々が尊んだこと自体は特筆してよいのであろう。

 



男の子の会（２月１２日）PTA用資料：４．感謝
　 感謝をするには、言葉、心、手の動作などの手段を用いる。それはすべての
恵みや与えられた特典に対して行われるものである。但し一般的なものに対
してではなく、特定の個別の事柄に対するものである。またそれは人がアッラ
ーに対してするだけではなく、逆にアッラーも人に対して行われるものであ
る。
　 それに対して、称賛は特定の言動に対するものとは限らず、素晴らしい特性
一般に関して行われるところが、感謝と異なっている。そこで称賛は、人がア
ッラーに対して行うもの、となるのである。また称賛は、言葉と心で行われ、
手の動作は含まれない点も感謝と異なる。
　感謝はクルアーンに頻出している。
　 「これはわたしの主の御恵み。わたしが感謝するか、または恩知らずかを試
みられるためです。本当に感謝する者は、自分のために感謝するも同然。誰が
恩知らずであってもわたしの主は、満ち足られる方、崇高な方です。」（第二
七章第四〇節）
　 ここで、「自分のために感謝するも同然」とあるのは、アッラーに感謝すべ
きものについて感謝することは、アッラーから見てその人は正しいことをして
いるので一つの善行をなしたと見なされ評価されるので、自分のためにしたの
と同じだ、と言うことを意味している。自分に感謝する、というのではない。
自分を褒めるとか、自分に優しくすると言った表現や発想方法が最近の日本語
で横行しているので、注意を要するところである。
　 またアッラーが人に感謝されるとは、どういうことであろうか。それは、帰
依する人を称えて報奨や恩寵を与えられることである。このアッラーの感謝は
彼の義務なのではなく、その素晴しさと寛大さゆえに自ら率先してされること
なのである。クルアーンに四回出てくるが、その一つは次のようである。
　 「彼は、十分に彼らに報奨を払われ、お恵みを余分に与えられる。本当に彼
は、度々赦される御方、（帰依に）十分感謝される方であられる。」（第三五
章第三〇節）
　 またアッラーの感謝は、一に対して一を与えられるのではなく、それを倍加
し、十倍にされ、七百倍にもして付与されるのである。そしてそれはどんなに
小さな帰依の表れに対しても変わりないのである。
　 忙しさのあまり、人への当然の感謝さえ忘れがちなことが少なくないのが、
我々の日常であるかもしれない。さらにその具体的なことを越えて、それに至
った状況全般を準備されたアッラーへの感謝を忘れるな、と言うのが教えの趣
旨である。信仰とはこのように、目に見える氷山の一角でだけではなく、いわ
ば常にそして即座に、それが至ってきた根源であり、氷山の全体に気付かせ、
思い出させてくれるものなのである。

 



男の子の会（２月２８日）PTA用資料：５．忍耐
 

　忍耐の定義は、ほとんど必要とされないだろう。
本能的な反応を抑えて、冷静さを保ち理性的な判断をすることにより、多く

の福利が得られるとされる。怒り、恐怖、欲望、反射的反応、焦燥心、苦痛な
どが、忍耐を必要とするケースしてあげられる。
クルアーンには９０を越える箇所で忍耐が取り上げられるが、その代表的な

言葉を次に引用する。
「われは恐れや飢えと共に、財産や生命、（あなた方の苦労の）果実の損失

で、必ずあなた方を試みる。だが耐え忍ぶ者には吉報を伝えなさい。」（第２
章第１５５節）
つまり、あらゆる苦難はアッラーが与えられた試練と見なすのである。キリ

スト教では人間のこうむる苦難は、キリストがすべて代表して背負ったと考
え、後はそのキリストに対する敬愛に努めるのが信者の務めであるとされる。
それに対して、イスラームでは、預言者イブラーヒームがその息子イスマ

ーイールを犠牲に付すようにアッラーに命じられて、一端はその決意を固めた
という出来事が、最大の苦難であったと考えられる。結局イブラーヒームはそ
れを決心しただけで、アッラーに赦されることとなった。その時の苦難を偲ん
で、断食明け祭りと並んでイスラームの最大のお祭りである犠牲祭が行われる
こととなったのであった。
イスラームでは預言者イブラーヒームの後からも、信者一人一人にそれぞれ

苦難が引き続き与えられる定めであると考える。事実人生のほとんどあらゆる
事柄は苦難である。学習、ジハード、勤行、人々とのやり取りなどなど、すべ
てである。繁栄の頂点においてさえも自制心を発揮するのは忍耐である。
また忍耐はその人が堅持しようとする場合に生まれてくるものであり、頭が

いいとか悪いといった問題ではない。他の人への親切心も忍耐の一つの表れで
もある。
こうしてみると忍耐は、平常心を保つことでもあり、心の寛大さでもあり、

それは結局、人間はいろいろであることを十分認識し、人には左右できないこ
とも少なくないことを熟知し、それに基づく思考と判断をするというところに
帰着しそうである。それは一つ一つの小事に惑わされることなく、物事の本質
をわきまえ、不動の精神を涵養することでもある。クルアーンの次の節は、す
べてを語っているようだ。
「だから耐え忍べ。本当にアッラーの約束は真実である。」（第４０章第５

５節）
 

 



男の子の会（3月11日）PTA用資料：6．信頼
 

人がアッラーに寄せる信頼は信仰であり、アッラーが人に寄せられるもの
は、信託であり、人々が互いに寄せ合うものが信頼である。裏切りや見せかけ
は信頼の反対である。
信仰とは真実であると信じることであり、何を真実と信じるかと言えば、そ

れには六か条あるとされる。アッラー、天使、預言者、啓典、最後の審判、運
命のあること、の六か条である。人間同士についてはどうかと言えば、ほぼ信
仰の類推で、相手方を真実と信じることであると解釈されている。例えば友人
の言うことは、嘘はないと信じるようなものである。だから、信頼醸成には、
誠実さと互いが権利を充足している正義が達成されている必要がある。
預言者ムハンマドは若いころより人望が厚く、綽名は、アミーン（信頼でき

る人）であった。
クルアーンには、アマーナという形ではただの2回しか出てこない。しかし

種々の活用形では858回も出てくるから驚かされる。ただしその中、信仰する
（アーマナ）は537回で、信者（ムウミン）とその変化形は230回に上る。した
がってその二者で767回となるので、ほぼ全てということになる。いずれにし
ても、信じる、という言葉の重さと意味上の幅の広さを直ちに知ることとな
る。信頼の全貌に触れているのは、次の節である。
「あなたがた信仰する者よ、アッラーとその使徒を裏切ってはならない。ま

た故意に、あなた方への信頼を裏切ってはならない。」（戦利品章8：28）
　 ここで人間間の信頼へも言及されているが、当然ながらそれは全面的なもの
である。経済、政治、社会関係を問わない。
　 エジプトの倫理家としても知られたアフマド・アミーンはその息子へ宛てた
手紙の中で、次のように言っている。
「最も重要なことは、真実の言葉を守り、正しいことを実践することである。
私はこのような態度を持して大変に得るところがあった。時にはそのために、
苦労もし、また眠れないこともあった。しかしそれによって私は心の安寧を得
たし、また周囲の人々から、私の言うこと、することに信頼が寄せられた。彼
らはたとえ理由がわからなくても、私について言われたことは何でも温かい目
で見てくれた。」　
彼はたとえ自分の不利益を招くような場合でも、正直さと人の信頼を大切に

するほどの、頑固さがあったことでも知られている。
　 時代変革の時こそ、このような徳目が重視され、またそれゆえの評判も立ち
やすい状況が生まれるのであろう。日本の復興に当たっても、難しい時代故に
なおさら、意識しておきたい問題である。　　　　　　　　　終わり

 



男の子の会（３月２５日）PTA用資料：７．悔悟
 

　 過ちを犯してから、正しい真実の道へ戻ることが悔悟である。それは主とし
ては、信者がアッラーに対して行うものである。しかし人間同士であれば、そ
れは遺憾の意を表明することになる。また過ちを犯さないためにも常に真実の
道を外れないように慎重な姿勢をとる場合は、謙譲に近くなる。そしてそれら
の反義語は、尊大であり傲慢、そして不信仰である。
　 さらにはアッラーも人に対して、同種の行為をとられることがある。それは
悔悟する人に対して、その過ちにもかかわらず恵みを与えられるという意味
で、免ずるものという意味になる。悔悟する者には、アッラーは走ってその信
者に近づかれるともされる。そこに、戻る、の意味があるのである。
　 人は過ちを犯しがちな存在である。そのように創られているのである。そこ
でそもそも間違いに対して、あまり厳しい処罰がないように嘆願する言葉もク
ルアーンには用意されている。
　 「（人々は）自分の稼いだもので、（自分を）益し、その稼いだもので（自
分を）損なう。・・・主よ、わたしたちがもし忘れたり、過ちを犯すことがあ
っても、咎めないでください。」（第２章第２８６節）
　 ただし悔悟の条件といった事項が専門的には議論されて、例えば次の夜明け
までにそれをする必要があるといったことが言われてもいる。また悔悟によ
ってどの程度のお赦しが出るか、といったことも議論される。不信仰になった
ものには信仰が、大罪者には篤信が、小罪者には篤信の高い段階が、といった
調子である。しかしこれらはあまりに細かい議論であり、これ以上詮索しない
こととしよう。
クルアーンを引用しておきたい。預言者アーダムもエデンの園で過ちを犯

し、その後から悔悟して許されたのであった。
　 「こうしてアーダムは主に背き、過ちを犯した。その後、主は彼を選び、悔
悟を許されお導きになられた。」（第２０章第１２１―２節）
　 「だが悪事を行った後、罪を悔いてその行いを改める者には、アッラーは哀
れみを垂れられる。」（第５章第３９節）
　 常にアッラーに対して、悔悟する精神が問われる。それは人間同士のあり方
にも当然影響する。人間間の美徳としては、謙譲があげられる。アラビア語で
謙譲の意味は、腰を低くする、ということなので、日本語的にも容易に理解さ
れる。
事実、アラブ・ムスリムで普通の日本人よりも謙譲、謙遜の美徳を感じさせ

る人は少なくない。彼らの多くは同時に、禁欲的で清貧で、これらの徳目は互
いに相乗効果か綿密に連動していることは確かである。
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　 これもアッラーについて言う場合と、人に関して言う場合とがある。文字通
り慈しむ心であるが、例えば全被創造者への場合は、慈愛として区別すること
もある。慈悲はより特定された対象が念頭にある。したがって、慈愛はアッラ
ーにだけ可能で、人間には慈悲だけしか可能ではない、と言う関係を見出す場
合もある。
　 慈しむ心とは、愛情ときわめて類似性が高い。そこで人が持つアッラーへの
愛情や人同士の愛情が検討の課題となるのである。次の節が、それら慈悲や愛
情の関係を説明している。
　 「あなたがたがもしアッラーを敬愛するならば、わたしに従え。そうすれば
アッラーもあなたがたを愛でられ、あなたがたの罪を赦される。アッラーは寛
容にして慈悲深くあられる。」（第3章第31節）
　 アッラーに対する愛情には、深化の諸段階といったことが議論されている。
最終的には、恍惚となるというのである。それは称賛と祈願である。
人間の間の愛情に関しては、特に個々人ではなく、広く複数、集団の人たち

への愛情が念頭にある。
　 「自分が好きなものを、同胞のために好きになること」という預言者ムハン
マドの言葉が残されている。これが人への愛の原点のように見られることが少
なくない。
　 他方で、不信者や見せかけの信仰者は敵であって、それは慈悲の対象から外
されるのは当然である。イスラームはこの点、非常に現実的な描写をしている
ようだ。
　 「信仰する者よ、あなた方の妻や子女の中にも、あなた方に対する敵がい
る。だから彼らに用心しなさい。だがもしあがたがたが彼らを赦し、大目に
み、かばうならば（それもよい）。」（第64章第14節）
　 いずこの教えも人の愛を説き、その愛の根源として絶対主への愛情が説かれ
る。そしてその逆方向として、絶対主の方からの慈悲が信徒に向けられるとい
う構造である。
この双方向の愛の基本にあるのは、命の尊厳とその尊重ということであろ

う。当然この把握と表現は、人間である著者から見れば、ということである。
絶対主はあくまで、超然とした存在である。その慈愛は、無限大であり永劫の
時間の中にあるからだ。
　 ちなみに、慈悲、あるいは慈愛（ラフマ）という名詞形で、クルアーンには
112回出てくるので、それがどれほど枢要な理念であるかという傍証となるで
あろう。
９．嘉し
　 これは主として、アッラーと信者の間の徳目である。アッラーは信者の帰依
に満悦され、信者はアッラーへの服従を喜悦する関係である。双方向ではある
が、多くの場合はアッラーから信者への方向のものを指して使われる用語であ



る。
人間同士に当てはめられることが少ない分、高い調子のニュアンスを持って

いる理念でもある。但し、人名としては、この「リダー」はしばしばお目にか
かるので身近な言葉となっている。
　 アッラーへの喜悦であれば、それはアッラーへの感謝であり、称賛とも内容
は一つで、その種々の側面にすぎないということにもなる。
　 クルアーンにはそのあたり峻別されないで、頻出する。アッラーと人間間の
双方向を指していることが、以下の引用から確かめられる。
　 「アッラーは彼らを喜ばれ、彼らもまた彼に満悦する。それは大願の成就で
ある。」（第五章第一一九節）
　 「アッラーは彼らを愛でられ、彼らも彼に満悦する。これらは、アッラーの
一党（信者）の者である。本当に、アッラーの一党の者こそ、非常な幸福を成
就する者である。」（第五八章第二二節）
　次は人間間の合意を指している場合である。
　 「だが結納品が定められた後、相互の合意した上なら、変更してもあなた方
に罪はない。」（第四章第二四節）
　 同じ喜びであってもそれが大局的には、アッラーとの関係におけるそれであ
ることを意識させられるところに、信仰体系を背景に持つ強みがあると思われ
る。ただの肉感的、生物的な快楽や満足とは次元の異なる喜びに、表現と形式
が与えられているのだ。それだけ人はその違いについて、意識も明確になると
思われる。
 
　 以上で主なイスラームの倫理道徳上の徳目を総覧した。論者によって整理の
仕方や議論の内容は異なっている。しかしいずれにおいてもイスラーム信仰と
表裏一体となっていること、また伝統的には倫理書は政治指導者の指南書の形
で提示され、したがってそれは庶民からすれば指導者に何を期待しうるかのマ
ニュアルの役目も果たしていた。一般にはそのような目で読まれていたので、
それは現代風に言えば、あるべき政策綱領を示していたとも言えよう。
　 近代化の過程は、イスラームの共同体的機能を破壊し、その世論形成者であ
った学者層（ウラマー）の役割が著しく減退した。それに伴い往時に比べれ
ば、倫理書の果たす社会的な意義は減少してはいるものの、まだまだ顕在的な
勢いは強く息づいている。


