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賑ｲｽﾗｰﾑで,オ 司
この宇宙にその創造主が存在し、それが誰もその
緯大さや力などにおいてか細こ組する者がないと
ころの唯一の存在、アッラーであるということを
僧じる。かれ臓痴くから、その創造物の一挙一
動を観察されている。がれこそは崇拝に値し、か
れ以外のものを崇めることば放棄される。アッラ
ー紘入類をただ露れに創造されたのでIさなく、か
れを崇拝するためにこそ創造されたからである。
かれ総審判の日人々を復活させ､彼らの現世での
行いを裁かれる。

2．ｲｽﾗｰﾑでは
人類とは異なる不可視の存在である天使がいるこ
とを信じる。アッラーはかれらを光から創造され
、かれらに各々の役割を担わされた。そのうちの
1入がガブリエルであり、アッラーはかれに命じ
て頽雪者たちに鯨を礎させた｡

3.ｲｽﾗｰﾑでは
アッラーがその預書者たちに啓典を下されたこ

とを信じる。啓典涯はモーゼに下された律法やイ
エスに下された福毒、ダヴイデに下された詩麓な
どがあるが、ムハンマドに下された『クルアーン
jがその最鍵叛である。これらの啓典は全てアッ
ラーのみを崇拝することを命じていたが､鯛の
経過や人々の利を雀ろ…存在などの理由
でもクルアーンを聯､て全て改変されてしまった
。アッラーが八類への毒跡とされたクルアーンだ
けは人々の駒の中随鮪され.かれの磯のもと
紛失や鞭から免ｵtたのである。アッラーはこの
ようにして．クルアーシを先の全ての啓典の茨定
蔵とした参その中に剛鯛学者たちが証言す

る､科学蛎跡なども繍されている｡●4･ｲｽﾗｰﾑでは
アッラーが入類の祖アダムを土塊から創られたこ

と、そして裁線にかげるがためにその子孫を授織

られたことを信じる。人類は時代の変遷とともに
迷妄の道に迷い込み、悪魔が彼らを饗にか9式ア

ッラーを差し垂いて偶像を羨め祀る
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朧に刺さがった｡そこでｱｯﾗｰは八類鼠
i言者を遣わし、アッラーのみを崇拝し、それ以外
1のもの'､の崇拝を放棄すること、そして預言者に
l従う旨を命じるメッセージを伝えさせた。その頚
言者たちの中にはノア、アブラハム、モーゼ、イ
：エスなどがいるが、最終の者がムハンマドであり
｜ 、彼が預言者たちの封鰄である。イスラーム教徒
；雌これら全ての預言者を信じ、愛するように巻る
”まで徳正しい信抑を持ったとIさ言えない＠

1 5･ｲｽﾗｰﾑでは
この世で起こる全ての事象が、アッラーが既に
定められたことであることを信じる。しかしその
一方も人潤はある行為を達成する前にその達成要
素を満たすことが求められてもいる。彼自身が自
らの監醤であり、現謹と来世において自らが成す
ことへの壷儲なのである。それゆえ努力もせず
に運命に言いがかりをつ織ることは許されない。
｜運命に対するこのような考えによって、リララツ
クスした人生を送ることが可能になる。

6.ｲｽﾗｰﾑでは
公正と善行、良い人闘麗孫、慎ましさ、正直さな
ど全ての好ましい徳性と性質を実践するよう命じ
、不正、姦淫、盗み、人の権利侵害、鱸老人の
命を奪うこと、嘘箸ツ高ぶることなど全ての厭

'毒蜜籏鰯齪議鬘簔鬘墓認藷
身に帰されるのであり、イスラームそのものに囑

陣患咽
されるのではな1ﾉ、

7、ｲｽﾗｰﾑでは
人闘をその別の色や貧富の差、アラブ人である

か非アラブ人であるかといった理由で差別したり

し紬ｱｯﾗｰ晩とで最も尊い者は｡癖
婁二錠

最もよく畏れる者なのである

8ゞｲｽﾗｰﾑでは

隻蜜蝋審窒雲纈篭！



編ﾇﾗｰﾑで,＄ ､。
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10.ｲｽﾗｰﾑでは
女性の尊重を命じる｡そして遺産相続や生活扶養｜
などの権利を充足させ、善行をもって接すること
を命じている。

11.ｲｽﾗｰﾑで|オ
主の道に背かない限りにおいて、人の生活を便利

爾
にするあらゆる時代の先進溌器や技術

などを活用することを勧めている。

12-ｲｽﾗｰﾑでは
定められていることは明白かつ簡素である。全ての
崇拝行為にはイスラーム教徒が踏襲するところのイ
スラーム法典拠が存在する。これらのことは人間が

|襄溌職爵を蕃欝壽鰡蕊壹｡そ
13.ｲｽﾗｰﾑでは
人々の生命や財産などにお踊る鞍のために訓操と ｜
|戦睡頻署謹簿する二五不乏二割き､4圏睦と
って必要不可欠な5つの要素を保護する。それらは

っ測:理性.生命子孫.財産ゞ宗教で蝿驚
j ｱｯﾗｰ"た鰄圖卿關ｱｯﾗｰ
14．ｲｽﾗｰﾑでは

められた手法に則って5度の礼拝をすること
じている。このことはアッラーをそのしもべ

びつげるためである(バージ参頚)。

|'皇壌惑鑿を所有するｲｽﾗｰﾑ教徒に飢
、毎年そこから一定の割合を困窮者などに分配するべ

|…菫蓋繋歯
’ 16.ｲｽﾗｰﾑでは

1年に1ケ眉間の斎戒を命じている。この間イスラーム教
徒鮭、園の出少し繭から日没まで飲食や性行為などを断つ。

f溌盃急謁f鑿鱈塞昂墨毒簾諺言

ご"命に瞳鍵するかど青読…巍割"ら型



雇蕊燕して巡礼,ﾊｯジ,を命冨
頴蕊基譲襄碧雪霊駕雪雲驍鰐言 ｜
ラハムやムハンマドなどの預言者たちが行ってい

篭霞暮
た宗教儀礼の踏襲である。

18．ｲｽﾗｰﾑでは
預言者ムハンマドが全人類に遣わされたということ
を信じる。そして法規定の分野を除いては、彼のメ
ッセージはそれ以前の預言者たちのメッセージと同
じであることを信じる。そのメッセージを知らされ
た者には、信仰する義務が生じる。アッラーはイス

ラーム以外を宗教としては受け入れない。

19･ｲｽﾗｰﾑでは
アッラーをムハンマドの行ったやり方で崇拝する
。その手法はアルブハーリー、ムスリムといった
ハディース（ムハンマドの言行及び承認の伝承記
録）学者たちが伝える真正の伝承に基いている。
それゆえ本来の教えや理性と矛盾するような、後

|鮮雲議艤競繍な考えやゞ
理性を、迷信やアッラー以外を崇拝することから
解放する教えである。それゆえ死という事実を思
い起こすために墓場を訪れることを勧める一方、

|識墓薑蒙宏辮鵲騨鶚たり､そ二鰯､い事をしたり、死人にアッラーへの仲
介を求めたりすることを禁じる。

|晏鯛澱､かつ冒的達成のための必要な
ステップを踏んでいくことを命じている。そして
まじないや魔術、占いなどによって他人の財を賞

る人たちのもとに赴くことを禁じている｡鰹
22．ｲｽﾗｰﾑでは

| 元駕呈蛎睾言悩ニド:辨献皇
（巡礼節明けの犠牲祭）の2つである。その他人

i 々が猟た現存する祭り卿はｲｽﾗｰ△塵搬本的に関連は=冷 』

町



蕊
|る。このようにして人はイスラーム教徒となり、
|彼はこの証言の意味するところに沿った生涯を送
iらなければならない。そうすれば彼は天国を約束

， され､地獄から逃れることが出来るだろう｡、’ 24．ｲｽﾗｰﾑで|：

|妻躍灘薑鰐言織壼iこ願
は、沐浴することを命じている。

25｡ｲｽﾗｰﾑで|ホ － 【画
信者が礼拝をする前に、以下に示すようなやり方で

体を清めること(ウドウー）を命じている。

霜
1‐手首を含めた両手を1回、あるい
は2回、 3回洗う。

画
2‐ うがい、及び鼻の中に水を入れて
は噴き出す行為を1回、あるいは2

回、 3回行う。

｜田3－顔面部を1回、あるいは2回、

| ﾖ回洗う。
園

4‐右前腕部、左前腕部の順で手先か
ら肘部分までを1回、あるいは2回

、3回洗う。

’
5．水で濡らした両手で頭部、及
び両耳を撫でる。

轡l
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F
6‐右足首のくるぶしから下、次いで
右足首のくるぶしから下全部を1回
、あるいは2回、 3回洗う。

ｲｽﾗｰﾑでは
信者に以下に示すようなやり方でﾈ鮮することを命じている。

1.キブラ（カアバ神殿のあるマッカの方向）に向かって立

ち、両手を耳の高さ位まで上げ、 「アッラーホ･アクバル

（アッラーは偉大なり）」と言う。

そして左手を下にして手を組み、そ

れを胸の上に置く。それから以下に

示すクルアーンの「ファーティハ章
（開端罰」を読む。 〃慈悲深く慈

悲あまねきアッラーの御名において

全宇宙の主アッラーにこそ全ての賞

賛あれ。かれは慈悲深く
慈悲あまれきお方。審判の日の王。慈悲あまれきお方。審判の日の王。我々はあなた

をこそ崇め、あなたにこそ援助を求めます。我々
を正しい道にお導きください。あなたがお怒りを

下した者たちや迷妄の中にある者たちの道ではな
く、あなたが恩恵を垂れたもうた者たちの道に。

アーミーン。 〃 障袰輿ID毎今秒J1AilIF-

幽夢型""d唾9"凹凹唾坐-9"陛陰騨
・鎧JJ1蝉幽い."jijDH1 ･鯉幽I切血山m1》樺j』1坪』I酔迦¥i
u"1""eggiMIIbbje"騨凸』1とり超jIU"1"幽墾色色艶出銭色L』

(""鯉幽1地6礫

その後にクルアーンの別の任意の箇所から読む。

例えば「イフラース章（純正章）」だったら：
〃慈悲深く慈悲あまねきアッラーの御名において
言え。かれはアッラー、唯一なるお方。永遠な
るお方。生みもしなければ生まれもしせず、かれ

に匹敵する何ものもない。 〃

F筈曼少加｡｡桑JjI血1伊当

(."i騨廻蝿幽.型兇鋤.辿繊.山‘壁』Iji ."i41典必）
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罰
齢混れから『ｱｯﾗｰﾎ.ｱｸバﾙ

（アッラーは偉大なり）」と言って
上半身を前方に屈め、 「スブハーナ
・ラッビヤルアズィーム催大なる
我が主に賞賛あれ）」と声に出さず
に唱える。何回も繰り返し言う方が
、良いとされる。

3.それから「サミアッラーホ・リマン3.それから「サミアッラーホ・リマン・ハミダフ（ア
ッラーはかれを讃える者を聞き入れたもう。）」と言
いながら、上半身を元の状態に戻す。そして起立状態
に戻ったら、 「ラッバナー・ワ･ラカルハムド（我ら
が主よ、あなたにこそ賞賛あれ。）」と言う。

4．それから「アッラーホ・アクバル（
アッラーは偉大なり）』と言って、起
立状態から踞拝に移る。完全に脆拝姿
勢になったら、 「スブハーナ・ラッビ
ヤルアアラー（至高なる我が主に賞賛
あれ）」と声に出さずに唱える。何回
も繰り返し言う方が、良いとされる。

A

鼻剛

5.それから「アッラーホ･アクバル（
アッラーは偉大なり）」と言って、
脆拝状態から体を起こして座位状態

可に移る。そして座った状態のままで

声に出さずに「ラッビグフィルリー
（我が主よ、私をお許し下さい。）
」と唱える。何回も繰り返し言う方
が、良いとされる。

6．それからまた「アツラーホ・アク

隆
バル（アッラーは偉大なり）」と言
って、座位状態から再び鮠拝する。
完全に脆拝姿勢になったら、 「スブ

L

ハーナ・ラッビヤルアアラー（至高なる我が主に賞
賛あれ）」と声に出さずに唱える。何回も繰り返し

言う方が、良いとされる。

7．それから「アッラーホ･アクバ

ル（アッラーは偉大なり）」と言
いながら、立ち上がる。そして起

立状態に戻ったら、礼拝の第2セ

ツ 卜に移る。 再び

①～⑦までの過程を繰り返すb

L J､ｦ1 =M



－.趣

■＃蒲第2ｾﾂⅧ番員の鱸が終孔
たら、 「アッラーホ･アクバル（アッラ
ーは偉大怠り）」と言って座位姿勢に
戻り、起立しない。そして座ったまま
、以下に示す第1のタシヤツフドを声
に出さずに唱える。 〃アシタヒーヤート
・リッラーヒ、ワッサラワート・ワシ

タイイバート。アッサラーム・アレイカ・アイユ
ハンナビイユ、ワ･ラフマトッラーヒ・ワ ・バラ
カートホ。アッサラーム･アレイナー･ワ･アラー，
イバーディッラーヒッサーリヒーン。アシュハド
・アッラー・イラーハ・イッラッラー、ワ・アシ
ュハド･アンナ・ムハンマダン・アブドホ・ワ。
ラスールホ栓ての實貫崇拝行為蓬よき行いは
アッラーにこそ向けられる。その使徒に平安とア
ッラーからの慈悲、祝福あれ。我々、そしてアッ
ラーの正しいしもべたちに平安あれ。アッラーの
他に崇拝すべきものはなく、ムハンマドはアッラ
ーのしもべであり、使徒である。） ”

9‐もし礼拝が2セットであるのなら次の項
⑩に進み、そこで示す第2のタシャッフドを行う。
もしZセット以上の礼拝であるのなら、③の第1の
タシャッフドを終えた後に再び立ち上がり、今まで
の行程を最初から繰り返すも

10・第1のタシャッフドに引き続き、以
下に示す第2のタシャッフドをやはり座
位のまま声に出さずに唱える｡"アッラー
フンマ･サッリ・アラー・ムハンマディ
ン、ワ・アラー・アーリ・ムハンマド

L 釦

隈
。カマー･サッライタ・アラー・イブラーヒーマ、ワ
・アラー・アーリ．イブラーヒーマ、インナカ・ハ
ミードン・マジード。アッラーフンマ･バーリク・ア
ラー・ムハンマディン、ワ・アラー・アーリ・ムハ
ンマド。カマー･バーラクタ・アラー・イブラーヒー
マ、ワ・アラー・アーリ・イブラーヒーマ、インナ
カ・ハミードン・マジード。 （アッラ－よ、ムハン
マドとその後継者たちを祝福したまえ。あなたがイ
ブラーヒームとその後継者たちを祝福されたように
。実にあなたこそ讃えられるべき、栄光高きお方で
す。アッラ－よ、ムハンマドとその後継者たちに恩
恵を与えたまえ。あなたがイブラーヒームとその後
継者たちに恩恵を与えられたように。実にあなたこ
そ讃えられるべき、栄光高きお方です。） ”

li_ 4rざ1口 ｛－
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ラーからの慈悲と禄福あれ）そ“れか
ら左手を振り向いてこう同じように、
"アッサラーム。アレイクム・ワ・ラ
フマトッラーロと言う。

■『ぜ

5つの礼拝そのセット数と時間割

’ 礼拝（セット数） 麓■雷（時贋は崖守しなければならない）

’ ) ’フアジユル(2) 暖から日の出…で（

封
太露が正中塗から蟻き、梅の影がそ⑩実廉の憂さと阿

仁なるまで《 §’ ズフル（4）

ズフ鳥の終わりから大麗が隻色＜なる唖まで.正当鐸由

あれば日…で遅らせることも可鱈

（ き － § ）

1アスル（4）

日蚤壷捷から赤い肇光が港えるまで
マグリブ（3）

（ ： － ： 》

マグリブ時祷後から夜半まで
イシヤー〈4〉

（ ニ ー ）
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