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１ はじめに 

 

イスラーム世界を旅したのはアラブの春と呼ばれる動乱の直前だった。トルコ、シリ

ア、レバノン、ヨルダン、イスラエル、エジプトの六カ国を巡った。 

 旅のなかで多くの人々と出会い、助けられたこともあれば、迷惑をこうむったことも

あった。 

アラブの人びとは、良い人はとことん人柄が良く、悪い人はとことん人柄が悪かった。

どうしてそこまで差が激しいのかわからなかったが、実際のところそうだった。 

 旅というものは性悪説で対応するのが基本になっている。そのため、なにもかも疑っ

てかかる私に対して、人柄の良い人はとことん優しく接してくれた。それは旧友のよう

な親しみであり、心のある温かさだった。 

 そのような恩もあり、イスラームについて少しでも日本の人びとに知ってもらうため

本稿を書くことにした。分かりやすいよう、親しみやすいよう、心掛けて書いた。 

本稿がイスラーム世界で暮らす人びとのお役に立てたなら幸いである。 

 

 

２ イスラーム世界の混乱 

 

日本人がイスラーム世界についての知識がないように、イスラーム世界の人々も日本

についての知識がなかった。イスラーム世界から遠く離れた極東の島国のことなどわか

らなくて当然だし、同じように日本人も広大な砂漠で暮らす人々のことを思い描くのが

難しい。 

砂漠といえば砂丘を想像するかもしれないが、ほとんどの砂漠は粘土質の固い地面に

覆われている。その上を絶えず砂が舞っていて、砂ぼこりでまわりが見えなくなること

もしばしばあった。頭髪のなかには砂が入り込み、それは口のなかや鼻のなか、そして

耳の穴にまで入ってくる。シャワーを浴びると体のあちらこちらから砂が流れ落ちてい

く。 

イスラーム世界の人々が布で体をまくのはとても合理的だった。シリアの女性がブル

カを着けているのはごくごく自然なことだった。 

また、ブルカで肌の露出を抑えることは、自らの美を披露したい欲求を抑えることに

もつながる。そのような煩悩に惑わされることなく外出できる文化は気楽であるともい

える。むしろ肌を露出している外国人の方が異常にみえてくるから不思議なものだ。外

国人の肌の露出を許している寛容さに感心したくらいである。 

 砂のなかで暮らしてきた遊牧民族と、森のなかで暮らしてきた農耕民族とでは、その

文化は大きく異なる。 
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文化というものは、その違いが大きければ大きいほど面白いものだ。心にある興味の

虫がわくわくと動き出してくる。異文化のなかに溶け込み、そのなかで触れ合う人々と

の思いのやり取りが、心のスパイスになっていく。 

 そのイスラーム世界が混乱したのは、日本に帰国してすぐだった。 

チュニジアでのジャスミン革命から始まった現政権への抗議やデモは、中東の各地域

に広がった。シリアでは泥沼の内戦状態に突入し、イラクではシーア派とスンニ派が対

立した。そうした対立はクルド人の問題をも表面化していった。 

その混乱に乗じてアルカイダやタリバンといった原理主義組織が勢力を拡大し、アル

カイダから分派したＩＳＩＬは、スンニ派の旧イラク軍人と結託してシリアからイラク

にまたがる地域を支配下においた。 

 それらの地域に、ついこのあいだまで滞在していた。その地域が戦場と化してしまっ

たのである。それからというもの、どうしたらイスラーム世界に日本のような平和をつ

くりあげられるのか考えている。しかしまったく分からないといのが正直なところだっ

た。 

唯一できることは、ひたすらイスラーム世界について学ぶことだった。 

ムハンマドがメディナでウンマ（イスラーム国家）をつくり、その後、正統カリフの

時代を経て軍人政権が分立し、トルコ・モンゴル系国家からオスマン帝国へとつながる

歴史を学び、イスラームの持つ教えを学ぶしかなかった。 

その学びの過程で、イスラーム世界の持つ空気感が、日本人の持つ空気感にとてもよ

く似ていることに気が付いた。 

イスラーム世界では紛争の着地点をムスリムの良心に求めている。人々のあいだにあ

る空気のなかでなんとなく曖昧なかたちで物事を解決していた。 

イスラーム法学者が裁判で原告と被告の判決を行う様は、まるで大岡越前や遠山の金

さんのようだった。ときには清水の次郎長やネズミ小僧のように、悪徳者に対してなら

ずもの集団が立ち向かっていく。ときには水戸黄門のような良家のムスリムが世を正し

ていたりもする。丁髷をつけて着物を羽織ったら、そのまま時代劇として通用するよう

な話がたくさんあった。 

 イスラームは戒律の厳しい宗教だと思われているふしがある。しかし実際はとてもゆ

る～～～い宗教だ。祈りの時間に遅れようが、作法が自己流であろうが、これといった

拘りがない宗教だ。心のなかにしっかりとした信仰心さえあればそれで良かった。各自

が勝手に神に祈りをささげることで成立している。 

 私は何度もモスクを訪れて礼拝をしているが、好き勝手に祈りを捧げている。 

ムスリムたちは、なによりも協調を旨とし、空気のなかでなんとなく生きている。古

くから他者の信教の自由も認めており、キリスト教のように他者の宗教に干渉すること

もなかった。 
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十字軍の時代、攻め込まれているにもかかわらず、おおくのキリスト教徒が、ごくご

く当たり前のようにイスラーム地域で商売をしていた。 

 そのゆるさゆえに、イスラーム法学者の解釈によって厳しくもできてしまう側面があ

った。それが今回の中東の混乱につながっている。 

中東はヨーロッパから軍事による圧力をずっと受けてきた。それによってムスリムの

あいだで、ゆる～～～いイスラームへの反発がおこった。 

「ゆる～～～くしているからキリスト教徒に植民地化されたのだ」といった主張である。 

その主張に賛同したムスリムたちが、イスラエルとの中東戦争やソ連とのアフガニス

タン紛争を経て過激派になっていった。 

 さて、どうするべきか。 

私たちが出来ることは、ひたすら学び、祈るしかないのだろう。 

 

 
 

 

３ 言葉の定義 

 

 ここでいくつか言葉の定義をしておく。 

 イスラームとは宗教名そのものであり、イスラームという言葉そのものが宗教を指し

ている。そのためイスラーム教という呼称は「頭痛が痛い」のような重複表現になる。

本稿では本来の意味の通り、宗教名としてイスラームという呼称を使う。 

 そのイスラームを信じる人々をムスリムと呼ぶ。 

ムスリムとは「（神に）帰依する者」という意味のアラビア語である。ムスリムとい

ウマイヤド・モスク 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%B0%E4%BE%9D
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う言葉そのものが教徒を指している。そのためイスラーム教徒という呼称は、「頭痛の

頭が痛い」のような意味不明な表現になる。そのため、本稿では本来の意味の通り、信

徒としてムスリムという呼称を使う。 

 そのムスリムが信じている聖典がクルアーンである。 

日本ではコーランと呼ばれている。本稿ではアラビア語の発音により近いクルアーン

の呼称を使う。 

 イスラーム世界を知るうえで、ベドウィンという呼称も知っておいた方が良いだろう。

ベドウィンとは、砂漠に住む遊牧民族のことだ。 

古来より、アラブ地域の人々はベドウィンと呼ばれる遊牧生活を営んでいた。各地を

転々とする移住型の文化を持ち、シルクロードの時代に活躍したアラブの商人は、そう

した土壌から生まれた。 

移住型の文化はアラブ地域を発展させ、魔法の絨毯や魔法のランプといった魅力的な

世界をつくりあげていった。 

 モンゴルの人々も同じように移住型の文化を持つ。牧畜を生業とする民族のほとんど

は移住型の文化を持っている。これによってチンギス・ハンは広大なモンゴル帝国をつ

くった。人類史の一時期、移住型の文化が隆盛を誇っていた時代があった。 

日本は農耕民族であったため土着的な定住型の文化を持つ。それはとても面白い文化

的な違いだ。それぞれの地域の特性によってそれぞれの文化はつくられる。 

アラブ地域において定住化が進んだのは１３７０年だった。イスラーム世界の覇権を

握っていたティムール朝が定住化の政策を進めた。 

とはいえ、昔ながらの生活を営むベドウィンは現在もたくさんいる。 

私がアラブ地域を旅していた時も、山や砂漠で暮らしているベドウィンをたくさんみ

かけた。それらのベドウィンはみな愛想がよくて、みなとても親切だった。 

 呼称についてもうひとつ。 

カトリックの聖職者は神父と呼ばれる。プロテスタントの聖職者は牧師と呼ばれる。

この違いも覚えておいた方が良いだろう。 

カトリックの神父は信者にとっての父という意味になる。神に仕える身として結婚が

許されていない。 

プロテスタントの牧師は迷える子羊たちを導く者という意味になる。信者を導く者と

して結婚が許されている。 

欧米の文学を読むときに、これらを知っておくと、その内容がより飲み込める。 

仏教においても、それぞれの宗派によって戒律の厳しさが違う。 

日本の大乗仏教はほとんど戒律がないような状態だが、東南アジアやインド周辺の上

座部仏教は戒律がとても厳しい。性交、盗み、殺人、虚言は四つの大罪とされている。

もちろん妻をめとることはできない。 
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 言葉を曖昧に使うことで、おおくの誤解やすれ違いが起こることから、いくつかの言

葉を定義させて頂いた。 

 

 
 

 

４ アブラハムの神 

 

 ユダヤ教とキリスト教、そしてイスラームはひとつの神を信じている。その信じる神

は、どれも同じアブラハムの神である。 

アブラハムとは、旧約聖書の創世記に出てくる人物で、神から啓示を受けた預言者と

されている。 

預言者とは、神から言葉を預かった者という意味になる。未来を予測する予言者とは

違う。 

 アブラハムは、神から「信仰の証として息子を生贄にして捧げよ」と命じられた。そ

してそれを行おうとした。 

こうした神への絶対服従は、旧約聖書のみならず、新約聖書やクルアーンでも一貫し

たテーマとなっている。 

その始まりは、果物の実を食べて知恵をつけてしまったためにエデンの地を追放され

たアダムとイブである。 

とにかく考えるな、とにかく信じろというのが、アブラハムの神が持つ大きな特徴で

す。それはとてもシンプルで、とてもわかりやすく、とてもよく出来ている。 

 信じる神はどれも同じアブラハムの神であるが、神の名前はそれぞれの地域で異なる。

モーゼが十戒を授かったシナイ山 
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英語表記ではゴッドであり、ヘブライ語表記ではヤハウェ（エホバ）であり、アラビア

語表記ではアッラーとなる。それぞれ地域の言語表記で呼び名は変わるが、同じひとつ

の神である。 

 ユダヤ教の成立年代は不明とされている。余りにも古すぎて、誰がつくったのかさえ

わからないのだ。 

紀元前１２００年頃に、モーセという聖者がエジプトのシナイ山で神の言葉を授かり、

それを広めたことが起源とされている。 

それは次のようなものだった。 

 

モーセの十戒 

 わたしはあなたの主なる神である。 

一、わたしのほかに神があってはならない。 

二、あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。 

三、主の日を心にとどめ、これを聖とせよ。 

四、あなたの父母を敬え。 

五、殺してはならない。 

六、姦淫してはならない。 

七、盗んではならない。 

八、隣人に関して偽証してはならない。 

九、隣人の妻を欲してはならない。 

十、隣人の財産を欲してはならない。 

 

 これらを戒めたということは、これらが行われていた背景があったのだろう。とにか

く考えるな、とにかく信じろという神への信仰を求めつつ、集団生活を安定させるため

の戒律が述べられている。 

 モーセの時代から時は進み、紀元前６年ないし４年頃、パレスティナの地にイエスが

登場する。イエスは堕落したユダヤ教に反発したため、十字架にかけられて亡くなった。

とはいえ、イエスもユダヤ教徒であり、信じる神はアブラハムの神である。その信仰が

深かったために軋轢をうみ、人々の罪を背負って亡くなった。 

ちなみに、様々な研究からイエスは実在していたというのが明らかになっている。 

そのイエスの残した教えが、弟子たちの手によって新約聖書となった。新約聖書は少

しずつ人々のあいだに広まっていった。そして３９２年、ローマ帝国がキリスト教を国

教に定めたことで、宗教としての正当性を得た。 

それからしばらくした後、６１０年のことである。 

ムハンマドはヒラー山の洞窟に籠って瞑想にふけっていた。そこに大天使ジブリール
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が現れて神からの言葉を授かる。 

大天使ジブリールとは旧約聖書のダニエル書に出てくる神の言葉を伝える天使であ

る。 

大天使ジブリールは唐突に「読め！」と命じた。 

当時のメッカの住民がほとんどそうであるように、ムハンマドは読み書きができなか

った。そこに天から「ムハンマドよ、汝はアラーの使徒なり。そして、我はガブリエル

なり」と声が降ってきた。大天使ジブリールから与えられた言葉を、ムハンマドの口を

通して語った言葉がクルアーンになった。 

そのためというべきか、クルアーンは聖書のような物語になっていない。断片的であ

り、口述的であり、まとまりのないかたちで編纂されている。 

口述的であるため、黙読するのではなく、声に出して読み上げるのがクルアーンの特

徴である。 

声に出すことで一貫性の法則が働く。 

一貫性の法則とは、口に出すことでそれを自らの意思と思い込み、それを一貫してや

りとげようとする人間の心理法則である。そのため黙読よりもよりいっそう効果がある。 

クルアーンのなかには旧約聖書や新約聖書の内容にそった形で、モーセやイエスも預

言者として登場している。 

聖書の流れを礎としてつくられたのがイスラームであり、アブラハムの神からつなが

る流れのなかで、神から与えられた啓示の決定版としてクルアーンが存在している。 

江戸時代中期の学者、新井白石はイスラームをこう説明している。 

「天主教法（キリスト教）と源を同じうして派を異にするものなり」 

 

ユダヤ教とキリスト教、そしてイスラームの信仰対象は同じアブラハムの神である。

それらは時代の流れのなかでそれぞれの宗教に分派している。どれも同じアブラハムの

神を信じており、とにかく考えるな、とにかく信じろという、その根っ子は同じである。 

 ユダヤ教徒は、旧約聖書を信じ、新約聖書を信じず、クルアーンも信じない。ユダヤ

教徒からみたとき、聖書というひとつの聖典しか存在しない。旧約聖書や新約聖書とい

う名称はキリスト教徒やムスリムからみた名称で、ユダヤ教徒にとっての聖典はたった

ひとつの聖書になる。 

そこには分派宗教ならではの面倒くささがあり、あとから出てきた啓示を認めてしま

うと、自分達にくだった啓示が不完全であったと認めることになる。 

 キリスト教徒は旧約聖書を信じ、新約聖書を信じ、クルアーンを信じない。キリスト

教徒からみれば古い約束としての旧約聖書があり、イエスが授かった新しい約束として

の新約聖書がある。その二つを信じることでキリスト教という宗教が成り立っている。 

 ムスリムは旧約聖書を信じ、新約聖書を信じ、クルアーンを信じている。そのなかで
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重要視されるのは、最も新しい啓示を受けたクルアーンになる。 

 さらに分かりやすく説明しておくと以下のようになる。 

モーセという使徒を通じて伝わったのが『十戒』である。それを信じた人々がユダヤ

教徒である。 

イエスという使徒を通じて伝わったのが『福音書』である。それを信じる人々がキリ

スト教徒である。 

ムハンマドという使徒を通じて伝わったのが『クルアーン』である。これを信じる人々

がムスリムである。 

  

 ムスリムがクリスマスを祝っているのを見て意外に感じる人がいるようだが、それは

同じアブラハムの神を信仰しているからであり、極々当然のことである。 

 

 
 

 

５ パレスティナの話 

 

現在パレスティナと呼ばれる地域には、古く（紀元前２０００年頃）からユダヤ教を
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信仰する人々が住んでいた。それらはユダヤ人、またはヘブライ人と呼ばれてきた。現

在ではユダヤ人の名称が一般的になっている。 

ユダヤ人たちは紀元前１０００頃に王国を形成し、黄金時代を迎えた。しかし、よく

ある歴史の流れと同じく、南北に分裂して滅亡した。 

その後、紀元前５世紀に神殿を中心とした政治体制を確立し、紀元前２世紀に再び王

国を形成した。しかし、よくある周辺諸国と同じく、ローマ帝国に屈してその支配下に

入った。 

初期のローマ帝国は宗教に対してとても寛容な政策をとっていた。信教の自由を保障

し、パレスティナでのユダヤ人自治を認めていた。 

ところがユダヤ人にとって多神教を信仰しているローマ人は抹殺するべき存在だっ

た。なぜなら旧約聖書にはヨシュア記がある。 

キリスト教徒は布教するとき、創世記の有名な冒頭である「はじめに神は天と地とを

創造された。」という一節や、イエスの奇跡の物語は熱心に伝える。しかし、旧約聖書

のヨシュア記については隠す。 

 ヨシュア記とは、ユダヤ人によるカナンの地の征服物語である。 

モーセの後継者であるヨシュアが、先住民を皆殺しにして約束の地であるカナンを征

服し、シケムで神と再契約するまでの記述である。 

カナンの地とは、神がアブラハムに「わたしはあなたの子孫にこの地を与えます」と

預言した土地であり、現在のパレスティナにあたる。 

 ヨシュア記は、破壊と大量虐殺に満ち溢れており、それを当然のことのように正当化

している。その一部を紹介しておこう。 

 

「七度目に，祭司が角笛を吹き鳴らすと，ヨシュアは民に命じた。ときの声をあげよ。

主はあなたたちにこの町をあたえられた。町とそのなかにあるものはことごとく滅ぼし

つくして主にささげよ。（中略）金，銀，銅器，鉄器はすべて主に捧げる聖なるもので

あるから，主の宝物蔵に収めよ。角笛が鳴り渡ると，民はときの声をあげた。民が角笛

を聞いて，一斉にときの声をあげると，城壁が崩れ落ち，民はそれぞれ，その場から町

に突入し，この町を占領した。彼らは，男も女も，若者も老人も，また牛，羊，ロバに

至るまで町にあるものはことごとく剣にかけて滅ぼしつくした」（ヨシュア記 6：16～

21）  

「主はヨシュアに言われた。『おそれてはならない。おののいてはならない。全軍隊を

引き連れてアイに攻め上りなさい。アイの王も民も周辺の土地もあなたの手に渡す』（中

略）その日の敵の死者は男女合わせて一万二千人，アイの全住民であった。ヨシュアは

アイの住民をことごとく滅ぼし尽くすまで，投げ槍を差し伸べた手を引っ込めなかった」

（ヨシュア記：81～26）  
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「ヨシュアは命じた。『洞穴の入り口を開け，あの五人の王たちを洞穴からわたしたち

の前に引き出せ』。彼らはそのとおりにし，エルサレム，ヘブロン，ヤルムト，ラキシ

ュ，エグロンの五人の王を洞穴から引き出した。五人の王がヨシュアの前に引き出され

ると，ヨシュアはイスラエルのすべての人々を呼び寄せ，彼らと共に戦った兵士の指揮

官たちに，『ここに来て彼らの首を踏みつけよ』と命じた。彼らは来て，王たちの首を

踏みつけた。ヨシュアは言った。『恐れてはならない。おののいてはならない。強く雄々

しくあれ。あなたたちが戦う敵に対して，主はこのようになさるのである』。ヨシュア

はその後，彼らを打ち殺し，五本の木にかけ，夕方までさらしておいた」（ヨシュア記

10：22～26） 

 

モーセの十戒には「殺してはいけない」という戒律がある。しかし、それは同じアブ

ラハムの神を信じる者だけの話である。内輪揉めは辞めておけ、という戒律だ。 

異教徒はいくら殺しても良かった。むしろ異教徒は皆殺しにするべき相手だった。良

心の呵責なく、金品を奪って皆殺しにできた。話し合いや情といったものがまったくな

かった。そうした割り切りは軍事的にとても効率的だった。 

これが後に、ヨーロッパ世界による殺戮の歴史につながった。アフリカを始めとして、

アメリカ大陸やオセアニア大陸、その他の様々なところで原住民を虐殺していった。 

 

 話を戻そう。 

 ユダヤ人にとって、多神教のローマ帝国は皆殺しにするべき相手だった。厳格な信仰

心を持つユダヤ人にとって、なによりも皆殺しこそが正義だった。そこでユダヤ人たち

は反乱を起し、ローマ帝国の人々を殺しまくった。その反乱はローマ帝国の軍隊によっ

てあえなく制圧される。 

ローマ帝国は宗教に対してとても寛容な政策をとっていた。ユダヤ人たちがパレステ

ィナの地に住むことを認めていた。しかしユダヤ人にとって多神教を信仰しているロー

マ人は皆殺しにするべき相手だった。ユダヤ人は再び反乱を起こして、ローマ帝国の

人々を殺しまくった。この反乱もローマ帝国の軍隊によってあえなく制圧された。 

二度の反乱を受けて、ローマ帝国はユダヤ人をパレスティナに留めておく訳にはいか

なくなった。 

それは国益を考えれば当然だろう。排他的な信仰を持つ民族は、いくら制圧しても繰

り返し反乱を起こす。 

ＴＶのヒーロものによくある展開と同じだ。いくら勇者を倒しても、再び立ち上がっ

て仲間の魔物たちを殺し始める。一方的な正義を掲げて排他的に何度でも立ち上がって

くる。 

ローマ帝国は仕方なく、パレスティナからユダヤ人を追放した。これによってユダヤ
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人は亡国の民となって各地に分散したのである。 

ユダヤ人の追放後、パレスティナの地にやってきたのはアラブ人だった。それらは７

世紀頃からムスリムになっていった。 

どういう因果かわからないが、ローマ帝国はパレスティナの地でキリスト教を誕生さ

せる一方で、ユダヤ人を亡国の民として各地に分散させた。そしてムスリムが暮らして

いく地域としてパレスティナを与えたのである。 

パレスティナの地が、ユダヤ教、キリスト教、イスラームの聖地となっている要因は

そこにある。 

 パレスティナのエルサレムには、ユダヤ人の王国の神殿の跡が現存し、『嘆きの壁』

としてユダヤ教の聖地になっている。 

その一方で、イエスが処刑されたゴルゴタの丘には『聖墳墓教会』が建ち、キリスト

教の聖地になっている。 

そしてムスリムたちが７世紀末につくった『岩のドーム』には、アブラハムが信仰の

証として一人息子を生贄にして捧げた台が安置されており、イスラームの聖地になって

いる。 

 

 
 

 

６ ユダヤ人のその後 

 

 ローマ帝国によって亡国の民となったユダヤ人は、各地で少数派としての生活を余儀

なくされた。 

とくにヨーロッパ世界に移り住んだユダヤ人は、その当時最も地位の低かった商人の

ユダヤ教の聖地である嘆きの壁 
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職しか与えられなかった。 

排他的な思考を持つ勇者たちを誰もが恐れていた訳だ。 

そのためユダヤ人は貧しい生活を余儀なくされた。 

ユダヤ人が商人として生活をしていくには、学びを推奨し、商売人としての金銭感覚

を培うしかなかった。 

どういう因果かわからないが、これにより、近代の世に多くの優秀な科学者や知識人

を生み出す結果となった。アルベルト・アインシュタインを筆頭に、エリ・ヴィーゼル、

ケルテース・イムレ、ウォルター・コーン、オットー・シュテルン、ハンス・クレブス、

リータ・レーヴィ＝モンタルチーニ、ハーバート・ハウプトマン、ロバート・ファーチ

ゴット、アーサー・コーンバーグ、ジェローム・カール、等々である。 

優秀な人材の輩出は現在も続いており、私がアメリカで生活していた時も、ユダヤ人

は優秀という会話をよくしていた。 

話を戻そう。 

ヨーロッパ社会で最も地位の低かった商人の職は、時代が進むにつれて、いつしか経

済の中心を担う重要な職になっていた。商業中心の時代がやってくることで、ユダヤ人

は大いなる成功を勝ち取ることになる。 

ヨーロッパ世界の人々にとって、そうしたユダヤ人の成功は、やり場のない嫉妬心を

うみだした。そこでキリスト教徒たちは、『イエスを殺した恨み』といった理屈をつく

りだし、事あるごとにユダヤ人を虐殺し、その資産を奪った。 

ロシア帝国では、ポグロムと呼ばれるユダヤ人に対する集団的な暴行や殺戮がたびた

び起こった。フランスやドイツ、そしてウクライナでも大量虐殺が頻繁に起こっている。

それらは例をあげれば切がなくなる程である。 

ヨーロッパ世界においてユダヤ人を迫害するのは正義だった。シェイクスピアをはじ

め、古典文学の悪者はユダヤ人と相場が決まっていた。 

そうした歴史的な背景があり、ナチスドイツはユダヤ人の命を虫の命よりも軽く扱っ

た。 

ユダヤ人は１９００年ものあいだ亡国の民だった。祖国が無いことで常に苦渋を味わ

ってきた歴史がある。ユダヤ人はその歴史に終止符を打ちたかった。そのため、１８世

紀からユダヤ人の国家建設の議論が盛んに行われた。その時々の政治状況や社会状況に

合わせて、いろいろなユダヤ人国家計画が持ち上がり、そして消えていった。 

ユダヤ人にとっての願いはパレスティナの地に戻ることだった。それも含めて、南米

のアルゼンチン、アフリカのウガンダも建国の候補地として挙げられていた。 

シオニズム運動（ユダヤ国家建設運動）の提唱者であるテオドール・ヘルツルは、そ

の著書『ユダヤ人国家』で次のように述べている。 
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「パレスティナを選ぶか、それともアルゼンチンを選ぶか。組織はどこであれあたえら

れるものをとり、ユダヤ人世論の好むところをとるだろう。……パレスティナは我々に

とって忘れがたい歴史的郷土である。その名は、すばらしく効果的な召集の呼び声とな

るだろう。もしスルタン陛下（オスマン帝国）がわれわれにパレスティナを与えるとな

れば、こちらはお返しにトルコの財政の完璧な管理を引き受けてよい（板垣雄三訳）」。 

 

いつかは約束の地であるパレスティナに戻り、その地にユダヤ人の国家をつくりたい

という思いが伝わってくる文章だ。 

そのシオニズム運動はスムーズに進まなかった。日本でも北方領土の二島返還か四島

同時返還かでスムーズに行かないように、土地の問題というものは上手く纏まらないも

のだ。 

そこに転機が訪れる。 

第二次世界大戦後にナチスドイツによるユダヤ人の大虐殺が知れ渡ると、ヨーロッパ

世界の人々は、これまでユダヤ人を迫害してきた歴史を鑑みるようになった。ユダヤ人

という厄介な問題を国外に輸出して、不安要素を取り除きたかった。 

また、ユダヤ人を中東に置くことで、ユダヤ人とアラブ人を対立させて消耗させる狙

いがイギリスにはあった。 

ヨーロッパ世界では、「国土のない民族に住民のいない土地を」といった、あたかも

パレスティナが荒野であるかのような宣伝がされた。人々のあいだで無知と思い込みが

蔓延し、パレスティナにユダヤ人国家をつくる流れができあがっていった。 

そしてついに１９４８年、パレスティナの地にイスラエルが建国された。 

ムスリムが住む土地に無理やりイスラエルを建国したため、イスラーム世界から強い

反発が起こった。 

そこでイスラエルはパレスティナの分割案を提示した。その提示をイスラーム世界は

固辞し、中東戦争に突入した。 

結果としてイギリスの狙い通りになった。 

軍事力に勝るイスラエルは、西側地区とガザ地区をのぞくパレスティナ全土を掌握し

た。これによってパレスティナ地域に住んでいたムスリムの半数以上が難民になった。 

その後も、計四度の中東戦争が起こった。 

国連安全保障理事会は、『占領地からのイスラエル軍の撤退及びイスラエルを含む中

東のすべての国の主権と生存権を確認する決議（２４２号）』を採択している。 

かつての大日本帝国もそうだったが、命をかけて得た領土を簡単に手放すことは国内

分断を招く危険がある。 

その国連採択は現在に至るまで実現されておらず、イスラーム世界は不安定な状態が

続いている。 
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そのため、イスラエル国民はみな、高校卒業後に男性は三年、女性は二年の兵役義務

がある。 

 

 

７ イスラーム世界の没落 

 

 中世においてイスラーム世界は、魔法の絨毯や魔法のランプといった魅力的な世界を

つくりあげた。 

 これは日本の元禄文化によく似ている。通貨や商品の流通とともに経済が成長し、生

活に余裕ができたことで様々な文化が華を咲かせた。 

これはアラブの商人たちの交易に寄るところが大きかった。 

その栄華は近代になるにつれて、ヨーロッパ世界に押されるかたちで、少しずつ影を

落としていった。 

その序章がヨーロッパ世界による十字軍の派遣だった。 

１０９５年、クレルモンで開かれた宗教会議において、キリスト教皇のウルバヌス２

世が聖地エルサレムの奪還を呼び掛けた。 

その翌年の１０９６年、ヨーロッパ諸侯は十字軍を結成し、エルサレムに向けて出発

した。１０９９年７月にはエルサレムの奪還に成功し、シリアの湾岸地域に四つの十字

軍国家を建設した。 

ヨーロッパ世界の十字軍派遣は大成功に終わったのである。 

この当時のイスラーム世界は、日本の戦国時代のような群雄割拠の状態だった。地域

ごとに支配者がいて、敵の敵は味方といった具合に、十字軍と手を結ぶイスラーム諸侯

も多かった。十字軍はその間隙をぬって、いともたやすく征服できた。 

イスラーム世界は、十字軍を宗教的な意図を持つ軍隊として考えていなかった。その

後、十字軍の宗教的な意図を知ったイスラーム諸侯は、ジハード（聖戦）を掲げて逆襲

に転じる。 

１１８７年、エルサレムを奪い返し、イスラーム世界から十字軍を追い払った。その

後、ヨーロッパ世界は繰り返し十字軍を派遣するが、イスラーム世界にまったく歯が立

たなかった。 

 このように、かつてのイスラーム世界はヨーロッパ世界が及びも付かない圧倒的な力

を誇る輝かしい文明を持っていた。その中核を占めたオスマン帝国はおそらく世界史上

最も寛大な帝国であり、異教徒や異宗派の共生と共存が許されていた。 

 それに比べて中世のヨーロッパ世界は、宗教戦争や人種差別に明け暮れて、自ら疲弊

しているといった具合だった。ヨーロッパ世界というのは、それくらい愚かで馬鹿だっ

たのだ。 
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 これが逆転する日がやってこようとは、イスラーム世界の人びとは考えてもいなかっ

た。 

 

 さてさて、時代はぐんっと流れて１９世紀になる。 

ヨーロッパ世界は混乱に次ぐ混乱を経て政治システムが民主化された。一国の領主が

すべてを決めるのではなく、優秀な者たちを集めて、合議によって物事が決まるように

なった。おのずと効率が重視されるようになり、産業革命を経て、科学技術や産業が著

しく発達した。そしてついに世界中をまたにかける帝国主義の時代に突入していく。 

これに対して、イスラーム世界は長らくヨーロッパ世界の進化に気が付かなかった。

十字軍を返り討ちでねじ伏せた歴史的な事実があったため、ヨーロッパにまったく関心

がなく、ヨーロッパを訪れることもないため、ヨーロッパの言語を学ぶ必要性もなかっ

た。その慢心から政治的にも堕落し、社会的にも腐敗しているという、内なる敵に侵さ

れていた。 

つまり、現状に甘んじていたことで、いつの間にかヨーロッパ世界の足元にも及ばな

くなっていた。それに気が付き、ヨーロッパ世界の近代化を学び始めたときには既に遅

かった。ヨーロッパ世界はイスラーム世界を手中に収めるべく、あらゆる手を尽くして

近代化を妨害していった。 

たとえば、イスラーム世界にも民主化運動の波が押し寄せてきたが、国民の多数決で

国家の方針が決まる民主主義は、イスラーム世界を操るのに不都合だった。一国の領主

がすべてを決める方が、操り手としては都合が良いのだ。 

そこでイギリス、フランス、ロシアなどは積極的に軍事介入し、ことごとく民主化の

波を潰していった。そのうち植民地の分捕り合戦が過熱し、お互いの利害がぶつかりあ

って第一次世界大戦が起こった。 

まだ戦車の無かった時代である。 

機関銃を備えつけた塹壕には易々と近づくことができなかった。イギリスとドイツの

戦線は膠着状態に陥って打開策がまったくなかった。そこでイギリスは、三枚舌によっ

てその戦況を打開しようとした。 

当時、イスラーム世界を支配していたのはオスマン帝国だった。 

イギリスは、オスマン帝国の支配下にあって不満を募らせているムスリムに対し、「イ

ギリスに協力するならムスリム国家の建国を支援する」と約束した。これを、フセイン・

マクラホン協定と言う。 

その一方で、ユダヤ人の大富豪であるロスチャイルドから資金提供を受けるため、「パ

レスティナの地にユダヤ人の国家建設を認める」と約束した。これを、バルフォア宣言

と言う。 

そのうえで、フランスとロシアに対し、第一次世界大戦後にイスラーム世界を分割し、
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植民地化する密約していた。これを、サイクス・ピコ協定と言う。 

イギリスは敵国のドイツを倒すために、それぞれ競合する利益を約束したのである。 

戦争とは勝てば官軍、負ければ賊軍である。勝ちさえすれば後は何とかなるというの

が戦争である。それは歴史が如実に証明している。 

第一次世界大戦はイギリスの勝利に終わった。 

 

大戦終了後、イギリスはサイクス・ピコ協定を選択した。それによって、イスラーム

世界にもアフリカ大陸と同じような直線的な国境線が引かれた。 

シリアとレバノンはフランスの植民地になった。イラクとヨルダンはイギリスの植民

地になった。 

シーア派やスンニ派、その他の少数民族やクルド民族は国境線で分断された。 

ムスリムたちは、「約束が違う」と言って猛反発したが、圧倒的な軍事力の前に太刀

打ちできなかった。 

 

 
 

世界中にあるそれぞれの地域は、その地域の特性に合わせて、なんとなく曖昧にまと

まって暮らしている。 

日本のように日本人でほぼ構成されている国家というのは稀だ。 

世界にあるほとんどの地域は、宗派や民族が入り乱れて暮らしている。そこに明確で

直線的な国境線が引かれると、なんとなく曖昧にまとまって暮らせなくなる。このこと

がアフリカ大陸やイスラーム世界が今もなお、うまくまとまらない要因になっている。 
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 これは日本に暮らしていると分かりづらいものだと思う。 

 

 

８ シーア派とスンニ派 

 

宗教には必ず解釈論がつきまとう。その解釈の違いから宗教は分派していく。 

キリスト教はローマ教皇を首長とする西方教会（カトリック教会）と、東方教会に別

れた。西方教会のなかでもカトリックとプロステタントに文派し、そのなかでも細かい

解釈の違いから諸教派が乱立している。 

仏教にも上座部仏教と大乗仏教があり、日本の大乗仏教は中央アジアからチベットを

経て、中国から朝鮮半島、そして日本に拡大する過程で諸宗派が乱立している。日本の

なかでも諸宗派が乱立している。 

同じようにイスラームにも、大きくわけてスンニ派とシーア派がある。 

ピューリサーチセンター（アメリカの調査機関）の調査によると、全世界に住むムス

リムの８７％から９０％がスンニ派、１０％から１３％がシーア派となっている。ムス

リムのほとんどがスンニ派であり、シーア派はごく僅かである。 

スンニとは、アラビア語でスンナ（慣行や習慣）に従う人という意味だ。一概に慣行

や習慣と言っても、イスラームではそれぞれの地域ごとに異なる。それぞれの地域ごと

にイスラーム法学者や住民代表が合議して、物事の良し悪しを決めている。 

シーアとは、党派や派閥を意味する。日本の皇族のように、指導者を血統主義に従っ

て決める。シーア派では、第４代カリフ（指導者）であるアリーとその子孫のみが預言

者の代理たる資格を持ち、指導者としての職務を継承する権利を持つ。アリーとはムハ

ンマドの従兄弟である。日本の神道とよく似ており、人びとに戒律を課すようなことは

しない。人々はひっそりとアルコールを飲み、ひっそりと断食中に飲食をしている。お

おっぴらに戒律を乱さない限り、咎められることはない。シーア派が多数を占めるイラ

ンでは、ブルカの着用は禁じられている。 

スンニ派とシーア派の大きな違いは指導者の選び方である。スンニ派は、ふさわしい

資質を持つ者が指導者になるべきだとしている。シーア派は日本の皇族と同じく、血統

主義に基づいて指導者を選ぶ。イスラーム史の比較的初期の段階でスンニ派とシーア派

に分派している。 

 ちなみに世界で一番の親日国はシーア派国家のイランである。イランの親日ぶりは旅

人の間で有名であり、その他の親日国の追随を許さない程である。日本人であることを

知ったとたん、心の底から世話をやいてくれて、なにもかも無料にしてくれる。 

その背景には幾つかの歴史がある。 

 １９５１年、その当時、世界最大と推測されていたイランの石油資源はイギリスに牛
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耳られていた。イランの国庫にも国民にも利潤がまわらないような状況だった。イギリ

スというのは、それくらい強欲であり、野蛮であり、恥知らずな国だった。 

そこでイランは石油施設の国有化を宣言し、イギリスとの関係を断ち切った。これに

反発したイギリスは、軍艦を派遣し、イランに石油の買付に来るタンカーの撃沈を国際

社会に表明した。 

日本の民間会社である出光石油は、そのイランに石油タンカーを派遣し、見事に海上

封鎖を突破して日本に石油を持ちかえった。 

有名な日章丸事件である。 

このことがあってイランは日本に強い感謝の念を持つに至った。 

 日本とイランは１９７４年～１９９２年まで、ＶＩＳＡ相互免除協定を結び、直行便

が就航して多くのイラン人が来日している。日本の皇族文化とイランのシーア派文化が

近いこともあり、多くのイラン人が日本文化を受け入れた。 

そうした背景があり、イランの人々は日本人を心の底からもてなしてくれる。日本人

旅行者の間でイランは楽園と呼ばれている。 

メジャーリーガーのダルビッシュ有の父親がイラン人なのは誰もが知るところだろ

う。 

そのイラン共和国の隣国にイラク共和国がある。 

１９８０年～１９８８年までの八年間にわたって、イランとイラクのあいだで戦争が

あった。イラン・イラク戦争である。この戦争は、シーア派とスンニ派の根深い因縁が

一つの要因となっている。 

 かつてイラクのサダム・フセインは、イラクの多数派であるシーア派を暴力で抑え込

んでいた。アメリカ合衆国はそのフセイン政権を壊滅させ、民主主義に基づく政権をつ

くりあげた。 

ところが民主主義は多数決によって方針が決まる。多数派のシーア派はこれまで受け

てきた屈辱を忘れていなかった。その恨みは深く、アメリカ軍の撤退後、スンニ派を次々

と粛清していった。これにクルド人も加わり、イラクは大混乱に陥っている。国内に報

復の連鎖が蔓延っていて、まとまりようがないというのが正直なところだ。 

 ここでクルド人の話をしておく。 

 クルド人はトルコ南東部、イラク北部、イラン西部、シリア北部の四ヵ国に居住地が

ある。独自の国家を持たない世界最大の民族であり、その人口は二千五百万人～三千万

人と推定されている。 

もともとの居住地はオスマン帝国の領内にあったが、１７世紀のオスマン帝国とサフ

ァヴィー朝の国境分割により居住地が二つの国家にまたがった。 

第一次大戦でオスマン帝国が敗れた際に、クルド人国家の独立を主張した。そこにや

ってきたのがイギリスだった。サイクス・ピコ協定により、イギリスとフランス、ロシ
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アによって国境線が引かれ、トルコ共和国、イラク王国、イラン共和国、シリア共和国

の四ヵ国に分断された。 

 それぞれの国で少数民族となったクルド人は、それぞれの国で幾多の辛酸をなめる。

サダム・フセイン政権下のイラクでは、クルド語による教育や出版は制限されて、最下

層の地位に追いやられた。多くのクルド人が無実の罪で国家警察に連行されて命を落と

している。 

ユダヤ人が商人気質であるのに対して、クルド人は軍人気質である。日本で例えるな

ら、江戸時代の野武士集団のようなものだ。今なお続いているクルド人に対する迫害へ

の恨みは深く、もしもクルド人の国家建設を許したら、それぞれの国は激しい報復を受

ける。一致団結させると報復が怖いため、クルド人の国家建設は国際的にも曖昧な対応

になっている。 

 そのような人たちが私たちの世界にはいるということを知って欲しいと思う。 

 

 

９ アレッポの話 

 

 はじめにアレッポの歴史的経緯をお話しておく。 

 シリアのアレッポは古くから交易都市として栄えてきた。 

東西と南北の二本の重要な交易路の交差点に当たるため、東南アジアや中国、インド

やメソポタミアの物資を中継し、イタリア海洋都市に売るというレバント貿易で大きな

収益を上げた。 

また、南３００ｋｍにある首都ダマスカスにつながる街道は、エルサレムやメッカな

どへの巡礼路となり、エジプトやアフリカ方面の物産もアレッポに集まった。 

その後、大航海時代を迎えて交易の手段が陸路から海路に移ると、交易都市としての

需要は激減し、アレッポは衰退を始める。 

 １９２０年、イギリスとフランスはオスマン帝国とセーヴル条約を結び、アレッポは

フランスの委任統治領となった。フランスはアレッポの町を近代的な都市へと変貌させ

る。新市街と旧市街を明確に分け、近代的な自動車交通に対応するよう、町並みを貫く

何本かの広い車道をつくった。また、古い町の大部分が近代的なアパート街区として建

て替えられた。 

 １９４６年、シリア共和国はフランスから独立を果たす。独立後、公私の資金でアレ

ッポ旧市街の保全が進み、１９８６年『古代都市アレッポ』としてユネスコの世界遺産

に登録された。 

 アレッポがシリア第二の都市として発展してきた理由は、フランスの整えたインフラ

整備が効果的だったこともあるが、交易都市としてしての遺産によるところが大きかっ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%90%E3%83%B3%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%82%B5%E3%83%AC%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%82%B8%E3%83%97%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB
http://www.y-history.net/appendix/wh1502-019.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/1986%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%BA%E7%94%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%BA%E7%94%A3
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た。十字軍の攻撃に耐えたアレッポ城や、世界最大の市場のひとつと称されるスーク。

そこで売られているアレッポ石鹸に代表される特産品や、サウナなどの豊富な観光資源。 

そのなかで最も大きな遺産は、それらを売り歩いたアレッポの商人たちである。交易

都市として脈々を受け継がれてきたアラブ商人の気質こそが、アレッポをシリア第二の

都市として発展させた。 

もちろん発展を主導した真の担い手は神（アラー）である。いちおうそのようの申し

ておく。 

 

 私がイスラーム世界をまわって感じたのは、アラブの商人の懐の深さだった。商売っ

気のあるアラブ人はみな、コミュニケーション能力が高く、やさしくてフレンドリーだ

った。そうした資質は中世から伝わる、アラブ商人の伝統に根ざしている。 

 私が訪れたときのアレッポは観光都市として、アラブの交易都市として多くの人々で

賑わっていた。 

ハーン（キャラバンサライ、隊商宿）の豪華さは中東でも随一だった。まるで迷路の

ようなスークは熱気と活気にあふれていた。色とりどりの農産品や織物、そしてオリー

ブオイルでつくられた石鹸屋が立ち並んでいた。 

そのアレッポの街並みはガレキにおおわれてしまった。 

 中東の混乱が始まったのは日本に帰国して二週間後だった。 

イスラーム過激派がシリアに拠点をかまえたことで、アレッポは内線の真っただなか

に放り込まれた。 

それでもいつの日か、アラブ商人たちの手によって再興されると信じている。ふたた

び自らの力で街をつくりあげると信じている。 

 

 

アレッポのスーク 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%A9%E3%82%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E9%B9%B8
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１０ おわりに 

 

日本ではヨーロッパ文化やアメリカ文化がもてはやされている。イスラーム文化は遠

い国のよくわからない文化として扱われている。しかし実際は、イスラーム文化の方が

日本文化に近いのではないだろうか。私はイスラーム世界を旅して、肌感覚としてそう

考えている。 

イスラーム世界と日本がもっと近く、もっと親密になることを願っている。 

 

了。 
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