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Dieu et la Destinée de l'Homme， 

Les grands problèmes de la théologie musulmane， 

Essai de théologie comparée， 

par Louis Gardet. 1967， ]. Vrin， Paris 

松 本歌 郎

本書は L.Ga rdet一人の箸作であるが 方G. C. Anawa ti のDi eu， son 

exi stence et ses a ttrihutsの完成によって A対となるもので， いわば共需の一部

である。 本書はサブ タイト ノLにEssai de th éol ogie com pa réeとつけられている

が， 1948年に出版されたGa rdetとAnawa tiの共害Introducti on à la th éol ogie 

m uslma neの場合のように詳細なカトリ ソ グ神学との比較研究 はなされていな

い。 この書の場合， キリスト教神学との比較は， イスラーム神学における穐々の

問題を解説したあとで， それに類似するキリスト教神学における問題に軽く言及

するにとどめ， しかもそ こにおける著者の品評は こうした比較神学研究のための

示唆を読者に与えるという程度の記述にとめおかれている。 と ころで， こうした

キリスト教神学とイスラーム教神学との比較神学研究は最近慌んになってきてお

り， 本 書 と時を同じくLてW. Sweetma n のIslam a nd Cbristia n Theol ogy 

(Luttewor出)が出版されているの このIslam a nd Cbri stia n Theology はrî.巻より

なる労作で， 神学史にも， またイスラーム析学との関係にも触れられており非常

に豊かな内界を持つ優れた作illIである。

さて Dieu et la Destin白de I'Homm eにおいて務者は伊l'学史的観点からの

研究はすでに完了したものとして， そういう観点からの記述はほとんどお こなわ

ず， 著者がイスラーム神学においてその発展のために絶えず活}Jを与え続けて来

たと考える イスラーム神学における基礎的て、中心的な議問題について， イスラー

ム神学内における各神学者および神学諸派がいかに考えたかを， 特に[1統派イス

ラ ム神学思想を中心に し， またその外の思想もあわせ並列的に記述する ことに

量点、をii"i:いている。 そして， キリスト教神学との比較はこうしたイスラーム仰学
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における基本的問題の意味をより明確に1'1'解するための参考として各所にさ Lは

き まれている。

さて， 本書は7Lつのfjj)分に分かたれる。 第一郎ではイスラーム神学における人

間のt'!111と神の能力との関係の問題について諭ずる。 これはアラビア訴では併に

af ' aluhu (仰の行為)，論と呼ばれるものであるが， それは絶対者と偶存者との関

係， 十'11慮と人間のnlllな行為， 神の正義と世界内での諸悪、などの関係について論

ずるもので， 持者は始めにイスラーム神学ではそれ程問題とされない世界の創造

品について述べ， 次いでへジラ紀元二世紀から五， 六世紀にかけてJL配的であっ

た一瞬 ことに生じ滅する原子を最小単位とする原子論的世界観について記したあ

と， 人間のi'I山な行為の創造の問題について論ずる。 そして， コーランにおL、て

示されるfirlが人間における様々の悲の行為の存在と対比して見られる場合， そ こ

に神の1正義と全能1''1とに関して生ずる矛盾をイスラームの神学者逮がL、かに解決

していったのかを"命ずる。 そして， ムウ タジラ神学における人間円らの行為に対

する!'JIIIな下休刊。の作在のl:張が神の全能性を損うとして， これに反対したアン

ュアリー神学が人間の行為の説明のために主張したk a めないし ik tisã b (獲得)

の概念を解明してゆく。 この問題はM.Wa ttのFree will a nd Predes ti na tion i n 

Ea rly Isl am にお L、ても紹介されているが， k a s bとは， 人間の行為が人間flら

その行為の創造者となる ことなしに， その人間に属するものである ことを説明す

るために作られた概念である。 そして このk a s bは行為との直終的関係において

仰が人間の内に!fljmしたIs tl ta‘a によってl可能になる。 著者は人間の行為が， 先

行し偶イヂ的な怠志と偶イ{的な能力と完淫された行為と能力と行為の問の紳という

四つの要素から成り立つとした場合， k a s b  はその鮮に当ると言う。 l[統派イス

ラーム神学においては行為に対する人間の能力の直接的影響の存在ーという考え方

は極)Jさけねばならないものであった。 したがってジュノレジャーニーにおいては

agentは偶MIせな能)Jと産み出された結果の基体もしくは m a J;a ll (場) として

しか考えられていないのである。 害者は こうしてn rllt.!:人間の二主体性を限定する

イスラーム神学における人間の行為についての考え方が， 能動的二 次原因を再定

し， 第一原|刈と二 次原同との関係を事物に関する機会原内論的観点に還元する こ

とで， 同係に人間の行為を限定する、ソウィングリの思怨と共通していると指摘す
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る。 こうして， イスラ ム神学における人間の行為と仰との関係をゆJ/illにしたあ

とで， 正義と不11'の問題をr治じる。 著者は イスラームにおいてはkhay r (善) ， 

sharr (忠)の問題が基本的には抽象的な問題意l識においてとらえられたもので

なく， 神聖11ょに照らしである事柄が ma' rùf ( convena bl e)か m unkar ( bl amabl e) 

かという問題と して現はれたものである ことをぷL， イスラーム神学における善

悪口命の性格の本質を究明してL、 こうとする。 そして この1I災と ィ、11の問題をさら

に qadar (神慮)と申告
，

(子定)の観点からI治じ， イスラーム伊1I学における

仰と善・思の関係のとらえ方をさらに明らかに してゆくの

第二郎は nubuwwa (予言)の問題について"命ずる。 この問題はイスラーム

においては， 他の作示宗教に対してr言者ムハンマ卜のf言苫としての!と統性を

命日正すると言うI護教n命的問題として始 まり， 1'rJ1学の中に組み入れられた。 そして

このf言の問題は正統派イスラーム神学でわアル ・ ガザ リー のIqti sad fl 

al -i' tiq adに見られるように子言者を派i立する ことが仰にとってJíi{売ではないと

いう ことの説明とムハンマ卜の子言者と しての真'X刊の機必という二つの点に1ft:

点をii'l�く論証として発展する。 この間題は イスラ ム伊11学におし、て絶えず:!1í 塙さ

れて， 近日Eの神学者ムハンマト・ 77トゥのRisalatal -tawhldにおいてさえも

詳 しくI治考されている。 著者は始めにコーランとパティースに ，i，(: Lく基ずきなが

ら， イスラームの子言者に対する信仰の偶成要素を明らかにしてゆく。 次いで付!

と使徒との関係が神学の各派においていかに把握されているかを詳説する。 れ1I泊、

使徒をつかわす ことは， アシ ュアリ 派においては全く1'rJ1の思'ìiLIによるものと し

て考えられ， ムウ タザラ派においては1'111にとって義務つけられたものとしてとら

えられ， 科学青にとっては必然、的事実として考えられている。 またγーア派にお

いては神の義務つけられた恵みとされ， マートリーディ派-cはそれは仰の士n，tií1<と

叡知に一致するものとされる。 著者は このようにf言者の問題についての国々の

思想体系における相呉を明らかにしながら， さらに1，キ示の牛:11:， 奇蹟の意味， ム

ハンマドのf言者としての証明に関する国々の思想についても明らかにしてゆ

く。

第三郎において wa‘d (約束) と wa・ld (脅迫)の問題をあっかうo

wぷdと wa・ldと いう題目はムウ タシラ神学で m u 'min (信者) と f asiq (;)Jl 
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人)とkã fir ( ィ、信お)の来世における運命をlihずる場合において用いられたも

のであるが， 誇者はこの表題のドに， イスラーム神学における人間存在について

の基本的な考え方を明かにしようとしている。 そして， キリスト教においては人

聞は肉体と霊魂の実体的結合者としてとらえられているのに， イスラーム神学に

おいては， アνュアリ一派の原子論的機会原悶論に基ずく特殊な思想を除いてア

ノ� . カrザーリーに代表されるように r山(白pri t)がそれil体で人格をそなえてい

て， それが肉体に宿ったものとして人間を考えるという点を明確にし， こうした

イスラーム的人間像を基礎にして， イスラーム教における死の概念， 死後の魂の

状態， 世界の終末と肉体の復活， h a sh r  (大召集) ， さらに最後の審判と報い等

の問題に関連して， 人間の善行と，(IH-行に対する神の報いの様式， 改俊と子言者の

とりな しの持つ意味等についてのイスラーム神学内て、の各種の見解について触

れ， さらに来世についてのイスラーム思怨， すなわち天国と地獄と a'r ã f (胸

壁) ， さらにr u'ya t allah (見神)について述べて， 著者はイスラーム教におけ

る終末"命を明かにする。

第四ì�1では asma (名称)と a比am (地位)の問題をとりあつかってい

る。 この問題は神学の問題であると同明に f iqh (法学)の問題である。 すなわ

ち m u'mi n (信者)とkã f ir (寸、信者)とはいかなる者に対して与えられる

べき名称であるのか， かつ またその名称で呼ばれるものが現世 (特にイスラーム

教宗教共同体)の中でいかなる al]kãm (地位)を得るべきなのか， あるいは来

[ttでとのような地位を持つべきカhということについての議諸からけiてきた神学上

の問題である 現日t:の問題として， これは日常的でかつ政治的な性格を'沼た議論

であるが， Irilll与に信仰の本質日命へと発展してL、く性格を持っていたc ア ソ パース

朝時代になって ilm al k alãm (神学)が本絡的に成立してくるころには， こ

の問題は純粋に信仰!日命とLて大きく成長していった。 著者は， そのため特に信仰

の本質lぬという見地から この問題を見てゆ こうとする。 そして ìmã n (信仰)

ということがハーリン派， カダノレ派， ムウ タンラ派， ハナ アィー・マートゥリー

ディ派， アγコ アリ一派等においてはいかにJlj!解されていたかということを詳説

L， さらに imiin (信仰J)と is lãm (帰依)の相互関係と， その関係把握に

関する?を派の1'11'l，'， i二つL、て述へ， さらに m u'mm (信者)， k af i r  (不信有)， 
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fã si q  (罪人). munaf iq (偽善者)等が ウ ンマ (イスラ ム教宗教共同体)の中

でいかに取り扱われるべきか， また来世で彼等がそれぞれ占める ahkã m (地位)

がどのようなものであるべきかについての各派の見解を記述 L. 終りに誇者はキ

リスト教における信仰論とイスラ ム教におけるそれとを比較する。 持者は イス

ラーム教における信仰論は， 信仰を支える行為が作なっているか汗か， すなわち

宗教法に明確に規定されている』諸行為が実践されているか何かという観点から信

仰の本質を考えていくのが基本的傾向であるとし， それに止すしキリスト教におい

ては信仰論は神に対する愛があるか百かという問題を基本にLて展開されるとす

る。 もっとも著者が一方で指摘しているように， 正統派 イスラーム教史上最高の

思想家であるところのアノレ ・ カザーリ ーの信仰l治では神への愛がその大きな要素

をしめてはいるが， 一般的にはイブン タイミイヤにおけるように. i'J!1と被造物

を絶対的断絶の関係においてとらえるイスラーム教では神そのものに対する愛と

L、う考え方はjÍ，�定される。

第五部においては i mã ma (イスラーム宗教共同体の最向権力)の問題に触

れている。 この問題は宗教的であると同時に政治的なものであって， イスラーム

法学の中心問題でもあり得る。 著者は imã m (教T‘)というものがカトリ ソ ク

における法王とはまったくちがったもので， この問題に関Lτはキリスl教にお

ける問題と比較することはできiないとしている。 そして初代円カリブの適併につ

いての神学各派の見解を紹介L. 次いで lmama の設立がムスリム共同体にとっ

て義務的であるかという問題 lmam Vこなろうとするものが満さねばならない

条件をいかにして決定するのか， いかなる経過でその者がImã m Vこ選ばれねば

ならぬか， というような問題についての各派の意見を記す。 一般的に|正統派イス

ラーム神学ではlmamの問題はそれfJ，f{要なものとして扱はれず， むしろγー

ア派の神学にとってその豆要な基礎となっているものである。 それは， シーア派

の理論では子言と同じく1m且ma は神の lu!f wã ji b (必然、がJ}{;}，iíU)で予言者をつ

かわすのと{百a Lく1m忌mをつかわすことは神にとっての義務であると考えられ

るからである。 というのは， 人聞はそのまま放1;"1':しておかれてはまったく善を行

う能力がないと考えられ， したがって神は神聖法を人類にH'j L， 彼等のi二に11

視人としてばかりでなく. ;:111司;Y_ì去の解説者でもある不II[謬のlmamを作って人
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実iiに幸福と救済をあたえねばならぬとシ ア派では考えていたからである。 この

ように lm am は宗教共同体の長として， その共同体を誤らぬように導びかねば

ならぬものであり， その意、味で析学的問題としての善・悪と常にかかわりを持つ

ものである。 子存者はそうLtニ点を明かにしつつ最後に， ザイド派， イ7ーム派，

イスマーイ ノL派等の所謂ン ア派におけるそれぞれのlm am の意味を記して

いる。 この lmam の問題はナシール ・ ウ ッディーン ・ アッ卜ゥーンーの官学の

影響卜に， 特にイスマーイーノL派では独特な歴史析学と世界観を形成する重要な

要素になるのであるが， 著者eはその点については余り詳しく解明していないのが

心伐りである。

以卜のζうに本書を概観してみると， ンーア派の神学に関する記述が不充分で

あるとはいえ， 非常に豊山な資料をそれぞれ五つのiJi:要問題について集め， 極め

て'Ji証的にニれ等のIl:JWのtt絡を解明していこうとする著者の態度がうかがわれ

る。 イスラーム教における仰と人間の関係の把握のしかたは， 抽象的にいえば，
ゐ一 一一一一一一 τ「

1. Ma ssi gnon d.Un a bîm e. nou s sépa re de Dieu (Le sa!u t de !'Is!am )と言う表現

が(1')を射たものであろうが， こうした超越的な神が， これ等五つの問題点を通じ

て具体的にはいかに人間に関係しているのかを著者は明らかにし， それによって

イスラーム教の基本的発怨を明らかにしようとしていると思はれる。 その意味に

おいても， 本書は従来の単なるイスラ ム思想史の類と異なり非常に意義のある

作品であるとJ'ffrfti Lうるであろう。




