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イスラムと平和

世界イスラム協議会会長

マルフ・アルダワリビ博士

本日は、庭野平和財団により準備されましたこの世界的

な集まりに、世界イスラム協議会の会長として同組織の同

僚ともどもお招きにあずかり、また我々の組織がある時は

諸宗教聞の平和のため、またある時はすべての国の文化、

国民、国家聞の平和のために行ってまいりました活動と、

そうした試みに継続的に参加してまいりましたことに対し

賞を贈呈していただきますことは、私にとって大いに光栄

とすることであります。

とはし 3 え、諸宗教問、国家聞の平和のための活動に従事

する人々を表彰する目的で、庭野平和財団が開催する今回

第 5 回をかぞえるこの世界的な集まりにおいて、我々がま

ずすべきことは、この庭野平和財団という世界的な組織と、

その偉大なる設立者であり創始者であられる庭野日敬総裁

に対し、敬意を表することではないかと考えます。日本人

である庭野総裁は、第二次世界大戦により全世界、わけで

も日本に引き起こされた数々の悲劇、流された血と涙、忘

れ難し〉破壊、そして後に残された人々の苦しみに深く心を

動かされました。こうした人間の苦難に突き動かされた総

裁は、慈悲深くも休むことなく常に活動を続けられ、いた

る所で救えるものを救い、あるいは被災者の苦しみをやわ

らげてこられたのです。総裁はさらに30年以上にわたり活

動を続けて人道主義的な偉業を積み重ねられ、遂に 1978年、

日本においてこの偉大なる世界的組織(庭野平和財団)を

設立されたわけであります。この財団を通じて庭野総裁は、

宗教的寛容と平和のための諸宗教聞の協力の精神にのっと

り、思想・文化・科学・教育の分野における世界平和への

呼びかけの基本原理の確立に取り組んで‘いらっしゃるわけ

でございます。
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ISLAMANDPEACE
AdressbyDr.MaaroufAI-Dawalibi
OnBeingAwardedth 巴 Niwano PeacePrize

世界イスラム協議会第 6回国際会議、祈りの集会(ソマリア・モガデシユ、 19 例年)

Itisagreatforme, i加n mycapacityasPresident0ぱf

the

tωo beinvitedwiths叩orne 0ぱf mycolleaguesintheOrganiｭ

zationtωo t出hiおs world-widegatheringpreparedbythe

NiwanoPeaceFoundationtohonourourorganization

foritsactivityandcontinuousparticipationinefforts

deployedforpeaceamongstreligionsat times, and

amongsttheculturesofallnations , peoplesandcounｭ

triesatothertimes..

However, IfinditincumbentonusinthisFifth

AnnualWorldGatheringorganizedbytheNiwano

PeaceFoundationtohonourthoseworkingforpeace

amongstnationsandreligions, tomakeit-inthefirst

place-atributetothisworldorganization, itsgreat

founderandoriginator, theMostHonourableNikkyo

Niwano.ThisJapanesemanwasdeeplyaff 巴cted bythe

tragediescausedbytheSecondWorldWaralloverthe

worldingeneral, andinJapaninparticular;bytheblood

thatwasshed;bythetearsthatflowed;bytheunforgetｭ

tabledestruction, disastersandhumansufferingleft

behind Movedbythesehuman affections, he

becamethisbenevolentindividual , neveratrest, always
onthemove,tosavewhatcanbesavedandalleviatethe

sufferingofdisplacedpersonseverywhereｷｷｷｷｷｷHewent

onwithhisworkformorethanthirtyyears, persevering
inhishumanitarianachievements, endingwithfounding
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このような偉大にして慈悲深い総裁の際立つたお人柄に

対し、我々は深い敬意を表するものであります。とりわけ、

緊張と不安がいたる所にはびこって人々の生活がますます

憂欝になり、軍備上の優位を競う大国間の競争が陸・海・

空で高まる中で総裁が成し遂げられたすばらしい業績に感

謝の意を捧げたいと存じます。こうした状況の中では、平

和のための活動にたずさわる者、なかでも異なる国家、国

民、宗教の指導的立場にある宗教思想家がまず顔を合わせ、

お互いに知り合って協力していかなければなりません。

本目、皆様にお集まりいただきここに第 5 回庭野平和賞

を受賞いたします世界イスラム協議会は、 1926年、第一次

世界大戦がもたらした戦災の余波のうちに設立されました。

ご存じのように第一次世界大戦が終わると間もなく、アフ

リカとアジア、特にイスラム教国の数々はほとんど例外な

く植民地支配を受けました。戦勝国はその後、自分たちの

聞で戦利品を分配するため国際連盟を設立しました。この

状況を見て、当時のアラビア半島の指導者であったあの偉

大なるアブドウル・アジズ・アル・サウド主は、イスラム

世界のさまざまな地域で指導的立場にあるイスラムの思想

家に呼びかけ、第一次大戦が世界のさまざまな地域、なか

でもイスラム世界の人々におよぼした多大な禍害に検討を

加えるため、イスラムの聖都メッカにおいてイスラム教徒

の会議を開催しました。これがイスラム世界で聞かれた最

初のイスラム教徒代表者会議でありました。第 l 回総会の

目的は、弱体化した地域からの戦利品を山分けした人々に、

植民地支配を受けているイスラム世界ならびにその他の地

域の人々の声を聞かせることでした。第 2 回総会はエ/レサ

レムで、ノ Tレスチナのグランド・ムフティであったハジ・

アミン・アル・フセイニによって聞かれました。

数回の総会を重ねた後、この会議は第二次大戦後になっ

て「世界イスラム協議会」として知られる国際的イスラム

組織となり、社会的イスラム団体であるオフゃザーパーとし

て国際連合に登録されました。協議会の規約第 3 条14項に

は、世界イスラム協議会の目的として、人種・性別・宗教

による差別をすることなく、「世界の平和と安定を維持し、
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thisgreatworldorganization(NiwanoPeaceFoundaｭ

tion)inJapanin1978, whichrepresentshisinvolvement

inlayingthefoundamentsofthecallforworldpeacein

areascoveringthought , culture, sciencesandeducation,

inaspiritofreligioustolerationandinter-religious

co-operationfor“peace'\
Tothisgreathumaneindividual , weconveyour

reverenceandrespectforhisdistinguishedperson, and
ourgratitudeforhisoutstandingaccomplishments,espeｭ
ciallyinsuchworldcircumstanceswheretensionand

unrestprevaileverywhere, wherelifegrewtenebrous

andwheretheracebetweenmajourpowersforsuprem

acyinarmamentsintensifiedonland, seaandinspace.

Thisenjoinsonallthoseworkingforpeacetomeetfirst ,
getacquaintedand co-operate , inparticularleading

religiousthinkersfromdifferentnations, peoples, counｭ
triesandreligions.

The“ World MuslimCongress"Organizationyou

aregatheredhere todaytohonourwiththeFifth

NiwanoPeaceAwardwasfoundedin1926-inthe

aftermathoftheFirstWorldWaranditsdisasters-in

circumstancesidenticaltothoseofthefoundationofthe

NiwanoPeaceFoundation, followingtheendofWorld

WarIIanditsdisasters......Thus,nosoonerhadWorld

War I endedthancolonialism, asyouwell know,
dominatedAfricaandAsia , especiallyIslamiccountries,

withtheexceptionoffew Thevictoriouspowers,
then, foundedtheLeagueofNationstodivideamong

themselvesspoilsandacquisitions Thissituation

promptedtheleaderoftheArabianPeninsulaatthat

time, thatgreatKingAbdulazizAI-Saud , tocallupon

theleadingIslamicthinkersinvariouspartsofthe

IslamicworldtoholdtheircongressinMecca , holy
capitalcityofIslam, inordertoconsidertheenormous

humandisasterscausedbythatwarinvariouscountries

ingeneral , andtheIslamicworldinparticular......It
wasthefirstpopularIslamiccongresstobeheldinthe

Islamicworld, initsfirstsession, tomakethosewho

dividedthespoilsofweakenedworldamongthemselves

hearthevoiceoftheIslamicworldaswellasthevoice

ofmankind, subjugatedbycolonialismｷｷｷｷｷｷThesecond

sessionwasheldinJerusalemandconvenedbyHaj

AminAI-Husseiini, GrandMufuiofPalastins
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人間の尊厳が尊重される状況を創出し、人類全体の思恵を

もたらす文化活動に参加するために力を合わせること」を

定めております。同協議会は、すべての人聞が快適な生活

を営み基本的人権を充分に享受する権利を有すると考えま

す。イスラムの指導的思想家の集まりであるこの組織はこ

うして最初の人道主義的イスラム組織になったわけであり

ますが、メッカに設立なさったのはサウジ・アラビア王国

の建国者であられた故アブドウル・アジズ・ア/レ・サウド

国王陛下でございました。神よ、陛下の霊を休ましめたまえ。

世界イスラム協議会は、特にここ数年、いくつかのシン

ポジウムを開催してまいりました。

臼 「イスラムと人間の問題」に関するシンポジウム。キプ口スの卜

ルコ系地i或において開催。目的はギリシア系住民とトルコ系住民

間の仲裁と国連主催による両系住民の対話の実現。

b r世界平和のためのイスラムの結束」に関するシンポジウム。パ

キスタンのイスラマパードにおいて開催。国連と主要キリスト教

組織が招待されました。

C 全人類のための「イスラムと新国際経済秩序」に関するシンポ

ジウム。東京において、日本国首相の開会宣言により開催。国連

の代表が出席しました。

d rイスラムの普遍性」に関するシンポジウムを E 度にわたり開

催。開催地は仏教国スリ・ラン力の首都コロンボ。マホメット紀

元 15世紀の開始を世界的に祝うのを機会に開かれたもの。第 l 回

シンポジウムの開会はスリ・ランカの大統領によって宣言され、

第 E 回シンポジウムにはジュネーブに本部を置く世界教会協議

総会にてパキスタン・ハク大統領
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Havingheldseveralsessions, thiscongressbecame,
followingWorldWarII , aninternationalIslamicorgaｭ

nizationknownasthe“ World MuslimCongress"Orgaｭ

nizationbasedinKarachiandregisteredattheUnited

NationsasanobserverSocialIslamicbody.Article3.14

ofitsconstitutionstipulatesthatitaimsat“ unifying
effortsω maintain ρeace andstabili か仇 the world...

tooriginateconditionswherethedignityofmanis

respected..ｷｷ..toparticipatedinculturalactivitiesbene

ficialtoallmankind......“without distinctionofrace,
sexorreligion;itbelievesintherightforalltohavea

decentlifeandtofullyenjoybasichumanrights.This

organizationofleadingIslamicthinkersthusbecame

thefirstHumanitarianIslamicorganization , established

inMeccabythefounderoftheKingdomofSaudi

Arabia, HisMajestythelateKingAbdulazizAl ・Saud ，

mayGotresthissoul

The “World Muslim Congress" held several

symposia, especiallyinrecentyear;

a Symposiumon “ Islam andHumanProblems" ,
heldintheTurkishpartofCyprustoreconcilethe

GreekandTurkishcommunitiesandtoestablish

adialoguebetweenthemunderauspicesofthe

UnitedNations

b Symposiumon “ Islamic SolidarityforWorld

Peace" , heldinIslamabad-Pakistan.TheUnited

NationsandthemajorChristianorganizations

wereinvited.

c Symposiumon “ Islam andtheNewInternaｭ

tionalEconomicOrder"forthebenefitofall , held
inTokyoandopenedbytheJapanesePrime

Minister.ArepresentativeoftheUnitedNations

Organizationwasattendingｷ

d Twosymposiaonthe“ Universalism ofIslamぺ

heldinColombo, capitalcityofBuddhistSri

Lanka, undertheauspicesoftheSriLankan

government , ontheoccasionoftheworld-wide

celebrationsatthebeginningofthe15thCentury

A.H.;thefirstsymposiumwasopenedbytheSri

LankanPresident・・・・・・ TheWorldChurchCoun ・

cil , Geneva , participatedinthesecondsymposium

e Inadditiontothis, thePresident, accompanied
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会が参加しました。

巴 この他にも、協議会会長は他のメンバーと共に紛争の起きてい

る地域を折にふれて訪問し紛争の当事者の調停・仲裁にあたるた

めの会議を開いてまいりました。たとえば、政府と民衆閏レベル

では、フィリピン政府と反体制的なイスラム地域との仲裁のため

に、協議会の代表団がマルコス大統領在訪問したことがございま

した。また、政府間レベルでは、 1982年、協議会の代表団が、戦争を

止めさせ流血を防ぎ世界平和のために働くという調停・仲裁の使

命を帯びてイラン・イラク両国の大統領を訪問いたしました。

我々「世界イスラム協議会」は、政治形態や宗教を問わ

ず常に平和のために活動しております。これまた、イスラ

ムの基礎にある最も信頼のおけるイスラム教の教義から発

していることでもあります。ここでイスラムの最も信頼の

おける聖句を引きながら、以下、できるかぎり簡潔かつ明

瞭な形でその教義に触れていこうと思います。

まず第一に、イスラム教において使われる「イスラム」

という言葉が、預言者の父である偉大なる預言者アブラハ

ム以来のすべての神聖なる宗教にとってどのような意味を

持つかを解説することから始めるのがこの場においては適

当かと存じます。「イスラム」という言葉はここではイスラ

ムの教えを信じることによる「平和崇拝」の呼びかけを意

味します。と申しますのは「平和」は「イスラム」におい

て神の輝かしい御名の一つだからであります。ムスリムの

中には、「平和の崇拝者」を意味する「アドブルサラム」と

いう名をお気に入りの名前のーっとして自分の子供につけ

る人が大勢おります。

第二に、かつて互いに相争っていたアラブ民族がこぞっ

てイスラムに帰依した時、晩年最後の「巡礼」の途上にあっ

たイスラムの預言者が彼らを前に次のように説きました:

「わしがなくなった後に、互いに相争って不信心者になって

はならぬ」

このように、イスラムに帰依した後、互いに「戦闘を行う」こ

とは平和すなわち神に対する信仰をやめることだと宣言し

2巴

フィリピンのムスリムとの対話C19B3年)

bymembersoftheCongress, makesvisitsand

holdsmeetingsfromtimetotimetoreconcile

fightingparties, whether 0η governmental and

ρ。ρular levelsforexamplewhenaCongressdeleｭ

gationvisitedPresidentMarcosofthePhilippines

toreconcilethegovernmentandrebelliousIsｭ

lamicregions…・・・ orongovernmentallevelsonly

whentheCongressdelegationvisitedboththe

IranianandIraqiPresidentsin1982, inamediaｭ

toryandreconciliatorymissiontostopthewar,
sparebloodandworkforworldpeace

We, atthe“World MuslimCongress" , wealways

actforpeace, regardlessofregimesandreligions.This

isalsoanemanationofthesamedefinitiveIslamic

teachingsonwhichIslamisbased;weshallreferthereto

herebelowwiththeutmostsuccinctnessandclarityby

evokingdefinitivetextsinIslam , asfollows;

Firstly 一 it isonlyappropriateinthiscontextto

beginbyexpoundingthemeaningoftheword“ Islam"
appliedbythereligionofIslamtoalldivinereligions

sincethetimesofthegreatprophetAbraham,thefather

ofprophetsｷｷｷｷｷｷTheword“ Islam" meansherethecall

to “ worship peace"bybelievingintherulesof “ Islam"
.because“ peace" isoneofthegloriousnamesof

Godin“ Islam". ManyMuslimsliketocalltheirchildren

“ Adbulsalam" meaning;Worshiperofpeac 巴， whichis

oneoftheirfavouritenames.

Secondly-theProphetof Islam , whenallArab

tribespreviouslyengagedininternecinefighthaveemｭ

braced “ Islam'\addressed themduringthelast“ pilgrim-
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ているわけです。コーランに次のように書かれています:

「これ汝ら、信徒の者、みんな揃って平安に入れよ。けっし

てシャイターン(サタン)の足跡を追うでないぞ。彼こそ

は汝らの公然の敵であるぞJ (第 2 章第208節)

コーランはまた紛争が起きた場合には、正義の神に訴え

ることを義務づけています。

「何かのことで争いが生じた場合は直ちにアッラーとこの

使徒のところへ持ち込むのがよい、もし汝らが本当にアッ

ラーと最後の日を信じておるのであるならば。それが一番

よい、そしてそれが一番よい結果にもなる」

(第 4 章第59節)

第三に、コーランはいかなる二つの交戦国も、敵が平和

的解決を望んだならば、たとえその敵がムスリムでなくと

も直ちに停戦を受入れなければならないとしています。コ

ーランは、預言者の敵に関して次のように言っています:

「もし彼らの方で和平に傾くようなら、お前もその方向に傾

くがよい。そしてすべてアッラーにお任せ申せ。.

だが、もしかれらがお前を踊そうとしたら、その時はア

ッラーが一切引き受けて下さろう J (第 8 章第61-62節)

つまりコーランは、平和を享受する原則についてはムス

リムも非ムスリムも同ーの資格で‘扱っているのです。コー

ランは、たとえイスラムの預言者が「敵は自分のことを騎

そうとしているのだ」と考えても、次のような場合には戦

争を続行することを許しておりません:

「向うが汝らにまともな態度を取ってくるかぎり、汝らの方

でも向うにまともな態度を取らなくてはいけない」

(第 9 章第 7 節)

第四に、以上述べたことに加えてコーランは、たとえ報

いのないものであっても非ムスリム一般に対し親切であれ

と説いています。

「宗教上のことでお前たちに戦いをしかけたり、お前たちを
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祈りの集会(カラチ)

age"heperformedinthelastyearofhislifebysaying;

“Do notreverttobeingunbelieversafterI'm gone,
fightingwithoneanother" ,

thusproclaimingthat “ combatting" eachotherafter

IslamistostopbelievinginGodWhoisPeace.・・・・・・ The

Quransays;

“ o yewhobelieve!

EnterintoPeacewhole-heartedly;

AndfollownotthefootstepsoftheEvilOne;

Forheistoyouanavowedenemy. S.II , 208"

TheQuranalsomakesitobligatorytoappelfor

Justiceincaseofdispute;

“If yedifferinanythingamongyourselves, Referit

toGodandHisApostle, (i.e.totheIslamicLaw).If

yedobelieveinGodandtheLastDay;Thatisbest,
andmostsuitableforfinaldetermination.S.IV, 59"

Thirdly-theQuranmakesitbindingforanyoftwo

belligerentstoaccepttostopthewarimmediatelyifhis
adversaryinclinestowardsapeacefulsolution , evenif

suchadversaryisnotaMuslim.Concerningthose

enemiesoftheProphetwhoattributedassociatesto

God, theQuransays;

“ But iftheenemyinclinetowadspeace,
Dothoualsoinclinetowardspeace,
andtrustinGod......

Shouldtheyintendtodeceivethee,
VerilyGodsufficeththee...... S.VII, 61-62"
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住居から追い出したりしたものどもでさえなければ、いく

ら親切にしてやろうと、公正にしてやろうと、アッラーは

少しもいけないとはおっしゃらぬ。もともとアッラーは公

正な人聞がお好き J (第60章第 8 節)

このようにしてイスラムは、国家と宗教の歴史上はじめ

て、さまざまな信条と宗教間の平和的共存への道を聞いて

きたのであります。さらにイスラムは、信仰上のことで戦

いをしかげたり、住まいから追い出そうとする者でないか

ぎり、異なる信条や宗教を持つ人々に対して親切にし保護

を与えるようにと説いています。

この親切な行為の最たるものはムスリムの聖地・聖域を

保護するのと同様に非ムスリムの聖地・聖域をも保護した

ことでありました。第 2 世カリフ・オマール・イブン・ア

ル・カッタープはエルサレムに入った時にイエス・キリス

トの聖墓を手厚く保護しました。

最後に五番目として、あらゆる国家と宗教の義務である

平和的共存を強調するため、コーランは人間家族の統合を

宣言しています。人種、肌の色、宗教、性別、言語を超え

て、すべての人々は、わけ隔でなく神の思恵を受ける一つ

の人間家族を形作るのです。コーランに日く:

「我らはアーダムの子ら(アダムの子孫すなわち人間)には

ずいぶん特別の恩恵を与えたものJ (第17章第70節)

さらに人間家族の統合についてコーランはこう述べてい

ます:

「これ、すべて人間どもよ、我らはお前たちを男と女に分け

て創り、お前たちを多くの種族に分かち、部族に分けた。

これはみなお前たちをお互い同士よく識り合うようにして

やりたいと思えばこそ。まこと、アッラーの目から見て、お

前らの中で一番尊いのは一番敬度な人間J (第49章第13節)

イスラムの預言者はこれを次のような言葉で裏付けてお

ります:

「すべての人聞は神の従者。神の一番のお気に入りはその従
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So , theQuranputsbothMuslimsandnon-Muslims

onthesamefootingwhenitcomestorulesenjoying

peace.TheQurandosenotallowtheProphetofIslamto

goonwiththewarinthiscase, evenifhethinksthathis

enemiesintendtodeceivehim:

“As longasthesestandtruetoyou,
Standyetruetothem. S.IX, 7"

Fourthly-Inadditiontotheabove, theQurancalls

forkindnesstowardsnon-Muslimsingeneral, evenif

suchkindnessisnotreciprocal;

“ God forbidsyounot,
Withregardtothosewhofightyou

Norforyourfaith

Nordriveyououtofyourhomes ,

Fromdealingkindlyandjustlywiththem;

ForGodloveththosewhoarejust. S.IX, 8"

Thus, Islam, forthefirsttimeinthehistoryof

nationsandreligions, hasopenedthewayforpeaceful

co-existenceamongbeliefsandreligions'.....Furtherｭ

moreIslameventellsyoutobekindandgiveprotection

tothosewhohavedifferentbeliefsandreligionsthan

yours, unlesstheyfightyouforyourfaithordriveyou

outofyourhome

AttheforefrontofsuchactsofKindnesswas “ the
protection ofSanctuariesandholy places ofnonｭ

Muslims"thesamewaytheSanctuariesandholyplaces

ofMuslimsareprotected;thesecondCaliphOmarIbn

Al-Khattabdidgiveprotectiontothe “ Church ofthe

HolySepulchre"whenheenteredJerusalem.

Fifthly-finally, tolayemphasisonpeacefulcoｭ

existencewhichisabindingdutyforallnationsand

religions, theQuranproclaimstheunityofthehuman

family:allpeople, regardlessoftheirrace, colour, reliｭ
gion, sexandlanguageconstituteonehumanfamily

honouredbyGodwithoutdistinction.TheQuransays;

“We havehonouredthesonsofAdam

S.XVII, 70"

Andontheunityofthehumanfamily , theQuran

says:
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者たちにもっとも思恵をもたらす者」

この基礎にあたるのは、人生において善かれ悪しかれわ

け隔てなくお互いに親切にすることと完全なる連帯をする

ことであります。かの預言者は最後の巡礼においてこう言

っています:

「家柄と財産はお前たちにとっては大切なものだ。が、公正

さのみがアラブ人と非アラブ人、黒人と白人の違いなのだ」

これは、互いに争うことなくすべての人聞社会が差別の

ない快適な生活を享受する権利を追求する上での平等に対

する強い傾倒を意味しております。

以上のような基本的なイスラム概念は教育一般の基礎と

なるべきものでありますが、そこから派生しましてイスラ

ムは、人聞がより良く快適な生活をおくる上での公正さが

保証された上で、以下の 2 点に関するすべての人間につい

て「イスラム的解決」を考え出しました:

a 信条と宗教の相違に関する問題

b 人類の同胞に対する態度に関する問題

信条と宗教の相違に関する問題について、イスラムは強

制や支配を受けることのない完全な自由を定めています。

しかしながら、イスラムは科学的で知的な認識による指導

を求めており、したがって科学の進歩一般を果たすべき義

務としております。イスラムは、教育と学習を拒む者を罰

することさえあります。

スリランカイスラミックセンター関所式 (]985年)
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“o mankind!Wecreatedyou

Fromasinglepairofamaleandafemale ,
Andmadeyouintonationsandtribes,
ThatyemanKnoweachother

Verilythemosthonouredofyou

InthesightofGod

Ishewhoisthemostrighteousofyou.

S.XLIX , 13"

TheProphetofIslamconfirmedthiswhenhesaid;

“ All menareGod'sdependents, andthoseHelikes

mostarethosemostbeneficialtoHisdependents"

onabasisofmutualKindnessandtotalsolidarityinlife,

forbetterorforworse, withoutdiscrimination.The

Prophet, duringthelastPilgrimagehepeformed, said;
“ Your bloodandpropertyaresacredtoyou.

Righteousnessistheonlydifferencebetweenan

Arabandanon-Arab, betweenablackmananda

whiteman".

Thismeansastrongattachmenttothisequality ,
withoutbelligerence , inpursuanceoftherightforall

humansocietiesforadecentlifewithoutdiscrimination.

ProceedingFromthesefundamentalIslamicconｭ

cepts, onthebasisofwhicheducationingeneralshould

beestablished, Islamdevisedthe“ Islamic Solution"to

allhumanproblemsundertheguaranteeofjusticefora

betterdecentlifeformanwithregardtoallitsissues

limitedto;

a issuesonthedifferenceinbeliefsandreligions;

b issuesontheconductofmantowardshis

brotherman

防th regardω issu ωoη the differenceinbeli φ and

religions,

Islamenjoinsontotalfreedominthisrespectwithout

coercionnordominion..ｷ..ｷHowever, Islamcallsforthe

guidanceofscientificandintellectualnotionsand, thereｭ
fore , madescientificdevelopmentingeneralanobliging

duty.Islameveninflictspunishmentonthosewhoreject

edeucationandlearning.
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人類の同胞に対する態度に関する問題について、イスラ

ムは教育の基礎となる三つの義務を定めています:

1.差別なき人類社会統合への信念

2. 快適な生活を保証するためにいかなる運命において

も必要とされる、この人類社会のすべての構成員の「連

帯」

3. 差別なく正義の原則に従って人々の権利を保証する

法的権威、協議と民主主義の原則および人民の意志に

沿った人民統治の確立

最後になりましたが、以上がイスラムの概念と原則であ

り、これを他のすべての信条や宗教と手をとりあって、国

家聞の平和を確実なものにするために我々が活動していく

上での基礎にするわけであります。これまで述べましたこ

とが、差別や戦争のない快適な生活をおくる権利をすべて

の人が持つということに基づいてイスラムが提案する我々

人類の問題に対する解決策です。

ここで、 1985年に米国のヴ?イラ・ノヴァ・シティのヴィ

ラ・ノヴァ・カソリック大学での会議において私が呼びか

けましたことを繰り返したいと思います。すなわち、主要

な宗教は平和のために宗教的思惟が教えるところの役割を

共に演じるべきなのであります。人類の平和と協力と連帯

を呼びかけて世界のあらゆる指導者たちが出会うような会

議を企画し、その実現のために力強く信念をもって行動し、

ハイレベルの代表団を組織することが今日ここにいる我々

の責務なのです。

我々は、 1 年のうち 1 週間を特に定めてすべての宗教が

平和を呼びかけ国連に賛同して毎年総会を聞き、そこにお

いて平和の至高性を保証し人権とすべての国家と国民の自

決権の尊厳性を保護するために、諸宗教が宗教問・国家問

の協力を呼びかけていかれるよう、すべての宗教指導者と

宗教組織に要請いたします。

これらすべての事柄に関し、我々は人間の尊厳を守るた

めの活動に真撃に取り組まれておられる方々に呼びかけを

行いたいと存じます。
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Withregard to issues on the conduct of man

towardshisbrotherman , Islamenjoinsonthreeduties,
thebasisforeducation:

1. thebeliefintheunityofthehumansociety

withoutdistinction.

2. thenecessary “ solidari ザ， amongstallmembers

ofthisHumanSociety , forbetterorforworse, to
ensureadecentlife.

3. theestablishmentofalegalauthoritytoascer

tainrightbetweenthemaccordingtotheprinciｭ

pIesofjusticewithoutdiscrimination, theprinciｭ

pIesofconsultationand democracy, and the

governingofthepeopleconformingtothewillof

thepeople

Finally, thisisIslam , itsconceptsandprinciples, on
whichwebaseourworkwithallotherbeliefsand

religionstoensure ρeace amongstnationsandcountries

.ThesearethesolutionsofferedbyIslamtoour

humanproblems, basedontherightofallforadecent

life, withoutdiscriminationnorbelligerence.

IreiterateherewhatI'vecalledfor 一 in thecongress

heldatVillaNovaCatholicUniversity , VillaNovaCity,
U.S.A. , in1985-thatthemajorreligionsshouldplay

togethertheroleenjoineduponthembyreligiousthinkｭ

ingforthesakeofpeace.Itisincumbentuponushere

todaytoplanforsuchmeeting, toworkforitsrealiza

tion, withstrenghtandfaith, andtofromahighlevel

delegationtocontactallworldleaders,callingforpeace,
co-operationandsolidarityamongstmankind

Wecalluponallreligiousleadersandorganizations

fixaweekeveryyearduringwhichallreligionsshall

callforpeaceandshallagreewiththeUnitedNationsto

holdasessioneveryyearwherereligionsshallcallfor

co-operationamongthemandamongnationstoensure

thesupremacyofpeace,andtoprotecthumanrightsand

thesanctityoftherightofallnationsandpeoplesfor

auto-determination

Toallthiswecallthosewhoworkfaithfullyto

ensurethedignityofman.
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