
ガザーリーにおける二つの欲望

青　柳　かおる

序論

イスラーム思想史上、最も重要な思想家の一人であるガザーリーAbu- H. a-mid

al-Ghaza- l （d. 1111）
（1）

の代表作『宗教諸学の再興（Ih. ya
- ’‘Ulu

-
m al-D n）』

（2）

は、

神学、法学、コーラン解釈学、ハディース（預言者ムハンマドの言行録）学な

どのイスラーム宗教諸学を、スーフィズム（イスラーム神秘主義）の立場から

論じたものである。来世において「神に出会い」、「神を見る」ために、どのよ

うに日常生活を組織化し、内的霊的な準備をすべきか、ということを包括的に

論じた書であり、スーフィーのための倫理や理想的な日常生活の送り方が論じ

られている。

筆者は従来の研究において、『宗教諸学の再興』第十二番目の書である｢婚姻

作法の書（Kita
-
b A

-
da

-
b al-Nika

-
h.）」

（3）

を分析した
（4）

。その書においてガザーリー

は、婚姻生活におけるセクシュアリティーの問題（性行為、生殖、婚姻、女性、

性愛観、生命倫理などのさまざまな性に関する問題）に大きな関心を持ってい

る
（5）

。また、第二十三番目の書「二つの欲望の撲滅の書（Kita
-
b Kasr al-

Shahwatayn）」においても性の問題が扱われている。二つの欲望とは食欲

（shahwah al-bat.n; shahwah al-ma‘idah）と性欲（shahwah al-farj; shahwah al-

wiqa-‘）のことで、食欲に関する問題も論じられている。ガザーリーはこの二

つを欲望の中でも根源的で重要なものと考えているのである。筆者は性の問題

については論じてきたが
（6）

、ガザーリーにおける性欲と食欲の関係という問題

については触れることができなかった。そこで両者を比較し、ガザーリーにお

ける二つの欲望の意義について考えたい。なお食欲と関係する食事の作法につ

いて『宗教諸学の再興』第十一番目の書である「食事作法の書（Kita
-
b A

-
da

-
b

al-Akl）」
（7）

で述べられているので、本稿では「食事作法の書」にも触れながら、

主に「二つの欲望の撲滅の書」を分析する
（8）

。

ガザーリーにおける性の言説を扱った研究史については、青柳 2005 bの序

論で論じた
（9）

。よってここでは、ガザーリーやその他のスーフィーにおける食
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事および食欲に関する研究史を概観したい。ガザーリーに大きな影響を与えた

スーフィー、マッキーAbu- T. a- lib al-Makk （d. 996）
（10）

については、『心の糧

（Qu
-
t al-Qulu

-
b）』に第四十章「食事（at‘imah）の章」が存在するが（Qu

-
t,

Vol. 2, 178-192）、ドイツ語の翻訳（Gramlich 1992-1995, Vol. 4, 310-390）はあ

るものの、内容を分析した研究はない。この章では、食に関するコーランとハ

ディースが大量に引用されている
（11）

。初期のスーフィー、サッラージュSarra- j

（d. 988）
（12）

については『閃光の書（Kita
-
b al-Luma‘）』を分析した研究がある

（鎌田 1979）。それによれば、サッラージュは、食事について一般に大食を否

定し、小食を勧め、スンナ（sunnah: 預言者ムハンマドの慣行）を守って食べ

るように説いている（Luma‘, 184-185; 鎌田 1979, 188）。断食については、ラ

マダン以外の断食をイスラーム法に反するとして嫌う者と、飢えによって自己

を訓練しているとして承認できるとする者がいたが、サッラージュは前者の立

場である。イスラーム法に従わぬ断食に宗教的意味はないからである（Luma‘,

166; 鎌田 1979, 186）。

T.J. Winterは、初期のスーフィーたちの空腹の議論を以下のようにまとめて

いる
（13）

。ラマダンの断食（s.awm）は、神からの報酬をもたらす崇拝であるのみ

ならず、自分自身の浄めである。他の日に断食する初期の禁欲家もいたが、絶

え間ない断食（イスラーム法で定められているラマダン以外の断食）は普通、

預言者ムハンマドの教えに従い、非難される。空腹と断食はそれ自体が目的で

はなく、高次の効果をもたない苦行である。断食によって現世への依存が少な

くなると、魂が抑制され、不可視界が近くなり、日常の糧を得るための時間が

減らされ、礼拝が容易になるという。そしてまったく食事なしで生きられるの

かについて、初期の禁欲家たちが議論したが、そのような行為は医者によって

不可能とされる。神への帰依がより完全になれば、修行のテクニックとしての

空腹の意義は減っていくのである。（Winter 1995, xxx-xxxii）。そしてガザーリ

ーも、スーフィー初心者にとって重要な四つの修行として孤独（khulwah）、

沈黙（s.amat）、空腹（ju-‘）、不眠（sahr）について論じている（Ih. ya
- ’, Vol. 3,

122）。

このようにスーフィズムにおいては、断食すべきか否か、という問題が論じ

られてきたことが分かる。断食は禁欲主義と関わっているために、スーフィズ

ムの大きなテーマなのである。しかし、従来の研究では、食事および食欲につ

いては禁欲主義の議論の中で論じられることはあるが、性欲との比較は見られ
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ない。ガザーリーは両者を結びつけて論じており、独自の議論を展開している

と思われる。本稿では、ガザーリーが食欲と性欲についてどのような見解を述

べているのかを検討する。まず、「食事作法の書」における食事の作法を分析

した後、「二つの欲望の撲滅の書」における食欲（特に断食・空腹および禁欲

主義の議論）と性欲（特に性欲の欠点と利点に関する議論）の議論を分析し、

両者の関係を考慮しながら、ガザーリーにおける二つの欲望の意義を考える。

第一章　食事の作法

ガザーリーは「食事作法の書」において、断食や禁欲主義についてはほとん

ど触れず、食事の作法について述べている
（14）

。序論において、「来世での最高の

褒美である見神（ru’yah Alla-h）のためには、現世における神に関する知識と

神への崇拝行為が必要であるが、健康な身体（sala-mah al-badan）がなければ、

神への崇拝は不可能である。だから預言者は「食事は宗教の一部である」と言

ったのである（Ih. ya
- ’, Vol. 2, 3）」として、健康であることが見神の条件である

と言う。ガザーリーは禁欲的な空腹よりも、中庸の食事を勧めているのである。

以下の章では食材、食べ方について論じている。

第一章「一人で食事をする人に必要なこと」では、食前、食事中、食後に分

けて、以下の内容が述べられている。まず食前の作法として以下の項目が挙げ

られている。１食事が合法的で、その入手法も合法的なこと。２手を洗うこと。

３食事がマットの上にあること。４適切に座り、その位置にいること。５神へ

の服従を意図すること。６どのような食事でも満足すること。７なるべく多く

の人と食べるよう努力すること（Ih. ya
- ’, Vol. 2, 4-7）。食事中の作法として、食

べ始めるときのドゥアー（du‘a- ’: 神への祈願）の説明がある。右手で取り、一

口大のものをよく噛む。熱いものを吹いて冷ましてはいけない。飲みすぎては

いけない。飲むときはコップを右手で持ち、ドゥアーを唱える。なにかを回す

ときは右側に回す（Ih. ya
- ’, Vol. 2, 7-9）。食後の作法として、満腹になる前にや

めて、手を洗い、楊枝を使う。食べ終わったらドゥアーを唱える。手を灰汁で

洗う（Ih. ya
- ’, Vol. 2, 9-11）。

第二章「仲間と食事するときの追加の作法」の内容は、以下のようになって

いる。１年長者が食べる前に食べてはいけない。２黙っていてはいけない。３

食事を分け合うときは礼儀正しくする。４仲間に食べることを強制しない。５

水鉢で手を洗ってもよい。６仲間が食べるのを観察しない。７不潔な食べ物に

ガザーリーにおける二つの欲望（青柳） （31）

― 508 ―



は手をつけない（Ih. ya
- ’, Vol.  2, 11-13）。

第三章「訪問者に食事を提供するときの作法」の内容は、以下のようになっ

ている。訪問者に食事を提供することには多くのメリットがあるとして、ハデ

ィースを引用しながら説明している。訪問者は、食事を求めて料理中の家に入

ることはスンナではない。これは家にいる人を驚かせるし、禁じられている。

訪問を受け、食事を提供する側の作法としては、１愛情を持って、あるものを

提供すること。２訪問者は、特別なものを要求しないこと。３訪問を受ける者

は訪問者を歓迎すること。４「食事を出しましょうか？」とは言わず、黙って

出すこと（Ih. ya
- ’, Vol.  2, 13-19）。

第四章「もてなしの作法」の内容は、以下のようになっている。歓待の作法

は、１招待、２招待の受諾、３訪問、４食事の提供、５食事、６帰宅という六

つの段階がある（Ih. ya
- ’, Vol. 2, 19）。そして、さまざまなよい食事の作法と禁

止された作法として、以下のことが列挙されている。１市場で食べることは下

品である。２塩をかけて食べる者には、神が七十の不幸を取り除く。長生きし

たければ、規則正しく食べるようにする。３医者の言葉のハディースの引用。

４腐ったものを食べたり、夕食を食べないことは病気につながる。５食事をし

ないことは健康に害である。６死亡した家族の者にも食事を用意することが望

ましい。７非合法な食事を食べないこと。８召使にもよい食材を買ってくるよ

うにする。９三本指で食べることがスンナである（Ih. ya
- ’, Vol.  2, 29-33）。

以上、「食事作法の書」を分析してきたが、正しい食事の作法についてハデ

ィースを中心に述べたもので、特にスーフィズムに関わること（断食、禁欲、

神秘修行など）は書かれていない。スーフィー的生活の基本、前提としての、

守るべき食事の規則が確認されていると言えよう。禁欲主義と結びついた食欲

に関する議論は、「二つの欲望の撲滅の書」
（15）

に見られるので、次章で分析す

る。

第二章　「二つの欲望の撲滅の書」における食欲と禁欲主義

｢二つの欲望の撲滅の書｣で食欲と性欲を取り上げているように、ガザーリー

はこの二つの欲望を抑制することが重要であると考えている。この書の前半は

食欲、後半は性欲が扱われている。ここでは、食欲を中心に、二つの欲望を抑

えたガザーリーの禁欲主義について論じたい。欲望を捨て、現世への執着を断

ち切る禁欲主義は、神秘修行の一部であり、神秘階梯（maqa-ma-t）の一つに挙

ガザーリーにおける二つの欲望（青柳）（32）

― 507 ―



げられる。まず、前半の序論でガザーリーは、人間が持つ最も大きな悪は、さ

まざまな欲望の源である食欲であるとし、以下のように言う。

人間が持つ最も大きな致命的な悪は、食欲である。そのためにアダムとイ

ヴは楽園を追放された。欲望の源、病気と無秩序の源である食欲の次に、

性欲が生じ、その次に金銭（ma- l）と名誉（ja- h）への強い願望が生じ

る。・・・金銭と名誉を十分に得ると、軽率、競争、嫉妬が生じる。そこ

から偽善の悪、高慢と傲慢の破滅が生じ、そこから恨み、妬み、敵意、嫌

悪が生じ、そこからさらに、不法、不正、腐敗の破滅が生じる。これらは

すべて、食欲に注意をしなかった結果であり、それから生じた満腹（shab‘）

による傲慢の結果である。もし人間が空腹（ju-‘）によって魂（nafs）を謙

虚にしていたら、魂は神に従い、悪魔への道は狭められ、傲慢と暴君性の

道を歩まず、現世に夢中になることから断ち切られていただろう（Ih. ya
- ’,

Vol. 3, 128-129）
（16）

。

食欲と性欲は人間本来の二つの欲望であり、それらが次々と他の欲望を生み

出し、人間の関心は現世に向き、来世から引き離されてしまう。人間の本性、

つまり人間霊魂は霊的世界、来世に属するものであり、人間霊魂は本来その始

源に戻ろうと願うものである。しかし人間は肉体を持ち、感覚的な世界、現世

に生きているため、さまざまな欲望を持っており、人間の究極的関心は、本来

の来世から現世へと移ってしまうのである（中村 1982, 58-60）。それゆえ人間

は、欲望、特に最も基本的な食欲を抑え、空腹によって心を柔軟にし、神に近

づく準備をしなくてはならない
（17）

。

続いて、第一章「空腹の利点と満腹の非難」では、空腹、小食、粗食を勧め

るハディースが列挙されている（Ih. ya
- ’, Vol. 3, 129-134）。第二章「空腹の恩恵

と満腹の悪」においては空腹の十の利点が述べられている。それによれば、１

空腹は人間の心を浄め、本性を照らし、洞察力を鋭くする。２心を柔軟にし、

浄める。３高慢をなくし、卑下するようになる。４神の試練と苦しめを忘れな

いようになる。５最も大きな利益は、罪（姦通）への欲望を撲滅させることで

あり、悪を命じる魂への支配を確立する。６眠気を撃退し、長時間起きられる。

寝すぎは時間の無駄である。７長時間の神への崇拝（‘iba-dah）が容易になる。

食事は神へ崇拝から人を遠ざける。８小食によって健康になる。病気は過食に
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よる。９出費が減る。10乞食や貧者に施しができるようになる（Ih. ya
- ’, Vol.

134-142）。つまり、空腹は来世のための助けになる利益の宝庫なのである。空

腹によって魂が浄められ、健康になり、時間を無駄にせずに神への崇拝――礼

拝などの身体による崇拝と、ズィクル（dhikr: 神の名前を唱えながら神につい

て思念すること）
（18）

などによる心による崇拝――
（19）

に励むことができる。空腹

は、心を浄めることであり、神に近づくために行うべき修行の一つであるとし

て、ガザーリーは空腹を勧め、満腹を非難しているのである。

第三章「食欲を撲滅するための実践的方法」では、食欲の抑え方について述

べ、合法的な食事を摂取し、食事の量を徐々に減らしていくとしている。食事

の作法については、ガザーリー以前のスーフィーたちによって論じられてきた

が、ガザーリーは、どうすれば小食になれるかを説明し、実践的な方向に押し

進めていったのである。具体的な内容は以下の通りである。１合法な食事につ

いて。これについては『宗教諸学の再興』の第十四番目の書「合法と非合法の

書（Kita
-
b al-H. ala

-
l wa-al-H. ara

-
m）」で述べた。２食事の量を徐々に減らして

いくことにより小食にできる。しかし環境や個人によって異なるので、食料の

正確な量を特定することはできない。３食事の時間について。毎月三日、七日、

十日、十五日に断食を行う。または二、三日の断食を行う。さらに昼と夜に一

食ずつにする。４食事の種類は、良い小麦で作られたパンと肉、野菜、酢と塩

であるとして、ハディースやスーフィーたちの言葉を列挙している（Ih. ya
- ’,

Vol. 3, 142-147）。

続いて、性欲と結び付けて、食欲の議論が述べられている。空腹で、魂が性

交を欲するとき、食べるべきではないし、女性のところに行くべきではない。

男性の魂に二つの欲望を許すことになり、彼に対してそれを強めるからである。

魂はしばしば、性交へのエネルギーを得るために、食べ物を要求する。同様に、

満腹のまま寝ないほうがいい。これは、二つの不注意を結合させ、人を怠惰に

し、心をかたくなにすることに慣らすからである。それよりも、祈ったり、神

への思念に没頭したりすべきである。これは感謝を表すよい方法だからである

（Ih. ya
- ’, Vol. 3, 152-153）。

このように、ガザーリーは、食欲と性欲を抑えるべきであるとし、禁欲の意

義を説いている。『宗教諸学の再興』第六番目の書「斎戒の内的意味の書

（Kita
-
b Asra

-
r al-S. awm）」によれば、斎戒（飲食、性行為を断つこと）の目的

は、人間が天使の属性を獲得し、神に近づくことである（Ih. ya
- ’, Vol. 1, 368; 中
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村 1982, 71, 註23）
（20）

。人間は欲望を持つゆえに、天使よりも下位にあるが、欲

望を抑えることによって、神の側近くにある天使に近づくことができるのであ

る。欲望を捨てることが、天使に近づき、そして神的属性を獲得して神に近づ

くための前提であるという点で、ガザーリーは禁欲主義にも重要な意義がある

とし、斎戒、禁欲の効用を説いている。しかしガザーリーは、以下に述べるよ

うに、一部の徹底した禁欲主義者ではなく、欲望を抑えきれない普通の神秘主

義修行者を対象とした議論をしており、中庸（wasat.）を説いているのである。

第四章「さまざまな空腹の規則と利点」では、中庸が説かれている。空腹の

メリットについて先に述べたが、それは実情ではない。人間は行き過ぎると、

イスラーム法の規定について極端に禁じるようになる。最も良いのは中庸であ

る。食べる目的は、生命を維持し、神への崇拝の力を得ることであり、食べす

ぎと飢えは、崇拝への障害である。満腹でも飢えてもいないとき、崇拝が容易

にできる（Ih. ya
- ’, Vol. 3, 154）。

第五章「食事を拒絶し、質素に食べることから生じる慢心」では、食事を拒

絶することには二つの害があるという。１スーフィー初心者（mur d）が名声

のためにこっそり食べるようになり、隠れた多神崇拝になる。２食欲を抑える

ことに成功しても、それによって有名になることを喜ぶようになる（Ih. ya
- ’,

Vol. 3, 158-159）。以上のようにガザーリーは、スーフィー初心者が単に食事を

絶っていることを他人に誇示することは、無意味であるとして非難している。

以上が「二つの欲望の撲滅の書」の前半である。ガザーリーは、人間の最も根

源的な欲望である食欲を抑え、禁欲を説きながらも、極端な断食は非難し、中

庸を勧めているのである。

第三章　「二つの欲望の撲滅の書」における性欲とその意義

「二つの欲望の撲滅の書」の後半は性欲についてであり、そこでは、性欲に

打ち勝つ者の利点が述べられている。この欲望は最も大きな影響を人間に及ぼ

し、それが生じると理性に最も反抗する。この欲望を必要としないことは、彼

が守られていることを意味している（Ih. ya
- ’, Vol. 3, 167）。後半の第一章による

と、性欲が人間を支配しているのは、二つの利点があるためである。ガザーリ

ーは以下のように言う。

第一に、その快楽（ladhdhah）を知覚することによって、来世での快楽を
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類推することができる。というのは、火で焼かれる苦痛（a- la- m）が、身

体的に最も強い苦痛であるのと同様に、性的快楽は、もしそれが続くなら

ば、身体的に最も強い快楽だからである。促進力と抑止力（targh b wa-

al-tarh b）は、人間を幸福へと導くが、それらは感覚的な知覚できる苦痛

と快楽によってしかもたらされないのである。というのは、経験によって

知覚できないものは、決して欲求されることはないからである。第二の利

点は、子孫を残し、存在を存続させていくことである。これらが性欲の利

点である（Ih. ya
- ’, Vol. 3, 159）。

このように性欲には、１性的快楽によって来世での快楽を類推することによ

り、来世での快楽のために努力する、２現世に子孫を残す、という利点がある。

しかし、性欲には害もあり、性欲を制御できない場合、宗教においても現世に

おいても破滅をもたらす（Ih. ya
- ’, Vol. 3, 159）。性欲には、大きな利点があるが、

それを制御できなければ姦通などの罪を犯し、地獄に落ちることになる。よっ

て性欲は、多すぎても少なすぎても非難され、中庸が称賛される。性的快楽を

原動力として、神への崇拝に励むことができるからである。

次にガザーリーは、第二章「スーフィー初心者は結婚すべきか否か」の章で、

性欲を抑えられない者は、婚姻生活での合法的性交によって抑える必要がある、

という議論を述べている。ガザーリーによれば、初心者は、婚姻のことで魂を

一杯にすべきではない。神ではなく妻への親しみを見出し、道を踏み外すこと

になるからである。神の使徒が何度も結婚したことに惑わされてはならない

（Ih. ya
- ’, Vol. 3, 162）

（21）

。しかしガザーリーは、以下のように、欲望がある場合

は結婚したほうがいいと言う。

初心者は、最初は真知（ma‘rifah）が確立するまでは、独身（‘uzbah）で

いることが条件である。しかし、それは彼が欲望によって征服されていな

い場合だけである。もし彼が欲望によって征服されている場合、長時間の

空腹と絶え間ない斎戒によって、それを撲滅する。しかしそれでも欲望を

抑えられず、陰部（farj）は守ることができても、視線（‘ayn）を守るこ

とができない場合は、欲望を撲滅するために結婚したほうがいい（Ih. ya
- ’,

Vol. 3, 163）
（22）

。
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ガザーリーによれば、目による姦通（zina-）も大きな過ちであり、それは性

的な姦通に導く。もし女性ではなく少年（s. ibya-n）から目をそらせない場合も

結婚したほうがいい。欲望を持って少年の顔を見ることは禁じられているから

である。初心者は視線を下げて思考を制御できないから、結婚によって欲望を

撲滅すべきである（Ih. ya
- ’, Vol. 3, 164）。欲望を弱めるためには、空腹、視線を

下げる、他の活動に没頭する、の三つの方法があるが、この三つが有効でない

なら、結婚するしかない（Ih. ya
- ’, Vol. 3, 166）。このように、ガザーリーによれ

ば、視線を下げるなどして女性を見ないようにし、性欲を抑えられるならば独

身でもいいが、性欲を抑えられず、姦通を犯す恐れがあるなら結婚したほうが

よいと言う。

第三章「性欲と目で見ることの欲望に打ち勝つ者の利点」では、性欲を抑え

ることの困難とそれに対する神の報酬について述べられている。この欲望は最

も人間に力を及ぼすものであり、理性に反抗するものである。この欲望を神へ

の恐れによって控えるときにのみ、大きな褒美が生まれるのである（Ih. ya
- ’,

Vol. 3, 167）。

以上のように「二つの欲望の撲滅の書」の後半の議論では、性欲を克服して

いく禁欲主義が勧められてはいるが、それを抑えることのできない者は結婚し

て姦通を防ぐべきだとする、禁欲と姦通の中間の立場が説かれているのである。

性的快楽は来世で快楽を類推させ、現世において神への崇拝に励む原動力にな

る、という性欲の積極的な意義についても説明されている。これは食欲にはな

い利点であると言えるので、次章で両者を比較したい。

第四章　二つの欲望の関係

ガザーリーにおける二つの欲望について、食事の議論に触れながらまとめた

い。まず「食事作法の書」では、健康な身体が、神への崇拝、天国への見神へ

の前提であるとし、食事の作法を守って合法的なものを食べること、食べると

きはドゥアーを唱えることが論じられていた。この書は一般的な食事の作法が

説明されており、スーフィーの食生活の前提という位置づけであり、特に断食

や禁欲主義などの神秘修行と結びつけた議論は見当たらなかった。

次に「二つの欲望の撲滅の書」を参照し、食欲と性欲について分析した。ガ

ザーリーによれば、最も根源的な欲望である食欲を抑えることが重要である。

そして食欲が満たされると、性欲が生じるとして、食欲から以下のような害悪
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の連鎖が生じるという。食欲→性欲→金銭欲→名誉欲→競争心・嫉妬・自慢・

傲慢→恨み・妬み・嫌悪→不法・不正・腐敗へとつながっていく（Ih. ya
- ’, Vol.

3, 128）。これらはすべて、食欲をコントロールできなかった結果であり、満

腹により生じた傲慢の結果である。もし人間が空腹によって魂を謙虚にしてい

たら、現世的なものへの関心に引きずられることはないのである。

従って、食べすぎよりも空腹のほうがよい。しかし、ガザーリーは過度な禁

欲（拒食、断食）も否定し、普通の量を食べるのがよいとして中庸を説いてい

る。禁欲主義者ではなく、普通の民衆が対象となっているからである。満腹で

も飢えてもいないとき、崇拝が容易にできる。小食の食事によって生命を維持

し、神への崇拝の力を得ることが重要である。

ガザーリーは性欲に関しても中庸を説いている。性欲は空腹、女性を見ない

ようにする、他の活動に没頭することなどによって抑えることができるが、も

しコントロールできない場合、姦通を犯す危険があるので結婚したほうがよい。

そしてさらに性欲には姦通という大きな危険性があると同時に、性的快楽が来

世での快楽を類推させ、現世における神への崇拝の原動力になるというメリッ

トがある。この点が食欲とは異なっていると言えよう。

最後に食欲と性欲を比較したい。両者とも神への崇拝（労働、巡礼などの行

為による崇拝と、ズィクルなどの心による崇拝）と関係している。しかしなが

ら、両者の役割は異なっている。食欲については、神へ崇拝の前提条件として

捉えられている。適度な食欲は、中庸の小食につながり、それは魂を謙虚にし

て浄め、性欲も鎮める。そして肉体的には健康につながるために、神への崇拝

が容易になる。一方、性欲については、神へ崇拝の直接的な要因として捉えら

れている。姦通を避け、婚姻生活での合法的性交により、天国での快楽を想像

することにより、神への崇拝が容易になる。

ガザーリーは満腹の快楽については触れていない。むしろ満腹になると性欲

を抑えられず、目による姦通、そして実際の姦通につながるとしている。食欲

は性欲を生み出し、さらに満腹になるとそれを抑制できなくなるために、食欲

は破滅をもたらす根本的原因なのである。天国での快楽を想像させるものは、

性的快楽であり、満腹の快楽ではない。「婚姻作法の書」では、妻とたわむれ、

性的快楽を得ることが神への崇拝につながることが大変詳しく説明されてい

る。ガザーリーによれば、性交は現世において子孫を残すという意味で重要で

あるが、それだけではなく来世においても重要である。
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欲望の中には、子供を作ることへの要因以外に、他の叡智（h. ikmah）が

ある。それは、もしその（現世的）快楽（ladhdhah）が続いたとしても、

それ（欲望）の満足において、対比され得ないほどの快楽である。それは

天国に約束された快楽を示している。実際に体験できない快楽に（向けて

人を）促すことは無益である。・・・・現世的快楽の利益の一つは、それが

天国でも続くように欲することであり、神への崇拝への原動力（ba-‘ith）

となることである（Ih. ya
- ’, Vol. 2, 45; 青柳 2003, 54）。

現世での性的快楽は、来世での快楽を類推するためにあるというのである。

婚姻生活における合法的性交によって、姦通を防ぐ、子孫を残す、性的快楽を

得るという三つの利点が生じるが、この中で性的快楽は、神への崇拝への原動

力となるのである。

このようにガザーリーにおいては、性欲のメリットがデメリットを上回って

いる。そして食欲については、デメリットのほうが大きいのである。従って、

少量の食事を食べ、満腹にならないことが、神へ崇拝の前提条件となる。小食

の生活により心を浄め、性欲を抑え、神へ崇拝への時間的余裕を作り、健康に

なる。このような準備をした状態で、神へ崇拝の原動力（特に性的快楽が大き

な原動力）を得て、身体と心による神へ崇拝へと至るのである。

結論

以上の議論から、ガザーリーにおける欲望、特に食欲と性欲の意義は以下の

ようにまとめられる。

１ガザーリーは、二つの欲望をすべての害悪の根源であり、特に姦通という

最大の罪につながるものとして非難している。しかし極端な禁欲主義を採用す

るのではなく、中庸であるべきだとする。食欲に関しては、適切な食事
（23）

が健

康な身体を形成し、それが神への崇拝につながっていくのである。そして性欲

に関しては、姦通を避けて結婚し、合法的性交を行うべきであるとする。この

ように欲望をコントロールし、中庸を保つことが重要なのである。

２さらにガザーリーは、食欲と性欲と対比させて論じている。適度な食欲と

性欲は神への崇拝においてメリットがあるが、ガザーリーは性欲のほうを、神

への崇拝への直接的な原動力として重視している。天国の快楽を想像させるの

は、食欲が満たされたときの快楽ではなく、性欲が満たされたときの快楽であ
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る。スーフィーは、性的快楽が来世でも続くように願いながら、天国で神を見

るために、現世でズィクルやフィクル（fikr:瞑想）といった神秘修行を行い、

神との合一体験の中で神を見る（知る）経験を積んでおくのである。ガザーリ

ーの思想において、さまざまな欲望の中でも性欲は特別な位置を与えられてい

ると言えよう。

＊本稿は、文部科学省平成18～20年度科学研究費補助金（若手研究（B））

課題番号18720017による研究成果の一部である。

（東京大学大学院人文社会系研究科助教・駒澤大学仏教学部非常勤講師）
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注記

ガザーリーはイスラーム中興の祖と言われる傑出したスーフィーであり、ウラマー
（イスラーム法学者）である。イラン北東部のトゥースで生まれ、彼が幼いときに父
が亡くなったため、スーフィーに育てられ、後にマドラサ（イスラーム諸学の高等教
育施設）で学んだ。1077年、ニーシャープールへ行き、ニザーミーヤ学院で碩学イマ
ーム・アル＝ハラマインIma-m al-H. aramayn al-Juwayn （1085年没）に師事した。師が
亡くなると、セルジューク朝の宰相ニザーム・アル＝ムルクNiz.a-m al-Mulk（1092年没）
の宮廷に招かれた。そして1091年にバグダードのニザーミーヤ学院の教授に就任し、
スンナ派学問世界の最高権威となった。しかし1095年、感覚よりも上位の判定者であ
る理性があるように、理性よりも上位の判定者があるのではないか、という懐疑主義
に陥り、突如ニザーミーヤ学院の教授職を辞してしまう。それから確実な知を求めて
１アシュアリー学派神学、２哲学、３シーア派のイスマーイール派、４スーフィズム
を検討していった。そして、理性的な方法によって得られる知識には限界があり、人
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間霊魂と神との合一という直接的な神秘主義体験とスーフィーとして生きることによ
らないかぎり、確実な知には至り得ないことを悟ったという。ガザーリーはバグダー
ドを離れ、シリア、パレスチナ各地を放浪し、トゥースにスーフィーの修行場を作り、
若者達とスーフィーとしての生活を送り、著述活動も行った。そして再びニーシャー
プールのニザーミーヤ学院で教鞭を執った後、トゥースで亡くなった。ガザーリーの
生涯については、中村1982, 1-25を参照。自伝『誤りからの救い』の翻訳は、ガザー
リー 2003がある。ガザーリーの思想における哲学の影響については、青柳 2005 a; 中
村 2002; Aoyagi 2006 a参照。
『宗教諸学の再興』全四十書の抄訳は、Karim 2006参照。なおガザーリーの『幸福
の錬金術（K miya

-
-yi Sa‘a

-
dah）』は『宗教諸学の再興』のペルシア語の要約である。

翻訳は、Farah 1984; Bercher and Bousquet 1989; Bauer 1917; 青柳2003参照。
ガザーリーの婚姻論をスーフィズムの視点から分析したものは青柳 2005 b; Aoyagi

2005、スーフィズムの思想史にガザーリーのセクシュアリティー思想を位置づけたも
のは青柳 2005 c; 青柳 2007 a; Aoyagi 2006、ガザーリーの婚姻論における妻と子供の
役割については青柳 2007 b、現代のイスラーム法学者、カラダーウィーの婚姻論との
比較については青柳2008参照。
｢婚姻作法の書｣において食の議論は、第一章「結婚の利点と損害」の議論の中で述
べられている。ガザーリーは、姦通の恐れがある場合は、たとえ合法的な食事を家族
のために用意できなくても結婚したほうがよいとして、以下のように述べている。結
婚の一番重大なデメリットは、合法なものを求めることができなくなることである。
結婚は、家族のために禁止されたものを求めたり、食べたりする原因となるからであ
る（Ih. ya

-
’, Vol. 2, 54）。最も明白な結婚の利益は、子供を手に入れることと、欲望を鎮

めることであり、最も明白な損害は、禁止されたもの（食べ物）を獲得することと、
神から遠ざかることである。男性は姦通を犯すことと、禁止されたものを食べること
の間で躊躇しているが、二つの悪のうち、禁止されたものを獲得する方が、より罪が
軽い。もし彼に、睡眠、食事、必要なことをする時間以外残されていなくて、余分な
礼拝（s.ala-t na- filah）や大巡礼、その他の身体的な行為以外に来世への道を歩んでいな
いのであれば、彼は結婚した方がよい。というのは、合法なものを獲得すること、家
族を支えること、子供を手に入れようと努力すること、妻の性格に耐えることは、神
へのさまざまな崇拝だからである（Ih. ya

-
’, Vol. 2, 53）。また食事の量は中庸であるべき

でとして、「食べよ、そして飲め。しかし、度を越してはならない（コーラン７章31

節）」、「手を首に縛りつけておいてはならない。しかし、それを広げるだけ広げても
いけない（コーラン17章29節）」というコーランの章句を引用している（Ih. ya

-
’, Vol. 2,

75）。なお、コーランの和訳については藤本・伴・池田1979を参照した。
ガザーリーよりもむしろガザーリー以降のスーフィズムを代表する思想家であり、
世界を神の自己顕現とする存在一性論（wah. dah al-wuju-d）を唱えたイブン・アラビー
Ibn al-‘Arab （d. 1240）の研究が中心である。
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この書の翻訳は、Johnson-Davis 2000がある。
これらの二つの書と同じテーマについては、『宗教諸学の再興』の要約であるガザ
ーリーの『四十の書（Kita

-
b al-Arba‘ n）』においても、それぞれ論じられている

（Arba‘ n, 48-56; 78-82）。
中絶、避妊、家族計画などの生命倫理問題については、Khan 1975; Musallam 1983;

Omran 1992; Rumage 1996; Katz 2003; Atighetchi 2007, 性とイスラームの両立について
はBousquet 1996, 女性問題については、Saadawi 1980; Mernissi 1987;マルクス1995な
ど。
イブン・サーリムIbn Sa- lim（d. 909/10）を創始者とするサーリム派のスーフィー。

マッキーについては、Massignon 1960参照。ガザーリーの『宗教諸学の再興』には、
マッキーの『心の糧』が大量に引用されている。『心の糧』の翻訳はGramlich 1992-

1995があり、ガザーリーが引用しているハディースについては、そのつど注記されて
いる。
食事に関するハディースについては、ブハーリーal-Bukha-r （d. 870）のハディース

集『真正集（S. ah. h.）』に「食事」についての章がある（S. ah. h. , Vol. 6, 195-215; ブハ
ーリー 1993-1994, 中巻, 798-819）。そこでは、預言者ムハンマドが何を食べ、どのよ
うに食事をしたのか、また食事に関するムハンマドの言葉が述べられている。
イラン東北部ホラサーン出身で、彼の生涯についてはほとんど何も知られていない。
サッラージュの神秘階梯説については、鎌田 1977参照。
『宗教諸学の再興』第二十二番目の書である｢魂の規律の書（Kita- b Riya- d. ah al-

Nafs）｣と「二つの欲望の撲滅の書」の翻訳書（Winter 1995）の序論。
食事のときに唱えるズィクル（神について思念しながら短い聖句を唱えること）と
ドゥアー（神への祈願）については、中村1982, 117-118参照。
『宗教諸学の再興』に大きな影響を与えたマッキーの『心の糧』には、「二つの欲
望の撲滅の書」に相当する章はない。マッキーは『心の糧』の第四十五章「結婚と非
婚どちらがよいか、婚姻における女性の規則の要約」において、禁欲、独身を勧めて
おり、性についてはほとんど論じていない（Qu

-
t, Vol. 2, 238-259）。

ガザーリーのスーフィズムの著作のひとつである『四十の書』においても、同様の
欲望の連鎖について議論が述べられている。それによると、食べ物の悪、それは（悪
の）源である。というのは、食欲は諸悪の根源であり、そこから性欲が生じるからで
ある。食欲と性欲が打ち負かされると、そこから金銭欲が生じる。というのは、二つ
の欲望を終わらせるのはそれしかないからである。金銭欲から名誉欲が生じる。とい
うのは、それがなくてはお金を稼ぐのは困難だからである（Arba‘ n, 78）。
ガザーリーは、空腹について以下のように言う。空腹は、心の血液の量を減らし、
その色を漂白し、漂白することによって心を光り輝かせる。そして（空腹は）、心の
脂肪を溶かし、柔軟にする。その柔軟性が（神の）開示（muka-shafah）の鍵である。
心のかたくなさが、（神の開示を妨げる）ヴェールの原因であるように。心の血液の

ガザーリーにおける二つの欲望（青柳）（44）

― 495 ―



量が減れば、敵に通じる道が狭められるのである（Ih. ya
- ’, Vol. 3, 122）。

ズィクルについては、中村 1982; Gardet 1965; Nakamura 1990; Nakamura 2001参照。
神への崇拝は、礼拝、メッカ巡礼、さらに結婚している場合は、家族を養うこと、
子供を手に入れようと努力することなどの身体的な行為によるものと、知識、瞑想な
どの内的な方法によるものがある（Ih. ya

- ’, Vol. 2, 57）。
ガザーリーは以下のように述べている。斎戒の目的は、永遠なる神の性質（akhla-q）
を身につけることであり、可能な限り欲望を捨てて天使を模倣すること（iqtida- ’）で
ある。というのは、天使は欲望を超越している（munazzah）からである。人間は、理
性の光によって欲望を撲滅する能力のために、動物より上位の段階にあるが、天使よ
り下位の段階にある。人間はこの欲望によって支配されており、それとの戦いに苦し
んでいるからである。人間は欲望におぼれるたびに、最も低い被造物の域に沈み、動
物の災難の域に達する。しかし、欲望を制御するたびに、最も高貴な被造物の域に上
昇し、天使の域に達するのである。天使は神の側近くにあり（muqarrab）、天使を模
倣し、その性質に倣う者は、天使と同じくらい、神の側近くにあるのである（Ih. ya

- ’,

Vol. 1, 368）。
ガザーリーによると、神の使徒は多くの妻を持っていたが、神への崇拝のために一
人でいることができたのであり、欲望を満足させることはその妨げにならなかったの
である（Ih. ya

- ’, Vol. 2, 57）。
｢婚姻作法の書｣でも、欲望があり、姦通の恐れがある限り、たとえ非合法な手段で
家族を養うことになるとしても、結婚した方がよいとする（Ih. ya

- ’, Vol. 2, 56）。
ガザーリーは「食事作法の書」において、スンナを守って、ズィクルとドゥアーを
唱えた上で食事することの重要性を説いている。
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