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19 世紀雲南の中國ムスリム學者，

馬德怨の�者崇拜批�

中 西 竜 也

19 世紀の雲南で活�した中國ムスリム學者，馬德怨 (1874 年沒) は，中國イスラーム

思想�上の畫	
人物である。というのも彼は，それまでの中國ムスリムがほとんど實

行し得なかったメッカ�禮と西アジア周とを成し�げ，當地のイスラーム怨思想を中

國に持ち歸ったからである。馬德怨はその旅を，1842 年から 1849 年にかけて行った。�

路にインドのコルカタに四カ�，歸�にシンガポールに一年とどまったほか，あいだに

タンズィマート�	オスマン�治下の西アジア諸都市を�った。とくにイスラーム三大

�地ほか，カイロ，アレクサンドリア，イスタンブルには比�
長く滯在した。この大

旅行を機に，それまでほぼ�絕えていた東西ムスリムの連絡が徐々に囘復する。馬德怨

以影は，中國ムスリムの中にも西アジアを訪れる者が增え，彼らのあいだに同時代のイ

スラーム世界中核地域の諸思潮が，書籍や言說のかたちで液入するようになるのである。

馬德怨以�の中國ムスリムは，おおむね 15 世紀以�の西アジアや中央アジア由來のア

ラビア語・ペルシア語�獻に依據してイスラームを理解していた。そこで，17 世紀から

著営活動が本格�する中國ムスリムの思想
營爲をめぐっては，從來，�の問題が�に

檢討されてきた。すなわち，彼らは，それらの古典
なイスラーム�獻の內容を，中國

傳瓜思想や中國の諸現實と如何に�和させてきたか1)。加えて馬德怨以影の中國イスラー

ム思想�をめぐっては，�の問題がさらに 上するだろう。すなわち，中國ムスリムは，

變動する歷�
狀況に應答しながら，同時代の西アジア (もしくは南アジア) から押し寄

せるイスラーム怨思潮を如何に接#したか。またその際，それまで中國の傳瓜
價値觀

や諸$境に卽して培ってきた，「中國
」なイスラーム2)を，如何に取り&ったか。

1 ) この問題をめぐる先行硏究については，中西［2016 ; 2018］を參照。

↗

2 ) ここでいう「中國
」とは，西南・中央アジア等とは衣なって「中國
」である，という

)味である。「中國
」イスラームは，中國傳瓜思想の影*を#けた，いわゆる「中國�」

したイスラームをふくむ，より廣い槪念を指す。つまり「中國
」イスラームは，中國傳

瓜思想や中國の諸現實との�停，および中國イスラームの傳瓜への連結によって，イス
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中國ムスリムは，時にイスラーム中核地域からの怨鮮な敎えを，本來
・權威
なも

のとしてそのまま#入れ，それを「中國
」イスラームと置き奄えた3)。しかし0況に

よっては，その外國からの見知らぬ敎說をめぐって，中國イスラームの傳瓜に根差した

再解釋を提示した。ならば，中國ムスリムがイスラーム古典の內容を中國傳瓜��とす

り合わせたことのみならず，彼らが外來・怨來のイスラーム言說を，中國イスラームの

傳瓜の上に#容・展開したこともまた，イスラームの「中國
」發展，ないし「中國
」

イスラームの形成12として3目に値する。だが，このことは，從來ほとんど關心が拂

われてこなかった。

そこで本稿は，馬德怨が西アジアから中國にもたらしたイスラーム怨思想のひとつ，

�者崇拜批�を取り上げる。そして，中國イスラームの傳瓜との接續による，イスラー

ムの「中國
」展開とは，どのようなものであり，それはいかにして4こったか，その

一端を5らかにする。具體
には，馬德怨による�者崇拜批�が，イスラーム世界6體

の思想潮液に比べて如何に獨特であり，中國ムスリムの學問傳瓜と如何なる關係を7し，

その他どのような背景を8えていたかを吟味する。結論を先取りしていうと，馬德怨の

�者崇拜批�は，西アジア由來のスーフィズム批�を，イブン・アラビー (Ibn ʻArabī, d.

1240) に歸される「存在一性論 (wah
̇
da al-wujūd)」によって先銳�させた點で獨特であっ

た。ゆえに以下では，馬德怨のその議論が，17 世紀以來，アラビア語圈で本格�する存

在一性論擁護，<びイブン・アラビーの論敵，イブン・タイミーヤ (Ibn Taymīya, d. 1326)

再=價の潮液，そしてそれに付隨して色濃くなっていった�者崇拜批�の風潮，さらに

中國における存在一性論の盛行と，どのような關係にあったかを考察することになる。

また，馬德怨の�者崇拜批�が當該の特性を帶びた背景には，これまた結論から言えば，

馬德怨とスーフィー敎團ジャフリーヤとの確執，中國におけるスーフィー敎團の傳瓜


地位，そしてジャフリーヤの�者崇拜擁護論が關わっていたと見られることから，これ

らの點についても檢證する。

第一違 馬德怨の�者崇拜批�の位置

第一� 西アジア由來の�者崇拜批�の先銳�

�者崇拜 (被>物に神性を@めること) にたいする馬德怨の批�については，咸豐八年

ラーム中核地域とは衣なる樣相をもったイスラームを)味する。
↘

3 ) 『蘭州紀略』によると，淸代內地の中國ムスリムは，メッカによりDい怨疆に液傳する敎え

や經典を比�
眞理にDいとみなす傾向をもっていたという［佐口 1963 : 564 ; 蘭略 : 254］。
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(1858) 刊行の漢語著作『四典G會』(以下『G會』) 卷四「正衣考営」の記営がよく知られ

ている。加えて，管見の限り先行硏究で6く觸れられたことがないが，同治六年 (1867)

刊行の，『理學折衷』(以下『折衷』と呼稱) という漢語タイトルを7する，彼のアラビア語

著作にも，�者崇拜批�が開陳されている。後者には，「正衣考営」と重なる記営も多い

が，獨自のH論もある4)。

夙に知られるように，「正衣考営」には，馬德怨が，メッカ (天方) でイスマーイール

(以斯莫恩來<Ismāʻīl) という人物から垂戒を#けて，人々のスーフィーJ師への無分別な

歸依を批�するようになった，ということが示唆されている。いっぽう『折衷』では，

まさしくスーフィーJ師へのK目
なL隨を，�者崇拜の一種として非難する中で，イ

スマーイールの名こそ擧げないが，その訓戒の內容に言<し，しかもそれを存在一性論

にもとづいて先銳�させている。本Nでは，この先銳�の樣相を5らかにする。まず，

「正衣考営」にみえるイスマーイールの言說について確@する。

｢正衣考営」によれば，馬德怨は，メッカ�禮の當初，「眞O」を傳えるスーフィーJ

師 (晒以核<shaykh) に師事することによって，スーフィズムの三段階 ――シャリーア

(sharīʻa，イスラーム法のP守)，タリーカ (t
̇
arīqa，スーフィズムの修行)，ハキーカ (h

̇
aqīqa，

神人合一，眞相直觀)―― を昇段していこうと考えていた。しかし，そんな彼との問答の

閒に，イスマーイールはこう吿げたという。「今の人々が行う〔シャリーアの〕五行 (五

功) は僞のOだろうか。�人とその弟子が行ったのは五行だし，四大法學者や百萬の賢者

がP守したのも五行，あらゆる經典に載るのも五行である。これは眞のOではないだろ

うか。この地の現在の學者，數千の大衆は皆これを修行とするが，汝一人それを小事と

見るのか。」「Sっぺらな人は表面
なことしかできないし，厚みのある人は深Tなこと

が行える。小さい者がやることは小さく，大きい者がやることは大きい。しかしいずれ

も〔イスラーム法の規定する〕五行であることに變わりはない。しかもスーフィーJ師

(晒以核<shaykh) が太陽の5るさをもっていたとしても，K目の者にどんな益があろう

か。」「V命 (天命) で定められたものは，いつか必ず得る。定められていないものを無理

に欲してはいけない。�者は求めやすいが，後者は求め難い。まして五行は神の命じた

ものであり，我らの本分として爲すべきものである。タリーカやハキーカは神の命じた

ものではなく，我らが自ら加えた修行，L加修行である。これを行うのは立Wだが，行

わなくても我らに責めはない。汝は神が〔V命や本分として〕命じたことを保守すべき

4 ) 他に，馬德怨のアラビア語著作『イスラームの忠吿 (Nas
̇
īh
̇
a al-Islām)』とその漢語抄譯

『醒世箴』でも，�者崇拜批�が繰り廣げられている。『四典G會』や『醒世箴』の�者崇

拜批�については，杨桂萍［2004 : 188-192］參照。
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だ」と［G會 : 83］。

�に『折衷』で，この敎戒がどのように先銳�されるかを見てみよう。同書でも，

シャリーアが萬人に課される絕對義務であるのに對して，タリーカ，ハキーカはc良の

みが行い得るL加修行だから，シャリーアこそを行うべきだと說く［折衷 : 17a-19a］。そ

して，續けて馬德怨は，「J師 (murshid) の〔弟子の〕輪 (dāyra) に入ってそこで#け入

れられた者は神の友 (walī) になる」という一部の人々の言說を取り上げ，�のように却

下する。

神の友たること (walāya) とは，至高なる神の引き付け (jadhba) である。それは，

神に許可された完6な神の友の仲介によって，その影* (tas
̇
arruf) 下において〔生

じる〕。人閒が〔自己の�斷で〕“神の友”の名で呼ぶ者なくして〔生じるのである〕。

引き付けは，預言者性や神の恩寵に對する畏怖の如きものである。それには，獲得

性がない。すなわちそれは，下僕がその行爲によっても，また〔彼を〕J師たる神

の友が完成させることによっても，獲得し得るものではないのである。それは何ら

かの事に對價として補償されるものではない。むしろそれは，神がdむところの下

僕に恩寵として與える，e愛
慈悲である。もし彼にそれに對する#容力 (qābilīya)

があれば，下僕はそれによって神〈稱えあれ〉の引き付けを#け取る。……神の友

は，別人にない2度の#容力がある。多くの行爲や修行だけでは，神の友とはなら

ない。〔神の友となるには〕むしろその#容力こそが必Gなのである。神の友たるこ

とへの備え (istiʻdād) が無いものは，決して神の友にはならない。たとえ彼が完6で

眞正な神の友の下で百年養育されたとしても。それは，譬えれば，その光が6くí

られていない太陽の下に，K目者 (aʻmā) がいることの如きに他ならない。多くの人

はそれについて無知である。それで，彼らは彼ら自身の努力や能力のうちにないも

のへとfいでしまう。そして，彼らが，彼 (J師) に諸々の隱されたもの (mugh-

ayyabāt) が開示されたと聞くと，それによって彼ら (J師たち) は人々のあいだで崇

敬される者たち (mukarramīn) となった。……［折衷 : 19b-20b］

ここで馬德怨は，ある者が「神の友」となるかどうかは，彼の「#容力」や「備え」に

依存するのであって，スーフィーJ師の敎Jによるのではないと営べている。「#容力」

や「備え」は，存在一性論のg語である。

存在一性論によれば，神の萬物創>とは，神の本體たる「存在 (wujūd)」が萬物として

自らを顯し，現れることに他ならない。この自己顯現の際，神は，自らを形容する神名

の6て，ないし各神名に付隨する屬性 (たとえば，「6知者」という神名には「知」という屬性

が付隨する) の6て，つまりは自己の6容を，萬物それぞれの上に投影しようとする。し

かし，完6人閒 (insān kāmil) 以外の萬物は，この自己顯現を丸ごと#け入れることがで

19 世紀雲南の中國ムスリム學者，馬德怨の�者崇拜批�
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きず，それぞれ衣なる一部の神名・屬性，つまりは神の樣々な限定
側面を體現するに

止まる。それで，唯一なる神の自己顯現ないし自己限定から，萬物の多樣性が生まれる

ことになる。かくして神は，自らの6體宴を，完6人閒をiじて顯示するとともに，そ

の他の萬物の總合，つまりは世界の6體によっても映し出すことで，萬物創>の目
を

�げる。

この世界觀のもと，萬物各々が神の自己顯現をどれほど#容・反映しえるか，つまり

は各存在者の個性を決定する因子として措定されているのが，「#容力」や「備え」であ

る。さらに，「#容力」や「備え」がどれほどであるかは，各存在者の「恒 常
實在

(ʻayn thābita)」(複數形は aʻyān thābita) によって決まるとされる。恒常
實在は，永Tなる

神の知に把握された，各存在者の本質 (māhīya : それは何であるかということ) である。神

は，何かとして自己顯現するのに先立って，自らの知のうちに，その何かが何であるか

を@識しておくのである5)。イブン・アラビーによれば，恒常
實在とは，神が超時閒


に定めておく「天命 (qad
̇
ā)」に相當する。そして，神の「豫定 (qadar)」が，この「天

命」の發動を時閒軸上に指定する6)。Gするに，存在一性論によると，「#容力」や「備

え」の如何は，神の天命や豫定にかかっているのである。この觀點からすると，ある者

が何者であるか，たとえば「神の友」となるか否かを，神にあらざるスーフィーJ師が

左右することはあり得ない。

果たして上引�は，まさしくこの存在一性論の立場から，相應の「#容力」や「備え」

のない者がスーフィーJ師の力で「神の友」になることは絕對にない，と斷言する7)。そ

5 ) 馬德怨をふくめ，中國ムスリムが存在一性論を理解するうえで�に依據していた，ジャー

ミーの『閃光の照射』(後出) に�のようにある――太字は，『閃光の照射』が3釋する，

イラーキーの『閃光』(後出) の本�。「その諸事物 (shuʼūn) が〔神の〕知において識別

されたとき，“恒常
諸實在 (aʻyān-i thābita)”と呼ばれる，神の知のレベルにおけるそれ

ら〔諸事物〕の表象に，個物のレベルにおける存在〔の顯現〕への備えが生じた。……諸

光，すなわち神〈稱えあれ〉の自己顯現の諸光の出現は，備え，すなわちその諸光にたい

する，自己顯現を#けるものの備えの	度による。溢出，すなわちその諸々の自己顯現に

付隨する，諸知識や諸直觀からなる諸溢出は，
容力，すなわちその諸溢出にたいする，

自己顯現を#けるものの備えの	度による」［Ashiʻʻa : 110-111］。また，馬德怨も，�のよ

うにいう。「神〈稱えあれ〉は，〔神の知のうちの〕彼 (下僕) の事物 (shaʼn) がGjする

2度にしたがって彼に自己顯現する」［折衷 : 12a］と。中西 2017，Nakanishi 2018 も參照。

6 ) この「天命」と「豫定」に關するイブン・アラビーの說は，馬德怨もこれを踏襲している

［中西 2017 ; Nakanishi 2018］。

7 ) 上引�には，「神の友」への昇格をもたらす「神の引き付け」は，「神に許可された完6な

神の友の仲介によって，その影*下において〔生じる〕」ともある。馬德怨も，ある「神の

友」が別の「神の友」の出現に一定の役割を果たすことを@めてはいた。ただ，その役割

とは，#動
な仲介であって，能動
な育成ではない。人を「神の友」たらしめるのは，

あくまで神であるというHに，馬德怨の力點はある。
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して，それ故に，續く�違［折衷 : 21b-25b］は，「神の引き付け」を惹4して人を「神の

友」にしたり，奇跡の行mや神への執り成しを可能にしたりする「神性の力 (qudra ilā-

hīya)」［折衷 : 25b］を得たと稱する者や，彼らにL從する者を，激しく非難する。

｢神の友」に關するスーフィーJ師の敎Jを無效とするこの議論は，『G會』「正衣考

営」に載るメッカのイスマーイールの言說に比べると隨分と先銳
である。イスマー

イールは，「V命で定められていないもの」は「求め難い」と営べるにとどめ，スー

フィーJ師が，V命とは衣なる方向へ人々をJく可能性をわずかにでも殘していた。し

かし『折衷』は，存在一性論をJ入することによって，その可能性を完6に否定するの

である。

第二� 19世紀西アジアの思想狀況

では，この先銳�は，馬德怨の獨創なのだろうか。ひいては中國イスラームの傳瓜に

根差した「中國
」展開と見なし得るだろうか。これを考えるために，本Nでは，彼が

存在一性論にもとづいてスーフィーJ師の「神の友」育成を否定するに當たって，着想

を得た可能性のある，同時代もしくはそれ以�の西アジア・アラビア語圈の思想狀況を

槪觀し，そこから馬德怨の創)の7無を檢證する。

El-Rouayheb［2015 : 249］によれば，西アジア・アラビア語圈では，17 世紀から，そ

れ以�しばしば衣端の4疑をかけられていた存在一性論が，本格
に荏持・擁護される

ようになるという。16 世紀以�にも，ハイタミー (Ibn H
̇
ajal al-Haytamī, d. 1567) やシャア

ラーニー (ʻAbd al-Wahhāb al-Shaʻrānī, d. 1565) などが，イブン・アラビーのための辨5を

行った。しかし，しばしば1激と目された，イブン・アラビーの�著『叡 智の臺 座

(Fus
̇
ūs
̇
al-h
̇
ikam)』の敎說 ――存在一性論や，火獄における苦痛s滅の說8)，ファラオの

唯一神信仰の說9)―― については，字義iりの解釋を拒絕したり［Nafi 2009 : 68］，後世

の改竄としたり［El-Rouayheb 2015 : 240］，いささか<び腰であった。いっぽう 17 世紀

以影になると，ヒジャーズ地方やシリア地方で，シャッターリー (Shat
̇
t
̇
ārī)，ナクシュバ

ンディー (Naqshbandī)，およびハルワティー (Khalwatī) といったスーフィー敎團の屬員

の中から，イブン・アラビーの當該の「1激思想」をも堂々と肯定する者が現れた

［El-Rouayheb 2015 : 249-270］。たとえば，シャッターリーやナクシュバンディーのO瓜

に連なるクーラーニー (Ibrāhīm al-Kūrānī, d. 1690) は，存在一性論を「#肉 (h
̇
ulūl)」や

「神人一致 (ittih
̇
ād)」の說と斷 罪したイブン・タイミーヤの批�に反 論した

8 ) 當該說については，中西 2017，Nakanishi 2018 參照。

9 ) 當該說については，Ernst 1985 參照。
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［El-Rouayheb 2015 : 277-285］。加えて，クーラーニーや，同じくナクシュバンディーに

屬すナーブルスィー (ʻAbd al-Ghanī al-Nābulusī, d. 1731) は，存在一性論が神を「存在 (wu-

jūd)」に同定することに關するタフターザーニー (Saʻd al-Dīn al-Taftāzānī, d. 1389/90) の批

�に反駁を加えた［El-Rouayheb 2015 : 312-344］。

このように，16，17 世紀を境に，イブン・アラビー擁護論は樣變わりするが，いずれ

にしても 19 世紀以�のイブン・アラビー荏持者の�液は，スーフィー敎團と何らかの關

わりを持ち，スーフィーJ師の權威を傷つけるようなことはしなかった。それどころか，

ハーニー (Muh
̇
ammad b. ʻAbdullāh al-Khānī, d. 1862) のように，存在一性論によってスー

フィーJ師の敎Jを正當�する者さえいた10)。

また，西アジアでは，存在一性論擁護の本格�と竝んで，同じく 17 世紀から，イブ

ン・アラビーの論敵，イブン・タイミーヤの思想を再=價する者が現れ始める［Nafi

2002b : 324, 329-334, 348-349, 353 ; El-Rouayheb 2010 : 300-311］。彼らの中には，同時に

イブン・アラビーを擁護する者もいた。そして，この潮液の中から，スーフィーの衣端


慣行や�者崇拜にたいする非難の聲が高まっていった。

しかし，やはりスーフィーJ師一般の敎Jを無)味とするような論�は稀であり，そ

れも 20 世紀にならなければ現れない。たとえば，クーラーニーは，イブン・タイミーヤ

とアシュアリー (Ashʻarī, d. 935/6) の神學を，存在一性論の仲介によって�停した

［El-Rouayheb 2015 : 283-284]11) が，彼はスーフィーJ師への師事の必G性をむしろ强�

10) ハーニーは，師ハーリド・バグダーディー (Khālid al-Baghdādī, d. 1827) の敎說をイブ
ン・アラビー思想によって闡5した［Weismann 2001 : 148］。ハーニーは自著『崇高な喜
び (Bahja al-sanīya)』［Bahja : 8-10］において，ナーブルスィーの論営を引用する中で，
存在者各々が神の衣なる側面 ―― 固7の� (rabb)，それに對應する下僕性 (ʻibāda)――
を顯すがゆえに，人閒はもとより萬物がJ師たりえるという，イブン・アラビーの說に言
<する。加えて，それが，「神〔に至る〕には，被>物の呼yの數だけOがある」という言
葉の)味だと営べる。そして，再びナーブルスィーの�のような�張を引用する。「諸々の
Oは，至高なる神へのJきという觀點からは6て等しいが，至高なる神へのJきと到zの
Dさという觀點からは相{する。唯一性@識の諸等|に到zするために弟子にとって�も
Dく�も容易なOは，ナクシュバンディーヤのO〈神よ，その高き人々の祕奧を淸めたま
え〉である」と。つまり，イブン・アラビーによってJ師として承@された萬物のなかで
も，とくにナクシュバンディーヤWのスーフィーJ師の敎Jは，神への到zに�もDいと
いうのである。『崇高な喜び』は，}爺 (1924 年沒) がアラビア語で著した，ジャフリー
ヤ敎團 (後出) の�者傳 Manāqibに引かれており，20 世紀初めには中國に傳入していた
［Sobieroj 2019 ; 163］。

↗

11) El-Rouayheb［2015 : 283-284］によると，クーラーニーは，神の永Tのコトバと，人閒に
よって�誦・書寫・記憶される言葉との關係をめぐって，アシュアリーWと，イブン・タ
イミーヤをはじめとするハンバリーWとの見解を折衷する，イブン・アラビー
立場を
�ったという。すなわち，アシュアリーWはこう考える。神の永Tのコトバは，�聲や�

字から成るものではない靈
なコトバ (kalām nafsī) であり，�誦・書寫・記憶されるア
ラビア語のクルアーンは，この靈
なコトバ ――それ自體は空閒
・聽覺
に發令され
たものではないもの―― の一表現である，と。對してハンバリーWは，神の永Tの言葉
は，�誦・書寫・記憶されるクルアーンにあるとおり，そのままに發令されたとする。そ
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した［Yılmaz 2005 : 418］。また，アブールサナー・アルースィー (Abū al-Thanāʼ Mah
̇
mūd

al-Alūsī, d. 1854)，その息子ハイルッディーン・アルースィー (khayr al-Dīn Nuʻmān al-Alūsī,

d. 1899)，およびカースィミー (Jamāl al-Dīn al-Qāsimī, d. 1914) といった，著名なイブン・

タイミーヤの荏持者たちは，イブン・アラビーをある2度擁護12)しながら，スーフィー

の衣端
慣行 (不�當ないし無)味な修行，シャリーアからの逸脫，スーフィーJ師に神への取り

なしをj求すること，スーフィーJ師の墓への參詣など) を批�した［Nafi 2009 : 82-85 ;

Commins 1990 : 80-82］が，穩當なスーフィズムを奉じるウラマーやスーフィーには敬)

を拂った13)。

20 世紀初頭には，同じくイブン・タイミーヤを稱揚するザフラーウィー (ʻAbd

al-H
̇
amīd al-Zahrāwī, d. 1916) という人物が，自著『法學とスーフィズム (al-Fiqh wa al-ta-

s
̇
awwuf)』(1901 年刊) で，スーフィーたちの禁欲�義を一括して怠惰と指彈し，「眞の

スーフィズム」からの逸脫と批�して物議を釀した。しかし，同じ思想傾向をもつラ

シード・リダー (Rashīd Rid
̇
ā, d. 1935) でさえ，その大膽さを非難したというくらい，こう

したスーフィズム一般を攻擊するような動きは例外
であった［Commins 1990 : 58-59］。

このように，馬德怨と同時代もしくはそれ以�，あるいは彼のしばらく後にさえ，存

在一性論の立場から，スーフィーJ師一般の弟子育成能力を否定
に&った者は，まず

見當たらない。もちろん，馬德怨がメッカで出會ったと稱するイスマーイールも，それ

に該當しない。また，イスマーイールは，杨桂萍［2004 : 186-187］によれば，「ワッハー

して，永Tで非創>物である神のコトバは複數の�聲や�字に區分・�列されないという
アシュアリーWの�張に反對する。クーラーニーは，イブン・アラビー傳瓜の典型として，
その中閒の立場を�る。發令・�示されたクルアーンは，原初に，いくらかの�成部分に
�列されていた ――物理
に部分に分かれていたわけではないが，神の永Tの知の對象
である限りにおいて分別されていたとし，アシュアリーWの)見に部分
に反對する。
いっぽうで，その�列は靈
なコトバについてなされたのであって，�聲や�字となった
ものを�列したのではなかった―― �聲や�字は永Tのコトバが現象界に顯現したもの
である，と�張する。

↘

12) アブールサナーは，存在一性論を批�し，イブン・アラビーの著作を讀むことを禁じたが，
イブン・アラビーの�者性を信じ，彼の一部の議論も=價した［Nafi 2002a : 485 ; 2009 :
74-78］。ハイルッディーンも，父同樣，イブン・アラビーの著作を讀むことを禁じたが，
イブン・アラビーがタクリード (taqlīd : 權威學說のK目
模倣) を拒否したことを=價し
た［Weismann 2003-2004 : 231-232］。カースィミーは，イブン・アラビーの存在一性論を
「#肉 (h

̇
ulūl」や「神人一致 (ittih

̇
ād)」の誹りから擁護した［Sirry 2011 : 86-95］。

13) アブールサナーはハーリディーヤ (Naqshbandīya-Khālidīya) にH屬し，名祖ハーリド・
バ グ ダーディー (Khālid al-Baghdādī, d. 1827) が唱えた，ラービタ (rābit

̇
a) の修行

(ハーリドは，i常のラービタのように直接の師の�を思い描くのではなく，彼自身の�を
思い描くことをG求) をも荏持した［Weismann 2001 : 36, 117］。ただ，ハイルッディーン
も，ハーリディーヤに加入した［Nafi 2009 : 56］が，このラービタについては疑問視した
［Weismann 2001 : 113-114 Weismann 2003-2004 : 232］。また，カースィミーは，スー
フィーJ師たちを「人々のあいだに靈
狂氣と憂鬱とを生み出す電線」と非難［Sirry
2011 : 83］したが，若年に加入したナクシュバンディーヤを離れた後も，J師ハーニー
(Muh

̇
ammad al-Khānī the yonger, d. 1898) に師事し續けた［Weismann 2001 : 277-278］。
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ブW」の人士と推斷されるが，その是非はともかくとして，同Wの名祖イブン・アブ

ドゥルワッハーブ (Muh
̇
ammad b. ʻAbd al-Wahhāb, d. 1791) も，同樣に該當しない。イブ

ン・アブドゥルワッハーブは，イブン・アラビーを不信者と@定してイブン・タイミー

ヤを肯定
に=價し，�者崇拜を批�したが，スーフィズムの修行やスーフィーJ師そ

のものを問題にはしなかった［Peskes 1999 : 150-151］。

馬德怨が，如上の西アジアにおける 17 世紀以來の二大思想潮液，イブン・アラビーの

擁護とイブン・タイミーヤの再=價とから，何らかの着想を得ていた可能性は否定でき

ない。筆者が別稿で論じたように，馬德怨は，そのアラビア語の自著『歸處の諸神祕

(Asrār al-maʻād)』において，イブン・アラビーの，火獄における苦痛s滅の說を祖営し，

同時に，それと矛盾するイブン・タイミーヤの火獄論にも言<している［中西 2017 ;

Nakanishi 2018］。

加えて『折衷』には，16 世紀以�の型に屬す，イブン・アラビー擁護論が見える。す

なわち，ハイタミーの『ハムズィーヤ3釋についてのメッカの贈り物 (al-Minah
̇

al-Makkīya fī sharh
̇
al-Hamzīya)』［Minah

̇
, III : 1469］を引き，「イブン・アラビーとイブン・

ファーリド (Ibn Fārid
̇
, d. 1235) は神の友である。兩者を非難することは禁じられている」

［折衷 : 26a-b］と営べる。また，ハスカフィー (ʻAlāʼ al-Dīn al-H
̇
askafī, active in the mid-17 th

century) の『c良の眞珠 (Durr al-Mukhtār)』［Radd, III : 406］を引き，『叡智の臺座』に

「シャリーアに衣なる諸々の言葉がある」が，「それは一部のユダヤ敎徒がシャイフ〈神

よ彼の祕奧を淸めたまえ〉に着せた噓に屬す」［折衷 : 26a］と営べる。

さらに『折衷』は，馬德怨が，イブン・タイミーヤ再=價の潮液に掉さす，スーフィ

ズムの限定
批�，すなわち一部のスーフィーによる衣端
慣行や�者崇拜にたいする

批�の言說を接#していたことをも示唆する。すなわち同書は，�Nに見たように，「神

性の力」を得たと稱する者，それで神への執り成しを謳ったりする者を非難している14)。

のみならず，シャリーアP守を免除されたと嘯く者，および彼らにL隨する者たちにた

いしても，激烈な批�を繰り廣げている［折衷 : 20a-29a]15)。

14) 『折衷』［折衷 : 25b］に�のようにある。「我々は，一部のシャイフたちの諸々の奇跡 (kar-
āma) について営べた諸論�を見た。〔それによると〕彼らは，�の如くである。彼らは，
彼らから人閒性の特性を驅除し，彼らに神性の力を結び付けた。それで，神の許しに一致
することなくして，彼らの欲するままに行う。さらには，彼らの手によって〔神の〕引き
付けがありさえする。それどころか，樂園や火獄に入ることさえも，彼らの欲求によって
なる。その諸書にあることはみな，�實な言葉とは思われない。むしろ我々には，シャ
リーアの準則によって，それに對抗することが必Gである」と。

↗

15) 『折衷』では，「神の友」の�たるカラーマ (karāma : 奇跡) は，神への�從を驚衣
な水
準で實踐することを可能にするような「內面
カラーマ (al-karāma al-bāt

̇
inīya)」だとい

う［折衷 : 22b-24a］。また，シャリーアを守らない者を，「神の友」どころか，「惡�に結
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しかし，馬德怨のスーフィーJ師論は，彼と同時代ないしそれ以�の，西アジアにお

けるイブン・アラビー荏持者や，イブン・タイミーヤ再=價者の議論と衣なるHがあっ

た。彼らは，上営の如く，大勢において，スーフィーJ師の敎Jの7效性それ自體に疑

義を¡することはなかった。この思想狀況に照らせば，馬德怨が，存在一性論にもとづ

いて，スーフィーJ師一般の「神の友」をめぐる育成能力に衣議を發したこと，それに

よってメッカのイスマーイールの訓戒を先銳�させたことは，彼の獨創であったと考え

てよいだろう。

もちろん，イスマーイールの忠吿の正確な�言は不5であり，彼がどのような思想W

別に屬していたかも未詳である。彼が實在の人物であるかも分からない。しかしイス

マーイールが實在であれ架空であれ，馬德怨が，西アジアの存在一性論擁護論と，スー

フィズムの限定
批�とをy收しつつ，そこに獨特の發展を加えていたことは，確かで

ある。

第三� 馬德怨のスーフィー師論と中國ムスリムの學問傳瓜

存在一性論は，中國ムスリムの學者たちのあいだでも傳瓜
に多大な影*のあった學

說である。彼らのあいだでは，ジャーミー (ʻAbd al-Rah
̇
mān Jāmī, d. 1492) がペルシア語で

著した存在一性論の解說書，『閃光の照射 (Ashiʻʻa al-Lamaʻāt)』などが，權威ある「經典」

として讀み繼がれてきた。また，彼らのうち，イスラームの敎義を漢語で著営した者た

ちは，しばしば存在一性論によって，イスラームと中國傳瓜思想との親和性を示した。

その典型は，�も著名な中國ムスリム學者の一人である，劉智 (1724 年以影沒) が，『閃

光の照射』などを典據として著した漢語作品『天方性理』に@められる。

では，存在一性論にもとづく馬德怨のスーフィーJ師論は，そのような中國ムスリ

ムの學問狀況とどのような關係にあったのだろうか。それは，『折衷』のほぼ�£に當

たる部分［折衷 : 2a-17a］から窺われる。そこで馬德怨は，存在一性論にもとづいて，

び付けられた者 (quranāʼ al-shayt
̇
ān)」と非難する［折衷 : 26b-27b］。類似のことは，ア

ブールサナー・アルースィーも�張していた。彼は，「神の眞の友 (al-awliyāʼ al-kāmi-
lūn)」はシャリーア一致して振る舞う者であって，それに矛 盾するのは「惡�の友
(al-awliyāʼ al-shayt

̇
ān)」と営べる［Abu-Manneh 2007 : 28］。ところで，アブールサナー

は，1851 年に時のオスマン�のシェイヒュルイスラーム (S
̇

eyhüʼl-İslâm, 在職 1846-54)，
アーリフ・ヒクメト (Ârif Hikmet Bey, d. 1859) と會見し，後者によるイブン・タイミー
ヤ批�に對して反論を行ったものの，同時に�者は後者のサラフィー (salafī) 
傾向を=
價したという［Abu-Manneh 2007 : 27 ; El-Rouayheb 2010 : 307-308］。そして，馬德怨もま
た，1845 年に，おそらくアーリフ・ヒクメトと會見していた可能性がある［中西 2017 ;
Nakanishi 2018］。馬德怨は，アーリフ・ヒクメトをiじて，後にアブールサナーが=價す
るような，シャリーア¥重の風潮に觸れていたかもしれない。

↘
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スーフィーJ師から，弟子を「神の友」に育て上げる「神性の力」を剝奪するに先だっ

て，その�提となる議論を行っている。すなわち，「一性論者 (muwah
̇
h
̇
idūn)」や「一

性の人々 (ahl al-wah
̇
da)」のH說，つまりは存在一性論が，そもそも神と被>物とを嚴

格に區別する體系であることを論じている。そして，この箇Hでは，西アジア・アラ

ビア語圈の�獻ではなく，むしろ「中國イスラームの古典」と呼ぶべきものが，論據

として¦用されているのであった。具體
には，『天方性理』(Kitāb Silī al-Islām という

アラビア語のタイトルで引用される) や，『閃光の照射』が，5示
に引用されている。ま

た，當該の議論においては，同じく中國ムスリムにとっての重Gなアラビア語�獻の

ひとつ，タフターザーニーの『ナサフィー信條3 (Sharh
̇
al-ʻAqā’id al-Nasafīya)』も，ª示


にではあるが參照されている。このことは，馬德怨が，メッカのイスマーイールの敎

說，もしくは西アジアの思想潮液から出發して，怨しいスーフィーJ師論を�築した際，

中國ムスリムの學問傳瓜からも着想を得ていたことを示唆する。以下，その詳細を確@

しよう。

まず，『天方性理』の引用によって論じられるのは，神の完6な顯現の場たる完6人閒，

およびその靈たる「神に歸屬する靈 (al-rūh
̇
al-id

̇
āfī)」ないし「ムハンマドの靈 (al-rūh

̇

al-Muh
̇
ammadī)」さえも神から截然と區別するのが，「一性の人々」の立場だというこ

とである［折衷 : 7a-12a]16)。�に，『閃光の照射』は，人が神のうちにs融して「人閒性

の痕跡がs滅したとしても，それは彼の目擊そのものにおいてそうなのであって，眞相

としてはそうなのではない」という�張の典據として見えている［折衷 : 12a-13b]17)。こ

こで『閃光の照射』が示すのは，そのもとづくところの存在一性論が，いわゆる「神人

合一」を，あくまでヒトの@識論上の境地と捉えているということ，つまりは神・人の

存在論
一致を否定しているということである。

『ナサフィー信條3』は，存在一性論が，神そのものや神名と萬物とを同一視しないど

16) 『折衷』には『天方性理』の引用 箇Hを「第二 daftar，第四 tas
̇
wīr」「第六 daftar，第二

tas
̇
dīr」と呼ぶが，それぞれ『天方性理』圖傳卷一「眞理液行圖說」(卷一第五圖說) と卷

五「數一三品圖說」(卷五第二圖說) のことであろう (『天方性理』圖傳に先立つ「本經」

を第一 daftarとし，圖傳卷一を第二 daftarとするのだろう。したがって正しくは「第二

daftar，第四 tas
̇
wīr」は，「第二 daftar，第五 tas

̇
wīr」であろう)。いずれも，「神に歸屬す

る靈」(『天方性理』では「繼性」) や「ムハンマドの靈」(『天方性理』では「眞理」「大命」

「至�之性」) を�題とする。詳細は，Murata［2009 : 212-219, 508-514］參照。

17) 『折衷』には，「クーナ ウィーの『閃光 (Lamaʻāt)』」とある［折衷 : 13b］が，正しくは

「イラーキーの『閃光』」であろう。クーナウィー (S
̇
adr al-Dīn Qūnawī, d. 1274) に『閃

光』という著作はない。『閃光の照射』は，イラーキー (Fakhr al-Dīn ʻIrāqī, d. 1289) の

『閃光』にたいする3釋である。『閃光』および『閃光の照射』の引用 箇Hは，Ashiʻʻa

［96-97］。その詳細については，靑木ほか［2005 : 62-63 (n. 11)］を參照。
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ころか，兩者の屬性をも混同しないことを說5する箇Hで，ªに參照されている。當該

個Hには，�のようにある。

諸々の可能
存在者 (=被>物) の存在は眞實在〈稱えあれ〉の諸名の出現である。

淸淨なる神の本體が諸被>物の諸物質に變�したのではない。というのも，純粹一

性 (ah
̇
adīya) の本體は永Tに出現しないからである。もちろん〔その本體は〕諸々

の被>物に變�すること，すなわち〔神の〕怨生への命令のうちに屬してもいない。

同樣に，“クルアーンは神のコトバであって被>物ではない”と言われているのは，

靈
なコトバ (al-kalām al-nafsī) を)味する。それは出現以�，話す御方の實體で，話

す御方はそのコトバの出現以影，コトバの實體である。すなわち，話す御方それ自

體のうちにあるものが，〔話す御方の〕外側に現れた言葉の，諸々の)味の實體 (ʻayn

maʻānī) だということである。それが)味するのは，話す御方の本體が諸々の言葉の

�字列やそのインクだということではない。それは，汝が鏡の中の太陽の形象を指

して，“これは太陽であり，太陽はこれである”と営べたのと同樣である。〔その場

合の〕汝の)圖するところは，“太陽がこの鏡で，この鏡が太陽だ”というのではない

し，“書かれたクルアーンは，その�字やインクとともに，それどころかその紙や表

紙とともに，永Tである”と�張するハンバルWの〔見解の〕如きでもない。そうで

はなくて，永Tのものと特�づけられるのは，眞理の人々によれば，話す御方それ

自體によって存立する，靈
なコトバである。神の本體に含まれている事物 (shaʼn=

神名・屬性) は，話す御方それ自體によって存立する，)味の如きである。被>物に

屬す事物 (=恒常
實在) は，書かれた言葉における，言葉の)味の如きである。諸

被>物の諸物質は，紙によって存立する�字やインクの如きである。［折衷 : 3b-4a］

Gするに，神の限定
側面，ないしは神名の顯現したものが被>物であるからといって，

神が「話す御方」という名を持つことと，人閒が話す者であることとは衣なる，という

のである。奄言すれば，神の屬性のひとつである「コトバ」と人閒の言葉とは別物だ (�

者は後者の“)味”に相當する) ということである。これは，存在一性論が，神の屬性を被

>物のそれと同じとみなすハンバルW神學の擬人神觀の如きものではないとの辨解であ

る。むしろ，存在一性論は，ハンバルW神學と相反する，アシュアリーW神學の見解に

Dいとの表5である。神の「靈
なコトバ」と人閒の言葉とが同一でないということは，

アシュアリーW神學の立場である。そしてそれは，中國ムスリムの�¬でいえば，彼ら

が�も重視する神學書『ナサフィー信條3』の說に他ならなかった18)。つまりここでは，

↗

18) 『ナサフィー信條3』［Sharh
̇
al-ʻAqāʼid : 95］に�のようにある。「“コトバ (kalām)”とは，

確證によれば，もともと，〔神〕ご自身 (biʼl-nafs) によって永Tである“)味”〔を指示す
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存在一性論が擬人神觀にあらざることを論證するために，『ナサフィー信條3』がªに引

かれているのである。

以上のように，馬德怨は『折衷』�£において，中國ムスリムのあいだで權威のあっ

た諸�獻を論據として，存在一性論を，神と被>物との同定ないしは�者崇拜から切り

離すという作業を行っている。また，それを踏まえて，彼は，存在一性論の解者が，

「神はその時代の�も優れた者の肉體に#肉した。彼は神を代表する者 (nāʼib) であり，

表象 (s
̇
ūra) である」［折衷 : 7b］などと営べ，神と被>物とを同一視することを非難し

てもいる。そして，そのような議論をiじて，馬德怨は，『折衷』後£においてスー

フィーJ師の神性@定を存在一性論によって批�するための基礎を固めていたのである。

�Nで得た知見を合わせて言い直せば，馬德怨は，中國ムスリムの學問傳瓜に依據して

存在一性論を解釋し，�者崇拜と無緣の體系として提示したうえで，西アジアで接#し

た怨思想の先銳�へ¯んでいったということになる。つまり，馬德怨のスーフィーJ師

論は，中國ムスリムの學問傳瓜に基礎づけられた，イスラームの「中國
」展開の一表

現であったと言い得るだろう。

第二違 馬德怨のスーフィーJ師論の背景

第一� ジャフリーヤ敎團との確執

『折衷』において馬德怨は，中國ムスリムの學問傳瓜に沿うことで，西アジアの�者崇

拜批�・スーフィーJ師論の�液から離れて，スーフィーJ師が弟子を「神の友」たら

しめる能力をもたないことを�張した。本違では，馬德怨がこのようにスーフィーJ師

の存在)義に挑戰した背景に，中國ムスリムの學問傳瓜以外，どのようなG素があった

かを檢證する。

まず，當該の背景として指摘しなければならないのは，ムスリムと非ムスリムとの對

る〕ための名詞である。“言葉 (lafz
̇
)”をそのように〔“違Nとして±纂された怨生の言葉”

と〕呼びながら，“コトバ”〔という名詞〕を“言葉”のために�用するのは，〔“コトバ”

が“言葉”の〕)味を指示するという觀點からに1ぎない。……確證者たちの一部は說く。

その)味とは，我らがシャイフたちの�張によると，至高なる神のコトバのことで，それ

は永Tの)味のことである。〔)味は〕言葉に對應しないが，それ ()味) によって言葉の

指示對象や槪念が)圖される。むしろそれ ()味) は，〔言葉の〕實體 (ʻayn) に對應する

のである。それ (實體) で)圖されるのは，他の諸屬性と同樣に，それ自體で (biʼl-dhāt-

hi) 存立していないものである。彼らの)圖はこうである。クルアーンとは，言葉とその

)味のための名詞で雙方を含)する。それ (クルアーン) が永Tなのは，ハンバリーたち

が�張するように，諸部分に�列された±纂された±著物が永Tなのではない」。譯出にあ

たって Elder［1950 : 65-66］を參照した。

↘
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立激�，あるいはそれが招いた雲南ムスリム反亂への對應をめぐって生じた，馬德怨と

スーフィー敎團ジャフリーヤとの確執である。

馬德怨は，1857 年以來，雲南ムスリム反亂 (1856-1874) の反亂軍の一方を²いていた

が，1858 年に淸�に一度歸順し，まもなく反亂を再開するも，1862 年に再度歸順し，以

影はムスリム反亂の鎭靜�を志向し，淸�に協力しさえした。そもそも雲南ムスリム反

亂は，19 世紀に怨たに顯著となった，ムスリム・非ムスリムの對立激�に端を發する。

直接の原因は，當該の對立に際して，淸�地方官が非ムスリムに³入れし，そのムスリ

ム´殺を默@したことによる［王樹槐 1968 : 103］。この不公正の是正とムスリムの安6

保障とを目
として反亂に立ちあがった馬德怨は，その目
がz成されれば反亂を停止

すべきであると考えていたようである。また，中國社會で少數Wのムスリムが反亂を繼

續しても破滅しかなく，その存續のためにはムスリムと非ムスリムとの對立を解sして

兩者の共存を圖るほかないと考えていたらしい［王樹槐 1968 : 109-136］。

いっぽう，ジャフリーヤ (當時の敎團總本部は寧夏) の雲南の信徒たちも，雲南ムスリム

反亂に參加したが，彼らは馬德怨が淸�に影った後も，1871 年に�¸據點の大東 (現・

雲南省i海縣大囘村) が陷落するまで抵抗を續けた［張承志 1993 : 175-181］。これは，馬

德怨の方針の妨げになっていたと考えられる。つまり馬德怨には，ジャフリーヤの力を

ºぐために，その凝集の核たるスーフィーJ師の威信に打擊を與える動機があったので

ある。『折衷』は馬德怨の二度目の歸順からジャフリーヤ»定までのあいだに刊行されて

いる。『折衷』がジャフリーヤを標
として，スーフィーJ師の敎Jの「神話」を打破し

ようとしたことは，怪しむに足りないだろう。

なお，『G會』「正衣考営」でも，�のように営べられている。すなわち，「『格隨德集

3』19) という書物に，“人類社會には「總瓜」のスーフィーJ師 (晒以核<shaykh) が必G

である。それは一時代に一人しかおらず，預言者に代わって人々を神への囘歸へとJく”

という。〔しかし〕今の時代のスーフィーJ師は，その名があっても，實がない」と［G

會 : 84］。ここで馬德怨は，現實にスーフィーJ師とされている者たちのJ師としての¼

格を否@する。『G會』は，馬德怨による一度目の歸順の後まもなく刊行された。彼はそ

の時點ですでにジャフリーヤと袂を分かつつもりであったと想宴される20)。

19) 『格隨德集3』は，ブースィーリー (al-Būsīrī) の『袞衣頌 (Qas
̇
īda al-burda)』の3釋で

あろう。『袞衣頌』にたいする馬德怨の漢語3釋『天方詩經』は，al-Kharbūtī，al-Bājūrī

の3 (sharh
̇
)，Abū Qāsimの駅 (H

̇
āsīya) にもとづいて書かれている［詩經, 例言 : 1a］と

いうから，『格隨德集3』はこの3駅類のいずれかであろう。

↗

20) 當時雲南にあったフランス人外¾官Émile Rocherによれば，馬德怨の弟子で反亂時も歸順

後も彼の右腕であった，馬如龍は，宗Wの{いから，雲南ジャフリーヤの領袖，馬成林
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�に，馬德怨のスーフィーJ師論の背景として，中國內地におけるスーフィー敎團の

傳瓜
地位をも考慮に入れなければならないだろう。中國においてスーフィー敎團は，

17 世紀以來，西北部 (甘肅，寧夏，靑海，怨疆) のムスリムたちのあいだに影*力を保っ

てきたものの，雲南を含む內地では信奉者が少なかった。17-18 世紀，內地の中國ムスリ

ムのあいだには，スーフィー敎團に屬さないことを誇る傾向すら見られた［中西 2013 :

103-142］。加えて，中國のスーフィー敎團やJ師たちは，西アジアの諸政權がしばしば

スーフィー敎團やJ師たちに與えた庇護［Green 2012 : 94-95, 126, 132-133］を，淸�政

府から得ることができなかった。このような中國內地に特7の，スーフィー敎團の基盤

の¿さも，馬德怨に，スーフィーJ師を否定
に&うことを促したはずである。

Gするに，馬德怨のスーフィーJ師論を動機付けていたのは，中國におけるムスリム・

非ムスリムの對立激�という歷�
變�への對應，ならびに中國社會における少數Wと

してのムスリムの存續という，「中國
」な，ムスリムの傳瓜
課題への對處をめぐる，

ジャフリーヤとの路線對立であった。加えて，當該J師論は，中國內地におけるスー

フィー敎團の脆¿さという，「中國
」な敎W狀況によってその表5が可能になったので

ある。

第二� ジャフリーヤ敎團のスーフィー師論

では，馬德怨が，スーフィーJ師に師事しても「神の友」になり得ないということを

暴くために，中國ムスリムの學者たち一般のあいだで傳瓜
に¥重されてきた經典，そ

こに說かれる，存在一性論やそれを擁護する敎說をことさら持ち出してきたのは，何故

か。言うまでもなく，中國ムスリムの學者たちが信奉した經典や學說の威信に借りて，

彼らがジャフリーヤを荏持しないよう說得するためであっただろう。だが，動機はそれ

だけではないだろう。すなわち，ジャフリーヤの學者たちが，同じく存在一性論や中國

イスラームの古典を用いながら，ÀにスーフィーJ師が「神性」を帶び「神の友」をも

育成し得ると�張していたことに，對抗する)圖が働いていた可能性がある。

ジャフリーヤのスーフィーJ師論は，同敎團のアラビア語�者傳『ジャフリーヤのO

瓜の說5のための�小の論稿 (Risāla aqs
̇
arīya li-bayān al-silsila al-Jahrīya)』(『哲罕耶O瓜�

傳』という漢語タイトルを持つ。以下『O瓜�傳』) から窺われる。同書は，ジャフリーヤの

第七代敎長，馬元違 (Muh
̇
ammad Riyād

̇
al-Dīn, d. 1920)21) の命令で，弟子の馬學智 (Mans

̇
ūr

(馬�麟) と反目していたという［Rocher 1879, II : 160 (n. 1)］。ただし，Atwill［2005 :

134］は，ムスリム反亂軍內部の宗敎
對立を少なく見積もる。

↘

↗21) 馬元違は，雲南のジャフリーヤの反亂軍が壞滅する�年の 1870 年，18歲で同地から西北

東 方 學 報

384〔231〕



Allāh Burhāb al-Dīn) によって著され，1933 年に刊行された。

『O瓜�傳』には，たとえば�のようにある［Jahrīya : 156 ; 马义等 1997, 上 : 137-138］。

傳えられている。ホージャ倪下 (ジャフリーヤ第四代敎長，馬以德)〈神よ彼の祕奧を淸

め給え〉は，ある日，敎友たちや〔修行Oの〕旅人たちとともに，ズィクル (dhikr :

神の名を唱える修行) の車座のうちにあった。すると，彼は立ち上がって，�のよう

な樣子で，舞踏と唱歌 (al-raqs
̇
wa al-samʻ) に入った。第一步は右足を右手とともに

�に出し，第二步は左足を左手とともに〔�に出した〕。祝福された親指と中指を彈

きながら，美しい聲で歌った。そのように，�いでそのように，さらにそのように

しながら囘轉した。凡人が理解できない諸神祕を語り，c良も記憶していない諸々

の言葉を讀み上げた。ハッラージュ (al-H
̇
allāj)〈神よ彼の祕奧を淸め給え〉が“我こ

そは眞實在”と言い，シブリー (al-Shiblī)〈神よ彼の祕奧を淸め給え〉が“兩世界に

私以外のものがあろうか”と言い，アブーヤズィード・バスターミー (Abū Yazīd

al-Bast
̇
āmī) が“我に稱贊あれ。我以外に神はなし。おお，我が民よ。我に下僕とし

て仕えよ”と言ったことやその類例の如く。その狀態に際して，バキーヤッラー

(Baqīya Allāh)，すなわち狄Oの人 (Dīdawī)〈神よ彼の祕奧を淸め給え〉が額づいた。

人々はみなその男に從ったが，白髮の一人は，それは許されていないと考えたとこ

ろ，落雷に擊たれて倒れ，死體の如くになった。〔人々が〕行 (ʻamal) を¸えたあと，

彼は氣絕したまま (maghshī ʻalai-hi) 殘された。Ç日，復活した。彼の命令に背き，

彼の力への無知のために失敗した者の慘めさ (taʻs) を後悔しながら，失敗者として

歸った。

この逸話は，神人合一狀態にあるスーフィーJ師が，「神性」を帶び，彼への額づきが合

法であることを示唆する。果たして馬學智は，この逸話のすぐ後［Jahrīya : 156-158 ; 马

义等 1997，上 : 138-139］に，同じことを示唆するブルセヴィー (Ismāʻīl H
̇
saqqī Bursawī, d.

1725) のクルアーン3釋『5證の靈 (Rūh
̇
al-Bayān)』22) の記営 (クルアーン 48 違 10 N

「アッラーの手が彼らの手の上にある」への3釋)［Bayān, IV : 14-15］を引く。ブルセヴィー

は，存在一性論にもとづいて，�のように営べる。神の「諸々の完6さの現れの場，彼

の諸々の自己顯現の鏡」であり，それ故に「眞理を彼の本體，彼の諸屬性，彼の諸行爲

にÉれ，その後，第七代敎�になったという經歷をもち，その靑年時代が馬德怨の晚年に

重なる［張 1993 : 215-220］。

↘

22) 同書は，馬德怨も『歸處の諸神祕』(アラビア語)［Asrār : 9a］や『天方詩經』(漢�)［詩

經，例言 : 1a］で引用している。彼以�の中國ムスリムが參照した形跡はなく，おそらく

馬德怨の頃 (あるいは馬德怨のメッカ�禮によって)，中國に傳來したものと思われる。
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において代表する者 (nāʼib)」である預言者と，同じ立場において，ハッラージュは「我

こそは眞實在」と言い，他のスーフィーJ師たちも類似のことを言った。神の完6な顯

現たる預言者は，その內面で「人閒性」にかえて「神性」を顯すがゆえに，彼への額づ

きは合法である，と。

また，『O瓜�傳』には，�のようにある［Jahrīya : 52-53 ; 马义等 1997，上 : 40-41］。

知れ。倪下 (ジャフリーヤ敎團の創始者，馬5心，1871 年沒) の言葉は，こうである。根

源の�字 (h
̇
arf al-as

̇
l) が反轉したとき，それは何か。彼は言った。それは，神の友た

ちである23)。問われた。根源とは何か。�字とは何か。どのようにして，反轉した

のか。どのようにして，反轉したものが神の友たちなのか。このか¿き罪人〈神よ

彼を許したまえ，神の友たちの�性 (h
̇
urma) によって〉は，りを@識しながら言

う。十6ではないが私の考えはこうである。根源の�字とはアリフ (alif)，〔その他

の〕付加〔の�字〕は〔根源・本體の〕說5である。……反轉 (inʻikās) は，旅人な

る下僕が，第一に，完6なJ師 (shaykh) の指Jによって，それに加えて，樣々な修

行や修練の奉仕によって眞理にDづくことである。それは，“下僕はL加修行 (nawā-

fil) で私に接Dし續ける，私が彼を愛するまで。私が彼を愛したとき，私は彼にとっ

て耳であり，目であり，手である。彼は私によって聞き，私によって見，私によっ

て打つ”という命令に從っている。�いで，心の鏡から，靈感を吹きÌむズィクル

の硏Íによって，〔存在の〕諸限定 (taʻayyunāt) のÎいが除去されたとき，根源の�

字，すなわち一なるアリフ，と呼ばれる，存在の本體からの，諸々の自己顯現の光

が，その旅人なる下僕によって反射された (inʻakasat)。それは，“私から掌尺分ちか

づいた者は，私が彼から腕尺分Dづいた。私から腕尺分Dづいた者は，私が彼から

兩腕を廣げた分Dづいた”――ハディースここまで―― という命令に從っている。

その)味は，改悛と�從によってDづいた者は，私が彼に慈愛と幸Vと¦助によっ

てDづいた，ということである。彼が增えれば，私が增えた。反射する (munʻakas)

下僕は，神の友たちである。……

ここで馬學智は，馬5心の格言を存在一性論にもとづいて解釋する。すなわち，「根源の

�字」の反轉とは，神の自己顯現を6く反映することであり，それゆえに「根源の�字」

が反轉すると「神の友」となると言われる，と。また，そのプロセスは，『閃光の照射』

などにみえる，神へのD接の二つの樣式に依據して說5されている。その二つの樣式と

は，「L加修行のD接 (qurb al-nawāfil)」と「絕對義務のD接 (qurb al-farāʼid
̇
)」である。

23) この馬5心の言葉は，『ラシュフ』(後営) にも收錄されている［热什哈尔 : 16］。
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�者は，人閒がスーフィズムの修行によって神にDづいた結果，人閒が神の屬性を帶び，

その力で見聞動作するようになることをいう。後者は，神が人閒にDづいた結果，神の

本體が人閒に顯現し，人閒をO具として行爲するようになることをいう。Gするに，上

引�は，存在一性論とおそらくは『閃光の照射』など24)をふまえて，�のように言うの

である。すなわち，修行者は完6なスーフィーJ師の敎Jによって「L加修行によるD

接」をz成したのち，「絕對義務によるD接」へ¯み，「神の友」になる，と。

さらに『O瓜�傳』は，別の個H［Jahrīya : 211-213 ; 马义等 1997，下 : 36-38］で，ま

さに『閃光の照射』の名を擧げ，そこに說かれる「L加修行によるD接」と「絕對義務

によるD接」について，敎�の馬元違が著者の馬學智に示したという解釋に言<する。

それによると，馬元違は，「L加修行によるD接」の12の�中にも，「絕對義務による

D接」が生じることがあり，「諸階梯が絡み合い混じり合う」中で「二つのD接のあいだ

の瓜合」つまりは「下僕と眞理の瓜合」が成る，と営べたという。それによって彼は，

スーフィーJ師の敎Jが「L加修行によるD接」のみならず「絕對義務によるD接」に

も關與し，修行者が「神の友」となるまでの612に影*することを示唆しているよう

に見える25)。

24) 『閃光の照射』［Ashiʻʻa : 15-16］に�のようにある。「諸々のD接とは，諸行爲や諸々の�

從である。それらは一つには，L加修行という種類に屬する。眞なる者〈稱えあれ，高く

あれ〉はそれを自身の下僕zにG求していなかった，むしろ彼らが至高なる神へのD接の

爲にそれらを自ら實踐し，自らに必Gなものとしていた。この實踐とGjにおいては，彼

らの存在が閒に在るので，本體のs融 ――その創>性の側面が眞性の側面においてs盡

すること―― は，實效を發揮しない。むしろその結果は�のようなものとなる。彼の力

や身體の各部や四肢は，眞性の側面が創>性に對して優勢となり創>性の側面が優越され

打ち敗れるという)味で，眞なる者そのものとなる。これを“L加修行のD接”と呼ぶ。

このD接においては旅する下僕が，行爲者であり，把握する者であり，眞なる者〈稱えあ

れ，高くあれ〉は彼の手段である。この位階への御指示は“私は彼の聽覺であり，彼の視

覺であり，彼の舌であり，彼の手であり，彼の足であり，彼は私によって聞き，私によっ

て見，私によって話し，私によって打ち，私によって步く”というハディースである。も

う一つには，絕對義務という種類に屬する。眞なる者〈稱えあれ，高くあれ〉がその諸行

爲や諸々の�從を彼らに對してG求し，彼らは命ずるHに倣う爲にそれを實踐していた。

〔この〕G求と實踐においては，彼らの存在が閒にないので，それの結果は，旅人の本體の

s融 ――その創>性の側面が眞性の側面においてs盡すること―― であり，これを“絕

對義務のD接”と呼ぶ。このD接においては，眞なる者〈稱えあれ〉の御�が行爲者であ

り，把握する者であり，旅人は自身の力や身體の各部や四肢と共に，手段の位階に在る。

この位階への御指示は“實に神は彼の預言者或いは彼の下僕の舌の上で“神は彼を稱える

者〔の言葉〕に耳を傾け給う”とおっしゃられた”である」。また，中西［2013 : 252-253

(n. xxxvii)］

↗

25) これに對して『折衷』の末尾［折衷 : 30b-31a］には�のようにいう。「同樣に，一部の

人々はこう考える。旅人は，L加修行のD接から絕對義務のD接へ，さらに絕對義務から
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以上のように『O瓜�傳』は，本稿�違で見た馬德怨の見解に6く矛 盾するスー

フィーJ師擁護論，すなわちスーフィーJ師が「神性」を帶び，「神の友」の養成能力を

7するとの說を唱え，かつ當該說を存在一性論や『閃光の照射』によって根據づけてい

た。馬德怨が，スーフィーJ師論の�提となる存在一性論の解釋に際して『閃光の照射』

をことさらに持ち出したのは，ジャフリーヤのJ師論と同じ論理や典據を用いることで，

彼らにたいする自らの反駁がより效果
になることを	待していたのかもしれない。

もちろん『O瓜�傳』は，馬德怨の時代よりも後代の作品であるから，當該�者傳に

みえるような，存在一性論にもとづく比�
洗練された，スーフィーJ師擁護論が，馬

德怨の時代にもジャフリーヤの唱えるHであったかどうかは定かではない。ただ，嘉慶

年閒 (1796-1820) に成立した，ジャフリーヤのもう一つの�者傳『ラシュフ (Rashh
̇
)』に

も，神人合一境に入ったスーフィーに「神性」が宿ることを示唆する逸話が，すでにみ

えている。すなわち，初代敎�馬5心が，イエメンに在って修行を行っていた時，「私に

額づけ。私こそが神，私こそが預言者」と営べ，彼の師もその侍從に馬5心に向かって

額づくことを推奬した，との逸話である［热什哈尔 : 7］。また，『ラシュフ』の以下の二

つの逸話からは，同�者傳の成立當時から，少なくとも，存在一性論にもとづいて著さ

れた『閃光の照射』や『天方性理』が，ジャフリーヤにとって特別な經典であったこと

が窺われる。すなわち，第一の逸話は，ある人が『閃光の照射』を硏究することで「神

に引き付けられた (majdhūb)」，つまり一息に神に接D，頓悟した［热什哈尔 : 68]26) と

いうものである。第二の逸話は，初代敎�馬5心が，『天方性理』の著者である「劉介廉

(介廉は劉智の字) ののち，私こそが神の友である」と営べた［热什哈尔 : 99]27) というも

のである。ジャフリーヤが，馬德怨の時代すでに，『閃光の照射』や『天方性理』を重視

するいっぽうで，スーフィーJ師の「神性」を謳っていたことは確かである。

〔一性への〕凝集 (jamʻ) の位階へ上昇する，と。だがそのようなことはないのである。む

しろ，絕對義務のD接が)味するのは，〔神の〕引き付けが〔人閒の〕旅に先行した，とい

うことである。すなわち，まずは眞理が下僕にDづいた，ということである。それを指示

するのは，彼〈稱えあれ〉の�の言葉である。“彼は彼らを愛し，彼らは彼を愛す”。L加

修行によるD接の)味するところは，旅が引きつけに先行した，ということである。すな

わち，まずは下僕が眞理にDづいた，ということである。それを指示するのは，彼〈高く

あれ〉の�の言葉である。“汝ら，我を想4せよ。我は汝らを想4する”」。ここでは，「絕

對義務のD接」が神を4點・�體とすること，その點で人閒が干涉し得る「L加修行のD

接」と衣なることを强�する。

↘

26) 同じ逸話は『O瓜�傳』［Jahrīya : 39 ; 马义等 1997，上 : 26］にも見える。

27) 『O瓜�傳』［Jahrīya : 40 ; 马义等 1997，上 : 27］にも，初代敎�の馬5心が「私は，介廉

(al-Kaylīn : 『天方性理』の著者，劉智の字) の液れの後繼に屬する神の友である」「介廉

は薔薇を開花させる神の友であり，私は種を結び付ける神の友である」と営べたともある。
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ゆえに，馬德怨のスーフィーJ師論が『閃光の照射』や『天方性理』を¦用したのは，

それらに學問の基礎を置く中國ムスリム一般の知
慣Óに單に從ったというだけではな

く，やはりそこにはジャフリーヤへの對抗措置という面もあっただろう。奄言すれば，

馬德怨は，スーフィーJ師をめぐる，中國イスラームの古典の正しい解釋を，ジャフ

リーヤと爭おうとしたと考えられるのである。であれば，そのような「中國
」イス

ラーム敎義論爭が，馬德怨をして，中國イスラームの傳瓜に寄せた，獨特のスーフィー

J師論を鍛>させた，と言えるだろう。

お わ り に

馬德怨は，西アジア由來の存在一性論擁護論やスーフィズムの限定
批�を#容しな

がら，さらに¯んで，西アジアでは問題にされなかった，スーフィーJ師による「神の

友」の養成という言說の否定に至った。この飛�は，中國ムスリムのあいだで影*力の

あった存在一性論にもとづいて，しかも中國イスラームの古典に直接の典據を仰いでな

された。馬德怨は，中國ムスリムの學問傳瓜に沿いながら，西アジアの怨思想を先銳�

させたのである。その背景には，彼が，中國において少數Wであったムスリムの存續を

見据え，雲南ムスリム反亂の鎭靜�，ムスリム・非ムスリムの對立¸息のため，ジャフ

リーヤの反亂勢力を¿體�させようとしたことが，動機としてあった。また，中國內地

におけるスーフィー敎團の基盤の¿さが，スーフィーJ師の權威にたいする挑戰を可能

にした。加えて，ジャフリーヤが存在一性論，もしくはそれを基礎にすえる中國イス

ラームの古典を重視したことは，馬德怨に中國ムスリムの學問傳瓜に依據して，スー

フィーJ師論を�築することをc擇させた。奄言すれば，馬德怨のスーフィーJ師論は，

中國におけるムスリム・非ムスリムの對立激�という歷�
變�，中國社會におけるム

スリムの劣勢や，中國內地におけるスーフィー敎團の脆¿さ，および中國イスラームの

古典の解釋をめぐる敎義論爭といった「中國
」な諸事0・諸現象を背景として，中國

ムスリムの學問傳瓜の上に紡ぎ出され，西アジアとは衣なる獨特の樣相を帶びるに至っ

たのである。これは，まぎれもなくイスラームの「中國
」展開の一齣に數えてよい。

この結論は，「中國
」イスラームの形成について，怨たな理解をもたらす。すなわち，

イスラームの「中國
」展開は，イスラームと中國傳瓜思想や中國の諸現實との�和と

いう，ムスリム・非ムスリムの衣��閒¾涉，あるいは»和
なプロセスのみによって

¯んだわけではない。中國ムスリムの內部抗爭もまた，イスラームの「中國
」變相に

寄與するところがあったのである。

19 世紀雲南の中國ムスリム學者，馬德怨の�者崇拜批�

379 〔236〕



� 獻 略 號

一��料

Ashiʻʻa : Mawlānā Jāmī. Ashiʻʻa al-Lamaʻāt fī sharh
̇
al-Lamaʻāt. In Ganjīna-yi ʻirfān : Ashiʻʻa

al-Lamaʻāt-i Jāmī Sawānih
̇
-i Ghazālī : Sharh

̇
-i du bayt-i mathnawī, Maqs

̇
ad-i aqs

̇
ā, Zubda

al-h
̇
aqā’ iq muntakhab-i chahār ʻunwān-i Kīmiyāy-i saʻādat. ed. H

̇
āmid Rabbānī. Tehrān :

Kitābkhāna-yi ʻIlmīya-yi H
̇
āmidī, n. d., pp. 1-151.

Asrār : [馬德怨] Asrār al-maʻād. n. p. : n. p. n. d. in云南少數民族古籍整理出版规划办公室 编『云南少

數民族古籍珍本集成 第四十八卷 囘族』昆5：云南人民出版社，2016，pp. 247-335.

Bahja : Muh
̇
ammad b. ʻAbdullāh al-Khānī al-Khālidī al-Naqshbandī al-H

̇
anafī.Kitāb al-bahja al-sanīya

fī ādāb al-t
̇
arīqa al-ʻālīya al-Khālidīya al-Naqshbandīya, wa yalī-hu Irghāb al-murīd fī sharh

̇
al-naz

̇
m al-ʻatīd li-tawassul al-murīd bi-rijāl al-t

̇
arīqa al-Naqshbandīya al-Khālidīya

al-D
̇
iyāyīya qaddasa Allāhu asrāra-hum. İstanbul : Hakîkat Kitâbevi, 2002.

Bayān : Ismāʻīl H
̇
aqqī [Bursawī]. Kitāb tafsīr al-Qur’ān al-musammā bi-Rūh

̇
al-bayān. 4 vols.

[Istanbul] : Mat
̇
baʻa al-ʻĀmira, 1285 A. H., rpt. in [Istanbul] : Mat

̇
baʻa al-Uthmāniyya, 1306.

Jahrīya : Muh
̇
ammad Mans

̇
ūr Allāh Burhān al-Dīn, Risāla aqs

̇
arīya li-bayān al-silsila al-Jahrīya,

Lanzhou : n. p., A. H. 1352/ 1933.

蘭略：杨怀中 标點『钦定兰州纪略』银川：宁夏人民出版社，1988.

Minah
̇
: Ah

̇
mad b. Muh

̇
ammad b. H

̇
ajar al-Haytamī. Al-Minah

̇
al-Makkīya fī sharh

̇
al-Hamzīya. 3 vols.

Ed. by Bassām Muh
̇
ammad Bārūd. Abū Z

̇
aby : al-Majmaʻ al-Thaqāfī , 1998.

Radd : Muh
̇
ammad Amīn al-shahīr bi-Ibn ʻĀbidīn. Radd al-Muh

̇
tār ʻalā al-Durr al-Mukhtār Sharh

̇
Tanwīr al-Abs

̇
ār fī Fiqh Madhhab al-Imām al-Aʻz

̇
am Abī H

̇
anīfa al-Nuʻmān. 6 vols. n. p. :

Shirka-yi Sah
̇
āfiyya-yi ʻUthmāniyya, H. 1307.

热什哈尔：关里爷『热什哈尔』杨萬寶，马學凯，张承志 译，北京：生活・读书・怨知 三联书店，

1993．

Sharh
̇
al-ʻAqāʼid : Saʻd al-Dīn Masʻūd b. ʻUmar al-Taftāzānī, hādhā Sharh

̇
al-Imām al-ʻallāma Saʻd

al-Dīn Masʻūd b. ʻUmar al-Taftāzānī al-mutawaffā sana 891 ih
̇
dā wa tisʻīn wa sabʻ-mi’a ʻalā

matn al-ʻAqā’ id li’ l-Shaykh Najm al-Dīn Abī H
̇
afs
̇
ʻUmar b. Muh

̇
ammad al-Nasafī

al-mutawaffā sana 537 sabʻ wa thalāthīn wa khams-mi’a rah
̇
h
̇
ama-hum Allāh taʻālā rah

̇
ma

wāsiʻa wa bi-hāmishi-hi H
̇
āshīya al-Mawlā Mus

̇
lih
̇
al-Dīn Mus

̇
t
̇
afā al-Kastalī al-mutawaffā sana

901 ih
̇
dā wa tisʻ-mi’a ʻalā Sharh

̇
al-ʻAqā’id wa talī-humā H

̇
āshīya al-Mawlā Ah

̇
mad b. Mūsā

al-Khayālī al-mutawaffā 860 ʻalā al-Sharh
̇
al-madhkūr wa bi-h

̇
āmishi-hā wa H

̇
āshīya al-Fād

̇
il

al-Shaykh Ramad
̇
ān al-Bihishtī al-mutawaffā 979 askana-hum Allāh taʻālā fī bi-buh

̇
būh
̇
a

jināni-hi. İstanbul : S
̇
irket-i Sah

̇
afīye-i ʻOthmānīye Matbaʻa-sı, 1329.

詩經：馬德怨『天方詩經』(光緖十六年馬如龍刊本)

G會：马德怨『四典G會』西宁：靑海人民出版社，1988 年。

折衷：馬德怨『理學折衷』n. p. : n. p., A. H. 1284/ 1867. in 云南少數民族古籍整理出版规划办公室 编

『云南少數民族古籍珍本集成 第四十八卷 囘族』昆5：云南人民出版社，2016，pp. 65-130．

二��料

Abu-Manneh, Butrus 2007 : “The Khâlidiyya and the Salafiyya in Baghdad after Shakh Khâlid.”

東 方 學 報

378〔237〕



Journal of the History of Sufism 5 : 21-40.

靑木隆，佐â實，仁子壽晴 (±) 2005：「譯3 天方性理 卷四」中國伊斯蘭思想硏究會 ±『中國伊

斯蘭思想硏究』1 : 9-217．

Atwill, David G. 2005 : The Chinese Sultanate : Islam, Ethnicity, and the Panthay Rebellion in

Southewest China, 1856-1873. Stanford, California : Stanford University Press.

Ernst, Carl 1985 : “Controversy over Ibn ʼArabiʼs Fusus : The Faith of Pharaoh.” Islamic Culture 59 :

259-266.

Commins, David Dean 1990 : Islamic Reform : Politics and Social Change in Late Ottoman Syria. New

York and Oxford : Oxford University Press.

Elder, Earl Edgar 1950 : A Commentary on the Creed of Islam : Saʻd al-Dīn al-Tāftāzānī on the Creed

of Najm al-Dīn al-Nasafī. New York : Columbia University Press.

El-Rouayheb, Khaled 2010 : “From Ibn H
̇
ajar al-Haytamī (d. 1566) to Khayr al-Dīn al-Ālūsī (d.

1899) : Changing Views of Ibn Taymiyya among non-H
̇
anbalī Sunni Scholars.” Ibn Taymiyya

and His Times. Ed. by Yossef Rapoport and Shahab Ahmed. Karachi : Oxford University Press,

pp. 269-318.

El-Rouayheb, Khaled 2015 : Islamic Intellectual History in the Seventeenth Century : Scholarly

Currents in the Ottoman Empire and the Maghreb. New York : Cambridge University Press.

Green, Nile 2012 : Sufism : a Global History. Chichester, West Sussex ;Malden, MA : Wiley-Blackwell.

马义等 1997：马义，王生俊，柯福银，海�學，『曼苏尔・马學智 O统�传』上下，西吉：西吉县北

大寺.

Nafi, Basheer M. 2002a : “Abu al-Thanaʼ al-Alusi : An Alim, Ottoman Mufti, and Exegete of the

Qurʼan. ” International Journal of Middle East Stududies 34 (2002) : 465-494.

Nafi, Basheer M. 2002b : “Tas
̇
awwuf and Reform in Pre-modern Islamic Culture : in Search of Ibrāhīm

al-Kūrānī,” Die Welt des Islamus 42/3 : 307-355

Nafi, Basheer M. 2009 : “Salafism Revived : Nuʻmān al-Alūsī and the Trial of Two Ah
̇
mads.” Die Welt

des Islams 49 : 49-97.

中西竜也 2013：『中華と對話するイスラーム―― 17-19 世紀中國ムスリムの思想
營爲』京都大學

學g出版會.

中西竜也 2016：「中國イスラームの硏究動向」『中國�學』26 : 125-141.

中西竜也 2017：「馬德怨とイブン・アラビーの來世論―― 19 世紀中國ムスリムの思想變相」『西南

アジア硏究』86 : 55-78.

中西竜也 2018：「衣��閒の對話と共生を考える――中國ムスリム硏究のD年の動向」『思想』

1134 : 116-126.

Nakanishi, Tatsuya 2018 : “Ma Dexin and Ibn ʻArabīʼs Prospects Regarding the Afterlife : A Chinese

Expression of Sufism during the 19th Century.” Islamic Studies and the Study of Sufism in

Academia : Rethinking Methodologies. Ed. by Yasushi Tonaga and Chiaki Fujii. Kyoto : Kenan

Rifai Center for Sufi Studies, Kyoto University, pp. 151-170.

Murata, S., William C. Chittick, and Tu Weiming (with a Foreword by Seyyed Hossein Nasr) 2009 :

The Sage Learning of Liu Zhi : Islamic Thought in Confucian Terms. Cambridge and London :

the Harvard University Asia Center for the Harvard-Yenching Institute.

Peskes, Esther 1999 : “The Wahhābiyya and Sufism in the Eighteenth Century.” Islamic Mysticism

Contested : Thirteen Centuries of Controversies and Polemics. Ed. by Frederick De Jong and

19 世紀雲南の中國ムスリム學者，馬德怨の�者崇拜批�

377 〔238〕



Bernd Radtke. Leiden, Boston, and Köln : Brill, pp. 145-161.

Rocher, Émile 1879 : La Province chinoise du Yün-nan. 2 vols. Paris : Libraire de la société asiatique.

佐口í 1963：『18-19 世紀東トルキスタン社會�硏究』吉川弘�館.

Sirry, Munʼim 2011 : “Jamāl al-Dīn al-Qāsimī and the Salafi Approach to Sufism.” Die Welt des Islams

51 : 75-108.

Sobieroj, Florian 2019 : “Spiritual Practice in the Arabic Hagiography of the Chinese Ğahrīya Sufi

Order.”Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 169/1 : 155-181.

王樹槐 1968：『咸同雲南囘民事變』臺北：中央硏究院D代�硏究H．

Weismann, Itzchak 2001 : Taste of Modernity : Sufism, Salafiyya, and Arabism in Late Ottoman

Damascus. Leiden, Boston, Köln : Brill.

Weismann, Itzchak 2003-2004 : “The Naqshbandiyya-Khâlidiyya and the Salafî Challenge in Iraq.”

Journal of the History of Sufism 4 : 229-240.

杨桂萍 2004：『马德怨思想硏究』北京：宗敎��出版社．

Yılmaz, Ömer 2005 : Ibrahim Kûrânî : hayati, eserleri ve tasavvuf anlayışi. İstanbul : İnsan Yayınları.

張承志 (著)，梅村坦 (±譯) 1993：『殉敎の中國イスラム――神祕�義敎團ジャフリーヤの歷�』

亞紀書õ．

東 方 學 報

376〔239〕




