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اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ :اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺎﳌﻲ ورؤﻳﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ
ﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ،وﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻷد�ن اﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
دوﺷﻴﺸﺎ اﻷﻫﻠﻴﺔ ،ﻛﻴﻮﺗﻮ ،اﻟﻴﺎﺎﺑن وﲨﻌﻴﺔ ﻣﺴﻠﻤﻲ اﻟﻴﺎﺎﺑن

ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم ﰲ ﻋﺼﺮ اﳉﻬﺎد
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎﻟﱵ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﱠﺎب ))ﺛﻼﺛﺔ اﻷﺻﻮل(( و))ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻹﳝﺎن((

ﺟﻮﻧﻴﺎ ﺷﻴﻨﻮﻫﻲ

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻷد�ن اﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻳﺔ

أﺳﺘﺎذ ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮم اﻷد�ن ،ﺟﺎﻣﻌﺔ دوﺷﻴﺸﺎ
ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ

اﳊﻤﺪ ﻪﻠﻟ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪ� ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ اﲨﻌﲔ ﻓﺄﻣﺎ ﺑﻌﺪ:
ﻣﻌﺎﱄ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﱘ اﻟﻌﻴﺴﻰ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،واﻟﺴﺎدة اﳊﻀﻮر ﻣﻦ وﻓﺪ راﺑﻄﺔ
اﻟﻌﺎﱂ اﻻﺳﻼﻣﻲ اﳌﺮاﻓﻘﲔ ،واﻷﺳﺎﺗﺬة واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ أﻋﺰ ﷲ ﻣﻘﺎﻣﻜﻢ وﻧﻀﺮ وﺟﻮﻫﻜﻢ وﻛﻠﻞ ﻣﺴﺎﻋﻴﻜﻢ ﺎﺑﻟﻨﺠﺎح واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.
وأﺣﻴﻴﻜﻢ ﲢﻴﺎﰐ ﰲ اﻹﺳﻼم .واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔ ﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ
ﻳﺸﺮﻓﲏ أن أﻗﺪم ﲝﺜﻲ وﻋﻨﻮاﻧﻪ ))ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم ﰲ ﻋﺼﺮ اﳉﻬﺎد – ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎﻟﱵ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﱠﺎب ))ﺛﻼﺛﺔ اﻷﺻﻮل(( و))ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻹﳝﺎن((

إن ﻣﻘﺎﻟﺔ ))ﺛﻼﺛﺔ اﻷﺻﻮل(( ﻫﻲ ﲢﻮﻳﻞ ﻣﻌﺎﱐ اﻹﺳﻼم واﻹﳝﺎن واﻹﺣﺴﺎن ﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي إﱃ إﻃﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ
اﻟﻮﻫﺎب أﺷﺎر إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻤﻖ اﻹﳝﺎن ﰲ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ أﺟﻞ
ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺜﻼث .وإن اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ َ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺳﺒﺐ ﺑﻌﺚ ﷲ اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ إﱃ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮب وﻷن ﻫﺪف اﻟﻮﺣﻲ اﳌﻨﺰل ﻋﻠﻴﻪ ﳌﺪة  23ﺳﻨﺔ ﻫﻮ دﻋﻮة ﷲ ﻟﻘﺒﺎﺋﻞ
اﻟﻌﺮب إﱃ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪي ،أو ﻋﻮدﻬﺗﻢ إﻟﻴﻪ.

وﳒﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺜﻼث ﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻲ:
 -1اﻹﺳﻼم ﻫﻮ) أن ﺗـﺸـﻬـﺪ أن ﻻ إﻟـﻪ إﻻ ﷲ وأن ﳏـﻤـﺪ رﺳـﻮل ﷲ وﺗـﻘـﻴـﻢ اﻟﺼﻼة وﺗـﺆﰐ اﻟـﺰﻛﺎة وﺗـﺼﻮم رﻣﻀﺎن
وﺗـﺤـﺞ اﻟﺒﻴﺖ إن اﺳـﺘـﻄـﻌﺖ اﻟﻴﻪ ﺳﺒﻴﻼ(
 -2اﻹﳝﺎن ﻫﻮ )أن ﺗﺆﻣﻦ ﺎﺑﻪﻠﻟ وﻣﻼﺋﻜﺘﻪ وﻛﺘﺒﻪ ورﺳﻠﻪ واﻟﻴﻮم اﻻﺧﺮ وﺗﺆﻣﻦ ﺎﺑﻟﻘﺪر ﺧﲑﻩ وﺷﺮﻩ(
 -3اﻹﺣﺴﺎن ﻫﻮ )أن ﺗﻌﺒﺪ ﷲ ﻛﺄﻧﻚ ﺗﺮاﻩ ،ﻓﺈن ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﺮاﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮاك(
وﲢﺘﺎج ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺜﻼث ﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي إﱃ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ.
ﻓﺎﻹﺳﻼم ﻫﻮ ﳎﺮد ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪي ،أو اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﱵ ﺟﺎء ﻬﺑﺎ اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ إﱃ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮب ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ اﳌﻴﻼدي .ﰒ اﻹﺳﻼم ﻫﻮ اﻧﻜﺎر اﻟﺸﺮك ﺑﺘﻌﺒﲑ آﺧﺮ .ورﻛﺰ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ
اﻟﻮﻫﺎب ﻋﻠﻰ إﻧﻜﺎر اﻟﺸﺮك ﻛﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻢ ،ودﺧﻮل اﻹﺳﻼم.
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وﻫﻨﺎ اﻹﺳﻼم ﻫﻮ ﳎﺮد ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﺴﺎن ﺑﺪون ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺎﺑﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن إن اﻟﺸﻬﺎدﺗﲔ ﳘﺎ ﻋﻤﻼ اﻟﻘﻮل.
وﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﱠﺎب أن اﻟﻌﺮب ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺆﻣﻨﲔ ﺎﺑﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪي .ودﻟﻴﻞ ذﻟﻚ أن اﻟﻜﻌﺒﺔ ﻗﺪ ﺑﻨﻴﺖ ﺄﺑﻳﺪي
إﺑﺮاﻫﻴﻢ وﳒﻠﻪ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم .وﳘﺎ ﻛﺎ� ﻣﺆﻣﻨﲔ ﺎﺑﻪﻠﻟ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ .أﺷﺮك أﺣﻔﺎدﳘﺎ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﺎ ﺎﺑﻪﻠﻟ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
وﺗﻌﺎﱃ .ﻓﺒﻌﺚ ﷲ اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إﱃ ﻗﻮﻣﻪ ﻟﺘﻌﻮد ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮب إﱃ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪي اﻷﺻﻠﻲ .وأﺻﺒﺢ
إﻧﻜﺎر اﻟﺸﺮك ﻧﻮاة ﰲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ .وﻧﺮى أن اﻟﺘﻄﺮف اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﱰﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع
أﺣﻴﺎ� .وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﻮﺿﺤﻮن ﻧﻮاة اﻷﺷﻴﺎء
اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ أﻛﺜﺮ ﻷن ﻛﻞ ﺗﻄﺮف ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺘﺠﻪ إﱃ اﳌﺒﺎدئ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﻌﻴ ًﺪا ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ً
ﻛﻤﺎ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ اﻷﺻﻮل ﻟﻠﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﱠﺎب.
ورﻛﺰ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﱠﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮك ﺎﺑﻪﻠﻟ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ .ووﺟﻪ اﻟﺸﻴﺦ اﳌﺴﻠﻤﲔ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺸﺮك ﺑﻌﺪ دﺧﻮﳍﻢ
إﱃ اﻹﺳﻼم ﻷن ﻋﻘﻴﺪة اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺗﺒﲎ ﻋﻠﻰ إﻧﻜﺎر ﺎﺗم ﻟﻠﺸﺮك ﺎﺑﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮب ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ اﳌﻴﻼدي.

ﻛﺜﲑٌ ﻣﻦ اﻟﻴﺎﺎﺑﻧﻴﲔ ﻳﺘﻌﻘﺪون أن اﻟﻌﺮب ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺂﺑﳍﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ،وﻫﻨﺎك ﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻷد�ن اﳌﺘﻌﺪدة.
ﻀﺎ أن اﻟﻌﺮب ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺘﻘﺪون ﺂﺑﳍﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﰲ
وﺎﺑﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﺗﺸﺮح ﻛﺘﺐ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﻋﺪادﻳﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ أﻳ ً
اﻟﻜﻌﺒﺔ ﰲ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ .واﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ واﳌﺴﻠﻤﻮن ﻫﺪﻣﻮا ﻫﺬﻩ اﻵﳍﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﰲ اﻟﻜﻌﺒﺔ وأﻃﺎﺣﻮﻫﺎ .ﻫﻨﺎك �ﺎﺑﻧﻴﻮن
ﻣﺜﻘﻔﻮن وﻏﲑ ﻣﺜﻘﻔﲔ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻣﻌﲎ اﻟﺸﺮك ﰲ اﻹﺳﻼم ﺟﻴ ًﺪا .واﻟﺸﺮك ﻟﻴﺲ اﻹﳝﺎن ﺎﺑﻵﳍﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .اﻟﺸﺮك ﰲ اﻹﺳﻼم
ﻫﻮ إﺷﺮاك ﺑﻌﺾ اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت أو ﻣﺎﺷﺎﺑﻪ ﺎﺑﻪﻠﻟ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ
ووﺿﺢ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﱠﺎب ﻣﻌﲎ اﻟﺸﺮك وﻫﺪف ﺑﻌﺜﺔ اﻟﻨﱯ إﱃ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮب .وﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﺴﻠﻤﲔ أن ﻳﱰﻛﻮا ﻛﻞ

أﻧﻮاع اﻟﺸﺮك.
أﻣﺎ ﻣﻌﲎ اﻹﺳﻼم ﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي أن ﺗـﺸـﻬـﺪ أن ﻻ إﻟـﻪ إﻻ ﷲ وأن ﳏـﻤـﺪ رﺳـﻮل ﷲ وﺗـﻘـﻴـﻢ اﻟﺼﻼة وﺗـﺆﰐ اﻟـﺰﻛﺎة
وﺗـﺼﻮم رﻣﻀﺎن وﺗـﺤـﺞ إﱃ اﻟﺒﻴﺖ إن اﺳـﺘـﻄـﻌﺖ اﻟﻴﻪ ﺳﺒﻴﻼ ،ﻓﻮﺿﻌﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﱠﺎب ﰲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻹﳝﺎن ﻷن إﻗﺎﻣﺔ
اﻟﺼﻼة وإﻳﺘﺎء اﻟﺰﻛﺎة وﺻﻮم رﻣﺼﺎن وﺣﺞ اﻟﺒﻴﺖ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﺪون اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ.
وﺗﺮﻛﻴﺰ ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺸﺮك ﻣﻔﻴﺪ ﺟ ًﺪا .ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻔﻬﻢ أن ﻛﺘﺎب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻫﻮ ﻛﺘﺎب دﻋﻮة
اﻟﻌﺮب وﻏﲑﻫﻢ إﱃ اﻹﳝﺎن ﺎﺑﻪﻠﻟ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ .وﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮب ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس اﳌﻴﻼدي اﻟﻌﻮدة
إﱃ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪي اﻟﺬي آﻣﻦ ﺑﻪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ وﳒﻠﻪ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم .وﺑﻌﺪ ﻓﻬﻢ ﻫﺪف اﳌﺼﺤﻒ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﺮأ أي
ﺟﺰء ﻣﻦ اﳌﺼﺤﻒ ﻛﻜﺘﺎب اﻟﺪﻋﻮة إﱃ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪي ﺎﺑﻟﺮﻏﻢ أن ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﺣﻲ اﳌﻨﺰل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱯ
ﻀﺎ أن ﻳﺪﻋﻮ ﻧﻔﺴﻪ إﱃ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺮأ
ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﳌﺪة  23ﺳﻨﺔ .وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ أﻳ ً
ﺳﻮرة اﻟﻔﺎﲢﺔ ﰲ ﺻﻼﺗﻪ اﻟﻮاﺟﺒﺔ  17ﻣﺮة ﻳﻮﻣﻴًﺎ ﻷن اﻵﻳﺔ اﻷوﱃ ))ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ(( ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﷲ ﻣﻦ
اﻟﻨﺎس ﰲ دﻋﻮﺗﻪ ﳍﻢ إﱃ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،أي ﺗﻐﻠﺐ رﲪﺔ ﷲ ﻋﻠﻰ ﻏﻀﺒﻪ
ﰲ دﻋﻮة اﻟﻨﺎس إﱃ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪي ﺑﻌﺪ ﺑﻌﺜﺔ اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻷن اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻗﺪ ﻳﻘﻌﻮن ﰲ أي ﻧﻮع ﻣﻦ
اﻟﺸﺮك ﺑﺪون وﻋﻴﻬﻢ ﰲ أي وﻗﺖ ﻣﻦ اﻷوﻗﺎت وﰲ أي ﻣﻜﺎن ﻣﻦ اﻷﻣﻜﻨﺔ .ﳚﺐ أن ﻳﻨﺒﺘﻬﻮا ﻣﻦ اﻟﺸﺮك اﻟﺬي وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ
ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮب ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺜﺔ اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﻪﻠﻟ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ.
وﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻘﺪﺳﻲ:
ِ
ِ ِِ
ﺿ ٌﻊ ِﻋ ْﻨ َﺪﻩُ ﻋَﻠَﻰ اﻟ َْﻌ ْﺮ ِ ِ
ﻟَ ﱠﻤﺎ َﺧﻠَ َﻖ ﱠ
ﻀِﱯ
اﻪﻠﻟُ ْ
ﺐ ﻋَﻠَﻰ ﻧَـ ْﻔ ِﺴ ِﻪ َو ُﻫ َﻮ َو ْ
ﺐ ﻏَ َ
اﳋَﻠ َ
ش إ ﱠن َر ْﲪَِﱵ ﺗَـﻐْﻠ ُ
ﺐ ِﰲ ﻛﺘَﺎﺑﻪ َو ُﻫ َﻮ ﻳَ ْﻜﺘُ ُ
ْﻖ َﻛﺘَ َ
)) اﻟﺒﺨﺎري((

ﺎﺛﻧﻴًﺎ :ﻋﻦ اﻹﳝﺎن
ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب إن اﻹﳝﺎن ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ .أي اﻟﻌﺒﺎدات اﳋﻤﺲ
ﻛﺎﻣﻼ
اﻹﳝﺎن ﺎﺑﻪﻠﻟ وﻣﻼﺋﻜﺘﻪ وﻛﺘﺒﻪ ورﺳﻠﻪ واﻟﻴﻮم اﻻﺧﺮ واﻻﳝﺎن ﺎﺑﻟﻘﺪر ﺧﲑﻩ وﺷﺮﻩ .وإن اﻹﳝﺎن ﰲ اﻹﺳﻼم ﻻ ﻳﻜﻮن ً
اﻟﻮﻫﺎب ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ أن ﻳﻘﺒﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ
ﺑﺪون اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ .وﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ّ
ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻼ اﺳﺘﺜﻨﺎء .وﻗﺒﻮﻟﻪ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻫﻮ أﺳﺎس اﻹﳝﺎن واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻮﻣﻦ أﺟﻞ اﻛﻤﺎل اﻹﳝﺎن.
اﻟﻮﻫﺎب ))ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻹﳝﺎن(( ص237-232
ﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ أﻳ ً
ﻀﺎ ﻗﻮل اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ّ
اﻹﳝﺎن ﺎﺑﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻫﻮ ﻋﻤﻞ اﳌﺴﻠﻢ ﲢﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﷲ.
ﻛﻤﺎ ورد ﻓﻴﻬﺎ ))إن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﻳﻨﺎم وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ إن ﻳﻨﺎم ﳜﻔﺾ اﻟﻘﺴﻂ وﻳﺮﻓﻌﻪ ،ﻳﺮﻓﻪ إﻟﻴﻪ ﻋﻤﻞ اﻟﻠﻴﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻬﺎروﻋﻤﻞ
اﻟﻨﻬﺎر ﻗﺒﻞ اﻟﻠﻴﻞ ،ﺣﺠﺎﺑﻪ اﻟﻨﻮر أواﻟﻨﺎر ﻟﻮﻛﺸﻔﻪ ﻵﺣﺮﻗﺖ ﺳﺒﺤﺎت وﺟﻬﻪ ﻣﺎاﻧﺘﻬﻰ إﻟﻴﻪ ﺑﺼﺮﻩ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ(( رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ص
232
ﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﺸﻴﺦ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ دﺧﻮل اﳌﺮء ﻟﻺﺳﻼم ﻳﺮاﻗﺐ ﷲ ﻋﻤﻠﻪ .أي إن اﻹﳝﺎن ﺑﻪ ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
ﻣﺴﻠﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﺣﱴ ﻳﺮﺿﻴﻪ ﷲ.
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ أي ﺷﻲء ﻳﻌﻤﻠﻪ اﳌﺴﻠﻢ ﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺟﺎﻩ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
وﺗﻌﺎﱃ.

ﺎﺛﻟﺜًﺎ ﻋﻦ اﻹﺣﺴﺎن
ﰲ اﳊﻴﺚ اﻟﻨﺒﻮي إن اﻹﺣﺴﺎن ﻫﻮ ان ﺗﻌﺒﺪ ﷲ ﻛﺄﻧﻚ ﺗﺮاﻩ .وﺗﺪل ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻛﻪ وﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ وﻣﻨﻬﺠﻪ وأﺳﻠﻮب
اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺑﻐﲑﻩ .ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ أن ﻳﺴﻌﻰ وراء إﻛﻤﺎل اﻹﳝﺎن ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ .وإذا ﺣﻘﻖ إﻛﻤﺎﻟﻪ ،ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻖ اﻹﺣﺴﺎن،

إﺣﺴﺎ� .وﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﲢﻮﻳﻞ اﻹﳝﺎن إﱃ درﺟﺔ اﻹﺣﺴﺎن .وإن
وأﺻﺤﺒﺖ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﷲ وﻋﻤﻞ اﻹﳝﺎن
ً
اﻹﺣﺴﺎن ﻫﻮ ﻋﻤﻞ أﻛﻤﻞ ﻣﺜﺎﱄ ﻋﻨﺪ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ .وﻟﻴﺲ اﻹﺣﺴﺎن ﻳﺘﺠﻪ إﱃ ﷲ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻳﺘﺠﻪ إﱃ ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻦ
اﻟﻨﺎس )اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ( واﳊﻴﻮا�ت واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻪ.
ﻀﺎ .وﻳﻨﺸﺄ اﻹﺣﺴﺎن ﻣﻦ اﻹﳝﺎن
وإن اﻹﺣﺴﺎن ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﻫﻮ أﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻹﺳﻼﻣﻬﻢ .وﳒﺪ
إﺣﺴﺎ� ﰲ ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ أﻳ ً
ً
ﺎﺑﻪﻠﻟ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ .وﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﻓﻄﺮة اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺪون ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ .واﻹﺣﺴﺎن ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد
ﻫﻮ أﺧﻼق ﻃﺒﻴﺒﺔ وﺻﺎﳊﺔ.
اﻟﻮﻫﺎب ﻋﻦ ذﻟﻚ ﰲ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺛﻼﺛﺔ اﻷﺻﻮل.
وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ّ
ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻣﺮﻓﻮﻋًﺎ )) أن اﻣﺮأة ﺑﻐﻴًﺎ رأت ﻛﻠﺒًﺎ ﰲ ﻳﻮم ﺣﺎر ﻳﻄﻴﻒ ﺑﺒﺌﺮ ﻗﺪ دﻟﻊ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻄﺶ ﻓﻨﺰﻋﺖ
ﻟﻪ ﻣﻘﻬﺎ ﻓﺴﻘﺘﻪ ﻓﻐﻔﺮ ﳍﺎ ﺑﻪ((  .وﻗﺎل)) :دﺧﻠﺖ اﻟﻨﺎر اﻣﺮأة ﰲ ﻫﺮة ﳍﺎ ﺣﺒﺴﺘﻬﺎ ﻻﻫﻲ أﻃﻌﻤﺘﻬﺎ وﻻ أرﺳﻠﺘﻬﺎ ﺄﺗﻛﻞ ﻣﻦ
ﺧﺸﺎش اﻵرض((
ﻀﺎ.
ﻓﺪ ﲢﻘﻖ اﻹﺣﺴﺎن ﻋﻨﺪ ﻏﲑ ﻣﺴﻠﻢ .وﻗﺪ ذﻛﺮاﳌﻔﱴ اﻟﻌﺎم ﻟﺴﻮر� اﳌﺮﺣﻮم اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﲪﺪ ﻛﻔﱰوو ﻫﺬﻩ اﳊﺪﻳﺚ أﻳ ً
اﻷﺧﻼق اﻟﻄﺒﻴﺒﺔ واﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﺑﲔ ﻏﱪ اﳌﺴﻠﻤﲔ .وﺣﺼﻞ اﳌﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺴﺎن ﰲ اﻟﺴﺎﻋﻲ وراء
إﻛﻤﺎل اﻹﳝﺎن.
ﻚ َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ُﻛ ْﻢ أُ ﱠﻣﺔً َو َﺳﻄًﺎ ﻟِﺘَ ُﻜﻮﻧُﻮا ُﺷ َﻬ َﺪاءَ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ ِ
ﱠﺎس(( وﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ ﻫﻲ أﻣﺔ
))وَﻛ َﺬﻟِ َ
ﻫﺬا ﻣﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻵﻳﺔ  2ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة َ
ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﺷﻌﻮب ﰲ اﻟﻌﺎﱂ .وﻻ ﳝﻜﻦ أن اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﻣﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺪون إﻛﻤﺎل اﻹﳝﺎن أي اﻹﺣﺴﺎن اﻟﻜﺎﻣﻞ.

ﺧﻼﺻﺔ
اﻟﻮﻫﺎب وﺿﺢ ﻟﻨﺎ درﺟﺎت اﻹﳝﺎن .ﻣﻦ ﺗﺮك اﻟﺸﺮك وإﻧﻜﺎر اﻟﺸﺮك إﱃ ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪي
أن اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ّ

اﻟﺼﺤﻴﺢ .وﻫﺬﻩ ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﱃ ﰲ اﻹﺳﻼم .ﰒ اﻟﻌﻤﻞ ﲟﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء .وﻫﺬﻩ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺎﺛﻧﻴﺔ ﰲ اﻹﺳﻼم .ﰒ ﻋﻤﻞ اﻹﳝﺎن اﻟﺴﺎﻋﻲ وراء اﻹﺣﺴﺎن ،وﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺎﺛﻟﺜﺔ وأﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﰲ اﻹﺳﻼم.
واﻷﺧﻼق اﻟﻄﻴﺒﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻹﺣﺴﺎن .وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻹﺣﺴﺎن ﻣﺸﱰك ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ .وإذا وﺟﺪ
ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻹﺣﺴﺎن ﻋﻨﺪ ﻏﲑ ﻣﺴﻠﻢ ،ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻌﱰف ﻬﺑﺎ ﺑﺪون ﺗﺮدد ﺣﱴ ﻳﺘﻌﺎون ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﰲ ﻋﻤﻞ
اﳌﺴﻠﻢ ً
اﳋﲑ وﺧﺪﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
وﳓﻦ ﻧﻌﻴﺶ ﰲ ﻋﺼﺮ اﳉﻬﺎد اﻟﺬي ﺗﺘﺰﻋﻤﻪ ﲨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻄﺮف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﺬ ﺣﺮب أﻛﺘﻮﺑﺮ ﰲ ﻋﺎم  1973أي اﻟﻨﺰاع
اﻟﻌﺮﰊ اﻹﺳﺮاﺋﻠﻲ .وﻳﺪﻋﻮن اﳌﺴﻠﻤﲔ إﱃ اﻟﻘﺘﺎل وﻳﻘﻮﻟﻮن ان اﻟﻘﺘﺎل ﻫﻮ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ،وﻻﻳﻘﻮﻟﻮن أﻧﻪ ﺳﺒﻴﻞ إﱃ ﷲ.
وأن اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻹﳝﺎن ﻫﻮ اﻟﺴﻌﻲ وراء رﺿﻰ ﷲ .واﳉﻬﺎد اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ ﻟﻨﻔﺴﻪ وﷲ ﻏﲑ ﳏﺘﺎج إﱃ ﺟﻬﺎد اﻟﺒﺸﺮ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل
ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻵﻳﺔ  6ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت ))وﻣﻦ ﺟﺎﻫ َﺪ ﻓَِﺈ ﱠﳕَﺎ ُﳚ ِ
ﺎﻫ ُﺪ ﻟِﻨَـ ْﻔ ِﺴ ِﻪ إِ ﱠن ﱠ
ﲔ(( .أن اﳉﻬﺎد ﻫﻮ
اﻪﻠﻟَ ﻟَﻐَِ ﱞ
ََ ْ َ َ
ﲏ َﻋ ِﻦ اﻟ َْﻌﺎﻟ َِﻤ َ
َ
ﻟﻨﻔﺴﻪ ،وﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻫﻮ ﺳﺒﻴﻞ إﱃ ﷲ أي إﱃ اﻟﺴﻼم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻋﻨﺪ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ،ﻷن ﷲ ﻫﻮ اﻟﺴﻼم.
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﰲ ﻣﻘﺎﻟﺘﻪ.
ﻗﺪ ذﻛﺮ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ
ّ
ﺎﺑب  51ﻻﻳﻘﺎل :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﷲ
ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل)) :ﻛﻨﺎ إذا ﻛﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ اﻟﺼﻼة ﻗﻠﻨﺎ :اﻟﺴﻼم
ﻋﻠﻰ ﷲ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﻩ ،اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﻓﻼن وﻓﻼن ،ﻓﻘﺎل اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  :ﻻ ﺗﻘﻮﻟﻮا :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﷲ ،ﻓﺈن ﷲ
ﻫﻮ اﻟﺴﻼم((.
واﻟﺴﻼم ﰲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻮ ﷲ واﳉﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﷲ .ودﻳﻦ اﻟﺴﻼم ﻫﻮ دﻳﻦ ﷲ.
ﻓﻜﻠﻤﺔ اﻟﺴﻼم ﰲ اﻟﺴﻼم ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻠﻤﺔ اﳌﻀﺎد ))اﳊﺮب(( وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺸﺮﺣﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮن أن اﻟﺪﻳﻦ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻮ دﻳﻦ اﻟﺴﻼم .ﻷن اﻟﻐﺮب ﻳﻨﺘﻘﺪون ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻗﻮل وﻓﻌﻞ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﻋﺼﺮ� ﻫﺬا .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺷﺮح أن

اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻀﺎدة ﻟـ ))اﳊﺮب(( ﻫﻲ ))اﻟﺴﻠﻢ(( ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ اﻟﺘﻌﺎﱃ:
ﺴ ِﻤﻴﻊ اﻟْﻌﻠِﻴﻢ(( ِ
ﺎﺟﻨَ ْﺢ َﳍَﺎ َوﺗَـﻮﱠﻛﻞ ﻋَﻠَﻰ ﱠِ ِ
ﻓﺎﻟﺴﻠﻢ ﻫﻮ ﻋﻬﺪ أواﻻﺗﻘﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﺋﺶ
)) }َ {61وإِ ْن َﺟﻨَ ُﺤﻮا ﻟِﻠ ﱠ
ﺴﻠ ِْﻢ ﻓَ ْ
اﻪﻠﻟ إﻧﱠﻪُ ُﻫ َﻮ اﻟ ﱠ ُ َ ُ
َ ْ
اﻟﺴﻠﻤﻲ.

ﻋﺴﻜﺮ� وﺛﻘﺎﻓﻴًﺎ ﰲ ﻋﺼﺮ اﳉﻬﺎد .واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
اﻹﳝﺎن ﺎﺑﻪﻠﻟ ﻻ أﻋﺪاء ﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﰲ ﻧﻀﺎﳍﻢ ﺿﺪ اﻟﻐﺮب
ً
ﻋﻤﻞ اﻟﻌﺒﺎدات أﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ .ﻷن ﻋﻤﻞ اﻟﻌﺒﺎدات وﺳﻴﻠﺔ وﺣﻴﺪة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺿﻰ ﷲ .وﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ أن
ﻳﻌﻤﻖ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺳﺎﻋﻴًﺎ ﻻﲣﺎذ ﺧﻄﻮات درﺟﺎت اﻹﳝﺎن ﰲ اﻹﺳﻼم ﺣﱴ ﻳﺼﻞ إﱃ أﻋﻠﻰ درﺟﺔ أي اﻹﺣﺴﺎن.
وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﰲ درﺟﺔ اﻹﺣﺴﺎن أن ﻳﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﻋﻤﻞ اﳋﲑ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ.

ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﺷﻜﺮا ﳉﻤﻴﻊ اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ إذ أﻋﻄﻴﺘﻤﻮﱐ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﲝﺜﻲ.
ً
اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔ ﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ.
اﳌﺮاﺟﻊ
اﻟﻮﻫﺎب ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
" ﺛﻼﺛﺔ اﻷﺻﻮل" و" ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻹﳝﺎن" ﻣﻦ اﳉﺰء اﻷول ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻟﺸﻴﺦ اﻹﺳﻼم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ّ

اﳊﻴﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ " اﻷرﺑﻌﻮن اﻟﻨﻮﻳﯩﺔ"
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﱐ

ﻋﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ أﻳﻀﺎ  ،ﻗﺎل  :ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳓﻦ ﺟﻠﻮس ﻋـﻨﺪ رﺳـﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ذات ﻳﻮم اذ ﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻨﺎ رﺟﻞ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻴﺎض اﻟﺜﻴﺎب ،
ﺷﺪﻳﺪ ﺳﻮاد اﻟﺸﻌﺮ ﻻ ﻳﺮى ﻋﻠﻴﻪ أﺛـﺮ اﻟﺴﻔﺮ وﻻ ﻳﻌـﺮﻓﻪ ﻣﻨﺎ اﺣـﺪ .ﺣﱴ ﺟـﻠـﺲ إﱃ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓـﺄﺳﻨﺪ رﻛﺒـﺘﻴﻪ إﱃ رﻛﺒﺘـﻴﻪ ووﺿﻊ ﻛﻔﻴﻪ ﻋﻠﻰ
ﻓﺨﺬﻳﻪ ،وﻗـﺎل � " :ﳏﻤﺪ أﺧﱪﱐ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم " .ﻓﻘـﺎل رﺳـﻮل ﷲ ﺻـﻠﻰ ﷲ ﻋـﻠﻴﻪ وﺳـﻠـﻢ ):اﻹﺳـﻼم أن ﺗـﺸـﻬـﺪ أن ﻻ إﻟـﻪ إﻻ ﷲ وأن ﳏـﻤـﺪ رﺳـﻮل ﷲ
وﺗـﻘـﻴـﻢ اﻟﺼﻼة وﺗـﺆﰐ اﻟـﺰﻛﺎة وﺗـﺼﻮم رﻣﻀﺎن وﺗـﺤـﺞ اﻟﺒﻴﺖ إن اﺳـﺘـﻄـﻌﺖ اﻟﻴﻪ ﺳﺒﻴﻼ( .ﻗﺎل  :ﺻﺪﻗﺖ .ﻓﻌﺠﺒﻨﺎ ﻟﻪ  ،ﻳﺴﺄﻟﻪ وﻳﺼﺪﻗﻪ ؟ ﻗﺎل  :ﻓﺄﺧﱪﱐ
ﻋﻦ اﻹﳝﺎن  .ﻗﺎل  :أن ﺗﺆﻣﻦ ﺎﺑﻪﻠﻟ وﻣﻼﺋﻜﺘﻪ وﻛﺘﺒﻪ ورﺳﻠﻪ واﻟﻴﻮم اﻻﺧﺮ وﺗﺆﻣﻦ ﺎﺑﻟﻘﺪر ﺧﲑﻩ وﺷﺮﻩ  .ﻗﺎل  :ﺻﺪﻗﺖ  .ﻗﺎل  :ﻓﺄﺧﱪﱐ ﻋﻦ اﻹﺣﺴﺎن .
ﻗﺎل  :ان ﺗﻌﺒﺪ ﷲ ﻛﺄﻧﻚ ﺗﺮاﻩ  ،ﻓﺈن ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﺮاﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮاك  .ﻗﺎل  :ﻓﺄﺧﱪﱐ ﻋﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  .ﻗﺎل " :ﻣﺎ اﳌﺴﺆول ﻋﻨﻬﺎ ﺄﺑﻋﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻞ " ﻗﺎل  :ﻓﺄﺧﱪﱐ
ﻋﻦ أﻣﺎراﻬﺗﺎ  .ﻗﺎل  " :أن ﺗﻠﺪ اﻷم رﺑﺘﻬﺎ  ،وان ﺗﺮى اﳊﻔﺎة اﻟﻌﺮاة اﻟﻌﺎﻟﺔ رﻋﺎء اﻟﺸﺎء ﻳﺘﻄﺎوﻟﻮن ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺎن" ﰒ اﻧﻄﻠﻖ  ،ﻓﻠﺒﺜﺖ ﻣﻠﻴﺎ ،ﰒ ﻗﺎل  � ":ﻋﻤﺮ
.أﺗﺪري ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻞ ؟" ﻗﻠﺖ " :ﷲ ورﺳﻮﻟﻪ أﻋﻠﻢ " .ﻗﺎل  :ﻓﺈﻧﻪ ﺟﱪﻳﻞ  ،اﺎﺗﻛﻢ ﻳﻌﻠﻤﻜﻢ دﻳﻨﻜﻢ "رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ] رﻗﻢ [ 8 :

プレゼンテーション要旨

イスラームの教えの理解深化
-サウジアラビア建国理念指導者ムハンマド・アブドルワッハーブの「三つの原則」と
「信仰をめぐる知識」を通じて

四戸 潤弥
一神教学際研究センター長
同志社大学神学部教授
要旨
1．ムハンマド・ビン・アブドゥルワッハーブ （Muhammad ibn ʿAbd al-Wahhab; 1703– 1792）
タウヒード（唯一神）を強く主張したサラフィー主義者の先達として理解されていると共に
彼の教えは現在のサウジアラビア王国の国是となっている。
日本ではタウヒード論が盛んであるが、神は一つと叫んで研究しても何ら理解ある説明
が得られない。記述されるのは彼の極端さである。極端さは、攻撃的であることから、イス
ラームに新しく接した若者を喜ばせる。そして間違った理解に連れ出す。
だいたいの理解は、宗教的なこしらえ物（ビドア）、あるいは多神教（シルク）とみな
されるものは否定されるというものだ。
しかしシルクは多神教とは違う。シルクはアッラーに何かの並列者を置くことだから
だ。
2．今回は彼の論考「３つの原則」の分析を通じて、信仰の深化を私たちに教えたことを明
らかにする。
アブドルワッハーブは、まず、アラブは一神教であったとする。イスラーム以前のアラブ
は多神教であったのではなく、一神教を歪曲した、シルク（アッラーに並列者を設置するこ
と）となった。故に、ムハンマドが送られた理由は、アラブを元の一神教に復帰されること
だと言うのだ。
3．カアバ神殿を建立したのはイブラーヒームと彼の息子イシュマーイール（アブラハムと
イスマーイル）だ。だからそこは一神教だったのだ。極めて明快だ。
４．ところが、その神に並列者を加えた、それは石で、樹木などの植物であることもあれば、
願掛けであることもあれば、偶像であることもあれば、想像の神でもある、太陽、月、星な
どもそれだ。
5．一神教は不可視の神であるから、アッラーの偶像をつくることはないが、その並列者や
縁のある存在を並列者とすることもある。
6．強調点は一神教（タウヒード）ではなく、一神教を歪曲したシルクの否定にある。そ

のようにワッハーブは論稿で説いていく。
シルクの否定の暴力的行為も理論的に裏付け有れる。
タウヒードを叫んで、自己の信仰証明や、イスラームへの親近感を表わす研究者はワッ
ハーブを理解していないことになる。
7．シルクの否定がイスラームの教えの根幹となる。こうした主張は頗る正しい。なぜな
ら神からのムハンマドの派遣は一神教への回帰を促す神からの招待（信仰）であるから
だ。
8．
『クルアーン』をシルクの否定、一神教への回帰への招待の書と位置付けると、新しい
地平が見えてくる。
『クルアーン』を歪曲された一神教から正しいイブラーヒームの一神
教へと回帰する神の招待と理解するなら、『クルアーン』のどこを読み、またどこから読
み始めても理解ができるようになるからだ。配列、順序、啓示年代記が問題でなくなるか
らだ。それはムハンマドが啓示を伝え、入信した初期のイスラーム教徒の『クルアーン』
に対する立場と一致するからだ。
９．神の慈悲と慈愛
一神教の歪曲の非を悟り、回帰しようとする人に対し、神は怒りを抑え慈悲を約束す
る。
10．神の約束と、慈悲と慈愛
一神教へ回帰したとしてもまた、シルクに陥る。いや陥った。ワッハーブは同時代のイ
スラーム教徒のシルクを目撃した。アッラーの慈悲と慈愛は、再び陥ったシルクにまた悔
悟して戻ることを予定したものであった。
11．五回の義務の礼拝で、第 1 章を 17 回朗唱するが、第 1 章は慈悲と慈愛で始まる、神
の一神教の招待と、信仰の成就、裁き、そして過去の過ちを教訓とせよという内容だ。つ
まりイスラーム教徒は常にシルクを警戒し、自己を繰り返し、正しい一神教へと向かわせ
るものだ。だから 17 回の意味があり、第 1 章を『クルアーン』の総体だとしたのだ。
12．
『クルアーン』の目的に向かえば向かうほど、シルクの否定が強調され、抽象化さ
れ、極端な様相を呈するのだが、それは他の分野でも抽象化にも見られる。押しなべて抽
象化とは極端なものだ。
（２）アブドルワハハーブの信仰理解
1. イスラームの意味を多くの他の法学者と同じように、それを受け入れることとしてい
る。具体的には、アッラーは唯一で、ムハンマドは神の使徒であるということを証言する
ことである。
2．イスラームの意味を、神への絶対服従するとか、降伏とかとして、発展して神への絶
対的帰依とするが、アブドルワッハーブはイスラームをその始まりとし、完成としていな
いという意味で使い、１の用法を指示する。ここでの意味は信仰の完成の段階であり、イ
スラームへの入信はそこまで進まない。

それは『クルアーン』にある、イスラームに入信したと言え、信仰したと言うなという
啓示と一致する。
3．降伏して、武器を引き渡しとしても、それは相手に絶対的服従をしているとは限らな
い。力で抑えられたのだ。その後、支配下に置かれることになるが、そうなっても反乱の
根は残っているのである。
したがって、絶対的帰依へ向かうというのは正しいが、であるというのは間違いであ
る。
4．ハディースにおいて、イスラーム、信仰、イフサーンの意味が明確に説明されてい
る。
1）イスラーム
「イスラームとは、アッラー以外に神はなく、ムハンマドはアッラーの御使いであると証言
し、礼拝を行ない、喜捨２を払い、ラマダーン月に断食し、可能な場合に〔アッラーの〕家
に巡礼を果すことです。
」
2）信仰とは、それはアッラーとその諸天使、
〔啓典の〕書と使徒たち、審判の日、善悪二つ
の相をもって〔アッラーが定めたまう〕宿命を信ずることです。
」
3）イフサーン（善行）とは、
「それは貴方がまじまじとアッラーを見るように彼を敬い崇め
ることです。貴方が眼にしていなくとも、アッラーは貴方を見ておられるのですから。」
ここでのイスラームの意味は入信後、実践した後のイスラームであって、入信直後のイス
ラームではない。
従って、五行がイスラームであるという場合、それは出発点（入信）か、到達点（実践の
後）で違う意味をもってくるのである。常に到達点である信徒は、信仰厚き人となり、それ
はイマーンを持つ人であり、ムウミン（信仰者）とされる。
アブドルッハーブは、こうしてイスラームを第一段階とし、その進化を信仰者として、信
仰の深まりを明らかにしている。
5．イスラームと信仰の違いが明確にされた後、アブドルワッハーブはイフサーン（善行）
について論じ、これを信仰の深化の第 3 段階とする。
それは信仰者には礼儀正しさと、他への配慮とする。他とは人であり、動物であり、自然
であり、自己を取り巻くすべてであり、神が創造した全てである。
6．善行について
アブドルワッハーブは善行（イフサーン）が信仰者の信仰の結果だけではないとする。
その例として、預言者のハディースを例にとる。
砂漠で渇きを訴える犬に見た売春婦は哀れに思い、井戸の水を与える、アッラーは彼女の
善行を認め、天国を約束する。猫に餌を与えず、家から出さず餓死させたイスラーム教徒の

女がいた。アッラーは彼女を炎獄に落とした。
7．イフサーンについて見れば、先のハディースではイフサーンがイスラーム教徒の信仰の
深化から出るだけではなく、非イスラーム教徒から出ることも示している。
なぜなら、アッラーは人創造した時、本能を植え付けた。他への配慮は本能から出る場合
もあることが分かる。
8．この種のイフサーンは倫理道徳であり、イスラーム教徒と非イスラーム教徒にも共通し
ている。それは現実でも証明される。従って、善行や倫理、道徳での良き行為は宗教の別な
く共通しており、善行での協力は可能である。
9．神はイスラーム教徒の信仰の深化の最終段階にイフサーンを加えた。信仰の基づくイフ
サーンを求めたのは、イスラーム教徒の国家が他の国家の模範となるとの意味もある。
⒑．イスラーム教徒は信仰の深化を理解し、イフサーンを体現した信仰者とならなければな
らいと、アブドルワッハーブは説いている。
11. アブドルワッハーブは、イスラーム、信仰、イフサーンの意味の明確化によって、私
たちはこの３つのことばを深く理解し、信仰を深めることができるようなった。
(3) アブドルワッハーブの一神教論はシルクの否定であるが、それは彼が『クルアー
ン』の目的を正しく理解したからであり、過激派の始祖ではないことを理解しなくてはい
けない。
以上
参考:
第 2 の伝承
この伝承もまたウマル―アッラーよ彼を嘉したまえ―の権威による。彼は伝えている。
ある日われわれがアッラーの御使い―アッラーよ彼に祝福と平安を与えたまえ―と一緒に
坐りこんでいると、真白な服を身にまとい、真黒な髪をした男がこちらにやってきた。この
男には旅をしてきたという風情は少しもなかったが、われわれは誰も彼を知らなかった。彼
は預言者―アッラーよ彼に祝福と平安を与えたまえ―の前に膝と膝をつきあわせて座り、
両の掌を両腿の上に置いた姿勢でこう訊ねた。「ムハンマドよ、イスラームについて説明願
いたい。
」するとアッラーの御使い―アッラーよ彼に祝福と平安を与えたまえ―は答えた。
「イスラームとは、アッラー以外に神はなく、ムハンマドはアッラーの御使いであると証言
し、礼拝を行ない、喜捨２を払い、ラマダーン月に断食し、可能な場合に〔アッラーの〕家
３に巡礼を果すことです。
」すると男はいった。「その通りだ。
」われわれは預言者にこのよ
うな質問をし、その答えに肯く男に驚きの眼をみはった。
男はまた訊ねた。
「それではイーマーン４〔信仰〕について説明して欲しい。
」すると預言者

は答えた。
「それはアッラーとその諸天使、
〔啓典の〕書と使徒たち、審判の日、善悪二つの
相をもって〔アッラーが定めたまう〕宿命を信ずることです。」男は「その通り」と繰り返
してから訊ねた。
「それではイフサーン５〔善行〕について話して欲しい。」預言者は答えた。
「それは貴方がまじまじとアッラーを見るように彼を敬い崇めることです。貴方が眼にし
ていなくとも、アッラーは貴方を見ておられるのですから。
」そして男が件の時〔最後の審
判の日〕について訊ねると、預言者は答えた。「その問題については、訊ねられた者も訊ね
手以上に知っている訳ではありません。
」男がさらにその〔時がやってくる〕徴候について
訊ねると預言者はこう答えた。
「奴隷女が女主人を産み６、また貴方は、はだしで素っ裸の
文なし牧童どもが、競って豪華な殿堂を建てる姿を見かけるでしょう。」そこで男は立ち去
り、私はそのまま暫らくじっとしていたが、預言者がこう訊ねられた。「ウマルよ、いろい
ろものを訊ねたあの人が誰だか解るかね。」私は答えた。
「アッラーとその御使い〔だけ〕が
御存知です。
」すると預言者は言われた。
「あの方は天使ジブリール７だよ。お前たちにお前
たちの宗教について教えるためにいらっしゃったのだ。
」
これはムスリムにより伝えられた伝承である。

