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最新のクルアーン邦訳
　昨年2014年８月に作品社よりクルアーン⑴の新しい邦訳が出版された。タイトルは『日
亜対訳クルアーン』である。タイトルからもわかるとおり，アラビア語テキストが付され
ており，これが他の類書にはない大きな特徴になっている。これによって，入手が容易な
クルアーンの邦訳は岩波文庫版（以下「岩波版」），中央公論版（以下「中公版」），そして
一番新しい作品社版の三種類になった。中東・イスラームに関心をもつものとしては選択
肢が増えて喜ばしいが，逆にどれを利用すべきか迷ってしまうこともあろう。そこで本稿
では，利用の際の参考となるよう，これらクルアーンの邦訳を相互に比較しながら，いく
つか特徴となる要素を抽出していくこととする。
　ただし，筆者はクルアーンの専門家ではなく，またムスリムですらない。ペルシア湾岸
地域という特定地域を専門とする一介の地域研究者である。だが，情勢分析や論文執筆な
どで日常的にクルアーンを利用し，またしばしば引用しなければならない立場にある。し
たがって，ここでは各版の特色や使い勝手を中心に論じていこうと思う。訳や解釈の是非
が議論の中核ではない。訳の良し悪しに言及する場合，何らかの客観的な基準があるわけ
ではなく，大半が著者の好みであることも申し添えておく⑵。
　もちろん，ここでクルアーンの翻訳不可能性について立ち入るつもりはさらさらない。ク
ルアーンはもともとアラビア語で読誦されるべきものではあるが，ここで議論するのはもっ
ぱら日本語で書かれた読み物としてのクルアーン，あるいはクルアーン解釈だからである⑶。

（一財）日本エネルギー経済研究所　中東研究センター　研究理事　保坂　修司

クルアーンの日本語訳について

中東情勢分析 

⑴　�クルアーンは，日本では一般にコーランと呼びならわされている。しかし，昨今の学界等の動きにした
がい，よりアラビア語の原音に近いクルアーンの名称をとった。

⑵　�クルアーンの邦訳の比較はすでにたとえば大川玲子『聖典「クルアーン」の思想――イスラームの世界
観』（講談社現代新書，2004年）で行われており，本稿でも参考にさせていただいた。また，オンライ
ンでもさまざまなかたちで邦訳の比較がされており，「数えられなかった羊」http://arabic.kharuuf.
net/archives/1523など参考になるものも少なくなかった。

⑶　�クルアーンの邦訳はこの３つだけではないが，他のものはいずれも絶版か，一般の書店での入手が困難
かなので，本稿では扱わないこととする。入手が容易なものに，大川周明訳『文語訳古蘭』（書肆心水，
2010年）があるが，これはアラビア語からの訳ではないので，対象としなかった。また，オンラインで
もいくつか日本語訳が利用可能であるが，こちらのほうも除外してある。

http://arabic.kharuuf.net/archives/1523
http://arabic.kharuuf.net/archives/1523
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書誌情報
　まずは３冊の書誌情報から紹介しておこ
う。古い順にいくと下記のとおりになる。な
お，岩波版は改訳されており，中公版は版型
が変わったりしているが，いずれも現在，書
店で入手可能な版ばかりである（なお価格は
５月31日現在）。

　　岩波版
　　　�　井筒俊彦訳『コーラン』全３巻（上中下），1964年（改訂版，上巻のみ972円，そ

れ以外は1,015円）≪初版は1957年≫
　　中公版
　　　�　藤本勝次・伴康哉・池田修訳『コーラン』全２巻，2002年（Ⅰ：1,458円，Ⅱ：

1,620円）≪初版は1970年，世界の名著シリーズのひとつとして１巻本で出版され
た≫

　　作品社版
　　　�　黎明イスラーム学術・文化振興会責任編集，中田考監修，中田香織・下村佳州紀

訳，「正統十読誦注解」松山洋平『日亜対訳クルアーン「付訳解と正統十読誦注解」』
作品社，2014年（4,800円）

　版型でいえば，それぞれ文庫，新書，A５とさまざまなであるが，使う側としては小さ
い，あるいは手ごろな大きさのほうがいいに決まっている。その意味では岩波版がベスト
であろうが，残念ながら上中下３巻にわかれているため，逆に使いにくくなっている。中
公版は以前の版は１巻本で使いやすかったが，新書の版型になった現在は２巻本になって
しまった。作品社版は，１巻ではあるが，アラビア語原文を収めていることもあって，A
５版と大きく，ページ数も多い。くわえて，ハードカバーであることからも，重量があり，
常時携帯するにはかなり骨が折れる。
　なお，このうち岩波版と中公版にはKindle 版が用意されており，岩波版は上中下それ
ぞれ972円，928円，1,015円，中公版はそれぞれ1,080円，1,188円となっている。とく
に持ち運びを重視するかたで，なおかつ書物収集癖がないかた，そしてパソコンやスマー
トフォンでの利用に不便を感じないかたであれば，このKindle 版は悪くない選択肢だろ
う。

筆者紹介
　慶應義塾大学大学院修士課程修了。在クウェート日
本大使館・在サウジアラビア日本大使館専門調査員，
中東調査会研究員，近畿大学教授等を経て現職。主な
著書に『乞食とイスラーム』（筑摩書房），『サウジア
ラビア』（岩波新書），『オサマ・ビンラディンの生涯
と聖戦』（朝日新聞出版社），『イラク戦争と激動する
中東世界』（山川出版社）等。
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訳者について
　３冊のなかでもっとも古い岩波版の訳者は，慶應義塾大学，カナダのマギル大学，イラ
ンの王立哲学アカデミーで教育・研究に従事していた井筒俊彦である。彼についてはくわ
しく説明するまでもないだろう。長く日本のイスラーム研究をリードしてきた碩学であり，
クルアーンの日本語訳以外，日本語や英語で多数の著作を発表している。また，アラビア
語やペルシア語で書かれた古典的な哲学書・思想書などの翻訳・校訂も多く，その著作は
欧米語のみならず，中東諸語にも翻訳されている⑷。
　クルアーンに関しても英語で書かれたGod�and�Man�in�the�Koran:�Semantics�of�the�
Koranic�Weltanschauung や『コーランを読む』といった著作があり，素人の筆者でも
井筒のクルアーン翻訳には，イスラーム思想のみならず，言語学などに関する彼の透徹し
た，奥深い理解が感じられる。
　中公版は藤本勝次・伴康哉・池田修の３人の共訳で，藤本が関西大学，他の２名は大阪
外語大学で長く教鞭をとられていた。藤本には『シナ・インド物語』『イブン・ジュバイル
旅行記』『ウサーマ・ブン・ムンキズ回想録』などのアラビア語からの翻訳があるほか，『マ
ホメット―ユダヤ人との抗争』といった著作もある。また，池田は『アラビアン・ナイト』
や『アルファフリー』とった古典の翻訳のほか，ターハー・フセインなど現代アラビア文
学の翻訳も手掛けており，さらに『アラビア語入門』『現代アラビア語小辞典』も書いてい
る。いずれもアラビア語の高度な知識には定評がある，歴史学，アラビア語学，アラビア
文学の研究者たちである。
　さて，もっとも新しい作品社版は，もともとは2002年から出版が開始された『タフス
ィール・アル＝ジャラーライン』という古典的クルアーン注釈書の日本語訳にあるクルアー
ン本文の翻訳部分を下敷きにしている。この注釈書は中田香織訳，中田考監訳であり，そ
れに新たな訳者として下村佳州紀が参加するかたちになっている。また「正統十読誦注解」
を松山洋平が担当している。作品社版の大きな特徴としては，訳者が全員ムスリムである
ということが挙げられる。日本人ムスリムによるクルアーンの邦訳としてはすでに日本ム
スリム協会によるものがあるので，本書がはじめてではないが，学術的使用に耐えられる，
きちんとしたアラビア語注釈書を踏まえたうえでの翻訳という意味では実質，日本人ムス
リムによる最初のクルアーン翻訳といえるだろう。
　監訳者の中田考は，アルカイダやイスラーム国などのテロ組織との関わりで，しばしば
メディアを賑わしていたが，一部のメディアや怪しげなオンライン情報でいっているよう
な過激性は，少なくとも本翻訳からはうかがいしれない。

⑷　�最近の井筒の評価については，たとえば池内恵『増補新版イスラーム世界の論じ方』（中央公論新社，
2016年）を見よ。
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各邦訳の特色
　岩波版は日本ではじめてのアラビア語原典からの全訳であり，今日までもっとも日本で
売れたクルアーンの翻訳といってまちがいない。
　初版は1957年なので，出版からすでにかなりの年月が経過している。この間，世界中の
クルアーン研究は日進月歩で，一度は大幅な改訳が施されたとはいえ，学術的な価値は減
少してるといわざるをえないし，後述のように，誤訳とされるところがあることも指摘さ
れている。また，岩波版は，クルアーンの節（アーヤ）番号をフリューゲル版に依拠して
いる（改訂版ではエジプト版の節番号を併記）。他の２版がいずれもエジプト版の節番号の
みを記載しているのと比較すると，古臭さはいなめないだろう。
　一方，中公版は「標準エジプト版」に準拠したクルアーンを底本としており，節番号は
そのエジプト版の番号のみであり，作品社版も同様である。
　クルアーン全体の解釈の基調として，岩波版は，ザマフシャリー系のバイダーウィーの
注釈を用いたとしている。実際，井筒の蔵書目録にはバイダーウィーの注釈書が２冊含ま
れており，これらに依拠した可能性は高い。だが，そのうちの１冊（1939年エジプト刊）
は，余白にスユーティーとマハッリーの注釈書ジャラーラインが付されており，井筒がこ
ちらも参照している可能性はあろう（ただし，いちいち原文にあたっているわけではない
ので，実際に参照しているかどうかは不明。また蔵書のなかにはそれ以外にもいくつか古
典的注釈書が含まれている）。
　なぜ，ジャラーラインに言及したかというと，このジャラーラインを基本的な注釈書と
して用いたのが作品社版だからである。作品社版の序文には，ジャラーラインにもとづい
ているため，「スンナ派イスラームの権威ある正統な解釈に立脚する翻訳」であることを強
調している（蛇足だが，バイダーウィーもスンナ派）。なお，作品社版は，ジャラーライン
のほか，中東諸国で出版された現代のさまざまな注釈書をも参照している点は，われわれ
のようにそこまで目がいきわたらないものにとってたいへん貴重であろう。他方，中公版
には，依拠した注釈書への言及がない。
　なお，中公版と作品社版には簡略なものではあるが，索引がついているのはありがたい。
といっても，岩波文庫版もKindle 版を用いれば，検索ができるようになるので，紙媒体
の欠点を補うことも可能になる。

翻訳の方針
　翻訳について中公版の訳者は，「できるだけアラビア語に忠実に行い，なるべく補筆しな
い方針をとった」と記している。岩波版のともすれば，奔放ともいえる訳と比較すれば，
たしかに中公版の訳は逐語訳に近く，その意味では，アラビア語をある程度知っている，
またアラビア語のクルアーンと合わせて読む場合には，井筒訳よりははるかに楽である。



16 中東協力センターニュース　2016・6

さらに「訳注も個人的解釈をさけるために最小限にとどめた」としており，見た目もすっ
きりしていて，全体的に読みやすいといえる。
　一方，作品社版では，翻訳の基本方針を「アラビア語の原文に可能な限り忠実に逐語的
に訳すること」としており，「そのために，時として日本語としては不自然な表現になるこ
とを避けることができなかった」としている。さらに「アラビア語の持つ音やリズムの美
しさを伝えることは最初から断念し，韻文にすることも，流麗な文体を用いることもせず，
敢えて意味の直訳に近い生硬な翻訳体を用いた」と述べている。
　他方，岩波版はクルアーンがもつ荘重で，荘厳な持ち味をあえて「口語訳」した点を強
調している。もちろん，クルアーンの散文と詩の中間のような，独特なサジュゥ体と呼ば
れる文体をそのまま日本語に置き換えることは不可能なので，なるべくその持ち味を生か
したかたちで「口語に盛れるかぎりの側面をできるだけよく日本語に移すように努力して
みた」としている。
　つまり，中公版と作品社版は逐語訳を目指しているのに対し，岩波版だけは，クルアー
ンのアラビア語がもつ持ち味や雰囲気を日本語に移植していこうとしているのである。当
然，岩波版を読んだ際の印象は，逐語訳の中公版・作品社版と呼んだ際のものとはまった
く異なるものになる。岩波版が，前述のように，ときに奔放ともみえる躍動的な文体を駆
使しているのに対し，後二版はまじめ，生硬，もっと悪くいえば，無味乾燥にも思えてし
まう。
　とはいえ，無味乾燥な文体で学術論文を書いているときに，岩波版のクルアーンの章句
を引用すると，その部分だけ異様に浮いてしまうことも事実である。したがって，研究者
が自著のなかにクルアーンを引用する際に，どの版を利用するのがいいかといえば，自分
自身の文体とのあいだに違和感を生じさせないものということになるだろう。
　なお，注に関していうと，岩波版は基本的に割注の形式で本文中に入れ込まれているが，
あとの２版はいずれも割注と脚注を合わせた形式になっている。注の数は圧倒的に作品社
版が多く，この点では同版の圧勝といえる。とはいえ，これほど詳細にわたる注を，信者
や専門家以外の一般読者が必要としているかといえば，それはないだろう。一般読者が読
むものとしては，岩波版・中公版程度の注でも十分なはずである。
　さて，具体的な訳文の例として，クルアーン第２章180節を比較してみよう。

　　岩�波版：（もう一つ）汝らが守らねばならぬ規律がある。それは，汝らのうち誰かが死
に臨んで，もし後に財産を残すときは，両親と近親たちの利益になるような立派な
遺言をすること，神を畏れかしこむ人の義務として。

　　中�公版：おまえたちのうちのだれかが死に臨んだとき，もし財産を残すならば，敬虔
なる者の義務として，両親および親族に善意をもって遺言することがおまえたちに
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定められている。
　　作�品社版：おまえたちには書き定められた。おまえたちの誰かに死が迫った時には，

良いもの（財産）を残すなら，両親と近親たちに対し良識に則った遺言が，畏れ身
を守る者たちへの義務として。

　この文章については，それぞれの訳の特色がよく現れているかもしれない。逐語訳とい
う点では作品社の訳文が一番その特徴を出している。冒頭の部分，アラビア語だと「kutiba�
‘alaykum」となっており，直訳すると，「おまえたちのうえに書かれた」となる。作品社
版がもっとも近いことは明白であろう。岩波版は大胆な意訳で，「書かれた kutiba」とい
う動詞を「規律」に置き換えている。中公版は逐語訳といいながら，冒頭にくる「kutiba」
に相当する部分が最後にきてしまっている（ただし，通常の日本語としてはこれが一番自
然であろう）。
　一方，作品社版の訳文は逐語訳を気にするあまり，逆に日本語の文章としては不自然に
なってしまっている。アラビア語の前置詞が義務を表すといった知識があって，クルアー
ンのアラビア語原文と対照すれば，逆に理解しやすいかもしれないが，日本語だけで即座
にこれを理解するのは難しいだろう。

各翻訳の相違点
　作品社版の序論の部分で，同版の翻訳の正確性を強調するように，クルアーン第１章６－
７節の訳文を各版で比較している。短いので，ここでもそのまま引用させていただく。

　　岩�波版：願わくば，我らを導いて正しい道を辿らしめ給え。汝の御怒りを蒙る人々や，
踏み迷う人々の道ではなく，汝の嘉し給う人々の道を（歩ませ給え）。

　　中�公版：われわれを正しい道に導き給え。あなたが恵みをお下しになった人々の道に。
お怒りにふれた者やさまよう者のではなくて。

　　作�品社：われらを真っすぐな道に導き給え，あなたが恩寵を垂れ給うた者たち，（つま
り）御怒りを被らず，迷ってもいない者たちの道に。

　パッと見だけではわかりづらいが，各文章の後半部分に注目していただきたい。岩波版
も中公版も「神の怒りをこうむる人びとや踏みあやまる人びとの道」という表現が見られ
るが，この部分，作品社版ではジャラーラインの注釈にしたがって，「神の怒りをこうむら
ず，迷ってもいないものたちの道」と訳している。
　作品社版は，これについて岩波版・中公版ともに誤訳であるといっている。念のため岩
波版が依拠したといっているバイダーウィーの注釈書を見てみると，実はジャラーライン
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とほぼ同様の解釈になっており，したがって，井筒はこのクルアーンの第１章で――それ
がもっとも重要な章であるにもかかわらず――バイダーウィーの解釈にしたがっていない
ことになる。実は，このまちがい，あるいは解釈の相違は，欧米語によるクルアーンの翻
訳でもしばしば見つけられる（たとえば，筆者の手持ちでいえば，アーベリーの英訳が岩
波版と同じ解釈にしたがっている）。岩波版も中公版も，欧米のクルアーン研究の業績に引
きずられていたといえるかもしれない。
　もうひとつ，別の相違点を挙げておこう。各版で章（スーラ）の名前が大きくちがうと
きがあるのだ。もちろん，日本語の翻訳が異なるというものではなく，アラビア語そのも
のからして異なっているのである。お恥ずかしいことだが，筆者も，いくつかの章に異な
る名前がついているのは知っていたが，なぜそういう相違が起きてしまうのか，どれが正
しいのか，なぜ正しいのかなどについて，まったく知らなかった。
　たとえば，クルアーン第111章には岩波版は「腐ってしまえ」という章題がついている
が，中公版は「炎の章」，作品社版は「棕櫚」といったぐあいに，各版でぜんぜんちがって
いるのだ。各版ともそれについての説明はいっさいない。ちなみに，アラビア語ではそれ
ぞれ「tabbat」「al-lahab」「al-masad」とまったく異なる単語である（ただしal-masad
は正確にいうと「棕櫚の繊維」であろう）。なお，前述のバイダーウィーの注釈書をみる
と，章題は「tabbat」となっており，この点では岩波版はバイダーウィーにしたがったと
考えられる。
　さらに，細かい点であるが，ヨーロッパのイスラーム研究でしばしば議論になっていた
点をそれぞれの版がどう訳しているかをみてみたい。それは，アラビア語のウンミー‘ummī
という語の解釈である。クルアーン第７章157節に al-nabī�al-‘ummī という語が出てい
る。これを岩波版は「民衆出の予言者」，中公版は「民衆出の預言者」，そして作品社版は
「文盲の預言者」と訳している。「ウンミー」というひとつの語に「民衆出」と「文盲」と
いう２つの解釈が出ているのだ。
　預言者ムハンマドは読み書きができるのか，できないのか。これについては西欧のイス
ラーム研究を中心にさまざまな議論が出ているが，イスラーム世界の古典的な注釈書の多
くは「書きもしないし，読みもしないlā�yaktub�wa�lā�yaqra’」と単純に解釈するのが一
般的であろう。読み書きもできないムハンマドに，ユダヤ教やキリスト教の啓典の知識も
なしに，どうしてクルアーンのようなものを作り出せようか，これぞまさに奇跡である。
クルアーンが神のコトバである証拠である。その立場からいえば，ウンミー＝文盲でまっ
たく問題ないだろう。
　ヨーロッパのイスラーム研究者には，この語を「文盲」の意味にとらないものも少なく
なく，その場合，ウンミーを「啓典をもたぬ民の」とか「共同体に属した」といった意味
で用いることもある。岩波版，中公版はおそらくこちらの解釈を取ったのだろう。ちなみ
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に，バイダーウィーは「書きもしないし，読みもしない」と注釈しており，ここでも岩波
版はバイダーウィーにしたがっていないことになる（ただし，ムハンマドが読み書きでき
るという説はムスリムの学者にも支持者がいる）。

カーリア
　最後にもうひとつ，各版がきわだって異なる訳をしているところがあるので，紹介した
い。クルアーン第101章「カーリアal-Qāri‘a」である。なぜ，この章を取り上げたかとい
えば，たいへん申し訳ないが，筆者の個人的な趣味であり，筆者がクルアーンのなかで一
番好きな章だからである。

岩波版 中公版 作品社版

戸を叩く音 叩く音 大打撃

どんどんと戸を叩く， 叩く音， 大打撃，

何事ぞ，戸を叩く。 叩く音とは何か。 大打撃とは何か。

戸を叩く音，そも何事ぞとは
何で知る。

叩く音が何であるかを，何が
汝に知らせるか。

そして何が大打撃であるか
を，何がおまえに分からせた
か。

人々あたかも飛び散る蛾のご
とく散らされる日。

人々が，散らされた蛾のよう
になり，

人々が散らされた蛾のように
なる日に，

山々あたかも られた羊毛の
ごとく成る日。

山々が，むしられた羊毛のよ
うになる日のこと。

そして山々が梳かれた赤みが
かった羊毛のようになる。

秤が重く下がった者には 目方の重い者には， それで己の秤が重かった者に
ついては，

いと心持よい生活があろう。 愉悦の生活がある。 彼は満ち足りた生にある。

秤が軽くはねた者には 目方の軽い者は， 一方，己の秤が軽かった者に
ついては，

底なしの穴が母となろう。 奈落を母とする。 彼の母は奈落である。

が，さて，底なしの穴とはそ
もなんぞやとなんで知る。

それが何であるかを，何が汝
に知らせるか。

そしてそれが何であるかを，
何がおまえに分からせたか。

炎々と燃えさかる火の謂い。 焦熱の火である。 灼熱の火である。

本文中に挿入された割注はすべて省略した。

　本章はイスラームにおける終末のイメージを描写したもので，イスラームの教義を伝え
るというよりは恐ろしい終末のイメージを喚起することに重点が置かれた章といえる。ど
んどんという得体のしれない不気味な音が鳴り響き，いよいよ世界の終わりと最後の審判
がはじまるのだ，ということが短い簡潔な文章のなかではっきりと感じ取れた。まさに名
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訳といえるだろう。筆者が，クルアーンの，この部分を最初に読んだのは，アラビア語原
文ではなく，岩波版でであったが，そのときの衝撃は今でも記憶に残っている。そして，
なぜか，西脇順三郎の有名な「天気」という詩を思い出したことまではっきり覚えている。

（覆された宝石）のやうな朝
何人か戸口にて誰かとさゝやく
それは神の生誕の日。

　とくに「何人か戸口にて誰かとさゝやく」と「戸を叩く音，そも何事ぞとは何で知る」
の部分がおそらく筆者のどこかで共鳴しあったのだろう。一方が静謐な朝の神々しいイ
メージ，他方は騒然とした終末の，不安や恐怖を駆りたてるイメージ。まったく正反対で
はあるが，コトバによってイメージを喚起する能力には共通のものがある。少なくとも他
の２つの訳からは，こうした豊潤なコトバの存在喚起機能を，筆者はうかがいしることが
できなかった。井筒が西脇の愛弟子であったのを知ったのが，クルアーンを読むまえであ
ったのか，あとであったのか，今となってはまったく覚えていないが，もしあらかじめ知
っていたとすれば，潜在意識のどこかで，それが両者を結びつけたのかもしれない。
　さて，問題は章題にもなっている「カーリア」の意味だ。３つの版の章題，ともに「叩
く，打つ」という意味が含まれているのは，「カーリア」の語が派生したアラビア語の「QR‘」
という語根にその意味があるからだ。この語根は，叩いて大きな音を出すというのが原義
だが，一般的にクルアーン注釈書では「恐怖で人びとの心臓を叩く（とき）」というよう
に，「終末」を表す，さまざまな語のうちのひとつと解釈される。
　岩波版のように「戸を叩く音」とする解釈は，小生のアクセスできる範囲のアラビア語
古典的注釈書からは見つけられなかったが，たとえば，それこそグスタフ・フリューゲル
のクルアーンにある「Der�Klopfende!」などが案外その源流といえるかもしれない。ちな
みに，カーリアという単語はクルアーンでは第101章のほか，第13章31節，第69章４節の
３か所だけにしか出てこないが，岩波版と中公版は69章ではそれぞれ「戸を叩き訪い来る
もの」「戸を叩いてくるもの」と訳しているが，13章ではどちらも「禍（い）」と訳してお
り，解釈にばらつきがみられる。一方，作品社版は３つの部分，すべて「大打撃」と訳し
ており，いっさいブレがない。

おわりに
　岩波版は，クルアーンの各章・各節ごとの複雑重層的な意味だけでなく，クルアーンや
当時のアラビア半島がもつ雰囲気をも同時に日本人の読者に伝えようとつとめているとい
える。一方，他の２つの邦訳は，よりアラビア語原文に忠実な逐語訳を企図しているよう
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だ。だが，そのなかでも中公版は，注を最小限にとどめ，読みやすさ側にある程度比重が
置かれているのに対し，作品社版は，むしろ読みやすさを犠牲にしてでも，詳細な注をつ
けて，スンナ派古典注釈にもとづく正確な意味を提供するほうを重視しているといえるか
もしれない。
　もちろん，岩波版が刊行された当時，日本にはムスリムの数も非常に少なかっただろう
し，非ムスリムの日本人のイスラームに対する関心もきわめて薄かったにちがいない。そ
うした時期にあっては，当時の日本人読者のイスラームに関する知識の水準や関心の所在
に合わせて，細部にわたる意味の正確性に拘泥して，文章としての美しさを犠牲にするこ
となく，むしろ全体としてクルアーンのもつダイナミズム，あるいはクルアーンの魔術的
な文体にも通じる日本語のリズムに重きを置いた点は十分評価できるだろう。ただし，井
筒俊彦の文体をいいと思うかどうかは別問題である。上述のように筆者は井筒の文体を高
く評価するものであるが，それが万人受けするかどうかはわからない。
　また，岩波版の特色として欧米のイスラーム研究・クルアーン研究の成果をきちんと踏
まえている点も挙げられよう。しかし，これがときに弱点にもなってしまう可能性がある
こともすでに指摘したとおりである。スンナ派の権威であるバイダーウィーの注釈にかな
らずしも依拠していない点も既述のとおりだ。また，奔放な文体は，井筒自身のクルアー
ン解釈に裏打ちされているところも少なくないだろう。
　その意味で，非ムスリムがまずクルアーンを通読してみようという場合には，岩波版が
とりあえずもっとも手っ取り早く，読みやすいし，アラビア語でクルアーンを読誦すると
きに喚起される流麗・荘厳なイメージを日本語でよく読者に伝えてくれるだろう。これ自
体がひとつの文学作品とも思えるぐらいの名文といっても過言ではない。
　中公版は，いい意味でも悪い意味でも，岩波版と作品社版の中間的な存在といえる。文
体は，岩波版のような派手さはなく，シンプルだが，けっして読みにくくはない。岩波版
や作品社版が「アッラー」の語を用いているのに対し，中公版は「神」という語を使って
いる。こうしたことからも，もっとも癖のない，誰にでも受け入れやすいという特徴があ
る。学術的な著作に引用しても，文章が浮いてしまうことはなく，むしろ，誰の文章にも
合う一般性をもっているといっていい。また，携帯しやすさと，完全ではないものの索引
がつけられている点は中公版の大きな特徴である。
　一方，作品社版は，スンナ派古典注釈書のみならず，現代のムスリム学者たちによる業
績をきちんと踏まえた，スンナ派世界でのもっとも最新の，標準的な解釈にもとづく翻訳
である。また，アラビア語の原文がつけられている点では，上記２書とは明らかに異なる
立ち位置にあり，逐語訳であることを含め，アラビア語原文と合わせながら読めるという
のは本翻訳の圧倒的な利点である。
　スンナ派ムスリムであれば，当然同じスンナ派ムスリムが訳したものとして本訳を選ぶ
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のは道理であろうが，ムスリムでなくとも，アラビア語がある程度できる人であれば，ク
ルアーンのもつアラビア語の荘厳さ，流麗さは，アラビア語を読めばいいので，本訳の日
本語の文体上の読みづらさはさして大きな問題とはならないであろう。
　むしろ問題となるとすれば，携帯しづらさや値段の高さであろう。だが，「対訳」という
形式から，これ以上版型を小さくすると，アラビア語原文がほとんど読めなくなってしま
う。書物としてのクルアーン（ムスハフ）の形式を大胆に変更したうえで，Kindleなど電
子書籍の形式での出版をぜひ検討してもらいたい。

＊本稿の内容は執筆者の個人的見解であり，中東協力センターとしての見解でないことをお断りします。




