
7章   煉獄 （アル・アアラーフ） 

 

[7:0] 慈愛深き慈悲深い神の御名において 

 

[7:1] A.L.M.＊ 

 

＊7：1 コーランの数学的奇跡であるこれらのイニシャルの役目は付録の１を参照 

 
 

[7:2] この経典はあなた方に啓示された－あなた方はあなた方の心に、これについて何の疑いも抱いてはいけない

－これで忠告し、信者たちのために注意を与えるがよい 

 

[7:3]    あなた方すべては、あなた方の主からあなた方に啓示されたものに従うべきである；彼以外のどんな偶像に

従ってはいけない。 めったにあなた方は心に止めることをしない。 

 

[7:4] 私達は多くの集団を消滅してきた、彼らは寝ている間 又は完全に目が覚めている時に、私達の天罰をこう

むった。 

 

[7:5] 私達の天罰が彼らに来た時の彼らの発言は、「全く、私達は違犯者だった。」 

 

[7:6] 私達はお告げを受け取った者達に確かに質問するであろう、そして私達は使徒達に質問するであろう。 

 

[7:7] 私達は彼らに、私達が決して欠席していなかったことを権威を持って知らせるであろう。 

 

[7:8] その日、平等に、量りが定められるであろう。体重が重い者達は、勝利者になるであろう。 

 

[7:9] 体重が軽い者達に関しては、私達の啓示を不正に無視したおかげで＊彼らのの魂をなくした者達。 

 

＊７：９ 私達の創造主を心にとめることに失敗することは、精神的な飢餓そして最終的に魂の「損失」をもたらす。 

 

[7:10] 私達はあなた方を地球に自立させた、そして私達は貴方のために生計を立てる手段を供給した。めったに

あなた方は感謝しない。 

 

[7:11] 私達はあなた方を創造した、それから私達は貴方を形どった、それから私達は天使達に言った、「アダムの

前に伏し拝みなさい。」 イブリス（サタン）以外、彼らはひれ伏した、：彼は伏し拝む者達と一緒ではなかった。 

 

試験が始まる 

 

[7:12] 彼は言った、「私があなたに命令した時、何があなたを伏し拝むことから妨げたのか？」 彼は言った、「私

は彼よりもいっそう優れている；あなたは私を火から創造した、そして彼を泥から創造した。」 

 



[7:13] 彼は言った、「だから、あなたは降りていかなければいけない、ここでは傲慢はならない。出て行きなさい、あ

なたは下劣である。」 

 

[7:14] 彼は言った、「復活の日まで私に猶予を与えてくれ。」 

 

[7:15] 彼は言った、「あなたは猶予を与えられた。」 

 

[7:16] 彼は言った、「あなたは私が迷いに行くことを意思したので＊、 私はあなたの正しい道で彼らからを隠れ

てまちぶせするだろう。」 

 

＊７：１６ サタンは証明された嘘つき者である、そして彼の選挙人達。（２：３６、6：22－23、＆７：２０を参

照） 

 

[7:17] 「私は彼らの前から、後ろから、彼らの右側から、そして左側から来るであろう、そしてあなたは彼らのほとん

どが、感謝しない者達であることを知るであろう。」 

 

[7:18] 彼は言った、「そこから出て行きなさい、軽蔑され、うち負かされて。 彼らの間で、あなたに従う者達に関し

ては、私は地獄をあなた方すべてで満たすであろう。 

 

[7:19] 「あなた、アダムに関しては、パラダイスにて、あなたの妻と一緒に住みなさい、そしてあなた方が好きなように

そこで食べなさい、しかしこの一つの木に近づいてはいけない、そうでないとあなた方は罪に落ちる。」 

 

[7:20] 悪魔は、彼らには見えない彼らの体を見せるために、彼らにささやいた。 彼は言った、「あなた方の主は、

あなた方が天使になることと、永遠の存在を到達すること以外、この木からあなた方を禁じることはしなかった。」 

 

[7:21] 彼は彼らに誓った「私はあなた方に良い助言をあげているのだ。」 

 

[7:22] 彼はこのように彼らに嘘をついてだました。彼らがその木の味わうとすぐに、彼らの体は彼らに見えるようにな

った、そして彼らは、パラダイスの葉で彼らを覆とした。彼らの主が彼らを呼んだ、「私はその木を禁じたではないか、そ

して悪魔があなた方の最も烈々たる敵であることも忠告したではないか？」 

 

[7:23] 彼らは言った、「私達の主よ、私達は魂に悪さをしてしまいました、あなたが私達の罪を赦し、慈悲をくださ

なければ、私達は不敗者になるでしょう。」 

 

[7:24]    彼は言った、「互いに敵として降りていきなさい。地球があなた方の住むところである、そしてしばらくの間の

供給である。」 

 

[7:25] 彼は言った、「そこで、あなた方は生き、そこであなた方は死ぬであろう、そしてそこからあなた方は連れ出さ

れるであろう。」 

 



[7:26] おお、アダムの子孫達よ、私達は貴方の体を覆うために衣服をあなたに供給した、そして高貴な物も。しか

し、最善な覆いは正義の衣服である。これらは、彼らが心に留めるかもしれないための、いくつかの神のおしるしであ

る。 

 

[7:27] おお、アダムの子孫よ、彼がパラダイスからあなた方の両親を追い出した時のように、彼らの覆いを取りのぞ

き、彼らの体をさらした時のように、あなた方は悪魔にだまされてはいけない。私達は信じない者達には悪魔達を仲

間として任命する。 

 

全ての受け継いだ 

情報を調べなさい 

 

[7:28] 彼らは、酷い罪を犯して、そして言う、「私達は両親がこれをしていることを見つけた、そして神はそれをする

ことを命じた。」言いなさい「神は決して罪を主張しない。 あなた方は、あなた方は知らない神について言っているの

か？」 

 

[7:29] 言いなさい、「私の主は公正を主張する、そして崇拝のすべての場所は神のみのための服従がある。 あな

た方は彼のみのために絶対的な崇拝をささげなければならない。彼があなた方を創始したように、あなた方は最終

的には彼へもどるであろう。」 

 

注意しなさい：彼らは 

彼らが導かれていると信じている 

 

[7:30] 彼はある者達を導く、他の者達が迷いへ約束されている間。彼らは神ではなく、悪魔を主人としてとったの

である、にもかかわらず彼らは彼らが導かれていると信じている。 

 

マサジッドのために良い着こなしなさい 

 

[7:31]   アダムの子孫よ、あなた方はマサジッドに行くときは、清潔にそして良い着こなしをしなければいけない。そし

て飲食は、適度にしなさい。確かに、彼は暴食家を愛さない。 

 

作りあげた禁止事項は 

罪のの判決. 

 

[7:32] 神が彼の創造物のために創造した良い物を誰が禁じたのか、そしてよい供給を？言いなさい、そのような

供給は信者によってこの世で楽しむものである。そして、良い供給は復活の日に特別に彼らのものになる。だから、

私達は知る人々のために啓示を説明する。 

 

[7:33] 言いなさい、「私の主は邪悪な行為だけを禁ずる、それらが明らかだろうが、また隠れていようが、そして罪と



不公平な攻撃, そして神のとなりに力のない偶像を置くこと、そして神についてあなた方の知らないを言うこと。」 

 

[7:34] それぞれの社会には、以前に決められた寿命がある。彼らの時間が終わりにくると、彼らはそれを１時間

遅らせることも、進めることもできない。 

 

あなた方の間からの使徒達 

 

[7:35] アダムの子孫よ、あなた方の間から使徒達があなた方に来て、私の啓示ををあなた方に朗唱する時、心に

とめる者達、正しい人生を送る者達は、恐れること、悲しむことは何もない。 

 

[7:36] 私達の啓示を拒否する者達、そしてそれらを支持することに傲慢な者達に関しては、彼らは地獄をこうむ

る、彼らはそこに永遠に住む。 

 

[7:37] 神について嘘を作り上げるものよりも邪悪な物は誰か、また彼の啓示を拒否するもの？ これらは彼らの

分け前を、経典に基づいて取るであろう、それから、私達の使徒たちが彼らの命を終わらせるために来るとき、彼らは

言うであろう、「あなた方が神の隣に置いて懇願していた偶像はどこにいるのか？ 

彼らは言うであろう「彼らは私達を見捨てたのだ。」彼らは、彼らが不信者であることを彼ら自身で承認するであろ

う。 

 

互いの攻め合い 

 

[7:38] 彼は言うであろう、「以前の集団のジンと人間達と一緒に地獄へ入りなさい。」 グループが入場する時は

いつでも、彼らは彼らの先祖のグループを呪うであろう。 ひとたび、彼らがそこにみんなはいると、最後の者は、以前

の者へ言うであろう、「私達の主よ、これらの者達が私達を迷わせたのです。彼らに２倍の地獄の天罰をあげてく

れ。」 彼は言うであろ、「それぞれが２倍を受ける、しかしあなた方は知らないのである。」 

 

[7:39] 先祖のグループは後のグループに言うであろう、「あなた方は、私達より、有利だったのだから、あなた方自

身の罪のための天罰を味わうが良い。」 

 

神の啓示を拒否すること： 

赦されない違犯 

 

[7:40] 確かに、私達の啓示を拒否した者達、そしてそれらを主張することに傲慢すぎる者達は、空の門が彼らの

ために開くことは決してないであろうし、彼らがパラダイスへ入ることは、らくだが針の目を潜り抜けるまでないであろう。 

私たちはこのように罪人に報復する。 

 

[7:41] 彼らは住居として地獄をこうむった；彼らは彼らの上に、敷居もうけるであろう。こうして私達は違犯者たち

を報復する。 

 



[7:42] 信じ、正義な生を送る者達に関しては－私達は決してどんな魂もそれが耐えられる以上の苦しみはあたえ

ない－これらはパラダイスに住居するであろう。彼らはそこに永遠に住む。 

 

     神の恩寵によって 

 

[7:43] 私達は彼らの心から全ての嫉妬心を取り除く。川が彼らの下を流れるであろう、そして彼らは言うであろ

う、「私達を導いてくださった神を讃えよ。もし神が私達を導いてくれなかったら、私達が導かれる可能性はなかった。

私達の主の使徒達は真実を持ってきた。彼らは呼ばれるであろう、「これがあなた方パラダイス。 あなた方はあなた

方の行いのひきかえにそれを相続したのである。」 

 

[7:44] パラダイスに住む者達は、地獄の住む者達を呼ぶであろう。「私達は私達の主が真実を約束していたこと

がみつけだしました、あなた方は、あなた方の主の約束が真実であったかみつけだしましたか？彼らは言うであろう、

「はい」彼らの間の告知者は、報告するでしょう、「神の罪の判決が違犯者達に落ちた； 

 

[7:45] 「神の道からそれた者、そしてそれをゆがめるために努力したもの、そして来世にについては、彼らは不信者

である。」 

 

[7:46] 煉獄は彼らの容姿によって御互い気づきあう人々によって満たされるあいだ、敷居が彼らをわける。彼らは

パラダイスの住居者を呼ぶであろう、「あなたが方に平和を。」 彼らは甘い考えで（パラダイス）に入ったのではな

い。 

 

＊７：４６－４９ 初期は、４つの場所あるでしょう（１）高い天国（２）低い天国 （３）煉獄 そして 

（４）地獄。 煉獄は低い天国に付け加えられるであろう。 

 

[7:47] 彼らが地獄の住居者達のほうへ目をむける時、彼らは言うであろう、「私達の主よ、これらの邪悪な人々と

私達を一緒にしないでください。」 

 

大多数は死の宣告 

 

[7:48] 煉獄の住居者達は、それらの容姿に気づいた人々を呼んで言うであろう、「あなた方の過大な人数は、何

の役にも立たなかったし、あなたの傲慢さも。 

 

[7:49] 「それらの人々はあなた方が、神は決して慈悲によって彼らにふれることはないであろうと誓った者達か？」 

（煉獄の人々は言われるであろう） 「パラダイスに入りなさい、あなた方は何も怖がることはないし、何も悲しむこ

とはない。」 

 

[7:50] 地獄の住居者達はパラダイスの住居者達を呼ぶであろう。「あなた方の少しの水または、いくらかのあなた

方の神からの供給を私達のほうへ流してくれ。」 彼らは言うであろう、「神はこれらを不信達に禁じた。」 

 



[7:51] 宗教を真剣に取らない者達、そしてこの世俗的な人生に完全に没頭している者達は、その日、私達は彼

らを忘れる、なぜならば彼らがその日を忘れたからである、そして彼らが私達の啓示をはねつけたからである。 

 

コーラン：完全に詳しくの述べられている 

 

[7:52] 私達は信じる人々のために、知識、導き、そして慈悲が完全に詳しく述べられている経典を与えた 

 

[7:53] 彼らは全て（の予言）が満たされるまで待っているのか？その満たされる日が来る時、それを過去に無視

した者達は言うであろう、「私達の主の使徒達が真実を持ってきた。私達の代わりに仲介に入る仲介者達はいない

のか？ 私達を送り返してください、そうすれば、私達は私達の態度を変え、私達が行ったよりも良い行いをします

から。彼らは彼らの魂を失ったのだ、そしてかれら自身の革新が彼らの死の宣告をもたらした。 

 

[7:54] あなたの主は唯一の神である、天と地を６日間＊で創造されたお方、それからすべての権利を想定した。

夜は昼を追いこす、それは永続的に続行する, そして太陽、月そして星は彼の命じによって使えることにゆだねる。

全く、彼は全ての創造物とすべての命じを制御する。最も高貴なお方は神である、宇宙の主。 

 

＊７：５４ ６日間の創造とは寓話である；それらは、私たちの無限小の地球の相対的な複雑さを私達に知

らせるための物差しとしてつかえてる－それは「４日間」で創られた。（４１：１０を参照） 

 

[7:55] あなた方は、あなた方の主を、公共と私生活にて崇拝しなければいけない、彼は違犯者達を愛さない。 

 

[7:56] 地球がちんと築かれた後に、それを破損させてはいけない、そして崇敬から、そして希望から、彼を崇拝しな

さい。確かに、神の慈悲は正義な者達よって到達される。 

 

[7:57] 彼は、彼の両手からの慈悲として、良い兆し と一緒に風を送る唯一のお方。 重たい雲が集まると、私

達はそれらを死んだ土地へを運ぶ、そして様々な果物をそこで生産するためにそこに水を送る。私達はあなた方が心

にとめるかもしれないので、このように死をよみがえらせる。 

 

[7:58] 良い土地は主の許しによって、快くその植物を生産する, 悪い土地は使えるものなどほとんど生産しな

い。私たちは、感謝する人々のために、このように啓示を説明する。 

 

ノア 

 

[7:59] 私達はノアを彼の人々へ送った、こう言った「私達の人々よ、神を崇拝しなさい、あなた方には彼のよこには

他の神像はいないのである。私は畏敬の念を起こさせる日である天罰をあなた方のためにに恐れる。」 

 

[7:60] 彼らの人々のリーダー達は言った、「私達はあなたが踏み迷ったと見なす。」 

 

[7:61] 彼は言った「おお、私の人々よ、私は踏み迷っていない。私は宇宙の主からの使徒である。 



 

[7:62] 「私は私の主のお告げをあなた方に運んでいる、そして私はあなた方に助言し、あなた方が知らないことを

神から知っている。 

 

[7:63] 「あなた方の主からあなた方へ、あなた方のような者をとうして、あなた方に警告するために、あなた方を正

義の道へ導くために、注意が来たことは、そんなに不思議なことなのか？」 

 

[7:64] 彼らは彼を拒絶した。その結果、私達は彼と彼と一緒の者達を箱舟で救った、そして私達は私達の経典

を拒否した者達を浸水させた；彼らは盲目だったのだ。 

 

フード 

 

[7:65 アードの人々に、私達は彼らの兄弟であるフ－ドを送った。彼は言った「おお、私の人々よ、神を崇拝しなさ

い、あなた方は神の隣には神像は誰もいないのだ。それで、正義を遵守するのか？」 

 

[7:66] 彼の人々の間で、不信したリーダ達が言った、「私達はあなたが、愚かな態度をしていると見なしている、そ

して私達はあなたが嘘つきだと思う。」 

 

[7:67] 彼は言った、「おお、私の人々よ、私に愚かさなどない、私は宇宙の主からの使徒である。 

 

[7:68] 「私は主からのお告げをあなた方に運ぶ、そして私はあなた方に正直に助言しているのだ。 

 

[7:69] 「あなた方のような人をとうして、主からあなた方へお告げが来るということはそんなに不思議なことなのか？ 

ノアの人々の後に、彼があなた方を相続者にし、あなた方の人数を倍増させたことを思い出しなさい。神の恵みを覚

えていなさい、あなた方が成功するかもしれない。」 

 
 

両親に盲目的についていく： 

人間の悲劇 

 

[7:70] 彼らは言った、「あなたは神のみを崇拝することを私達にさせるために、そして私達の両親が崇拝していたも

のを見捨てさせるために来たのか？ もしあなたが真実ならば、私達はあなたにあなたが私達に脅迫している死の

宣告をもってくるよう対抗する。」 

 

[7:71] 彼は言った、「あなた方はあなた方の主からの有罪判決こうむった。あなた方は、あなた方が作りあげた革

新を守るために私と論争するのか－あなた方とあなた方の両親のために－それは神から決して承諾されていないの

に？ならば待ちなさい、私もあなた方と一緒に待ちましょう。」 

 

[7:72] 私達は、私達の慈悲によって、彼と彼と一緒にいる者達を救った、そして私達は、私達の経典を拒否し、



信者になることを拒否した者達を消滅させた。 

 

サーレ 

 

[7:73] タムードの人々には、私達は彼らの兄弟であるサーレを送った。彼らは言った、「おお、私達の人々よ、神を

崇拝しなさい、あなた方には彼の隣に他の神像はいないのである。あなた方の主から、証明があなた方に供給され

た：これは神のラクダである、あなた方のための神からのおしるしとして仕える。 神の土地から彼女に食べさせなさ

い、そしてどのような害と共に乱暴をしてはいけない、さもないとあなた方は痛い天罰をこうむる。 

 

[7:74] 「彼があなた方をアードの後に相続者にしたことを、そして貴方を地球に確立し、その谷に大邸宅を建たせ

たこと、そしてその山々から家を彫刻したことを思い出しなさい。あなた方は神の恵みを覚えているべきである、そして

地球を堕落して歩き回ってはいけない。」 

 

そのお告げ： 

使徒である証明 

 

[7:75] 彼の人々の間にいる傲慢なリーダー達は、信じてる一般の人々に言った、「サーレが彼の主から送られたと

どうしてわかるのか？彼らは言った、「彼が連れてきた使徒が私達を信じさせた。」 

 

[7:76] 傲慢な者達は言った、「私達はあなた方信じるものを不信する。」 

 

[7:77] その後、彼らはらくだを屠殺した、彼らの主の命じに対して反抗した、そして言った、「おお、サーレ、もしあな

たが本当に使徒ならば、あなたが私達を脅した死の宣告を持ってきなさい。」 

 

[7:78] その結果、地震が彼らを消滅させた、彼らの家に、死んだ彼らは放置された。 

 

[7:79] 彼は彼らから去った、こうも言った 「おお、私の人々よ、私は私の主のお告げをあなた方に運んだ、そして

あなた方に助言した、しかしあなた方はどのような助言も気にいらに。」 

 

ロット：同姓愛は有罪判決  

 

[7:80] ロットは彼の人々に言った、「あなた方は、非常に忌まわしい行為を犯している；世界中でそのようなことを

した者は過去に誰もいない！ 

 
 

[7:81] 「あなた方は女性の代わりに、男性と性行為実践している。全く、あなた方は違犯をしている人々であ

る。」 

 

[7:82] 彼の人々はこう言って返答した、「あなた方の町から彼らを放り出してしまえ。彼らは清いことを願う人々



だ。」 

 

[7:83] その結果、私達は彼と彼の家族を救った、しかし彼の妻は除いて；彼女は死を宣告された者達一緒だっ

た。 

 

[7:84] 私達はある特定の雨を彼らに浴びらせた；罪ある者達の結果を注意して心に留めなさい。 

 
 

シュエイブ： 

詐欺、不正直は有罪判決 

 

[7:85] ミデヤンに人々へ、私達は彼らの兄弟であるシュエイブを送った。彼は言った「おお私達の人々よ、神を崇

拝しなさい；彼の隣には他の神はいない。証明があなた方の主から来た。あなた方が商いをする時は、十分な重さ

と、十分な量をあげなければいけない。彼らの権利だとして、人々をだましてはならない。正しく設定された後に、地

球を破損してはならない。もしあなた方が信者ならば、これはあなた方にとってより良いのである。 

 

[7:86] 「それぞれの道をふさぐこと、神の道から信者達はねつけることを求めることから断ちなさい、そしてそれを不

正してはならない。あなた方は昔、少人数だった、そして彼があなた方の数を数倍にしたことを思い出しなさい。邪悪

な者達の結果を思い起こしなさい。 

 

[7:87] 「今、私の送ったものを、あるものは信じ、あるものは不信した、神が私達の間での判決を出すまで待ちなさ

い；彼は最高な審判者である。」 

 

[7:88] 彼の人々の間の傲慢なリーダー達が言った、「おお、シュエイブ、私の宗教に変わらない限り、あなたと共に

信じる者達一緒に、私達の町から、私達はあなたを追い出すであろう。」 彼は言った、「あなた方は私達を強制す

るのか？」 

 

[7:89] 「神がそれから私達を救ってくれた後にもし私達があなた方の宗教に戻ったならば、私達は神に対して不敬

していることになる、。どうして私達は、私達の主、神の意思に反してそれに戻ることができるのか、。 私達の主の

知識は全てのことを取り囲んでいる。私達は神に私達の信頼を置いたのだ。私達の主よ、私達の人々の上に決定

的な勝利を与えてください。あなたは最高な援助者。」 

 

[7:90] 彼の人々の中の不信者のリーダー達が言った、「もしあなた方がシュエイブについていくならば、あなた方は

不敗者達になるであろう。」 

 

[7:91] 地震が彼らを消滅させた、死んだ彼らは彼らの家に放置された。 

 

[7:92] シュエイブを拒否した者達は、まるで彼らは存在しなかったように消滅した、。シュエイブを拒否した者達は

不敗した。 



 

[7:93] 彼は彼らから顔をそむけ、言った、「私達の人々よ、私はあなた方に私の主のお告げを運んだ、そして私は

あなた方に助言をした。どうして不信する人々のために悲しむことができようか？」 

 
 

不幸に見えて実はありがたいもの 

 

[7:94] 私達がどのような集団に預言者を送った時はいつでも、彼らが懇願するかもしれないので、私達はその

人々に災難と苦難で悩ませた。 

 

[7:95] それから、私達は平和と豊富を苦難の代わりに置き換えた。しかし、哀れ！彼らは注意を払わない、そし

て言った、「豊富の前の苦難を経験したのは私達の両親だ。」 その結果、私達は彼らが全く期待していない時、

突然、彼らを罰した。 

 

ほとんど人々は間違った選択をする 

 

[7:96] それらの集団の人々が、信じ、正義になったならば、私達は天と地から彼らに恵みを降らせた。 

彼らが不信することを決めたので、私達は彼らが取得した分、罰した。 

 

[7:97] 現在の集団の人々は、私達の天罰が彼らが寝ている夜に彼らには来ないと保障したのか？ 

 

[7:98] 今日の集団の人々は、私達の天罰が彼らが昼間遊んでいる間に彼らに来ないと保障したのか？ 

 

[7:99] 彼らは神の計画が当たり前だと思ったのか？  不敗者達以外、神の計画を当り前に思うものは誰もいな

い。 

 

[7:100] 以前の世代の後、地球を相続した者達は、もし私達が意思するならば、私達は彼らを彼らの罪のために

罰することができること、そして彼らの心を封しし、それが原因で彼らを耳の聞こえない者することができることを思いう

かばないのか？ 

 

[7:101] 私達はあなた方にこれらの集団の歴史を語る：彼らの使徒達は明らかな証明と一緒に行った、しかし彼

らは彼らが以前拒否したことを信じなかった。そのため神は不信者達の心を封しする。 

 

[7:102] 私達は、彼らのほとんどが、彼らの聖約を無視したことを見つけた、私達は彼らのほとんどが邪悪であるこ

とを見つけ出した。＊ 

 

＊7：１０２ この人生は私達を救う最後のチャンスである、しかしほとんどの人々は頑固に反抗し、悪であることを証明され

る。（はじめを参照） 

 

モーゼス 



 

[7:103]（それらの使徒達の）後、私達はファラオと彼の人々へ私達のおしるしと共にモーゼスをを送った、しかし彼

らは罪を犯した。邪悪な者達の結果を注意して心に留めなさい。 

 

[7:104] モーゼスは行った、「おおファラオ、私は宇宙の主からの使徒である。 

 

[7:105] 「神について真実以外は言わないことは私にとっての責任である。私はあなた方に、あなた方のの主から

のおしるしと共に来る；イスラエルの子供達を行かせなさい。」 

 

[7:106] 彼は行った、「もしあなたがおしるしを持ってるなら、それを出して見せなさい、もしあなたが本当ならば。」 

 

[7:107] 彼は彼のつえを放った、そしてそれは巨大なへびに変わった。 

 

[7:108] 彼は彼の手を取りだした、それはそれを見る者達には白かった。 

 

[7:109] ファラオの人々の間のリーダー達は言った、「これは賢い手品師でしかない。 

 

[7:110] 「彼はあなた方を、あなた方の土地から連れ出したいのだ：あなた方は何を勧めるか？」 

 

[7:111] 彼らは言った、「彼と彼の弟の刑の執行を停止し、それぞれの市に召喚士を送りなさい。 

 

[7:112] 「彼らに経験ある手品師を招集させよう。」 

 

[7:113] 手品師達はファラオへやって来た、そして言った、「もし私達が勝者だったら、私達は支払われるのです

か？」 

 

[7:114] 彼は言った、「そうだ、あなた方は今まで以上に私達と近くさえなるのだ。」 

 

[7:115] 彼らは言った、「おおモーゼス、あなが放るか私達が放るか。」 

 

[7:116] 彼は言った、「あなた方が放りなさい。」 彼らが放った時、彼らは人々の目をごまかし、彼らを威圧させ

た、そしてすばらしい手品をした。 

 

[7:117] 私達はそれからモーゼスに霊感を与えた；「あなたのつえを放りなさい」そうすると、それは彼らの作り上げ

た物を飲み込んだ。 

 

専門家によって気づかれた真実 

 

[7:118] このように、真実が打ち勝った、そして彼らがしたことは、無になった。 

 

[7:119] 彼らはそこで打ち破られた、彼らは恥をかかされた。 



 

[7:120] 手品師達は伏し拝んだ。  

 

[7:121] 彼らは言った、「私達は宇宙の主を信じる。 

 

[7:122] 「モーゼスとアロンの主よ。」 

 

[7:123] ファラオは言った「貴方は私の承諾なしに彼を信じたのか？」これは市の人々をおいやるためにあなたが計

画した仕業に違いない。あなたは確かに見つけ出すだろう。 

 
 

[7:124] 「私はあなた方の手と足の片方づつを切り、それから私達はあなた方みんなを虐待するであろう。」 

 

[7:125] 彼らは言った、「私達は私達の主にもどるであろう。 

 

[7:126] 「あなた方は、単に私達が主の証明が来た時にそれをを信じために私達を処刑する。」 

「主よ、私達に不変さを与えてください、そして服従者としてとして死なさせてください。」 

 

[7:127] ファラオの人々の間のリーダ達は言った、「あなた方はモーゼスと彼の人々に地球を破損せるのですか、そし

てあなたとあなたの神々をみすてるのでるか？」 彼は言った、「我々は彼あの息子であろう。我々は彼らよりもずっ

と力がある。」 

 

[7:128] モーゼスは彼の人々に言った、「神の助けを求めなさい、そして断固たる決心で根気強く努力しなさい。地

球は神に属する、そして彼は彼が選択する彼のしもべの誰にでもそれを与える。究極の勝利は正義者達に属す

る。」 

 

[7:129] 彼らは言った、「私達はあなたが私達へ来る前に、そしてあなたが私達に来た後に迫害された。」 彼は

言った、「あなた方の主はあなた方の敵を消滅させあなた方を地球に落ち着かせるであろう、それから彼はあなた方

がどのようにふるまうか見るであろう。」 

 

大厄災 

 

[7:130] 私達はファラオの人々が心に留めるかもしれないので、干ばつと穀物不足で苦しめた。 

 

[7:131] 良い前兆が彼らへ来たとき、彼らは言った、「私達はこれを受けるに値する。」しかし、苦難が彼らを悩ま

すと、彼らはモーゼスと彼と一緒にいる者達のせいにした。実際、彼らの前兆は神によってのみ決められているのであ

る、しかし彼らのほとんどはそれをしらない。 

 

[7:132] 彼らは言った、「あなたの手品で私達をだますために、あなたが私達にどんなおしるしを見せても、私達は

信じないでしょう。」 



 

警告は留意されなかった 

 

[7:133] その結果、私達は彼らに洪水、いなご、しらみ、蛙、血を送った－ 意味深いおしるし。しかし彼らは、彼

らの傲慢さを維持した。彼らは悪い人々であった。 

 

[7:134] 厄災が彼らを悩ます時はいつでも彼は言った、「おおモーゼス、あなたの主に懇願しなさい－あなたは彼に

近いのだから。もしあなたがこの厄災をいやすならば、私達はあなたを信じるでしょう、そしてイスラエルの子供達をあ

なたと一緒に送るでしょう。」 

 

[7:135] しかし、私達がどのような期間、大厄災を和らげた時は、彼らは彼らの誓約を破った。 

 

避けられない天罰 

 

[7:136] その結果、私達は彼らの行いに対して仕返しをした、そして彼らを海に溺れさせた。なぜならば、彼らは私

達のおしるしを拒否し、それを全く心に留めなかったからである。 

 

[7:137] 私達は、抑圧された人々にその土地、東も西もを相続させた、そして私達はそれに恵みを授けた。貴方

の主のイスラエルの子孫達への祝福された命じは彼らの断固たる決心を報酬するために満たされた、そして私達はフ

ァラオの物と、彼の人々と、彼らが収穫したものすべてを消滅した。 

 

全ての奇跡の後 

 

[7:138] 私達は海の横断のためにイスラエルの子孫を運んだ。彼らが偶像を崇拝する人々を通り過ぎる時、彼ら

は言った、「おお、モーゼス、私達のために彼らが持っているような神々のような神を作ってくれ。」彼は言った、「全く、

あなた方は無知な人々だ。」 

 

[7:139] 「これらの人々は神に不敬を犯している、彼らがしていることは彼らにとって、災難である」 

 

[7:140] あなた方のために神以外の神像を求めましょうか、彼があなた方に世界中の誰よりも恵みを授けたという

のに？」 

 

 イスラエルの子供達へ思い出させること 

 

[7:141]     あなた方の息子達を殺し、あなた方の娘達には危害を与えず、あなた方には最悪な破損を加えさせた

ファラオの人々からあなた方を運びだしたのを思い出しなさい、 

 

私達の世界は神の物理的存在に 

耐えることはできない 

 



[7:142] 私達はモーゼスを３０夜＊召集した、そして１０たすことによって完全とした。だから彼の主との会見は

４０夜続いた。モーゼスは彼の弟、アロンに言った、「私の人々とここにいなさい、正義を保ち、堕落者達のやり方に

ついていってはいけない。」 

 

＊７：１４２ これらの番号が陳述されているあり方（行儀）は、重大な意味を持つ。付録１の詳細にあるように、コーラン

に記載されているすべての数は、合計１６２１４６、１９ｘ８５３４となる。 

 
 

[7:143] モーゼスが私達が決めた時間に来て、彼の主が彼に話しをして時、彼は言った、「私の主よ、私にあなたを

見させてください。」 彼は言った、「あなたは私を見ることはできない、山を見なさい；もしそれがその場所にとどまる

ならば、あなたは私を見ることができよう。」 それから彼の主は彼自身を山に現した、するとそれが原因でそれは

粉々になった。 モーゼスは気を失って倒れた。 彼が気がついたとき、彼は言った、「あなたに栄光をたたえる。私

はあなたに悔い改めます、そして私は最も確信した信者です。」 

 

[7:144] 彼は言った、「おお、モーゼス、私は全ての人々の中からあなたを選んだのだ、私お告げと、あなたに話すこ

とによって」だから、私があなたに与えたものを受け取って、感謝をしなさい。」 

 

[7:145] 私は全ての種類の悟りと、全ての詳細を彼のためにタブレットに書いた：「あなたはこれらの教えを支持し

なければならない、そしてあなた方の人々にこれらを支持するよう、強く勧めなさい－これらは最善な教えである。私

は邪悪達の宿命をあなたのために示すであろう。」 

 

神聖な仲裁が不信者達を暗闇にとどませる 

 

[7:146] 私は正当化なしに、地球で傲慢な者達を私の啓示からそらせるであろう。 その結果、彼らがすべての

種類の証明を見る時、彼らは信じないであろう。そして彼らは、導き道を見つける時、彼らはそれを彼らの道としては

適応しないであろう、しかし彼らが迷いの道を見つける時、彼らはそれを彼らの道として適応するであろう。 これ

は、私達の証明に拒否した帰結である、それについて、まったく注意をはらわない。 

 

[7:147] 私達の啓示と来世に会うことを拒否する者達は、彼らの仕事は無にされる。彼らは彼らが犯したことだけ

報いられるのか？ 

 

金の子牛＊ 

 

[7:148] 彼のいない間、モーゼスの人々は、子牛の音完備の子牛の置き物を、彼らの宝飾品から作った。彼らは

それが彼らに話すことも彼らをどんな道にも導くことができなかったことが解らなかったのか？彼らはそれを崇拝した、

そのため邪悪になった。 

 

*７：１４８ 金の子牛がどのように子牛の音を得たかは注釈２０：９６に説明されている 

 



[7:149] ついに、彼らが彼らの行いに後悔し、彼らが邪道に入ったことに気づいたとき、彼らは言った、「私達の主

が彼の慈悲で私達を救い、私達を容赦してくださらなければ、私達は敗者であろう。」 

 

[7:150] モーゼスが彼らの人々のところに戻った時、怒り、がっかりし、彼は言った、「私がいない間にあなた方は何

とひどいことをしたのだ！あなた方の主からの命じを待てなかったのか？彼はタブレットを投げおとした、そして彼の弟

の頭をつかんで、彼のほうへつき寄せた。（アロンは）言った、「私の母の息子よ、人々は私の弱さを利用した、そし

て私をもう少しで殺そうとした。 私の敵たちを喜ばせないで、そして私を罪を犯す人々と一緒にしないでください。」 

 

[7:151]  （モーゼスは）言った、「私の主よ、私と私の弟の罪を許してください、そして私達をあなたの慈悲に入れて

ください。全ての慈悲ある者達中で、最も慈悲あるお方はあなたである。」 

 

[7:152] 確かに、子牛を偶像した者達は彼らの主から怒とこの世の屈辱をこうむった。 私達はこのように、革新

者達を報う。 

 

[7:153] 罪を犯した者達に関しては、その後、悔い改め、信じたならば、あなたの主が －その後－ 罪を許す

お方、最も慈悲深いお方。 

 

[7:154] モーゼスの怒りがおさまった時、 彼らの主を尊敬する者達のための導きと慈悲が含まれているタブレット

を拾い上げた。 

 

[7:155] モーゼスはそれから、定められた聴衆者として来るために、彼の人々の中から７０人を選択した。地震が

彼らを震動させた時、彼は言った、「私の主よ、あなは彼らを過去に私と共に消滅できた、もしあなたがそれを意思

するならば。あなたは私達の間の愚かな者達の行為のために私達を全滅されるのですか？これはあなたが私達のた

めに設けた試験のはず。それによって、あなたは、あなたが意思する誰をも強く非難する、そしてあなたの意思するも

の誰でもを導く。 あなたは私達の主、そして主人、だから私達を許してください、あなたの慈悲を私達に与えてくだ

さい、あなたは最高な罪を許されるお方。 

 

神の慈悲を受けるために必要なこと 

：ザカットの重要性 

 

[7:156] 「そして私達には、この世そして来世にて正義が命じられた。私達は悔い改めました。彼は言った、「私の

天罰は私が意思する者に落ちる。しかし私の慈悲は全ての者を覆う。しかしながら、私はそれを（１）正義な人生

を送る者達 （２）必須の慈善をあげる者達（ザカット）＊（３）私達の啓示を信る者達、そして 

 

＊７：１５６ 必須の慈善（ザカット）の重要性は強調しすぎることはない。６：１４１に制定されているように、ザカッ

トはあらゆる収入を受け取った際にあげなければいけない－２．５％の純利益は、両親、親戚、孤児、貧乏な者、知らない旅

行者、この順であげなければいけない。（See ２：２１５） 

 
 



[7:157] 「（４）使徒、トーラとガスペル＊に書いてある異教徒である預言者（モハメッド）について行く者。 

彼は彼らに、正しく、邪悪から彼らを禁じ,すべての良い食べ物を彼らのために許す、そして悪いものは禁じる。彼を

信じ、彼を尊敬し、彼を援助し、彼と共に来た光について行くこれらの者達は、成功する者達である。」 

 

＊７：１５７ モハメッドは申命記１８：１５－１９とヨハネによる福音書１４：１５－１７＆１５：１３ 

 

[7:158] 言いなさい、「おお人々よ、私はあなた方全てへの神の使徒である。天層と地の主権は神に属する。彼以

外に神はいない。彼は生と死を支配する。」 だからあなた方は神と神の使途、そして神と彼の言葉を信じる異教徒

の預言者を信じなければいけない。 

 
 

導かれているユダヤ人達 

 

[7:159] モーゼスについていく者達のなかで、真実によって導く者達がいる、そして真実が彼らを正義にする。 

 
 

サイナイでの奇跡 

 

[7:160] 私達は彼らを１２の部落の集団へ分けた、そして私達は彼の人々が水を頼んだ時、モーゼスに霊感を

送った、「あなたの杖で石を打ちなさい。」そうすると、十二の泉がそこから噴出する。こうして、それぞれの集団がそれ

らの水が知ったのである。 そして私達は雲によって彼らに日陰を与えた、そして彼らにマナとウズラを送った。「私達

があなた方のために供給した良い物から食べなさい。」彼らが間違ったのは私達のせいではない。彼らが彼ら自身の

魂に間違いをおかしたのである。 

 

いくつもの奇跡にもかかわらず反抗をする 

 

[7:161] 彼らが言われたことを思い出しなさい、「生活するために、この町に入りなさい、そしてそこであなた方が好

きなように食べなさい、人々に友好的に待遇し、そしてその門に腰を低くして入りなさい。 私達はそれからあなた方

の罪を許すでしょう。私達は正義者のために報酬を数倍にするでしょう。」 

 

[7:162] しかし、彼らの中の邪悪な者達は、彼らに与えられた命じを他の命じに置き換えた。その結果、彼らの邪

悪さのため、私達は彼らに空から罪の宣告を送った。 

 

命じを遵守することは繁栄を持ってくる 

 

[7:163] サバスの神聖をけがした海沿いの集団について思い出させなさい。彼らががサバスを遵守した時、魚はたく

さん彼らに来た。そして彼らがサバスを違反した時、魚は来なかった。私達はこのように彼らの罪の結果として彼らを

悩ませた。 

 
 



神のお告げをののしり、あざ笑う 

 

[7:164] 彼らのグループが言ったことを思い出しなさい、「なぜあなた方は、神が確かに消滅するか、厳しく罰する

人々に説教をしなければいけないのか？ 彼らは答えた、「あなた方の主に謝りなさい、」彼らは救われるかもしれな

いのだ。 

 

[7:165] 彼らが、思いおこすように言われたことを無視した時、私達は邪悪を禁じた者達を救った、そして彼らの邪

悪さのため、酷い天罰で悪事を働く者達を悩ませた。 

 

[7:166] 彼らが命じを継続して反抗した時、私達は彼らに言った、「見下げ果てたサルになれ。」 

 

[7:167] それに加えて、あなた方の主は命じた、彼は彼らに対抗して立ち上がるであろう、人々が、復活の日まで

彼らに酷い迫害を負わせるであろう。 あなたの主は、天罰を強化する最も効率的なお方、そして彼は確かに、罪

を許すお方、最も慈悲深いお方。 

 

[7:168] 私達はその地に彼らを多くの集団を散らばした。彼らの中には正義な者達がいた、そしてある者達は正

義者達より少々劣る者達もいた。私達は彼らが戻ってくるかもしれないので、彼らを繁栄と苦難で試験した。 

 

[7:169] 彼らの後、彼は経典を相続する新しい世代に置き換えた。しかし彼らは世俗的な人生を選んだ、そして

言う、「私達は許されるであろう。」 しかしその後、彼らは継続してこの世の物品を選んだ。 彼らは経典を支持す

ること、そして真実以外神について言わないことを聖約しなかったのか？ 確かに、来世の住居は正義を維持する

者達にとってはずっといいところである。あなた方は理解しないのか？ 

 

[7:170] 経典を支持する者達、そして交信の祈り（サラット）を遵守する者達は、私達は決して信心深いものを

報酬することに失敗しない。 

 

[7:171] 私達は傘のように彼らの頭上に山を持上げた、彼らはそれが彼らへ落ちてくると思った。「あなた方はあな

た方に与えられたものを支持するべきである、強く、そしてその内容を覚えなさい、そうすればあなた方は救われるか

もしれない。」 

 

私達は神についての＊ 

知識の本能と共に生まれている 

 

[7:172] あなた方の主がアダムの子孫全てを招集し、彼ら自身を証人させた時のことを思い出しなさい。 「私は

あなた方の主ではないのか？」 彼らすべては言った、「そうです。私たちは証人します。」 だからあなた方は、復活

の日に、「私達はそれに気づかなかった。」 と言うことはできない。 

 

＊７：１７２ だから、すべての人間は神についての知識の本能をもって生まれてくる 

 



[7:173] 「私達の両親が偶像崇拝を実践していたのだ、そして私達は単に彼らの志を継いだだけだ。あなたは他の

者達が作りあげたことために、私達を罰するつもりですか？」ということはできない。 

 
 

[7:174] 私達は人々が彼ら自身を＊、悔い改めることができるようこの啓示を説明する。 

 

＊７：１７４ この人生は神の王国に戻るための最後の機会である（はじめにを参照） 

 

[7:175] 私達の証明を与えられたが、それらを無視することｗ選択した者の知らせを彼らのために暗唱しなさい。

結果として、彼が道に迷う者となるまで、悪魔が彼につきまとった。 

 

[7:176] 私達が意思するならば、私達は彼をそこから上昇させることができた、しかし彼は地面にいることを強く要

求し、彼の意見をとおした。だから彼は犬のようだ；あなたが彼をなでても、彼を怒っても、彼は、ハアハア言う。これ

が私達の証明を拒否した人々の例である。彼らが、熟考するかもしれないので、これらの物語を語りなさい 

 
 

[7:177] 私達の証明を拒否する人々の例は全く悪い；彼らが誤ったのは彼ら自身の魂だけである。 

 

[7:178] 神が導くものは誰でも、本当に導かれた者、そして彼が迷わせることを約束する者は誰でも、敗者達であ

る。 

 

サタンは彼の構成員達を 

催眠術にかける 

 

[7:179] 私達は、多くのジンと人間を地獄に約束した。彼らは理解しない心と、見えない目と、聞こえない耳を持

っている。彼らはまるで動物のようである、いいや、彼らはずっとひどい－彼らは完全に気が付いていない。 

 

[7:180] 神には最も美しい名称らが属する；彼をそこで呼びなさい、そして彼の名前を歪める者達を無視しなさ

い。彼らは彼らの罪のために復讐されるであろう。 

 

[7:181] 私達の創造物の中には、真実と共に導く者達がいる、そして真実が彼らを正義させる。 

 

[7:182] 私達の啓示を拒否する者達は、私達は彼らがそれに決して気づかないよう彼らを誘導する。 

 

[7:183] 私はさらに彼らを励ますであろう；私のたくらみは手ごわい。 

 

[7:184] なぜ彼らは彼らの友人（その使徒）を熟考しなかったのか？彼はきちがいではない。彼はまったく、深遠

な忠告者である。 

 

[7:185] 天層と地の領土を彼らは見ていないのか、そして神が創造した全てのものを？ 彼らの人生の終わりが



近いかもしれないことが彼らには思い浮かばないのか？ 

 

[7:186] 神が迷いへ投ずる者は誰でも、決して誰も彼を導くことはできない。彼は彼らを彼らの罪の中に放って置

く、愚かな大失敗。 

 

[7:187] 彼らはこの世の終わりについて（その時間）＊聞く、そしてそれがいつ実現するか。言いなさい 「その知

識は私の主が持っている。唯一彼がその時間を明かされる。それは天層と地にとって重々しい。それは突然以外こ

ないであろう。」＊＊彼らはまるでそれについてあなたが支配しているかのごとく聞く。 言いなさい、「その知識は神

が持っている、」 しかしほとんどの人々は知らない。 

 

＊７：１８７ この情報が明かされたその適切な時間は、神の神聖なる使徒をとうして１９８０年 A.D.であることが以

前に決められていた。（１５：８７、７２：２７そして付録２と１１を参照） 

 

＊＊７：１８７ その「時間」が「突然」来るのは、不信者達だけである （付録１１を参照） 

 
 

使徒達は力がない、 

彼らは将来を知らない 

 

[7:188] 言いなさい、「私が私自身が得するような力も、私自身を傷つける力も持っていない。唯一神が意思され

る事が私に起こるであろう。もし私が将来を知っていたならば、私は自分の富を増やしただろうし、何の災害も私に

起きなかったであろう。私は警告者でしかないし、信じる者達のために良い知らせを持ってくる者。」 

 

私達の子供達が偶像になりうる 

 

[7:189] 彼はあなた方を一人の人間（アダム）から創造した。その後、彼はそれぞれの男性が女性と平穏を見

つけるために配偶者を与えた。彼女はそれから、彼女がほとんど気がつかないほどの軽い荷を運ぶ。その荷が重くな

ると、彼らは彼らの主、神に懇願する。「もしあなたが良い赤ん坊を私達にくださるのなら、私達は感謝するでしょ

う。」 

 

[7:190] しかし、彼が良い赤ん坊を彼らに与えると、彼らは彼の贈り物を偶像にし彼と競わせる。神は誉め上げら

れるお方、どんな共同者よりもずっと上におられる。 

 

[7:191] 彼らは何も創造していない偶像を崇拝しているということ、そして彼ら自身も創造されたことは事実ではな

いのか？ 

 

[7:192] 偶像達は彼らを助けることも彼ら自身を助けることさえもできないのではないか？ 

 

[7:193] あなたが彼らを導きに招待するとき、彼らはあなたについてこない。だから彼らを招待しても、黙っていても、



同じである。 

 

[7:194] あなた方が神以外に祈願する偶像は、あなた方のような創造物である。ためらわずに、彼らを呼びなさ

い、彼らからあなた方へ答えさせなさい、もしあなたが正しいのならば。 

 

[7:195] 彼らは、歩くための足を持っているか？彼らは彼ら自身を守るための手を持っているか？彼らは見るため

の目を持っているか？彼らは聴くための耳を持っているか？言いなさい、「あなた方の偶像を呼びなさい、そして遅れ

ることなく私を打ち倒すことを頼みなさい。 

 

[7:196] 「神が唯一の私の主であり、主人である。この経典を啓示した唯一のお方。彼は正義者をを守る。 

 

[7:197] 「あなた方が置いた偶像達に関しては、彼らはあなた方を助けることはできないし、彼ら自身を助けること

もできない。」 

 

[7:198] あなた方が導きへ彼らを招待する時、彼らは聞こえていない。 そしてあなた方は彼らがあなた方を見て

いることがわかる、しかし彼らは見えていないのである。 

 

[7:199] あなた方は、勘弁をし、忍耐を唱え、無知な者達を無視する手段をとるべきである。 

 

[7:200] 悪魔があなた方にささやく時、神に避難を求めなさい；彼は聞くお方、全能なお方。 

 

[7:201] 正義な者達は、悪魔がある考えで彼らに来る時はいつでも、彼らは覚えている、そしてすぐに、彼らは先

見者となる 

 

[7:202] 彼らの信者仲間達は彼らを絶えず迷わせるたるために誘惑する 

 

[7:203] もしあなたが彼らが要求する奇跡を示さないと、彼らは言う、「なぜそれを求めないのか？」言いなさい、

「私は単に私の主から私に啓示されることについていくのである。」 「これらはあなた方の主から信じる者達への悟り

であり、導きであり、慈悲である。 

 

[7:204] コーランが朗唱される時、あなた方は慈悲を到達するために、それを聞き、心に留めなければならない。 

 

[7:205] あなた方は、あなた方の心の中で、公共で、個人で、静かに、昼も夜も、貴方の主を思い出しなさい。気

がつかないようになってはならない。＊ 

 

＊７：２０５ あなた方の神はあなた方の思考を一日のほとんどを占めるものである。 この説明は、神を信じるほとんど

が地獄を運命しているという事実である。 （１２：１０６、２３：８４－９０、そして 付録２７を参照） 

 

[7:206] あなた方の主のもとにいるものは、彼を崇拝することに自惚れすぎることは決してない、彼らは、彼を讃

え、彼の前に伏し拝む。 



 

この章までの神の累積回数＝ 
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この章までの神がでてくる節の番号の累積合計＝ 
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