
 

３章、イムラーン家 (アーリ・イムラーン) 

 

 
[3:0] 慈愛深き慈悲深い神の御名において 
 

[3:1] A. L. M.＊ 

 
＊３：１ 脚注２：１と付録１を参照 

 

[3:2] 神：彼を除いては神像はいない：生きているお方、永遠のお方。 
 

[3:3] 彼はこの経典をあなた方に送った、真実に、すべての以前の経典を確証する、そして彼はトーラ

とガスペルを送った 

 

[3:4] それ以前、人々を導くために、彼はこの法令書を送った。神の啓示を不信する者達は、酷い天罰

をこうむる。神は万有なお方、復讐するお方。 

 

[3:5] 地球にも、天にも、神から隠れているものは何もない。 

 

[3:6] 彼が、彼の意志によって、あなた方を子宮に形づくる唯一のお方。彼以外に他の神像はいない；

万有なお方、最も賢いおかた。 
 

[3:7] 彼はこの経典をあなた方に送った、率直な節が含む － それはこの経典の根本的要素が構成さ

れている。－ 複数の意味も、または寓話的な節も。彼らの心に疑いを持つ者達は、混乱をつくるため

に複数の意味を持つ節を追いかけ、ある意味を救出する。神と基礎知識を十分に持った人達を除いては

それらの本当の意味はわからない。彼らは言う、「私達はこれを信じている－すべては私達の主から来

る。」知能を持った者達だけが心に留めるであろう。 

 

[3:8] 「私達の主よ、あなたが私達を導いてくださった今、私達の心を揺らがせないでください。あな

たの慈悲を私達に降らせてください、あなたは授与するお方。 
 

[3:9] 「私達の主よ、あなたは確かにその日、人々を召集するでしょう。神は決して約束を破らな

い。」 

 

[3:10] 不信する者達は神に対して、彼らのお金によっても、彼らの子供たちによっても助けられること

は決してない。彼らは地獄の燃料になるでしょう。 

 

[3:11] ファラオの人々そして彼ら以前の人々のように、彼らは私達の啓示を拒否した、そしてその結

果、神は彼らを彼らの罪のために罰した。神は天罰の強制に厳しい。 

 

[3:12] 不信する者達に言いなさい、「あなた方は、打ち破られるであろう、そして地獄に招集される；

なんと惨めな住居！」 

 
 

信者達：最終の勝利者達 
 



[3:13] 激突した２つの軍の例があなたに置かれた － もう一つが不信しているあいだ、一つの軍は神

のために戦っていた。 彼らは彼ら自身の目で、彼らが２倍の多さであることを見た。神は彼が意志す

る者達を彼の勝利へと援助する。これは視野を備えている者達のために確証をあたえるべきである。 
 
 

異なる優先事項 

 

[3:14] 人々を魅力的にするのはこの世の楽しみ、女性、子供を持つこと、多数積み重なる金と銀、訓練

された馬、家畜と穀物など。これらはこの世の物質。ずっと良い住居が神ところで予約されている。 

 

[3:15] 言いなさいなさい、 「ずっとより良い取引をあなたに知らせましょう：正義な人生を送る者達

に関しては、彼らの主のところで予約されたのは、泉の流れる庭園、そして純粋な配偶者、そして神の

恵みへの喜び」神は彼の崇拝者達を見ているおかた。 

 

[3:16] 彼らは言う、「私達の主よ、私達は信じました、だから私達の罪を許しください、そして地獄の

火の苦痛から私達の命を救ってください。」 
 

[3:17] 彼らは、断固としている、真実、服従し、慈善心に富んでいる、そして夜明けの瞑想者達であ

る。 
 
 

最も重要な命令＊ 

 

[3:18] 神は彼を除いて神像がいないことを証人されている、そして天使達と知識を持つ者達も。真実

に、公正に、彼は、絶対的な神像；彼ほかには、神像はいない、万有なお方、最も賢いお方。 

 
＊３：１８ 神によって命じられた、信仰の宣言（シャハダ）は：「神を除いては神はいない」アラビア語で、「ラ

ーエラハ エッラーアッラー」（３７：３５、２７：１９も参照）堕落したイスラム教徒者は、２つめ「シャハダ」

に、モハメッドは神の使徒だという宣言をを加えることを言い張る。これは当然、「シャーク」（偶像崇拝）であ

り、神と使徒へのはなはだしい反抗である。加えて、それは重要な命令の違反でもある、２：１３６、２８５，３：

８４そして４：１５０－１５２、神の使徒たちを区別することはは禁じられている。「モハメッドが神の使徒であ

る」と宣言し、同様の宣言を他の使徒達、アブラハム、モーゼス、イエス、サーレ、そしてジョナなどにしないこと

は、区別を犯していることであり、重要な命令の違反である。 
 

 

服従：唯一の宗教 
 

[3:19] 神に許可された唯一の宗教は「服従」である。皮肉なことに、経典を受け取った者達が、嫉妬の

ために、知識を受け取ったにもかかわらずその事実を論争している者達なのである。そのような神の啓

示を拒否する者達のために、神は最も厳しい清算をするのである。 

 

[3:20] もし彼らが貴方と論争するならば、言いなさい、「私は、私自身を神に服従しただけだ；私と私

についてくる者達。あなたは経典を受け取った者達と、受け取らなかった者達に宣言しなければいけな

い。「あなた方は服従するのか？」もし彼らが服従するならば、彼らは導かれたのだ、しかしもし彼ら

がそむくならば、あなたの唯一の使命はお告げを届けることである。神はすべての人々を見ておられる

お方。 
 

[3:21] 神の経典を拒否し、預言者を不正に殺し、人々の間で公正を主張した者達で殺した者達、苦しい

天罰彼らに約束しなさい。 

 

[3:22] 彼らの仕事はこの世でもも来世でも無になった、そして彼らには何の助けもないであろう。 

 



[3:23] あなた方は、経典の一部をもらった者達のことを記したか？ そして彼らがどのように神の経典

を主張することに招待され、それを彼ら自身の生活に応用し、そして彼らの幾人かは嫌悪してそむいた

かを。 
 

[3:24] これは、なぜならば彼らが 「地獄の火は数日を除いては、私達にをさわらないであろう。」と

言ったから。彼らは彼ら自身の偽造によって、彼らの宗教に、だまされたのだった。 

 

[3:25] 私達がその避けられない日に彼らを召集する時、それは彼らにとってどうなるのだろうか？それ

ぞれの魂は、それが稼いだものを最少の不正なく支払われるであろう。 
 
 

神の特質 
 

[3:26] 言いなさい、「私達の神像：すべての主権の所有者。あなたは、あなたが選ぶ誰にでも主権を与

える。あなたは、あなたの選ぶ誰からも主権を取り除く。あなたはあなたの選択する誰にでも、威厳を

与える、そしてあなたの選択する誰にでも、屈辱を約束する。あなたの手にはすべての供給がある。あ

なたは全能なお方。 

 

[3:27] 「あなたは夜を昼に徐々に変える、そして昼を夜に徐々に変える。あなたは死から生を創作し、

生から死を創作する、そしてあなたはあなたの選択した者誰にでも無限に供給する。」 
 
 

あなたの友人達を注意して選びなさい 

 

[3:28] 信者達は、信者達の代わりに不信者達と彼ら自身を同盟することはしない。誰でも、これをする

者は神から追放される。免除されている者は、迫害を避けるためにこれをすることを強制される者達。

神は彼のみを崇敬しなければいけないことをあなた方に注意する。神が最終の運命である。 
 

[3:29] 言いなさい、「あなたがあなたの心の奥の考えを隠そうが、それを宣言しようが、神は十分にそ

れを気づいている」彼は天と地の全てを気づいている。神は全能なお方。 
 

[3:30] それぞれの魂が、提出された全ての良い仕事を見つけるであろうその日が来るであろう。邪悪な

仕事については、それらが遠くで、ずっと遠くで取り除かれることをそれは願うであろう。神は、あな

た方が神のみを崇敬しなければいけないことを注意する。神は人々にたいして、情け深いお方。 

 

[3:31] 宣言しなさい：「もしあなたが神を愛するならば、あなたは私についてくるべきである。」そう

すれば神があなたを愛するでしょう、そしてあなたの罪を許すでしょう。神は罪を許すお方、最も慈悲

深いお方。 

 

[3:32] 宣言しなさい：「あなたは神と使徒を従わなければいけない」もし彼らがそむくのならば、神は

不信者を愛さない。 
 
 

マリアの誕生 

 

[3:33] 神は、アダム、ノア、そしてアブラハムの家族、そしてイムラーンの家族（を使徒達として）を

人々のために選択した。 

 

[3:34] 彼らは同じ直系の子孫に属する。神は聴くお方、全能なお方。 

 

[3:35] イムラーンの妻は言った、「私の主よ、私は、お腹の（赤ん坊を）あなたのために完全にささげ

ます、どうか私から、受け取ってください。あなたは聴かれるおかた、全知なお方。」 



 

[3:36] 彼女が彼女を生んだ時、彼女は言った、「私の主よ、私は女の子を生みました」 ― 神は彼女

が何を生むか十分気づいていた ― 「男性は女性とは同じではありません。私は彼女をマリアと名付

けました、そして、私は、拒否した悪魔からのあなたの保護を、彼女と彼女の子孫のために祈願しま

す。」 

 

[3:37] 彼女の主は、彼女を、慈愛の受諾で受け入れた。、そして彼女を慈愛のしつけで、ザカリアの保

護のもとに育てた。いつでもザカリアが彼女の聖所に入るとき、彼は彼女のもとに供給を見つけた。彼

は尋ねた、「マリア、どこでこれをもらったのか？彼女は言った「これは神からです。神は彼の選択す

る者に制限なしに与えます。」 

 
 

ジョンの誕生 

 

[3:38] その時、ザカリアは彼の主に懇願した：「私の主よ、私にこんな子供を授けてください；あなた

は、祈りを聴かれるお方。」 

 

[3:39] 彼が聖所で祈っているとき、天使達は彼を呼んだ、「神はあなたにジョンの良い知らせをあげま

す：神の言葉を信じる者、高潔な、道徳 そして正義な預言者。」 

 

[3:40] 彼は言った、「どうして私に男の子がもらえるのか、私はとても年老いている、そして私の妻は

不妊なのに？ 彼は言った、「神は彼が意志することを何でも行う。」 

 

[3:41] 彼は言った、「私の主よ、私にしるしをください。」彼は言った、「あなのしるしは、あなたが

３日間身振りを除いて、人々と話さないことでしょう。」あなたの主をしばしば想いだしなさい；そし

て夜そして昼に瞑想しなさい。」 

 
 

マリアとイエス 
 

[3:42] 天使達は言った、「おおマリア、神はあなたを選択した、そしてあなたを清めた。彼はすべての

女性達からあなたを選択した。」 

 

[3:43] 「おおマリア、あなたは、あなたの主に服従しなければいけない、そして伏し拝み、お辞儀する

者達とお辞儀しなさい。」 

 

[3:44] これは私達があなたに啓示した過去からの知らせである。あなたは、マリアの保護者を選ぶため

に、彼らがくじを引いた時、そこにはいなかった。あなたは、彼らがお互いに論争した時、いなかっ

た。 

 

[3:45] 天使達は言った、「おおマリア、神はあなたに良い知らせをあたえる：彼からのお言葉、その者

の名前は「メシア、マリアの息子イエス」。彼はこの世と来世にて卓越であるでしょう、そして私に最

も近い者達の一人。 

 

[3:46]  「彼は、かいばおけから人々にに話すでしょう、大人と同様に；彼は正義者達の一人になるであ

ろう。」 

 

[3:47] 彼女は言った、「私の主よ、男の人が誰も私に触れていないというのに、どうして私が息子を持

つことができるのでしょうか？」彼は言った、「神は彼の意志で、何でも創造される。何を起こらせる

には、彼はただ単に、『ありなさい』と言う、そしてそれは存在するのである。 
 



[3:48] 「彼は彼に経典、知恵、トーラ、そしてガスペルを教えるでしょう。」 

 

[3:49] イスラエルの子ども達の使徒として；「私は、あなたの主からのしるしを持ってきた ― 私は

あなたに、鳥の形を粘土から作る、それから私はそれに息を吹きかける、そしてそれは神の許可にによ

って、生きた鳥となるのである。私は、盲目の視力を元に戻す、ハンセン病を治す、そして神の許可に

よって、死人をよみがえらせる。私はあなたが何を食べたか、何をあなたが家に貯蔵しているか、あな

たに言うことができる。もしあなたが信者ならば、これはあなた方のための証明であるべきである。 

 

[3:50] 「私は、以前の経典を確証した ― トーラ － そして私は、あなた方に、いくつかの禁令を

廃止した。私はあなた方の主から十分な証明と共にあなた方に来る。だから、あなた方は、神を遵守

し、私に従うべきである。 

 
 

[3:51] 「神は私の主、そしてあなた方の主である＊；あなた方は彼のみを崇拝しなければいけない。こ

れは正しい道である。」 

 
＊３：５１ これは的確に、新約聖書の至る所で、イエスが述べた事と伝えられている。例は、ヨハネによる福

音書２０：１７、そして本、「イエス：神話とお告げ」リサ・スプレー著の４章 （出版ユニバーサル ユニティ

ー、フリモント、カリフォルニア １９９２）を参照。 

 

 [3:52] イエスが彼らの不信を感じた時、彼は言った、「神への私の援助者達は誰か？」弟子達は言っ

た、「私達は神の援助者です；私達は神を信じ、私達は服従者であることを証言します 

 

[3:53] 「私達の主よ、私達はあなたが送ったものを信じました、そして私達は使徒をについていきまし

た、私達を証人達の中に入れてください。」 

 
 

イエスの死＊ 
 

[3:54] 彼らは、ひそかに計画し、たくらんだ、しかし神もそうした、そして神は最高な策士である。 

 
＊３:５４－５５ 私達はイエスの魂、真のヒトは上げられたことを学ぶ、すなわち、地上でのイエスの人生は、逮

捕、拷問、そして空の、魂のない、しかし生理学上生きている身体の十字架刑以前に終わっていたのである。（詳細

は付録２２を参照） 

 

 [3:55] だから神は言った、「おおイエスよ、私はあなたの命を終わらせ、あなたを私へと上昇させる、

そして不信者達から自由にさせる。 

 

[3:56] 「不信する者達は、私は彼らに痛い天罰をこの世にて、そして来世にて約束するであろう。彼ら

には助ける者達は誰もいないであろう。」 

 

[3:57] 信じ、正義な人生を送るものは、彼は彼らを十分に報酬するであろう。神は不正を愛さない。 

 

[3:58] これらは私達が、あなたに、詳しく物語った啓示である、たくさんの知恵のあふれているお告げ

を与えている。 

 
 

数学的確証＊ 
 

[3:59] イエスの例は、神からしてみればアダムと同じである；彼は彼をほこりから創造した、それから

彼は言った、「ありなさい」そして彼は存在した。 

 



＊３：５９ イエスとアダムの創造の「同等さ」は数学的に確証されている。イエスとアダムはコーランに同じ

数：それぞれ２５回書かれている。 

 
 

[3:60] これがあなたの主からの真実である；疑いを持ってはいけない。 
 

不信者への挑戦 
 

[3:61] もし誰でも、あなたが受け取った知識にもかかわずあなたと論争するならば、言いなさい、「私

達の子供達、そしてあなた方の子供達、私達の女達、あなた方の女達、私達そしてあなた達を召集しよ

う、それから、神の呪を嘘をつく者達へ祈願しよう。」 

 

[3:62] 絶対的に、これは真実を語っている、神以外に神はいない。絶対的に、神は万有なお方、最も賢

いお方。 

 

[3:63] もし彼らがそむくならば、神はその悪事を行う者達を十分に気づいている。 

 
 

全ての信者達への招待状 

 

[3:64] 言いなさい、「おお、経典を従う者よ、私達とあなた方の間で、論理的な同意をしよう；私達は

神以外を崇拝してはいけない；私達は彼以外の偶像を決しておいてはいけないし、神以外に主として、

どんな人間もおいてはいけない。」 もし彼らがそむくならば、言いなさい、「私達は服従者であるこ

とを証言しなさい。」 

 

[3:65] おお経典を従う者よ、なぜアブラハムについて論争するのか、トーラとガスペルは彼の以後まで

啓示されたなかったのに？あなたは理解しないのか？ 

 

[3:66] あなた方はあなた方が知っていることについて論争した；なぜあなた方は知らないことについて

論争するのか？ あなた方が知らない間神は知っているのである。 

 

[3:67] アブラハムはユダヤ教徒でも、キリスト教徒でもなかった、彼は一神教の服従者だった。彼は決

して一度も偶像崇拝者ではなかった。 

 

[3:68] アブラハムの最も価値ある人々は、彼に従った者達、そしてこの預言者、そして信じる者達。神

は信じる者達の主であり主人である。 

 

[3:69] 経典を従う者達の中には、あなた方を迷いへ導かれることを望んでいる、しかし彼らは、彼らが

気がつくかない間に、彼ら自身を迷へ先導しているのである。 

 

[3:70] おお、経典を従う者達よ、なぜあなた方は（これが本当であることを）証人しておきながら、こ

れらの神の啓示を拒否するのか？ 

 

[3:71] おお、経典を従う者よ、なぜ真実を嘘で困惑させるのか、そして真実を知っていながら隠すの

か？ 

 

[3:72] 経典を従う者達の幾人かは言う、「信者達に送られたものを午前中に信じて、晩にそれを拒否し

なさい；もしかしたらいつの日か彼らは元に戻るかもしれない。 

 

[3:73] 「そしてあなた方の宗教に従う者以外信じてはいけない」言いなさい、「真の導きは神の導き」

もし彼らが、同じ導きを持つと主張するならば、またはあなた方の主についてあなた方と論争するなら



ば、言いなさい、「すべての恩寵は神の手にある；彼は彼の意志する者にそれを授ける。」神は豊富な

お方、全知なお方。 

 

[3:74] 彼は彼の慈悲を彼の意志する者誰にでも指定する；神は限りない恩寵を所有する。 

 
 

全ての人々と正直でなさい 
 

[3:75] 経典を従う者中には、たくさん信用できる者達もいる、そして彼らはあなた方にお返しをするで

しょう。彼らの間の他の者達は１ディナールも信用できない；彼らは彼らにしつこく言わない限りあな

た方に返金しないでしょう。なぜならば、彼らは言う、「私達は、異教徒の者達とかかわる時は正直で

なくてもいいのだ。」だから彼らは知っていながら、神に嘘の性質があると考える。 

 
＊３：７５ コーランの数学的コードの発見以前、ある専門家達は、モハメッドは読み書きができない者だからこの

ような素晴らしい本を書くことができないという誤った主張をした。彼らは 「ウミ―」と言う言葉の意味をねじ曲

げ、それは、「読み書きのできない者」と言い張った。この節、「ウミイーン」は「異教徒達」を意味していうこと

を証明している。」（６２：２と付録２８を参照） 

 

 [3:76] 全く、彼らの義務を果たし、正義な人生を送る者達、神は正義をを愛する。 

 

[3:77] 神の聖約と彼らの義務を安い値で交換した者達、彼らは来世で何の分け前も受け取らない。神

は、よみがえりの日、彼らと話しをしないであろうし、彼らを見もしないし、彼は彼らを清めない。彼

らは痛い天罰をこうむったのだ。 

 

[3:78] 彼らの間には、彼らの舌とひねって、経典のまねごとをする者達がいる、それが経典からではな

い時、あなた方はそれが経典からだと思ってしまう、そして、彼らはそれが神からでない時、神からだ

と言い張る。このように彼らは知っていながら、嘘をいって、それらを神のせいにする。 
 

[3:79] 神が経典と預言者階級の恩恵を与えた人が、「神の代わりに私を崇拝しなさい。」と人々には決

して言わない。その代り（彼は言う）、あなた方が伝道する経典とあなたが方習った教えに従って 

「あなたの主のみに、あなた自身を捧げなさい。 

 

[3:80] 天使達や預言者達を主として崇拝することを命令すること決してない。彼はあなた方を、服従者

となった後に、不信することを強く勧めるのか？ 
 
 

重要な予言は神聖なる神の使徒を実現した＊ 
 

[3:81] 神は預言者達と聖約を交わした、言う、「私はあなた方に経典と知恵をあげるだろう。その後、

使徒が全ての現存する経典を確証するために来るであろう。あなた方は彼を信じ、彼を援助しければい

けない。」彼は言った、「あなた方はこれに同意するか、そしてこの聖約を果たすことを誓うか？彼ら

は言った、「私達は同意します。」彼は言った、「あなた方はこのように証言した、そして私はあなた

と共に証言する。」 

 
＊３：８１ この重要な予言は今果たされたのである。この節と、聖書のマラキ書３：１－２１、ルカ書１７：２２

－３６、そしてマタイ書２４：２７に予言されている神聖な神の使徒は、神の預言者達によって運ばれた神のお告げ

を清め、統合するためである。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、ヒンズー教、仏教 その他は、酷く堕落されて

きた。それらを神のみを崇拝する旗じるしのもとでそれらを清め、統合することが、万有な神の意志である。圧倒す

るほどの証明が神聖な神の使徒を援助するために神から提供されている、その名は、コーランの数学的コードにて議

論の余地なく「ラシャド・カリファ」と明記されている。例えば、ギマトリア値の「ラシャド」（５０５）たす、そ

の値「カリファ」（７２５）、たす、節の番号（８１）は１３１１になる、または１９ｘ６９（証明の詳細について

は付録２を参照） 
 



 

神聖な神の使徒の拒否者達は不信者達 
 

[3:82] この（コーランの予言）を拒否する者達は、邪悪な者達である。 
 

[3:83] 彼らは、神の宗教より他を求めているのか、天と地のすべてが、本意そして不本意に神を崇拝し

ている時、そして彼に彼らが戻されるのに？ 

 
 

神の使徒達の間で区別をしてはいけない 
 

[3:84] 言いなさい、「私達は神を信じる、そして私達に送られたものを、そしてアブラハム、イスマイ

ル、アイザック、ジェコブ、そして司教達、そしてモーゼス、イエスそして彼らの主からの預言者達に

与えられたもの。私達は彼らの間に区別をしない。彼にのみへ、私達は服従者である。」 

 
 

神によって許可された宗教はひとつだけ 
 

[3:85] 誰でも、服従以外を彼の宗教として受け入れる者は、それは許可されない、そして来世でも、彼

は敗者と一緒になるであろう。 

 
 

[3:86] 信じた後に、お告げが本当であることを証人した後に、そして揺るぎない証明＊が彼らに与えら

れた後に不信した者達を、なぜ神が導くべきか？ 神は邪悪を導かない。 

 
＊３：８６ 節３：８２－９０は、彼らがもはやコーランを信じないため、神聖な神の使徒を拒否する者たち

は、もはや服従者（イスラム教徒）ではないと私達に知らせている。その証明は、神聖なる神の使徒に啓示された、

コーランの数学的コードで３：８６に言及されている。３：８６と３：９０の両方は「信じた後に不信すること」に

ついて語っている。 
 

 [3:87] これらは、神、天使、そしてすべての人々によって罰をこうむったのである。。 

 

[3:88] 永遠に、彼らはそこに住む；天罰が彼らのために変更されることは決してないし、刑執行の取り

消しも決してないだろう。 

 

[3:89] 免除されるのは、その後悔い改め、改善したもの。神は罪を許すお方、最も慈悲深いお方。 

 
 

罪の悔い改めが認められない時 

  

[3:90] 信じた後に不信した者達、それからもっと深く不信に嵌る者達、彼らの悔い改めは受け入れられ

ない；彼らは本当の踏み迷った者。 

 

[3:91] 不信して、不信者として死んだ者達は、もしそのような身代金が可能でも、地上いっぱいの金も

彼らの誰からも受け入れられない。彼らは痛い天罰をこうむった；彼らには、助けてくれる者達は誰も

いない。 

 

[3:92] あなた方は、あなた方の愛する所有物から慈善としてあげるまで、正義者に到達することはでき

ない。何でもあなたが慈善としてあげるものは、神はそれらを十分に気づいておられる。 

 
 

法的なものを禁じてはならない 
 



[3:93] トーラが送られる前、イスラエル人がいくつかの禁止を彼ら自身に押し付けるまで、全ての食べ

物は、イスラエルの子供達にとって法的だった。言いなさい、「トーラを持ってきてそれを読みなさ

い、もしあなた方が誠実ならば。」 

 

[3:94] この後に誤った禁止を偽造する者、そしてそれらを神の作だとするのは本当に邪悪である。 

 
 

[3:95] 言いなさい、「神は真実を宣言した：あなた方はアブラハムの宗教に従わなければいけない － 

一神教。彼は決して偶像崇拝者ではなかった。」 

 

[3:96] 人々のために設立された最も重要な神殿がベッカにある、すべての人々のための恩恵ある光明。 
 
＊３：９６ これは、M - イニシャルの章である、そしてこの「メッカ」を「ベッカ」とした奇妙な綴りが、

「M」 の出現をコーランの数学的コードで確証することを引きおこすのである。通常の「メッカ」の綴りは「M」の

出現の度数を増やすことになる。（付録１） 
 

 [3:97] それには、明確なしるしがある；アブラハムの基点。誰でもそこに入るものは安全な通路が保障

されるべきである。人々は神に尽くす義務がある、彼らは金銭に余裕ができた時、この神殿にハッジ巡

礼を遵守するべきである。不信する者達については、神は誰も必要ない。 

 

[3:98] 言いなさい、「おお経典を従う者達よ、なぜこれらの神の啓示を拒否するのか、神があなたのす

ることすべてを証人しているのに？」 
 

[3:99] 言いなさい、「おお経典を従う者達よ、あなた方は証人したのにもかかわらず、なぜ信じること

を願う者達を神の道から追い払うのか、そしてそれをねじ曲げることを求めるのか？ 
 

[3:100] おお信じるあなた方よ、もしあなた方が経典を受け取った者達の幾人かに従うならば、彼らは

あなたを元に戻すであろう、信じた後、不信者達に入る。 

 

[3:101] これらの神の啓示があなたに語られ、彼の使徒があなた方の中にいて、どうして不信できるの

か？誰でも神にしっかり捕まるものは、正しい道へ導かれるであろう。 

 

[3:102] おお、信じるあなた方よ、あなた方は、彼が遵守されるべきように、神を遵守しなければいけ

ない、そして服従者として以外に死んではならない。 

 
 

信者達は団結している 
 

[3:103] あなた方は神の綱をしっかりつかまるべきである、そして分裂してはならない。神の恩恵があ

なたに来た時のことを思い出しなさい － あなた方は昔敵だった、そして彼はあなた方の心を和解さ

せた。神の恩寵によって、あなた方は、仲間となった。あなた方は火の中に入る瀬戸際だった、そして

彼はあなたをそこから助けた。神はこのように彼の啓示をあなたに説明する、あなたが導かれるかもし

れないので。 

 

[3:104] 善、正義を主張し、悪を禁じることに招待する集団がありますように。これらは勝者達であ

る。 

 

[3:105] 分裂して、論争する者達のようになってはいけない。それらは、酷い天罰をこうむったのであ

る。 

 



[3:106] 他の顔は（惨めで）暗くなる間、幾人かの顔は（喜びで）輝くその日が来るであろう。顔が暗

くなった者達に関しては、彼らは聴かれるであろう、「あなた方は、信じた後、不信しなかったのか？

だから、あなた方の不信のために、天罰に苦しみなさい。」 

 

[3:107] 顔が輝いている者達に関しては、彼らは、神の慈悲に喜ぶであろう、彼らは、そこに永遠に住

むのである。 

 

[3:108] これらは神の啓示である；私達はそれらをあなた方に語る、真実に。神は人々にどんな苦難も

望まない。 

 

[3:109] 神に、天と地の全てが属する、そしてすべての物は神によって支配されている。 

 
 

最善な集団 

 

[3:110] あなた方は、これまでに出世した人々の間で、最良の集団である；あなた方は正義を主張し、

悪を禁じ、あなた方は神を信じている。もし経典を従う者達が信じたならば、彼らにとってそれは良い

ことである。彼らの幾人かは信じる、しかしほとんどの者達は邪悪である。 

 

[3:111] 彼らはあなた方を侮辱するほか、あなた方を傷つけることは決してできない。もし彼らがあな

た方と戦ったならば、彼らは振り返って逃げるであろう。彼らは決して勝つことはできない。 

 

[3:112] 彼らが神の聖約と、あなた方と彼らの平和条約を主張しない限り、あなた方が彼らに出会った

時はいつでも、彼らは侮辱されるべきである。彼らは神からの激怒をこうむった、そしてその結果、彼

らは不名誉を約束されたのである。これは彼らが神の啓示を拒否し、不正に預言者達を殺したからであ

る。これは彼らが従わず、罪を犯したからである。 

 
 

正義なユダヤ教徒とキリスト教徒 

 

[3:113] 彼らは皆同じではない：経典を従う者達の中には、正義な者達がいる。彼らは夜の間、神の経

典を朗唱し、彼らは伏拝む。 

 

[3:114] 彼らは神と最後の日を信じている、彼らは正義を主張し、悪を禁じる、そして、彼らは正義な

仕事を急いでしようとする。彼らは正義者である。 

 

[3:115] 彼らがする良い事は、報酬されないことはないだろう。神は正義な者を十分に気づいている。 

 

[3:116] 不信した者達は、彼らのお金や彼らの子供達によって、神の敵対から助けられることは決しな

い。彼らは永遠に住む地獄をこうむったのだ。 

 

[3:117] 彼らのこの世の達成の例は、彼らの魂に誤りを犯した人々の収穫に襲った激しい風、そしてそ

れを全滅してしまう。神は彼らに誤りをおかさせない；彼らが彼ら自身に誤りを犯したのである。 

 
 

偽善者と仲良くしてはいけない 

 

[3:118] おお、信じるあなた方よ、あなた方が傷つくことを望むのを決してやめない外者と仲良くなっ

てはいけない；彼らはあなたが苦しむのを見ることさえ望んでいる。嫌悪が彼らの口からあふれ出てい

る、そして彼らの胸に隠していることはずっと酷い。私達はあなた方のために啓示を明確にする、もし

あなたが理解するならば。 

 



 

[3:119] ほら、あなた方は彼らを愛している、彼らがあなた方のことを愛していないのに、そしてあな

た方はすべての経典を信じている。彼らが貴方にあうと時、彼らは言う、「私達は信じる、」しかし彼

らは去るとすぐに、あなた方に対しての怒りから彼らの指をかむ。言いなさい、「あなた方の怒りに死

になさい。」神は彼らの心の奥の考えを十分に気づいておられる。 

 

[3:120] あなた方にどのような良い事が来る時、彼らは傷つく、そして何か悪いことがあなたに起こる

時彼らは喜ぶ。もしあなた方が不動に我慢し、正義を維持すれば、彼らのたくらが、あなた方を傷つけ

ることは決してないだろう。神は彼らがすることすべてを十分に気づいておられる。 

 
 

バドルの戦い 
 

[3:121] あなたが、戦いのために彼らの位置を信者達に割り当てている時、あなた（モハメッド）があ

なた方の人々の中にいたのを思い出しなさい。神は聞くお方、全知なお方 

 

[3:122] あなたの２組は、もう少しで失敗した、しかし神は彼らの主だった。神に、信者達は信用しな

ければいけない。 

 

[3:123] 神はバドルであなた方の弱さにもかかわらず勝利をあなたに授けた。だから、あなた方はあな

た方の感謝の気持ちを見せるために、神を遵守するべきである。 

 
 

神の天使達は信者達を助ける 
 

[3:124] あなたは信者達に言った、「あなた方の主が３０００の天使達を送ってあなた方を援助するの

が十分ではないのか？」 

 
[3:125]  

全く、もしあなた方が断固たる決心で辛坊し、正義を維持するならば、彼らが急にあなた方を攻撃して

きても、あなた方の主はあなた方に５０００＊の百錬の天使達で、援助するでしょう。 
 
＊３：１２４－１２５ ３０の違った数がコーランには記載されている。それらの総合は１６２１４６、１９ｘ８５

３４となる。これはコーランの数学的証明で確証される（付録の１を参照） 

 
 

 [3:126] 神はこのように、あなた方に良い知らせと、あなた方を納得させるために、あなた方に知らせ

る、。勝利は神のみから来る、万有なお方、最も賢いお方。 

 

[3:127] 彼はだから、ある不信者達を消滅させる、また、彼らを無力にする；彼らはいつも不敗者で終

わるのである。 

 

[3:128] それはあなた次第ではないのである；彼は彼らを罪から救うかもしれない、または、彼は彼ら

の違法を罰するかもしれない。 

 

[3:129] 神に、天と地の全てが属する。彼は彼が意志する者誰でもを許す、そして彼が意志する者誰で

もを罰する。神は罪を許すお方、最も慈悲深いお方。 

 
 

高利貸しは禁止されている＊ 
 



[3:130] おお、信じるあなた方よ、あなた方は高利貸し、何度も何度もの複利をしてはいけない。あな

たが成功するかもしれないのだから、神を遵守しなさい。 

 
＊３：１３０ 銀行の預金の金利と、貸し付けの金利は、もしそれらが過剰でなければ（５－１５％）法的である。 

銀行は投資をし、それらの利益は預金者へ受け継がれる。（２：２７５を参照） 
 
 

[3:131] 不信者達を待っている地獄の火に警戒しなさい 

 

[3:132] あなた方は神と使徒に従わなければいけない、そうすればあなた方は慈悲に達成するかもしれ

ない。 

 
 

正義者の特質 

 

[3:133] あなた方は、あなた方の主からの罪の許しへ熱心に競争するべきである、そしてパラダイスは

天と地を取り囲む；それは正義者を待っている、 

 

[3:134] それらは良い時、または悪い時にも慈善をあげる。彼らは怒りを抑える者達、そして人々を勘

弁する者達。神は慈善者を愛する。 
 

[3:135] もし彼らが罪におちたり、彼らの魂に誤りをおかしたならば、彼らは神を思い出す、そして彼

らの罪のために容赦を頼む － 誰が神以外に罪を赦すのか ― そして彼らは知っていながら罪をし

続けない。 

 

[3:136] 彼らの報酬は彼の主からの罪の容赦、そして泉の流れる庭園；彼らは永遠にそこに住む。働く

者達へのなんと恵みある御ほうびだろうか！ 

 
 

正義者達のための勝利 

 

[3:137] 過去にあなた方のために先例が置かれている；地を歩き回り、不信心者達の帰結を記しなさ

い。 

 

[3:138] これは人々のための宣言である、そして正義者達のためのの導きと悟りである。 

 

[3:139] あなた方はぐらつくべきではない、また深く悲しむべきでない、あなた方には最終の勝利が

る、もしあなた方が信者ならば。 

 

[3:140] もしあなた方が苦難で苦しむならば、敵も同じ苦難で苦しむ。 私達は勝利と敗北を人々の間

で交互に行う。神はこのように本当の信者をはっきり区別する、そしてあなた方の幾人かにを殉教の恩

恵を与える。神は不正を好まない。 

 

[3:141] 神はこのように信じる者達を強くし、不信する者達を侮辱する。 

 
 

私達の主張は試験されなければいけない 

 

[3:142] あなた方は、神があなた方の間で努力する者達の区別なしで、そして断固たる意志の者達の区

別なしで、パラダイスへ入ることを期待しているのか？ 

 



[3:143] You used to long for death before you had to face it. Now you have faced it, right before your 
eyes. 

あなた方は昔、それに直面する以前、死を待ち望んだものだった。今、あなた方はそれをあなた方の目

の前で直面した。 

 

[3:144] モハメッドは、彼以前の使徒達と同様な使徒でしかすぎない。彼は死ぬべきか、それとも殺さ

れるか、あなた方は踵を返すのか？ 誰でも踵を返す者は、少しも神を傷つけていない。 神は感謝す

る者達を報酬する。 

 
 

死の時は以前に決められている 

 

[3:145] 以前に決められた時間に、神の許可によって以外死ぬ者は誰もいない。この世のうぬぼれを求

める者は誰でも、私達は彼にそれをあげる、そして来世の報酬を求めるもには、私達は彼にそれを恵

む。私達は感謝する者達を報酬する。 

 

[3:146] 多くの使徒達は、、神のための圧力をかけれても全く揺れることない、また、彼らはちゅうち

ょすることも、勇気を失うこともない、信仰心の強い人々が彼と一緒に戦った。神は断固たる決心を持

つ者達を愛する。 

 

[3:147] 彼らの唯一言うことは、「私達の主よ、私達の罪と違反を容赦してください、私達の足元を強

め、不信者に対し勝利を私達に授けてください。」 

 

 [3:148] その結果、神は彼らにこの世の報酬と、来世のより良い報酬を授けた。神は善を実行する者達

を愛する。 

 

[3:149] おお信じるあなた方よ、もしあなた方が不信者達に従うならば、彼らはあなた方に踵を返すで

あろう、そして、あなた方は不敗者達に終わるのである。 

 

[3:150] 神のみが、あなたの主であり、主人である、そして彼は最善の援助者である。 

 
 

神はあなた方の敵達を支配している 

 

[3:151] 彼らが力のない偶像達を置いたので、私達は不信した者達の心に恐怖を投げるであろう。彼ら

の運命は地獄である；なんと惨めな違反者達の住居だろう！ 

 
 

フッドの戦い 

 

[3:152] 神はあなた方への彼の約束を果たした、そしてあなた方はは彼の許可によって彼らを打ち負か

した。しかしそれからあなた方は揺らいだ、そして論争し、彼があなた方が求めていた（勝利を）見せ

た後従わなかった。しかしそれから、他の者達が、正しく来世を心配しているあいだ、あなた方の中に

は、この世の戦利品によって心をかき乱していた。彼はその時あなた方を試験するために、彼らからそ

らせた。彼はあなた方を勘弁した。神は彼の恩寵を信者達に降らせる。 

 

[3:153] あなた方が（戦利品に）急いだことを思い出しなさい、誰にも気をくばることなく、使徒があ

なたの後ろから呼んでいたにもかかわらず。その結果、あなた方が見逃したことに悲しまないため、ま

たあなた方が苦しんだどんな苦難にも悩まないため、彼は一つの悲惨から他へ入れ替えた。神はあなた

がすることすべてを認識されるお方 

 
 



死ぬ瞬間は以前に決められている 
 

[3:154] 逆行の後、彼はあなた方のある者達を静めるため、穏やかな眠りを送った。あなた方の間の他

の者達は自分勝手に彼ら自身のことだけを考えていた。彼らは神について正くない考えを心に抱いてい

た － それは彼らが無知の日々に心に抱いていたのと同じ考であった。だから彼らは言った、「我々

が決められることはないのか？」言いなさい、「すべては神次第。」 彼らは、彼らがあなた方に明か

さなかったことを彼ら自身の中に隠した。彼らは言った、「もしそれが私達できめられたなら、戦いで

殺された者は誰もいなかった。「言いなさい、もしあなた方が家に留まっていたならば、殺される運命

にあった者達が彼らの死の床にはってきただろう。」 神はこのようにあなた方の本当の信念を表にだ

すために試験にいれる、そしてあなた方の心の中のものを試験する。神は心の奥の考えを気づいておら

れる。 

 

[3:155] 確かに、２つの軍が打ち合ったその日に引き返してきたあなた方の間の者達は、悪魔によって

だまされたのだ。これは、彼らが犯した（悪の）いくつかの仕事を反映する。神は彼らを勘弁した。神

は罪を容赦するお方、寛容なお方。 

 

[3:156] おお、信じるあなた方よ、不信した者達、戦争のために旅または動員をした彼らの親族のこと

を言った者達のようになってはならない、「彼らが私達といれば、彼らは死ぬことはなかったし、殺さ

れることはなかった。」神はこれを彼らの心に悲しみの元とした。神は生と死を支配する。神はあなた

のすることすべてを見ているお方。 

 

[3:157] あなた方が神のために、殺されても、死んでも、神からの罪の許しと慈悲は彼らが宝庫してい

るどんなものよりはるかに良い。 

 

[3:158] あなた方が死んでも、殺されても、あなた方は神の前に招集されるであろう。 

 
 

使徒の親切さ 
 

[3:159] あなたが彼らに対して情け深くなったのは、神からの慈悲だった。もしあなたが、どぎつく、

そして意地悪な心だったら、彼らはあなたを見捨てただろう。だから、あなたは彼らを勘弁し、彼らの

ために、罪を許すことを頼み、そして彼らに相談しなければいけない。一度、あなたが決断したら、あ

なたの計画を実行しなさい、そして神を信用しなさい。神は彼を信用する者達を愛される。＊ 

 
＊３：１５９ アメリカ合衆国の貨幣のみが「神にこそ私達は信用を置く」という表現を載せている。事実、アメリ

カのドルが世界で一番強く、すべての他の貨幣が計られる基準となっている 

 

 [3:160] もし神があなたを援助するならば、誰もあなたを打ち負かすことはできない。そしてもし彼が

あなたを見捨てるならば、他の誰があなたを援助することができるのか？ 

  

 

神にこそ信者達は信用をおくべきである 
 
 

法を超越するもはいない 

 

[3:161] 預言者さえ彼に与えられている権利以上の戦利品を取ることはできない。誰でも、彼の公正な

分け前以上取るものは、よみがえりの日にそれについて説明しなければいけないであろう。それは、そ

れぞれの魂が、最少の不正なく稼いだ分支払われる時。 

 



[3:162] 神の喜びを探究する者は、神から激怒をこうむる者と同じか？ 彼の運命は地獄である、最も

惨めな住居。 
 

[3:163] 彼らは確かに神にて異なった地位に居住する。神は彼らがすることすべてを見ているお方。 

 

[3:164] 神は、彼の啓示を彼らのために朗唱するためそして彼らを清めるために、そして彼らに経典と

知恵を教えるために、彼らの間から使徒をあげることによって信者達に恩恵をあたえた。それ以前、彼

らは完全に、迷いに行っていた。 

 

[3:165] 苦難に苦しんだ今、そして（あなたの敵に）２倍の苦難を負わせたにも関わらず、あなた方は

言った、「なぜこれが私達に起きたのだ？」言いなさい、「これはあなた方自身の行いの結果であ

る。」神は全能なお方。 

 

[3:166] あなたを悩ました２つの軍がぶつかった日は、神の意志に従ってのことだった、そして信者達

を区別するためだった。 
 

[3:167] 「神のために戦いに来なさい、または貢献しなさい。」と言われた、偽善者達を暴き出すた

め。彼らは言った、「もし私達がどのように戦うか知っていたならば、私達はあなたに参加した。」彼

らは、信じることよりも不信することに近かった。彼らは、彼らの心にないことを彼らの口から語る。

神は彼らが隠していることを知っておられる。 

 

[3:168] 彼らは、居残っていながら、彼らの親族について言った。「彼らが私達に従っていたら、彼ら

は殺されなくて済んだのに。」言いなさい、「それならば、あなた自身の死を妨げなさい、もしあなた

が本当ならば。」 

 

正義者は本当は死んでいない＊ 

 

[3:169] 神のために殺された者達が死んだと思ってはならない；彼らは彼の主のもとで生きている、彼

の供給を楽しんでいる。 

 
＊３：１６９ 私達は、正義者は本当は死んでいないことをコーランから学ぶ；彼らは単に、彼らのこの世の体をさ

り、アダムとイブが一度住んでいた同じパラダイスへ直行する。（２：１５４、８：２４、１６：３２、２２：５

８、４４：５６そして３６：２６－２７）付録１７も参照 

 

 [3:170] 彼らは神の恩寵で喜んでいる、そして彼らは彼らと一緒に死ななかった仲間に良い知らせを持

っている、彼らは何も恐れることはなく、何も深く悲しむことはないだろう。 

 

[3:171] 彼らは神の恩恵と恩寵の良い知らせを持っている、そして神は信者達を必ず報酬する。 
 

[3:172] 神と使徒に返答する者達に関しては、彼らが苦しんだ迫害にもかかわらず、良い仕事を維持

し、正義亜な人生を送るものには、素晴らしい報酬。 

 
 

[3:173] 人々が彼らに言う時、「人々はあなた方に反して動員した；あなた方彼らを恐れるべきだ、」

これはただ彼らの信仰を強めるだけ、そして彼らは言う、「神は私達にとって十分である；彼は最善な

保護者である。」 

 

[3:174] 彼らは神の恩恵と恩寵を得るに値する。何の危害も彼らを触ることはない、彼らは神の許可に

到達した。神は無限の恩寵を所有される。 

 
 

恐れ：悪魔の道具 



 

[3:175] 彼の主体に恐れを徐々に教え込むのは悪魔の方式。彼らを恐れてはいけない、その代り、私を

恐れなさい。もしあなたが信者ならば。 
 

[3:176] 急いで不信する者達によって悲しまされてはいけない。彼らは決して神を少しも傷つけていな

い。その代り、神は来世で彼らが何の分け前もないことを意志された。彼らは酷い天罰をこうむったの

である。 

 

[3:177] 信じるかわりに、不信することを選んだ者達は、神を少しも傷つけない；彼らは痛い天罰をこ

うむったのである。 

 

[3:178 私達が彼ら自身の良さのために彼らを導くとは思わさせないようにしよう。私達は彼らの罪を確

証するためにだけに彼らを導いている。彼らは屈辱な天罰をこうむったのだ。 

 

[3:179] 神は信者達を良い事から、悪いことを区別することなしに、あなた方をそのままの状態に放っ

てはおくことはしない。神はあなた方の将来を知らせることもしない、しかし神はそのような知識を彼

の使徒達の中から、彼が選ぶ誰でもに授ける。＊ だからあなた方は、神と彼の使徒達を信じなければ

いけない。もしあなた方が信じて、正義な人生を送るならば、あなた方は素晴らしい報酬を受け取る。 

 
＊３：１７９ この世の終わりは、神聖の神の使徒が啓示した将来の出来事の一つの例である。脚注７：２７を参照 

 

 [3:180] 神の供給を抑えたり、貯蔵する者達に、それが彼らにとって良ことだと思わせてはいけない；

彼らにとってそれは悪いのである。よみがえりの日、彼らは彼らの貯蔵物を首に巻いて運ぶであろう。

神が天と地の最終の相続者。神はあなた方のすることをすべてを十分に認知しておられる。 

 
 

人間は継続して神に反抗する 
 

[3:181] 神はそれらは言った陳述を聞いた、「私達が金持ちの間、神は貧乏だ。」私達は彼らが言った

ことすべてを記録するであろう、預言者達を不正に殺したことを記録したように、そして私達は言うで

あろう、「地獄の天罰に苦しみなさい。」 

 

[3:182] 「これはあなた自身の仕事の結果である。」神は決して人々に不正をしない。 

 

[3:183] 「彼が火によって消費される奉納を作り出さない限り、どのような使徒も信じてはいけないと

いう、聖約を神は私達と交わした。」などと言ったのは彼らである。言いなさい「私の前の使徒達は明

確な証明と共にあなた方に来た、あなた方がたった今要求したものも含まれている。それなのに、なぜ

あなた方は彼らを殺したのか、もしあなたが本当ならば？」 

 

[3:184] もし彼らがあなたを拒否するならば、あなた以前の使徒達もは拒否されたのだ、彼らが、証

明、詩編、啓発的な経典を持ってきたにも関わらず。 

 
 

素晴らしい大勝利 

 

[3:185] 全ての人が死を味わう、それからよみがえりの日、あなた方はあなた方の報酬を受け取るので

ある。誰でも、地獄をのがれパラダイスに行く者は、素晴らしい大勝利を到達したのである。この世の

人生は幻覚にすぎないのである。 

 
 

必然的な試験＊ 

 



 

[3:186] あなた方は、確かに、あなた方のお金、あなた方の生命をとうして試験されるでしょう、そし

てあなた方は、経典を受け取った者達、偶像崇拝者達からたくさんの侮辱を聴くでしょう。もしあなた

方が断固たる決死で努力をし、正義な人生を送るならば、それはあなた方の信仰の強さを証明するでし

ょう。 

 
＊３：１８６ 入学試験を受かった後、証明された神のみの崇拝者達は、完璧な人生を、今、そして永遠に楽しむの

である。１０：６２、２４：５５、そして２９：２－３を参照。 

 

[3:187] 神は経典を受け取った者達から聖約を取った；「あなた方は人々にこれを宣言しなければいけ

ない、そして決してそれを隠してはいけない。」しかし彼らは、陰でそれを無視した、そしてそれを安

い値段で交換した。 

 

[3:188] 彼らの仕事を自慢する者達、彼らが本当はやってないことに褒められることを望んでいる者達

は、天罰を避けられると思うべきではない。彼らは痛い天罰をこうむったのである。 

 

[3:189] 神には天と地の主権が属する。神は全能なお方。 

 

知能を所有する者達 

 

[3:190] 天と地の創造、夜と昼の交互、これらは知能を所有する者達のためのしるしである。 

 

[3:191] 彼らは、立っている間、座っている間、横になっている間、神を思いだす＊、そして彼らは天

と地の創造を熟考する：「私達の主よ、あなたはこのすべてを無駄に創造しない。あなたに栄光あれ、

私達を地獄の天罰から救いたまえ。 

 
＊３：１９１ あなた方の神像は、あなた方の心をほとんどの間占めるもの。 本当の信者は神をほとんどの間覚え

ている。２３：８４－８９そして付録２７を参照 

 

[3:192] 「私達の主よ、あなたが地獄を約束した者誰もは、あなたが見放した者達。そのような違法者

達には助ける者は誰もいない。 
 

[3:193] 「私達の主よ、私達は、信仰することを呼んでいる者、そして宣言を聞いた、：『あなた方は

あなた方の主を信じるべきである』、そして私達は信じた。 私達の主よ、私達の罪を容赦してくださ

い、私達の罪を免除してください、そして正義な信者として死なせてください。 

 

[3:194] 「私達の主よ、あなたの使徒達をとうして約束された恩恵を私達に降らせてください、そして

よみがえりの日に私達を見放さないでください。あなたは決して約束を破らないお方。」 

 
 

神の返答 

 

[3:195] 彼らの主は彼らに答えた：「私は、あなた方がするどのような仕事も、あなた方の間のどのよ

うな職人達を報酬することに決して失敗することはない、それが男でもまたは女でも－あなた方はお互

いに同等である。だから、移民をし、彼らの家から追い払われ、私のために迫害され、戦いそして殺さ

れた者達は、私は確かに彼らの罪を免除し、泉の流れる庭園へ彼らを認める。それが神からの報酬であ

る。神は究極のほうびを所有される。 

 

[3:196] 不信者達の見かけ上の成功に感銘を受けてはならない。 

 

[3:197] 彼らは一時的に楽しむだけである、そして地獄に終わるのである；なんと惨めな運命だろう

か！ 



 

[3:198] 彼らの主を遵守する者達に関しては、彼らは泉の流れる庭園を受けるにふさわしい；彼らは永

遠にそこに住むのである。それが神によって彼らに与えられた住居。神が正義者にとって所有するもの

ははるかに良い。 

 
 

正義なユダヤ教徒とキリスト教徒 

 

[3:199] 確かに、以前の経典に従う者達の中には、神、そしてあなた方に啓示されたもの、そして彼ら

に啓示されたものを信じている者達がいる。彼らは神を崇敬する、そして彼らは神の啓示を、安く交換

は決してしない。それらは彼らの報酬を彼らの主から受け取るであろう。神は最も効率的に清算するお

方。 

 

[3:200] おお信じるあなた方よ、あなた方は頑固たる決心でいなければいけない、そして辛抱しなけれ

ばいけない、そして統合しなければいけない、そして神を遵守しなければいけない、そうすれば成功す

るかもしれない。 

 

 
 

 

 

この章までの神の累積回数＝ 
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