
６章 家畜 （アル・アンアーム） 

 

[6:0] 慈愛深き慈悲深い神の御名みおいて 

 

[6:1] 神を讃えよ, 天と地を創造され、暗黒と光をつくられたお方。それにもかかわらず、彼らの主を不信する者

達は逸脱し続ける。 

 

[6:2] 彼はあなた方を泥から創られた唯一のお方、それから彼のみが知っているあなた方の寿命を以前に決められ

た。それにもかかわらず、あなた方は疑いし続ける。 

 

[6:3] 彼は天と地の唯一の神。彼はあなた方の秘密、そして貴方の言うことを知っておられる、そして彼はあなた方

が稼ぐ全を知っておられる。 

 

[6:4] 彼らの主から彼らにどのような種類の証明が来ようとも、彼らは嫌悪にそれからそむく。 

 

[6:5] それが彼らに来たとき、彼らが真実を拒否したため、彼らは彼らの不注意さの結果をこうむったのだった。 

 

[6:6] 彼らは, 私達が彼ら以前に 多くの世代を全滅させたのをわかっていないのか？私達は、私達があなた方にし

た以上に彼らを地上に確立した、そして私達は十分な恵みを彼らにたくさん与えた、そして私達は彼らに流れる泉を

供給した。私達はそれから彼らの罪のために彼らを全滅させ、彼らの所に他の世代に置き換えた。 

 

[6:7] もし私たちが紙に書かれた物理的な本を彼らに送り、彼らが手でそれを触れたとしても、不信する者達は言

っただろう、「これは賢い手品でしかない」と。 

 

[6:8] 彼らはこうも言った、「もし天使が彼に降りてきたならば！」私達が天使を送ったら、全てのものが消滅しただ

ろう、そして彼らはもうこれ以上、刑の延期をされないであろう。 

 

試験要求 

 

[6:9] もし私たちが天使を送ったならば、私達は人間の形で彼を送っただろう、そして私達は、彼らが今現在混乱

しているように、彼らをそのままにしておいただろう。 

 
[6:10]  
 

あなた方以前の使徒達は、笑いものにされた。彼らのあざけりの結果に苦しんだのは、彼らを、まねてばかにした者

達。 

 

[6:11] 言いなさい、「地球を歩き回りなさい、そして拒否した者達のゆくえを記しなさい。」 

 

[6:12] 言いなさい、「誰に天と地の全てが属しているのか？」言いなさい、「神に」彼は彼の特質が慈悲だと命じし



た。彼は、逃れることのできない復活の日にあなた方全てを招集するであろう。彼らの魂を失う者達は不信した者

達。 

 

[6:13] 彼には、夜と昼に住むもの全てが属する。彼は聴かれるお方、知っているお方。 

 

[6:14] 言いなさい、「私は、主として、または主人として神以外の他の者を受け入れるべきか？彼が天と地の創

始者であり、彼は食べさせてくれて、食べないお方というのに？」言いなさい、「私は最も没頭している服従者である

こと、そして『偶像崇拝者にはなってはいけない』ことを命じられている。」 

 

[6:15] 言いなさい、「もし私が私の主に従わなければ、畏敬の念を起こさせる日である天罰を私は怖い。」 

 

[6:16]「誰でも（天罰を）逃れるものは、その日、彼の慈悲を獲得する者。そしてそれは最も偉大な大勝利であ

る。」 

 

唯一神が幸せを支配する 

 

[6:17] もし神があなた方に苦難で触れるのならば、彼以外誰もそれを和らげることはできない。そしてもし彼があな

た方に恵みで触れるのであれば、彼は、全能名の方。 

 

[6:18] 彼は彼の創造物達の最高権威をもつお方。彼は最も賢いお方、認識されているお方。 

 

コーラン、コーランすべて、 

そしてコーランしかない 

 

[6:19] 言いなさい、「誰の証言が最も偉大か？」言いなさい、「神のである。あなた方と誰でもそれが届く者達に、

それを伝道するために、このコーランが＊私に吹き込まれたことを、私とあなた方の間で証言する者が彼である。」まっ

たく、あなた方は、神のとなりに他の神々があると証言する。言いなさい、「私は、あなた方のようには証言しない；

唯一ひとつの神像がある、そして私はあなた方の偶像を勘当する。」 

 

＊６：１９ この節は、コーランのみが宗教の導きの情報源であると宣言する。その他の情報源、ハディスや、スンナ（嘘を預

言者の由来とする）を主張する者達は偶像崇拝者と定義される。 

 

[6:20] この経典を与えられた者達は、これをまるで彼ら自身の子供達を認知するように認知する。彼らの魂を失

った者達は、信じない者達である。 

 

[6:21] 神について偽りを言う者達または、彼の啓示を拒否する者達より邪悪な者は誰か？ 違犯者達は決し

て成功しない。 

 

偶像崇拝者達は 



彼らの偶像を否定する 

 

[6:22] その日、私たちが彼らすべてを招集する時、私達は偶像崇拝者達に訊ねるであろう、「あなた方が置いた

偶像達はどこにいるのか？」 

 
 

[6:23] 彼らの悲惨な返答は「私達の主である神に誓って、私達は決して偶像崇拝者ではなかった。」であろう。＊ 

 

＊６：２３ これからもずっと、偶像崇拝者達は、彼らが偶像崇拝者であることを猛烈に否定する。 

 

[6:24] 彼らが彼ら自身にどのように嘘をついたか、そして彼らが発明した偶像達がどのように彼らを見捨てたか記

しなさい 

 

[6:25] 彼らの幾人かはあなた方言うことを方を聞く、しかし私達は理解することを妨げるために、彼らの心にベール

を置き、彼らの耳を聴覚消失にする。だから、彼らがどんな証明を見ても、彼らは理解できない。だから彼らがあなた

方論争するためにやって来る時、不信者達は言う、「これらは過去からのおとぎ話だ。」 

 

[6:26] 彼らは他の者達をこれ（コーラン）から追い払う、まるで彼ら自身がそれから離れているように、だから彼ら

は解らないうちに彼ら自身破壊しているだけなのである。 

 

[6:27] もしあなた方が、彼らが地獄の火に向かった時の彼らを見ることができたなら！彼らはそれから言っただろ

う、「私達に災いあれ、おお、もし私たちが戻れるならば私達はそれを望む、そして決して主の啓示を拒否しない、そ

して信者達に加わる。」 

 

[6:28] 実際のところ、彼らの秘密が暴かれた（ので、彼らはこれを言っているのである）。もし彼らが戻ったら、彼

らは全く同じ犯罪を犯すであろう。＊ 彼らは偽善者である。 

 

＊６：２８ これは、私達がこの世の次元に入るとすぐ、神、彼の天使達、天国と地獄が見ることのできる魂の次元の出来

事が全くわからなくなるからである。だから罪人は、永遠の次元を見たとしても、彼らの態度は変えないであろう。 

 

[6:29] 彼らは言う（潜在意識）、「私達はこの人生だけを生きる、私達はよみがえることはないだろう。」 

 

[6:30] もしあなた方が、彼らが彼らの主の前に立つ時の彼らを見れさえしたならば！彼は言ったであろう、「これは

真実ではないのか？」彼らは言う「私たちの主に誓って、そうです」彼は言う「あなた方は自身の不信によって天罰を

こうむったのです。」 

 

[6:31] 敗者は、全く、その時間が彼らに突然やって来るまで、神に会うことを信じなかった者達、それから言う、

「私達はこの世の私たちの人生を深く後悔している。」彼らは背にかなりの量の彼らの罪を運ぶであろう、なんと惨め

な荷！ 

 



私達の優先順位を並び替える 

 

[6:32] この世の人生は幻覚とうぬぼれでしかない、来世の住居は正義者とって、より良い所。あなた方は理解で

きないのか？！ 

 

[6:33] 私達は彼らが言うことに悲しむかもしれないことを知っている。彼らが拒絶したのはあなたではない、邪悪が

無視したのは神の啓示であることを知っているべきである。 

 

[6:34] あなた以前の使徒達は拒絶された、そして彼らは拒絶に直面した時、断固として辛抱した。彼らは彼らに

勝利が来るまで迫害された。それが決して変わる事がないであろう神のシステムである。私の使徒達の歴史は、あな

たにとって先例を作る。 

 

[6:35] もし彼らの拒絶があなたにとって辛らすぎるならば、もしあなたが地球にトンネルをほったとしても、空にはしご

で登っても、彼らのために奇跡を生じても（彼らはそれでも信じない）ことを知っているべきである。神が意思するな

らば、彼は意義なく彼らを導くことができたのだ。だから無知な者達のような態度をとってはいけない。 

 

[6:36] 唯一返答するもの達は聞く者達。神は死人をよみがえらせる：彼らは最終的に神へ戻るのである。 

 

[6:37] 彼らは言った、「もし確かな印が神の主から彼に降りて来たならば！」言いなさい、神は印を送ることはでき

る、しかし彼らのほとんどは知らない。」 

 

動物と鳥： 

服従する創造物＊ 

 

[6:38] 全ての地球上の創造物、そして翼をもって飛ぶ全ての鳥には、あなた方のような集団がある。私達はこの

本から何もはずすさなかった。＊＊ 彼らの主へ、これらすべてのの創造物が召集されるであろう。 

 

＊６：３８ 動物達は、最初の罪を犯した後に、神が提供した、悔い改めることの利得を取った創造物達である。（はじめに

を参照） 

 

＊＊６；３８来世の永遠の人生に関係するすべての情報は、コーランに含まれている。本当の信者達は、とまどうことなく、神

の断言:「私達はこの本の外に残したものは何もない」ことを受け入れる。この重要な定義、そして同様な定義は、それらそれぞれ

が、１９のアラビア語の文字にて構成されている事実に反映される。（付録１９） 

 
 

コーランの 

絶大な奇跡 

 

[6:39] 私たちの証明を拒絶する者達は、全くの暗闇いる聾唖者である。神が意思するものは誰でも、彼は迷い



に送る、そして彼が意思するもの誰でも、彼は真っすぐな正しいへ導く。 

 

[6:40] 言いなさい、「もし神の天罰があなた方に来たならば、またその時間があなた方に来たならば、もしあなた方

が本当ならば、あなた方は神以外の他のものを懇願するのか？」 

 

[6:41] 実際のところ：唯一彼のみをあなた方はは懇願する、そしてもし彼がそのように意思するならば、彼はあな

た方の祈りに答える、そしてあなた方はあなた方の偶像を忘れている。 

 

[6:42] 私達は、あなた方以前に、いくつもの集団に（使徒達）を送った、そして彼らが懇願するかもしれないの

で、私達は彼らを逆境と苦難で試験した。 

 

[6:43] 私達の試験が彼らを悩ませた時、もし彼らが懇願さえしていたならば！それどころか、彼らの心は固くなり、

悪魔が彼らの行いを彼らの目に魅力的にした。 

 

システム＊ 

 

[6:44] だから彼らが彼らに与えられたお告げを無視した時、私達は彼らに全ての門を開ける。それから彼らが彼ら

に与えられたものをちょうど楽しんだところで、私達は彼らを突然罰する：彼らは全くあぜんとする。 

 

＊６：４４ 罪人達が窓から放り投げだされる前、彼らは上階へ連れていかれる。 

 

[6:45] 邪悪者達はこのように全滅される。神を讃えよ、宇宙の主。 

 

神のみ、価値ある崇拝 

 

[6:46] 言いなさい、「もし神があなた方の聴覚とあなた方の視覚をとり、あなた方の心をふさいだならば、神以外

のどの神像があなた方のためにそれらを戻すことができるか？私達がどのように啓示を説明したか記しなさい、そして

どのように彼らがそれでもまだ分裂するか記しなさい！。 

 

[6:47] 言いなさい、「もし神の天罰があなた方に急に、または報告の後、来たならば、全滅をこうむるは邪悪者達

ではないのか？」 

 

使徒達の役割 

 

[6:48] 私達は良い知らせと同時に忠告を配達するため以外に使徒達を送ることはしない。信じる者達、悔い改

める者達は、何も怖がることはないし、悲しむことはないであろう。 

 

[6:49]    私たちの啓示を拒絶する者達については、彼らは彼らの邪悪のために天罰をこうむるのである。 

 

[6:50] 言いなさい、「私は神の宝を持っているとはあなた方には言わない。私は将来も知らない。私は天使でもな



い。私は私に啓示されことを単に従っているのだ。」言いなさい、盲目と見える者とは同じか？ あなた方は反映し

ないのか？」 

 

[6:51] そしてこの（コーラン）で、彼らの主の前に召集することに敬意する者達ために伝道しなさい－彼らは彼以

外に、主も主人も、仲介者もいない－彼らは救われるかもしれない。 

 

[6:52] 彼らの主を昼も夜も懇願する者達そして彼のみに彼らをささげている者達を払いのけるな、。あなた方は彼

らの積悪の報いには責任はないし、彼らはあなた方の積悪の報いには責任はない。もしあなた方が彼らを払いのけ

るならば、あなた方は罪人になるであろう。 

 

[6:53] 私達は人々を御互いに試験させ、彼らに（あざけるように）言わせる、「これらの人々は神によって恩恵を

授かった者達か？神は感謝してものを気づいていないのか？ 

 

[6:54] 私達の啓示を信じる者達があなた方に来るとき、あなた方は「サラーㇺ  アライクム（神の平和があなたの

上に）」と言わなければいけない。あなた方の主は、慈悲は彼の特質であると定めた。だから誰でもあなた方の間で

知らないで罪を犯した者、そしてその後罪を悔い改め、改善する者は、彼は罪を許すお方、最も慈悲深いお方。」 

 

[6:55]    私達はこのように啓示を説明し、邪悪の習わしを示す。 

 

[6:56] 言いなさい、「私はあなた方が崇拝する神以外のものを崇拝することを禁じられている。」言いなさい、「私

はあなたがtの意見にはついていかない。そうでなければ、私は迷いへ入っていき、導びかれないであろう。」 

 

[6:57] 言いなさい、私は私の主から堅実な証拠を持っていた、そしてあなた方はそれを拒絶した。私はあなた方が

私に持ってくることを挑戦する天罰を支配しない。判決は神のみに属する。彼は真実を語る、そして彼は最高な裁

判官である。 

 

[6:58] 言いなさい、「もし私があなた方が私に持ってくるよう挑戦する天罰を支配するならば、全てのものはずっと

以前に終結していた。神は誰が邪悪か一番良く知っている。」 

 

無制限に力を持つ神 

 

[6:59] 彼には全ての秘密の鍵がある；彼以外に誰もそれらを知っているものはいない。彼は地と海の全てを知っ

ている。彼の知識なしに葉１枚落ちることはない。 

深い土壌のなかにあるたった一つの稲さえも。ぬれているもの又は乾いているも全てで、深遠な記録に記されていな

いものはない。 

 

死と復活： 

毎日＊ 

 



 

[6:60] 彼が夜の間あなた方を死なせ、昼の間、あなた方の最も小さな行いさえも知っている唯一のお方。彼はあ

なた方の寿命が満たされるまで、あなた方を毎朝復活させる、その後、彼があなた方の最終の帰り。彼はその時、あ

なた方に、あなた方がした全ての事を知らせるでしょう。 

 

＊６：６０ 正義な者は本当は死なない：彼らは、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く。

不義の者は死んで、復活の日まで悪夢を経験する。 （2:154, 3:169, 8:24, 16:32, 22:58, 36:26-27, 40:46, 

44:56, と付録１７を参照） 

 

[6:61] 彼は彼の創造物に最高な権威を持つお方、そして彼はあなた方を守るために護衛を指名する。死の定時

があなた方の誰でも来た時は、私達の使徒たちが、遅れることなく彼を死なせる。 

 

[6:62] 誰でもみな神に戻る、彼らの正しい主そして主人。絶対的に、彼は究極なる裁判管；彼は最も正確な

清算者。 

 

[6:63] 言いなさい、「誰が地と海の暗闇からあなた方を救うことができるか？」あなた方は彼を大きな声または秘

密に懇願する。「もし彼が今回私たちを救ってくれれば、私達は永遠に感謝するでしょう。」 

 

[6:64] 言いなさい、「神は今回も、他の時も、あなた方を救う、しかしあなた方は彼の他に偶像をまだ置いてい

る。」 

 

[6:65] 言いなさい、「彼は確かにあなた方の上からも、あなた方の足の下からも天罰を注ぐことができる。または、

彼はあなた方を党派に分割し、お互いの暴政を味わせることもできる。私達は彼らが理解するかもしれないのでこの

ようにこの啓示を説明することを注意して心に留めなさい。」 

 

[6:66] あなた方の人々はこれが真実にもかかわらずこれを拒絶した。言いなさい、「私はあなた方を見守る保護者

ではない。」 

 

[6:67] ここにあるあらゆる預言は実現する、そしてあなた方は確かにみつけだすであろう。 

 

神の言葉を尊いなさい 

 

[6:68] もしあなた方が私達の啓示をあざける者達に出会ったら、あなた方は彼らが他の議題を詮索するまで彼ら

を避けなければいけない。もし悪魔が忘れさせたなら、その後、思い出したらすぐにそのような邪悪な人々と一緒に

座るのをやめなさい。 

 

[6:69] 正義な者はそれらの人々の言うことに責任はない、しかし彼らに注意することは助けになるかもしれない；

もしかしたら彼らは救われるかもしれない。 

 



[6:70]  あなた方は、彼らの宗教を軽々しくとる者達を避けなければいけない、まるでそれは社交行事であり、この

世の人生に完全に夢中になっている。このコーランと共に注意しなさい、さもないと邪悪な稼ぎの結果に魂が苦むか

もしれない。神の横には、主も主人も仲裁者もいない。もしどんな種類の身代金をあげることができても、それは受

け入れられない。彼らは彼らの稼いだ邪悪な仕事の結果に苦しむのである；彼らの不信のために、彼らは地獄の

飲み物と、痛い天罰をこうむったのである。 

 

[6:71] 言いなさい、私達は、神の横を、懇願するべきか、それは私達を傷つけることも利益をくれる何の力も持っ

ていない者、そして神が私達を導いてくれた後に、踵を返して引き返すのか？ ということは、彼らの友人達が彼ら

を助けようとする間、私達は悪魔によって支配されている者達に参加し、すっかり困惑したということである：「私達

と一緒に正しい道。にいなさい」言いなさい、「神の導きは正しい導きである。私達は宇宙の主に服従することを命じ

られている。 

 

[6:72] 「そして交信の祈り（サラット）を遵守すること、そして彼を崇敬すること － あなた方が（清算のため

に）召集されるのは、唯一彼の前である。」 

 

[6:73] 彼が天と地を真実に、創造された唯一のお方。いつでも彼が「あれ」と言われると、それはある。彼の言葉

は絶対的な真実である。角笛がなるその日、全ての至上権は彼に属する。すべての秘密と断言を知っているお方。

彼は最も賢いお方、認知されているお方。 

 

アブラハム 

偶像崇拝者と論争する 

 

[6:74] アブラハムが彼の父親、エイザーへ言ったことを思い出しなさい、「あなた方はどうして置物を神として崇拝す

るのか？ あなたとあなたの人々が邪道の道へ行ってしまったがわかります。」 

 

[6:75] 私達はアブラハムに天と地の驚異を見せたそして確信を彼に恵んだ： 

 

[6:76] 日が暮れた時、彼は輝く惑星を見た。「もしかしたらこれが私の主かもしれない」彼は言った。それが消えた

時、彼は言った「私は消えるものは（神像達）好まない。」 

 
 

[6:77] 月が昇るのを見た時、彼は言った、「たぶんこれが私の主だ！」それが消えたとき、彼は言った「私の主が導

いてくれなければ、私は道にそれた者達と一緒にいるであろう。」 

 

[6:78] 太陽が昇るのを見た時、彼は言った「これが私の主に違いない。これは一番大きい。」しかしそれが、沈んだ

とき、彼は言った「おお、私の人々よ、私はあなた方の偶像を、非難する。 

 

[6:79] 「私は天と地を創始した唯一のお方に、絶対的に私自身を服従させる、私は決して偶像崇拝者にはなら



ない。」 

 

[6:80] 彼の人々は彼と論議した。彼は言った、「あなた方は彼は私を導いてくださったあとに、神について私と論

議するのか？私はあなた方が置いた偶像に恐れはしない。私の主がそれを意思しないかぎり、私に何も起きることは

ない。心に留めないのか？ 

 

[6:81] なぜ私があなた方の偶像をおそれるべきか？、あなた方は、あなた方を助けることに全く力のない偶像を神

に変わって崇拝しているのだから、怖がるべきなのはあなた方である。どちら側が安全をえる価値がよりあるか、もしあ

なた方がしっているならば？」 

 

信者のための完全な安全 

 

[6:82] 信じる者達、そして彼らの信仰を偶像崇拝によって汚さない者達は、完全な安全を受けるにふさわしい、そ

して彼らは本当に導かれる。 

 

[6:83] これが彼の人々からアブラハムを援助するための私たちの論議だった。私達は私達が意思する者だれでも

を高い地位に上げる。 

 

[6:84] そして私達は彼にイサクとジェコブを授けた、そして私達は彼ら両方を導いた。同じように、私達は、以前ノ

アを導いた、そして彼の子孫達、ダビデ、ソロモン、ジョブ、ジョセフ、モーゼスそしてアロン（を導いた）。私達はこのよ

うに正義者達を報酬する。 

 

[6:85] また、ザカリヤ、ジョン、イエス、そしてエリス：皆、正義者だった。 

 

[6:86] イスマエル、エリシャ、ジョナそしてロット；私達はこれらそれぞれを、全ての人々のから区別した。 

 

[6:87] 彼らの先祖、彼らの子孫、そして彼らの親戚の中から、私達は多くを選択した、そして、私達は彼らを、真

っ直ぐな道へと導いた。 

 

[6:88] それが神の導きである、彼は彼の僕から彼の選んだもの誰でもを導く。もし彼らが偶像崇拝におちるのであ

れば、彼らの仕事は、無効にされる。 

 

[6:89] これらは、私達が経典、知恵、そして預言者の身分を授けた者達。もしこれらの人々が、不信をしたなら

ば、私達は彼らの場所に他のものを置き換えるであろう、そして新しい人々は不信をしないであろう。 

 

[6:90] これらは神によって導びかれらた者達：あなた方は彼らの足跡に導かれるべきである。言いなさい、私は何

の収入もあなた方に求めない。これは全ての人々のためのお告げである。」 

 

世界への神のお告げ 



 

[6:91] 彼らは彼が大切にされるべきように神を決して大切にしない。だから、彼らは言った、「神はどんな人間にも

何も啓示しない」。言いなさい、「ならばモーゼスが人々のために光と導きと共に持ってきた経典は誰が啓示したの

か？ あなた方は多くのことを隠しながら、それを宣言するために紙に書きおいた。あなた方は、あなた方が全く知ら

なかったことを教えられたのだ－あなた方とあなた方の両親達。言いなさい、「神（がそれを啓示された唯一のお

方）である。」彼らの無視していること、遊んでいることをほうっておきなさい。 

 

[6:92] これも私達が恵んだ経典、私達が啓示し、以前の経典を確証し、そしてあなた方が最も重要な集会を忠

告するかもしれない経典である。来世を信じる者達はこれ（経典）を信じる、そして交信の祈り（サラット）を遵

守するであろう。 

 

＊６：９２ 今日の「最も重要な社会」は神の使徒がもとに戻された米国である。コーランが啓示された時、メ

ッカが最も重要な社会だった。 

 

偽の使徒は有罪判決 

 

[6:93] 嘘を作り上げそれらを神の特質とするものよりずっと邪悪なのは誰か？、またはそのような霊感が彼に与え

てられないのに、「私は神聖な霊感を受け取った。」と言う、また「私は神の経典と同じように書くことができる。」など

と言う。もしあなた方がその罪人達の死ぬ時を見ることができたなら！ 天使達は彼らの手を彼らに伸ばして言うで

あろう、「あなた方の魂を行かせなさい。今日、神について真実以外のこと言ったこと、そして彼の天啓を受け入れる

ことに傲慢すぎたことのための惨めな天罰をこうむったのである。 

 

[6:94] 「あなた方は、私達があなた方を最初に創造した時と同じように個人として私達に戻ってきた、そしてあなた

方は私達があなた方に供給したものを残してきた。私達はあなた方が偶像崇拝し、あなた方を助けるであろうと主

張した仲介者達を貴方と一緒に見えない。あなた方の間のすべてのつながりは切られた；あなた方は置いた偶像

はあなた方を見捨てたのである。」 

 

神の偉大さ 

 

[6:95] 神が穀物と種を割って発芽させる唯一のお方。彼は死から生を生じさせ、生から死を生じさせる。それが

神である：どうしてあなた方は背くことができるのか！ 

 

[6:96] 夜明けに、彼は朝を出現させる。彼は夜を静かにさせ、彼は太陽と月を計算装置として仕えさせるとした。

それが無制限な力を持つお方、全知なお方の設計である。 

 

[6:97] そして彼は地と海で、暗闇から貴方を導くために星を作った唯一のお方。私達はこのように知る人々のため

に天啓を明確にする。 

 



[6:98] 彼は一人の人間からあなた方を創始した、そしてあなた方の道、そして最後の運命も決めた。私達はこの

ように理解する人々ために経典を明確にする。 

 

[6:99彼は、水を空から下へ送る唯一のお方、それによって私達は様々な種類の植物を生産する。私達は、緑の

材質から多くの複合体の穀物、房のぶら下がっているヤシの木、ぶどう園、オリーブ、ざくろ；同じような果物にもか

かわらず、同じでない。それらの果物が育ち熟することを注意して心に留めなさい。これらは信じる人々ための神から

のおしるしである 。 

 

[6:100] にもかかわらず、彼が彼らを創造した唯一のお方なのに、彼らは神以外にジンの中から偶像を置いた。彼

らは何の知識もないのに、彼に息子達や、娘達までいるという。彼は彼らの主張よりもさらにずっと、最も高貴なお

方。 

 

[6:101] 天と地を創始されたお方。彼が一度も配偶者をもったことがなにのに、どうして息子を持つことができよう

か？彼が全てのものを創造された、そして彼は全てのものを十分に気づかれていおられる。 

  

神 

 

[6:102] それがあなた方の主、神である、彼以外に神像はいない、全てのものの創造者。あなた方は彼のみを崇

拝するべきである。彼は全てのものを支配している。 

 

[6:103] どんな視力も彼を取り囲むことはできない、しかし彼は全ての視力を取り囲んでいる。彼は哀れ深いお

方、認識されているお方。 

 

[6:104] 悟りがあなた方の主からあなた方に来た。わかる者達に関しては、彼らは彼ら自身のためにしているのであ

る、そして盲目になった者達は、彼ら自身の損害である。私はあなた方の守護者ではない 

 

[6:105] 私達は、あなたが知識を受け取ったことを証明するために、そして知っている人々のためにそれらを明確に

するために、これらの啓示をこのように説明する。 

 

[6:106] あなた方の主からあなた方に啓示されたものについて行きなさい、彼以外に神像はいない、そして偶像崇

拝者を軽視しなさい。 

 

[6:107] 神が意思したならば、彼らは偶像崇拝はしなかった。私達はあなたを彼らの守護者としても、彼らの主張

者としても指名しなかった。 

 

[6:108] 無知さから、彼らが不敬なことを言ったり、神をのろったうといけないので、彼らがい神のとなりに置いた偶

像をのろってはいけない。私達は、彼らの目に、それぞれの集団の行いを引き立たせた。最終的に彼らは彼らの主へ

戻るのである、それから彼は彼らに彼らがした全てのことを知らせるのである。 

 



[6:109] 彼らはもし奇跡が彼らにきたならば、彼らは確かに信じると堅く神に誓った。言いなさい、「奇跡は神から

のみ来る。」あなた方が知っている限り、もし奇跡が彼らに来たとしても、彼らは継続して不信ただろう。 

 

[6:110] 私達は彼らの思考と彼らの心を支配する。彼らの決意は不信することなので、私達は彼らを彼らの違犯

と、大失敗にほうっておく。 

 

彼ら自身の決意からの帰結 

 

[6:111] もし私たちが彼らに天使達を送ったとしても；もし死人が彼らに話しても；もし私達が彼らの前にすべて

の奇跡を召集しても；彼らは神がそれを意思しない限り、信じることはできない。まったく、彼らのほとんどは無知で

ある。 

 

ハディスとスンナ： 

預言者の敵による偽造 

 

[6:112] 私達はそれぞれの預言者の敵達を許可した－人間とジン悪魔－だますために、お互いの優雅な言葉を

吹き込む。あなた方の主が意思したならば、彼らはそれをしなかった。あなた方は彼らと彼らの偽造を軽視しなけれ

ばいけない。 

 

重要な判定基準 

 

[6:113] これは来世を信じない何者達の思考に、このような偽造を聞かせ、それらを受け入れさせ、そして彼らの

本当の確信をあばくためである。＊ 

 
 

＊６：１１３ コーランは、私達が本当に来世を信じているか、または、口先だけに過ぎないのか、私達に基準を与えてい

る。これらの重要な基準は１７：４５－４６そして３９：４５に定められている。 

 

コーラン：完全に詳述されている＊ 

 

[6:114] 彼があなた方に完全に詳述されたこの本を啓示したのに、私は神以外の他の者を法の源として求めるべ

きか？ この経典を受け取った者達は、それがあなたの主から本当に啓示されたものであることがわかる。あなた方

はなんの疑いも心に抱いてはいけない。 

 

＊６：１１３－１１５ コーラン隣にどのような情報源を主張することは、コーランの不信を反映している（付録１８） 

 

[6:115] あなた方の主の言葉は完全である＊、真実で、公正である。彼の言葉は何も取り消してはいけない。彼

は聴くお方、全知なお方。 

 
 



[6:116] もしあなたが地球で大多数の人々に従うならば、彼らは神の道からあなた方をそらすであろう。彼らは推

測だけについていく；彼らはあてずっぽうに言っているだけである。 

 

[6:117] あなた方の主は、彼の道それる者達を十分に気づいている、そして彼は導かれている者達を十分に気づ

いている。 

 

[6:118] もしあなた方が本当に彼の啓示を信じるならば、あなた方は神の名をあげてから食べなければいけない。 

 

神を思い出す機会： 

食べる前に神の名をあげなさい 

 

[6:119] なぜあなた方は神の名をあげてから食べることをしないのか？ あなた方が強制されないかぎり、彼は何

が禁じられているかをあなた方に詳しく述べた。全く多くの人々は彼らの個人的な意見で他の者達を誤って導いた。

あなた方主は違犯者達を十分に気づいている。   

 
 

[6:120] あなた方は明らかな罪も、隠れているものも避けなければいけない。罪を得た者達は彼らの違犯に対して

確かに払わなければいけないであろう。 

 

[6:121] 神の名があげられていないものから食べてはいけない、それは忌まわしいことである。悪魔は彼らの仲間達

にあなた方と論争させるように霊感をあたえるのである；もしあなた方が彼らに従うならば、あなた方は偶像崇拝者

になるであろう。＊ 

 

＊６：２１ 神以外の他によって設けられた飲食の禁令は、偶像崇拝を代理する。 

 

[6:122] 死んでいた者に、私達が生命を与え、そして彼が人々の間で活動することを彼に可能にさせる光を供給

された者は、決して脱出することができない暗闇いる者とは同じか？ だから不信者達の行いは彼らの目を引き立

たせるのである。 

 

[6:123] 私達はそれぞれの集団の先導する犯罪者達に、陰謀とたくらみを承諾する。しかし彼らは気づかない間

に、彼ら自身の魂に対してだけ、陰謀とたくらみをしているのである。 

 

神の英知に質疑する＊ 

 

[6:124] 彼らに強力な証明が来るとき、彼らは言う、「私達は神の使途に与えられたものが私達にあたえられなけ

れば、信じない！」神は彼のお告げを伝えることに誰が最も適任か正確に知っている。そのような犯罪者達は、彼ら

の悪いたくらみの結果のために、神において、より尊敬されない状態にと酷い天罰に苦しむであろう。 

 

＊６：１２４ 人間の特質である嫉妬と自我が、ある人々を使徒の選択についての神の英知に質問を引き起こすのであ



る。堕落したイスラム教の学者は、神の神聖な使徒によるコーランの数学的コードの啓示について同じような発言を述べた。 

 

コーランの知識は人類の発達のずっと先＊ 

 

[6:125] 誰でも神が導くと意思する者は、彼は服従へ彼の胸を大きく開かせる。そして誰でも彼が迷いへ送ると

意思した者には、彼は、空に向かって上る人のように、彼の胸をたえられなく、苦しくさせる＊。神はこのように信じる

ことを拒否した者達に呪いをかける。 

 

＊６：１２５ コーランの啓示から何世紀も後に、私達は空へ向かって上るにつれて酸素の量が減り、私達は空気にあえぐこ

とを学んだ。 

 

[6:126] これは貴方の主への確かな道である。私達は心に留める人々のために、この啓示を説明した。 

  

[6:127] 彼らの行いの報酬として、彼らは彼らの主で平和な住居を受けるに足る；彼は彼らの主そして主人。 

 

[6:128] 人間達を獲得してきた。」 人間の相棒達は言うであろう、「私達の主よ、私達はあなたが私たちのため

に定めた寿命を無駄にするまで、お互いの交際を楽しんでしまった。」彼は言うであろう、「地獄があなた方の方の運

命である。」彼らは神の意思によって、そこに永遠に住む。あなた方の主は賢いお方、知的の方。 

 

[6:129] 私達は彼らの違犯を罰するために、このように邪悪な者達をお互いの相棒として結びつける。 

 

[6:130] おおジンと人間達よ、私の啓示を語り、集会のこの日についてあなた方に忠告した、あなた方の間からの

使徒達を受け取らなかったのか？ 彼らは言うであろう、「私達は、私達自身に対して証言する。」 彼らは世俗

的な人生に、完全に没頭していた、そして彼らは、彼らが不信者達であった彼ら自身に対して証言するであろう。 

 

[6:131] これは、あなた方の主が人々が気づかない間に、どのような集団も不正に消滅することは決してしないと

いうことを見せるためである。 

 

[6:132] 皆んな彼らの事績にふさわしい地位に到達するであろう。あなた方の主は彼らのすること全てを気づいて

いないことは決してない。 

 

[6:133] あなた方の主は裕福なお方；全ての慈悲の所有者。もし彼が意思するならば、彼はあなた方を取り除

き、彼があなた方を他の人々の子孫から作ったように、彼が意思するものをあなた方の場所に置き換えることができ

る。 

 

[6:134] あなた方に約束されたことは実現するであろう、そしてあなた方はそれを避けることは決してできない。 

 

[6:135] 言いなさい、「おお、私の人々よ、最善を尽くしなさい、そして私もそうするであろう。あなた方は確かに最

終の勝利者達が誰か見つけ出すであろう。」 確かに、邪悪者は決して成功しないであろう。 

 



 

神の供給の乱用 

 

[6:136] 彼らは神の供給配分である穀物と家畜の配分をわきに置くことさえする、彼らの主張では、「この配分は

神に属する、」と言う、「そしてこの配分は私達の偶像に属する。」 しかし、彼らの偶像のためにわきに置いたものは

神にはけっして届かない間、彼らが神のためにとっておいた配分は、決まって彼らの偶像へ行った。惨めなのは全く、

彼らの判決である。 

 

[6:137] こうして彼ら自身の子供達を殺す程までに、偶像崇拝者達は彼らの偶像によってだまされたのである。＊ 

実際、彼らの偶像達は、彼らに酷い痛みを負わす、そして彼らのための宗教を混乱させる。 神が意思したなら

ば、彼らはそれをすることはしなかった。 あなた方は彼らと彼らの偽造を無視しなければいけない。 

 

＊６：１３７ 完璧な例は、１９７８年に姦通の疑いをかけられたサウジアラビアの王妃の死刑という国際的に恥ずべき出

来事である。 神の法は、姦通の罰として、死刑ではなく、むち打ちを制定している間（２４：１－２）、偶像崇拝の法は

死刑を規定している。４２：２１に示してあるように、伝統主義者は神によって認定されていない宗教を従う。 

 

宗教の変革は 

有罪判決 

 

[6:138] 彼らは言った、「これらは禁じられた家畜と穀物である；私たちが承諾したもの以外、誰もそれらを食べて

はいけない。」そのように彼らは主張した。 彼らはある種の家畜に乗ることも禁じた。彼らが食べた家畜さえ、彼ら

がそれらをいけにえにする時、彼らは神の名を決して宣言しなかった。それらは彼のせいにした変革である。 

 

[6:139] 彼らはこうも言った「これらの家畜のお腹にあるものは、私たちの間の男性達のために特別に予約されてい

る、そして私達の妻達には禁じられている。」 しかしもしそれが死産ならば、彼らは彼らの妻達にそれを分けることを

承諾する。 彼は確かに彼らの革新のために彼らを罰するであろう。彼な最も賢いお方、全知なお方。 

 

[6:140] 敗者達は全く、彼らの子供達を愚かに殺した者達、知識のなさのために、神が彼らに供給したものを禁

じ、神のせいにした変革についていった者達。 

 

ザカットは“収穫の日“＊ 

にあげなければいけない 

 

[6:141] 彼が庭園と、つる植物と、つるでない植物、そしてヤシの木々、違う味の作物、オリーブ、ざくろ － 果

物、同じようで同じようでないものを創った唯一のお方。それらの果物を食べなさい、そして収穫の日に＊、当然の

義援金をあげなさい、そして何も無駄にしてはいけない。彼は無駄にする者達を愛さない。 

 

＊６：１４１ ザカット慈善はとても重要である、慈悲深いお方は、彼の慈悲をそれをあげる者達（１７：１５６）に、制

限している。にもかかわらず、堕落したイスラム教徒者達は、この最も重要な命じを失った、彼らは１年に一度だけ、ザカットをあ



げる。私達はここに、ザカットは「収入を受けるその日」にあげなければいけないことがわかる。 アブラハムから来たその割合は、収

入の２．５％である。 

 

[6:142] 家畜の中には、乗り物や寝具の材料も供給する。神が貴方に供給するものから食べなさい、そしてサタン

の手順に従ってはいけない；彼はあなた方の最も猛烈な敵である。 

 

飲食物禁止の革新は 

有罪 

 

[6:143] ８種類の家畜：２種類の羊、２種類のヤギについて、言いなさい、「彼が禁じたのはこの２つの雄か、

それとも２つの雌か、それとこれら２つの雌の子宮にあるものか？あなたが知っていることをいいなさい、もしあなたが

本当ならば。」 

 

[6:144] ２種類のらくだ、２種類の牛について、言いなさい、「彼が禁じたのはこの２つの雄か、それとも２つの雌

か、それとこれら２つの雌の子宮にあるものか？神があなたにそのような禁令を下したとき、あなた方は証人したの

か？ そのような嘘を発明し、それらを神のせいにするよりもずっと邪悪なものは誰か？彼らはこのように知識なしに

人々を不正へと導く。神はそんな邪悪な人々を導かない。」 

 

唯一禁止されている飲食物＊ 

 
 

[6:145] 言いなさい、「私に与えられた経典に、食べることを禁止されている食物はこれら以外に見つけることはで

きない：（１）死肉 （２）流れている血、（３）豚の肉、それは汚染されているため そして（４）神以外

の他に不敬にささげられている動物の肉。」 もしそれらを（食べることを）計画的や悪意なしに、強制されたなら

ば、あなた方の主は罪を許すお方、最も慈悲深いお方。 

 

＊６：１４５－１４６ ４種類のみの動物生産物が禁じられている：自身で死んだ動物、流れている血（肉

の中にあるものではない）、豚の肉、そして彼らの創造者以外ために備わっている動物。１４６章に、それらの禁

止はとても的確であることを知らせている；神は、もしそれを意志するならば、「肉」または「脂肪」または両方を禁じ

る。 

 

[6:146] ユダヤ人達には、私達は分かれ目のないひずめを持つ動物を禁じた；そして牛と羊に関しては、私達は

彼らの背中、腸、または骨に混ざった脂肪を禁じた。それは彼らの違犯への罰だった、そして私達は真実である。 

 

[6:147] もし彼らがあなた方を不信するならば、言いなさい、「あなた方の主は永遠の慈悲を持っている、しかし、

彼の天罰は、罪人達とって避けることはできない。」 

 

[6:148] 偶像崇拝者達は言う、「神が意思したならば、私達は偶像や両親を崇拝しなかったし、何も禁じること

はしなかった。」 このように彼ら以前の者達は不信したのだ。 言いなさい、「あなた方は、私達見せることのできる



証明された知識を持っているか？あなた方はただの推測だけについていく；あなた方は言い当てているだけ。」 

 

最も強力な論争＊ 

 

[6:149] 言いなさい、「神は最も強力な論争を持っている、もし彼が意思するならば、彼はあなた方のすべてを導くこ

とができる。」 

 

６：１４９ このコーランの数学的コードは、世界への神のお告げである、実体的な、まったく論争の余地ない証明である。ど

のような読者を、この異常な現象をありがたく思うこと、伏し拝むこと、そして驚異的な奇跡を受け入れることから妨げることは、

神聖な仲裁によってである。（17：45－４６、１８：５７、５６：７９、そして付録１を参照） 

 
 

[6:150] 言いなさい、「神がこれ、またはそれを禁じているということを証言するあなた方の証人連れてきなさい。」も

し彼らが証言したならば、彼らと一緒に証言してはいけない。あなた方は私達の経典を拒否する者達、来世を不信

する者達、彼らの主からそむく者達の意見に従ってはいけない。 

 

重要な戒律 

 

[6:151] 言いなさい、「来なさい、あなた方の主が、あなた方に本当に禁じたことを言いましょう：あなた方は、彼

以外に偶像を置いてはいけない。あなた方は、あなた方の両親を尊敬しなければいけない。あなた方は、あなた方の

子供達を、貧しさの恐れから殺してはならない－私達があなた方と彼らに供給する。あなた方は、ひどい罪、明らか

な罪、隠れた罪を犯してはいけない。あなた方は殺してはいけない－神は生命を神聖にされた－正義の過程の以

外。これらはあなた方が理解するかもしれないためのあなた方への彼の啓示である。 

 

更なる戒律 

 

[6:152] あなた方は、最も正義な方法以外、孤児のお金に手を出してはいけない。あなた方が、平等な商いをす

る時、あなた方は、完全な重さと、完全な測定を上げなければいけない。私達はどのような魂が抱えることができる

以上の荷を負わせない。あなた方は証人するとき完全に正当でなくてはいけない、それがあなたの親戚であろうと

も。あなた方は神への聖約を守らなければいけない。これらはあなた方が心に留めるかもしれないための、あなた方へ

の戒律である。 

 

[6:153] これが私の道である－まっすぐなもの。あなた方はそれについていくべきである、そして他の道について行っ

てはならない、そうしないと彼らは彼の道からあなた方をそらせる。これらはあなた方が救われるかもしれない、あなた

方への彼の戒律である。 

 

[6:154] そして私達は彼らが彼らの主に会うことを信じるかもしれないので、最良な戒律、全ての詳細、光明と慈

悲が完備された経典をモーゼスに与えた。 

 



[6:155] これも私達が啓示した、恩恵ある経典である；あなた方は、慈悲を到達するかもしれないために、あなた

方はそれに従い、正義な人生を送らなければいけない。 

 

[6:156] もうあなた方は、「この経典は私達以前に、２つのグループに送られた、そして私達は、彼らの教えに気づ

かなかった」などと言うことはできない。 

 

数学：究極な証明＊ 

 

[6:157] 「もし経典が私達に送られて来たならば、私達は彼らよりもずっと導かれていた。」など言うこともいえな

い。証明された経典があなた方の主からあなた方に来た、そして光明と慈悲。今、神からのこれらの証明を拒否する

者達よりもずっと邪悪な者達たち誰なのだ？私達は彼らの軽率さのために私たちの証明を無視する者達に最悪の

天罰を投ずるであろう。。 

 

＊１６：１５７ コーランの数学的コードの役目は、章の合計（１５７）と、コードが啓示された「ラシャド カリファ」（１２

３０）のゲマトリアの値をたすと１３８７、または１９ｘ７３というその事実から明らかである。 

 

試験の要求 

 

[6:158] 彼らは彼らに天使達が来るのを待っているのか、またはあなたの主、またはなんらかのあなたの主の物理

的な出現を待っているのか？これが起こるその日、どの魂も、もし前から信じていたのでなければ、そして正義な人生

を送ることによって＊信仰の利益の報いを受けなかったならば、信じることで利益を得ることはないであろう。言いなさ

い、「継続して待っていなさい；私達も待っている。」 

 

＊６：１５８ 信じた後、神によって処方された崇拝の実践をとうして、魂は成長し発育しなければならない。 

 

宗教の宗派は有罪判決 

 

[6:159] 彼らを宗派にわける者達は、あなた方には属さない。彼らの判決は神にある、そして彼は彼らがしたことす

べてを彼らに知らせるであろう。 

 

[6:160] 誰でも正義な行いをするものは１０の報酬を受け取る、そして罪を犯すもの者は１だけ報いる。少しの

不正に苦しむ者は誰もいない。 

 
 

[6:161] 言いなさい、「私の主は正しい道に私を導いてくれた－アブラハムの完璧な宗教、一神教。彼は一度も

偶像崇拝者ではなかった。」 

 

[6:162] 言いなさい、「私の交信の祈り（サラット）、私の崇拝の実践、私の人生、私の死は、神のみ、宇宙の

主に、絶対的にすべて服従する。 

 



[6:163] 「彼には相棒はいない。これは、私が信じるよう命じられたこと、そして私が最初に崇拝したもの。」 

 

[6:164] 言いなさい、「彼がすべての主であるのに、神以外の他を主として求めるべきか？ 自分自身の行い以

外から、どんな魂も利益を得ない、そして誰も他人の苦しみを負うこともない。最終は、あなた方はあなた方の主に

戻るのである、そして彼があなた方の論争のすべてをあなた方に知らせるのである。」 

 

[6:165] 彼があなた方を地球の所属者にした唯一のお方、そして彼があなた方に与えたものによって、あなたを試

験するために、あなた方の幾人かを他の者達よりも上の地位にあげた。確かに、あなた方の主は、天罰を効率てき

に実施する、そして彼は罪を許すお方、最も慈悲深いお方。 
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