
８章 戦利品 （アル・アンファール） 

 
 

[8:0] 慈愛深き慈悲深い神の御名において 

 

[8:1] 彼らはあなたに戦利品について相談する、言いなさい、「戦利品は神と使徒が所有する」。 あなた方は神

を遵守しなければいけない、正義でいるようお互いに熱心に勧めなさい、そして神と神の使徒に従いなさい、もしあな

た方が信者ならば。 

 

本当の信者達 

 

[8:2] 本当の信者達は、神のことが述べられる時、心が震動する者達, そして彼の啓示が彼らに朗唱されると, 

彼らの信仰は増強される、そして彼らは彼らの主を信頼する。 

 

[8:3] 彼れらは交信の祈り（サラット）を遵守し、私達の供給から彼らは慈善をあげる。 

 

[8:4] それが本当の信者達である。 彼らは主のもとで高い地位を獲得することはもちろん、罪の許しと十分な供

給も獲得する。 

 

弱い信者 

 

[8:5] あなた方の主が、的確な予定を満たすために、あなた方に、家を去ることを意思される時、信者達の中では

気が進まない信者であることがさらけだされる。 

 

[8:6] 彼らは、全てが彼らに説明された後でさえあなた方と論争する。彼らはまるで確かな死に狂ったように向かっ

ているかのごとくふるまった。 

 

[8:7] 神があなたに、ある組織からの勝利を約束した時、あなたはまだ弱い組織に向かいたがった時のことを思い

出しなしなさい。それは彼の言葉と真理を確証するため、そして不信者達を打ち負かすための神の予定だった。 

 

[8:8] 彼は真実が打ち勝つこと、そして邪悪者達にもかかわらず、偽りは消滅すると定めた。 

 
 

目に見えない神の戦士達 

 

[8:9] だからあなたが主にが助けに来ることを懇願した時、彼はあなたに返答した：「私はあなたに１千の天使達

によってたて続けて援助する。」 

 

勝利は信者達に保障されている 

 



[8:10] 神はあなたの心を増強させるためにこの良い知らせをあなたにあげた。勝利は神からのみ来る。神は無制

限の力を持つお方、最も賢いお方。 

 

[8:11] 彼は平和な眠りを貴方にを覆わさせた、そしてあなたを静めた、そして彼はあなたがたに、汚れを取り、きれ

いにするため空から水を送った。彼はあなた方を悪魔ののろいから守った、あなた方の心に新たに自信をもたせ、あな

た方の足場を増強させた。 

 

歴史からの教訓＊ 

 

[8:12]あなた方の主が天使達に霊感を与えた時のことを思い出しなさい：「私はあなた方と一緒にいる：だから信

じる者達を援助しなさい。私は不信する者達の心に恐怖を投げかでるであろう。あなた方は首の上を攻撃してもよ

い、そしてあなた方それぞれの指さえも攻撃してよい。」 

 

＊８：１２－１６ すべての戦争は６０：８－９にあるの基本ルールによって管理されている 

 

[8:13] これは神と神の使徒と戦うことによって彼らがこうむった当然のことだ。神と神の使徒に対して戦う者達に

は、神の天罰は厳しい。 

 

[8:14] これは不信者達を罰するため：彼らは地獄の天罰をこうむったのである。 

 

[8:15] おお信じる者よ、もしあなた方に反して動員した不信者達に出会ったならば、振り返って逃げてはいけない。 

 

[8:16] 誰でもその日、戦いの計画を運ぶ以外、または彼の組織に参加する以外、振り返るものは 

神からの怒りをこうむったのである、そして彼の住居は地獄である；なんともそれは惨めな運命！ 

 

神が全て 

を行っている＊ 

 

[8:17] あなた方彼らを殺したのではない、神が彼らを殺した唯一のお方。 あなた方が投げた時、あなた方が投

げたのではない：神が投げた唯一のお方。しかし彼はこのように信者達にたくさんの功績を獲得させる機会をあたえ

るのである。神は聞かれるお方、全知なお方。 

 

＊８：１７ 神を信じることは彼の特質を信じることが必要とされる、その一つが神が全てを行っていることである。神を知らな

いで、信仰などない （２３：８４－９０）悪いことは私達によってこうむられる、そして神の法に従って、サタンによって、実

行されるのである。（4：７８－７９、４２：３０） 

 

[8:18] それに加えて、神は不信者達のたくらみを無効する。 

 

[8:19] あなた方は（おお不信者達よ）勝利を求めた、そして勝利が来た；それは信者達に属していた。もしあな



た方が（攻撃を）控えたならば、それはあなた方にとって良いであろう、しかしもしあなた方が戻ってくるならば、私達

もそうするであろう。 あなた方の軍隊がどんなにすばらしかろうと、あなた方の助けには決してならないであろう。な

ぜならば神は信者達側にいるから。 

 

[8:20] おお信じるあなた方よ、神と神の使徒に従いなさい、そしてあなた方が聞こえている間、彼を無視してはなら

ない。 

 

不信者達はさえぎられた 

 

[8:21] 聞こえていない時に、「私達は聞こえる。」、などという者達のようになってはいけない。 

 

[8:22] 神前にて最悪な創造物達は、聾唖、理解しない者。  

 

[8:23] 神が彼らに何か良いことを知ったならば、彼は彼らを聞こえる者達にしただろう。もし彼が彼らを聞こえる者

達にしたとしても、彼らは嫌悪と共に背いただろう。。 

 

正義者達は本当は死なない＊ 

 

[8:24] おお信じるあなた方よ、彼が、あなた方に生命を与えることへ招待する時、あなた方は、神と使徒に返答

するべきである。＊ あなた方は、神があなた方の心よりも近くにいること、そして彼の前にあなた方が召集されるで

あろうことを知らなければいけない。 

 

＊８：２４ 付録の17を参照。 正義者達が彼らの体から出る時、彼らは天国へまっすぐ行く。 

 

[8:25] 天罰はあなた方の間の邪悪達だけに限られていないことに注意しなさい。 あなた方は神の天罰が酷いこ

とを知っているべきである。 

 

＊８：２５ 同性愛を大目に見る社会には、例えば、地震が起きるかもしれない。 

 

神は信者達を援助する 

 

[8:26] あなた方は、昔少人数で、圧迫され、人々があなた方を誘拐すること恐れていた、そして彼は、あなた方が

感謝するかもしれないので、安全な神聖な場所を授け、彼の勝利をともに援助をし、良い食料を供給したことを覚

えているか？ 

 

[8:27] おお信じるものよ、今やあなた方は知っているのだから、神と使徒を裏切ってはいけない、そしてあなた方を

信用するものを裏切ってはいけない。 

 

お金と子供達は試験である 

 



[8:28] あなた方は、あなた方のお金とあなた方の子供達は試験であることを知っているべきである、そして神は偉

大な報酬を所有しているのである。 

 

[8:29] おお信じるものよ、もしあなた方が神を崇敬するならば、彼はあなた方を啓蒙し、あなた方の罪を免除し、

そしてあなた方の罪を赦すであろう。神は無限の恵みを所有される。 

 

神は彼の使徒を守る＊ 

 

[8:30] 不信者達は、あなたを制圧すること、殺すこと、消すために、陰謀とたくらみを する。 しかしながら、彼らが陰

謀とたくらみをするが、神もする。神は最も優れた権謀家である 

 

＊８：３０ 神は彼の最後の預言者、モハメッドをアラビアの最強の部落から選んだ。不信者達によって、モハメッドを殺

すことは、－神によってー 部族の法,そして伝統として妨げられていた。 同じように、神の神聖なる使途が彼が殺されるであろ

う中東から、神のお告げが、Florishそして地球上のすべてのコーナーに届くことができるアメリカ合衆国へ動かしたのも神の意志だ

った。 これは数学的に確証されている：その章と節の番号＝８＋３０＝１９ｘ２ 

 

[8:31] 私達の経典が彼らに朗唱される時、彼らは言う、私は聴いことがある。もし私達が望むのであれば、私達

も同じことを言うことができた。これらは過去の昔のおとぎ話でしかない！。」  

 

 [8:32] 彼らはこうも言った、「私達の神像よ、もしこれがあなたからの本当の真実ならば、私達に空から石を降ら

せなさい、または痛い罰を振りかけなさい。」 

 

[8:33] しかしながら、 神はあなた方が彼の真っただ中にいる間、彼らを罰することはしない；神は彼らが罪の赦

しを求めている間、彼らを罰することはしない。 

 

[8:34] 彼らは神の天罰にふさわしくなかったのか、彼らはそこの管理者達でもないのに、神聖なマサジッドから他の

もの達を追い払った。 真の管理者は正義者達、しかし彼らのほとんどは知らない。 

 

交信の祈り（サラット）は 

コーランの前に存在していた＊ 

 

[8:35] 聖地（カーバ）での彼らの交信の祈り（サラット）は、冷やかしと、（彼らを混雑させ）人々を追い払う

ため以外の何ものでもなかった。 だから、あなた方の不信の天罰に苦しみなさい。 

 

＊８：３５ イスラムにおいてのすべての宗教の実践はアブラハムをとうして私達に来たのである；コーランが啓示された時、す

べての ”服従“においての儀式はすでに存在していたのである。（２１：７３、２２：７８） 

 

神と戦うために 

彼らのお金を使う＊ 



 

[8:36] 不信する者達は、神の道から他の者達をそむかせるために彼らのお金を使う。彼らはそれを使った後、それ

が彼らのための悲しみと悔やみに変わるであろう。最終的に、彼らは打ち負かされるのであろう、そして全ての不信者

達は地獄へ招集されるであろう。 

 

＊８：３６ 破壊されたイスラム教、サウジアラビアの偶像崇拝のリーダー達は、神と神の奇跡と戦うために、年間、膨大

な総額を割り当てた。その例は、有名なレバノンンの出版社、Dãr Al-'Ilm Lil-Malãyîn（数百万のための知識）は、１９８３

年３月に 「コーランの奇跡」 のアラビア語版を出版した。 サウジアラビア人はすべての本を買い、それらを破棄した。 

 

[8:37] 神は悪を善から振り分けるであろう,それから、悪をお互いに積み重ねるであろう、そして全てを一つにまとめ

て、地獄へ投げる。それが不敗者達である。 

 

[8:38] 不信した者達に伝えなさい：もし彼らがやめるなら、彼らの過去のすべては赦されるであろう。しかしもし彼

らが元に戻るならば、彼らは彼らの以前の似たような者達と同じ運命をこうむるであろう。 

 

[8:39] あなた方は虐待を避けるために彼らと戦うべきである、そして神のみへあなた方の宗教が神のみへ捧げるよ

う実践するべきである。もし彼らが攻撃行動をやめたならば、神は彼らがすること全てを見ているお方。 

 

[8:40] もし彼らがそむくのであれば、あなた方は、神があなた方の主であり、主人であることを知るべきである：最

高の主、主人、最高な援助者。 

 

[8:41] もしあなた方が、戦いにて、どのような戦利品を納めるならば、親戚、孤児、貧困者、そして旅人へあげる

げるために、５分の１は神と神の使徒へいくべきであることをしっていなければいけない。もしあなた方が、神と、２つ

の軍隊が突撃した、決議の日に私達の僕に啓示したものを信じるならば、これをするであろう。 

 

神は全てを支配し 

信者達のために計画する 

 

[8:42] あなた方が谷のこちら側にいて、彼らが反対側にいた時のことを思い出しなさい。それから彼らの隊商が下

へと降りてこなければいけなかった。あなた方がこの方法で計画していなければ、あなた方はそれをすることはできなか

った。しかし神は、以前に決められた事項を成し遂げたのであった、それによって消滅される運命にいた者達は明らか

な理由で消滅された、そして救われる運命の者達は、明らかな理由で救われた。神は聞かれるお方、全知なるお

方。 

 

[8:43] 神は彼らをあなたの夢の中で（おおモハメッド）少数に見せた。彼が彼らをより大きな人数で見せたなら

ば、あなた方は失敗しただろう、そしてあなた方の間で論争になっていたであろう。 しかし神はその状況を救った。 

彼は心の最も奥の考えを知っているお方。 

 

[8:44] そしてその時が来て、あなた方が彼らと向かい合った時、彼はあなた方の目に彼らを少数に見せた、そして



彼らの目にも、あなた方を少数に見せた。それは神がある計画を成し遂げることを意思されたため。全ての決断は神

よってされる。 

 

[8:45] おお信じるあなた方よ、あなた方が軍隊に遭遇する時、あなた方が成功するかもしれないので、あなた方は

しっかりつかまって、神をしきりに思いなさい。 

 

[8:46] あなた方は神と彼の使徒に従わなければいけない、そしてあなた方の間で争ってはいけない、そうしないと、

あなた方は失敗し、あなた方の力がばらばらになる。 あなた方は辛抱して努力するべきである。神は辛抱して努

力する者達と一緒にいる。 

 

[8:47] 文句を言いながら彼らの家を出た者達のようになってはいけない、見せ掛けだけ、そして実際は神の道につ

いて行くことから他の者達を思いとどまらせる。 

 
 

悪魔は 

目に見えない神の兵士達が見える 

 

[8:48] 悪魔は、彼らの目に彼らの行いを装飾し、そして言った、「あなた方は、今日、どのような人々によっても打

ち負かされることは可能ではない。」 そして 「私があなた方と一緒に戦っているであろう。」 しかし２つの軍がお

互いに向かい合った時、彼は、ぷいと不機嫌に立ち去り、逃げて、こう言った、「私はあなた方を見捨てる。私はあな

た方が見えないものが見える。私は神を恐れている。神の天罰は恐ろしい。」 

 

[8:49] 偽善者達と彼らの心に疑いを宿らす者達は言った、「これらの人々は彼らの宗教によってだまされている。」 

しかしながら、もしある者が、神に彼の信頼を置くのならば、神は無制限の力を持つお方、最も賢いお方。 

 

[8:50] もしあなた方が、天使達がそれらの不信する者達を死に伏せる時を見ることができたのならば！ 彼らは

彼らの顔と彼らの後端をたたくであろう：「地獄の天罰を味わいなさい。 

 

[8:51] 「これはあなた方の両手が放った結果である。神は決して彼の創造物達に対して不正はしない。」 

 

[8:52] これはファラオの人々と、彼らの以前の不信者達と同じ運命である。彼らは神の啓示を拒否した、そして神

は彼らの罪のために彼らを罰した。神は力強い、そして彼の天罰は厳しい。 

 

天罰： 

罪の結果 

 

[8:53] 彼ら自身が変わると決めない限り、神はどのような人々に与えた恵みを変えることはしない。神は聞くお方、

全知なお方。 

 



[8:54] ファラオの人々とかれら以前の他の者達はそういうわけだった。 彼らはまずはじめに彼らの主からのしるしを

拒否した。その結果、私達は彼らの罪のために彼らを消滅させた。私達はファラオの人々を溺らせた：邪悪は、一

貫して罰せられた。 

 

[8:55] 神の視野の元で最も酷い創造物達は、不信する者達である、彼らは信じることができない。 

 

[8:56] あなた方は彼らとの同意に達した、しかし彼らは彼らの同意を毎回破った；彼らは正義ではない。 

 

[8:57] だから、もしあなた方が彼らに戦争で出会うならば、あなた方は彼らの後から来る者達のために、彼らが心

にとめるかもしれないので、彼らをおじけづかせる例として、設定するべきである。 

 

[8:58] あなた方が、ある仲間の人々から裏切られた時、彼らに対して同じ方法で、起動するべきである。神は裏

切る者達を愛さない。 

 

[8:59] 不信する者達が彼らがそれから逃れられると思わせてはならない；彼らは決して逃げることはできない。 

 

あなた方は備えているべきである： 

神聖な命じ 

 

[8:60] あなた方は、神の敵達、あなた方の敵達、そしてあなた方が知らない他者達を恐れさせるための、あなた

方が奮い起こすことが可能なすべての力と、あなた方が結集できるすべての道具を備えなければならない。神のため

に使うものは何でもあなた方に十分に、最小の不正なく返済されるであろう。 

 

 [8:61] もし彼らが平和を保つならば、あなた方もそうするべきである、そしてあなた方は神を信頼しなさい。彼は聴

くお方、全知なお方。 

 

神は信者を満足させる 

 

[8:62] もし彼らがあなた方をだましたいのならば、神はあなた方を満足させるでしょう。彼は彼の援助と信者達によ

って、あなた方を助けるでしょう。 

 

[8:63] 彼は（信者達の）心を和解させた。あなた方が地球のすべてのお金を使ったところで、あなた方は彼らの

心を和解することはできなかった。しかし神は、彼らを和解させた。彼は無限な力を持つお方、最も賢いお方。 

 

[8:64] おお預言者であるあなたよ、あなたにとって満足なことは、神とあなたについていった信者達。. 

 

[8:65] おお預言者であるあなたよ、あなたは信者達に戦うことを熱心に進めなさい。もしあなた方の２０人が不

動ならば、２００人を打ちのめすことができる、もしあなた方が２００人いれば、１０００人の不信者達を打ち

のめすことができる。なぜならば、彼らは理解しない人々だからである。 



 

[8:66] いまは、（多数の新しい人々があなた方に加わった）神はあなた方が昔のように強くないのを知っているた

め、あなた方にそれが容易になるようにした。これからは、１００人の頑固たる決心の信者達は２００人を打ちの

めし、１０００人のあなた方は神の許可によって２０００人を打ちのめすことができる。神は頑固たる決心で根

気強く努力する者達と一緒にいる。 

 

[8:67] 預言者は、彼が戦いに参加しない限り、捕虜を取らない。神が来世を支持している間、あなた方はこの世

の物を求めている。神は無限の力を持つお方、最も賢いおかた。 

 

[8:68] もしそれが以前に決められた神からの命じでなければ、あなた方が取ったがゆえ、あなた方はひどい天罰に

苦しんだことだろう。 

 
 

[8:69] だから、適法で、良い、あなた方が稼いだ戦利品から食べなさい、そして神を遵守しなさい、神は罪を赦す

お方、最も慈悲深いお方。 

 

[8:70] おお、預言者よ、あなた方の手の内の囚人に言いなさい、「もし神があなた方の心に、何か良いものを知っ

たならば、彼はあなた方に、あなた方が失ったものよりもずっと良いものを与えたであろう、そしてあなた方の罪を赦し

たであろう。彼は罪を赦されるお方、最も慈悲深いお方。」 

 

[8:71] そしてもし彼らがあなたを裏切りたいのであれば、彼らはもうすでに神を裏切っているのである。 だから彼は

彼らを不敗者とした。神は全知あるお方、最も賢いお方、 

 
 

[8:72] 確かに、信じ、移住し、彼らのお金と人生で神のために努力した者達、そして同じく彼らをもてなし、彼らに

避難場所をあたえ、彼らを援助した者達、彼らはお互いに味方である。信じているが、あなたと一緒に移住しない

者達に関しては、あなたは彼らが移住するまで、彼らになんの援助の借りはない。しかし、もし彼らがあなたの助けが

必要ならば、信仰の信者仲間として、あなたは彼らを助けるべきである、あなたが平和条約をサインした人々に対

抗する人々以外。神は貴方のすること全てを見ているお方。 

 

[8:73] 不信した者達はお互いに仲間である。 あなたがこれらのの命じを保たない限り、地球は大混乱と、ひど

い堕落になるだろう。 

 

[8:74] 信じ、移住し、彼らのお金と人生で神のために努力した者達、そして同じく彼らをもてなし、彼らに避難場

所をあたえ、彼らを援助した者達、、これらは真の信者達である。彼らは罪の赦しと十分な報酬を受けるにふさわし

い。 

 

[8:75] 後に信じる者達、移住し、あなたと一緒に努力する者達は、あなたに所属する。 互いに親戚関係の者

達が、最初にに、神の命じに従って、お互を援助するべきである。 神は全てのことを十分に気付いておられる。 



 

 

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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