21 章 預言者達（アル・アンビヤ－ウ）
[21:0] 慈愛深き慈悲深い神の御名において
[21:1] 速い速度でやってくるのは人々のための決算日,
る。

しかし彼らは気がつかないし、嫌ってい

新しい証拠への反抗
[21:2] 証明が主から彼らのところに来るとき、彼らはそれを不注意に聞く
[21:3] 彼らの心は不注意である。そして違反者は秘密に協議する：「彼ははあなたと同じ単なる
人間ではないか？あなたは見せられた手品を受け入れるのか？」＊＊
＊＊２１：３聖書（マラキ章３：１）とコーラン（３：８１）が神聖の使徒の到来を予言しているにもかかわ
らず、彼が素晴らしい奇跡の一つによって援助され（７４：３０－３５）実際出現した時、彼は無視と反対に
出会った。それぞれの「新しい」証明が反対されるという神聖なる断言は、コーランの奇跡に反対するアラブ
人達によって証明された。（付録１と２）

[21:4] 彼は言った「私の主は天と地のそれぞれの思いを知っておられる。彼は聞かれるお方、全
知なお方。」
[21:5] 彼らはさらに言った、「妄想」「彼がそれを作り上げた」そして「彼は詩人。彼に以前の
使途達と同じような奇跡を見せてもらおう」
[21:6] 私達は信じる集団を消滅したことは過去一度もない。これらの人々は信者なのか？
[21:7] 私達は、私達が神感を与えた人以外あなた方の前に送っていない。経典を知っている者た
ちに聞きなさい、もしあなたが知らないのであれば。
[21:8] 私達は、食べなく、不死の体を彼らに与えなかった。
[21:9] 私達は彼らへの約束を満たした；私達は我々の意志した者たちと一緒に彼らを救った、そ
して罪人達をを消滅させた。
[21:10] 私達はあなたのお告げが含む経典をあなたに送った。あなたは、解らないのか？
[21:11] 彼らの罪が理由で、私達は多くの集団を終わらせた、そして私達は他の人々を彼らの場
所にいれかえた。
[21:12] 私達の報いが来たとき、彼らは走りだした。
[21:13] 走るな、そしてあなたの贅沢品そしてあなたの大邸宅へ戻りなさい、あなたは責任をと
らなければならない。
[21:14] 彼らは言った「私達に災いあれ、私達は本当に邪悪だった。」

[21:15] 私達が完全に彼らを除去するまで、これが彼らの宣言として続くであろう。
[21:16] 私達は天と地、そしてそれらの間のすべてのものを、娯楽のためだけに創造しなかっ
た。
[21:17] もし私達が娯楽を必要としたならば、もしそれが私達のしたいことだったならば、私達
はこれらをなしに、それを創造することができた。
[21:18] その代わりに、私達の計画は、それを打ち破るために、偽りに対抗して真実を援助する
ことである。あなたが言う、発言することに災いあれ。
[21:19] 彼には天と地のすべてが所属する、そして彼のところにいる者達は、彼を崇拝すること
に決して傲慢ではないし、ためらうことも決してない。
[21:20] 彼らは夜も昼も決して疲れることなく栄光を讃える。
唯一の神
[21:21] 彼らは創造することのできる神々を地球で見つけたのか？
[21:22] もし神以外の他の神々が（天と地に）いるのなら、混乱が起きただろう。神に栄光あ
れ；絶対的な権威ある主よ。彼は彼らの主張よりも高貴である。
神の英知に決して問わない
[21:23] 彼は彼のすることすべてについて決して問われない、その他の者達がすべて問われる
間。
[21:24] 彼らは彼のほかに神々を見つけたのか？言いなさい「あなたの証明を見せなさい。これ
はすべての以前のお告げを完結させている、私の世代へのお告げである。
唯一の神、唯一のお告げ、唯一の宗教
[21:25] 私達はあなた方の以前、霊感と共に以外、どんな使徒も送らなかった：「私以外に神は
いないのである：あなたは私のみを崇拝しなければならない」
[21:26]それにもかかわらず彼らは言った「最も慈愛深いお方は息子をもうけた！彼に栄光あれ。
すべての（使徒達）は大切な（彼の）しもべである。
[21:27] 彼らは彼ら自身で決して話さない、そして彼らは彼の命令に厳しく従う。
仲裁の神話
[21:28] 彼は彼らの将来も彼らの過去も知っている。彼によってすでに認められた者達以外、彼ら
は仲裁をしない、そして彼らは彼ら自身の首について心配している。＊

＊＊２１：２８ 仲裁の神話はサタンの最も効果あるえさである（付録の８参照）

[21:29] もし彼らのだれかが、彼以外の神だというのなら、私達は彼を地獄にて報う；私達は邪
悪を報う。
ビッグバン理論は確証された
[21:30] 天と地は昔１つの固体の集積だった、そして私達がそれを存在させるために爆発させた
ことに、不信者は気づかないのか？ そして水から私達はすべの生き物を作った。彼らは信じる
か？
＊＊２１：３０ ビッグバンの理論は今日、創造主の絶対に正しい数学的コードによって援助されている（付
録１）。だからそれはもう理論ではないのである；それは法であり、証明された事実なのである。

[21:31] そして私達は地球に、安定させるものをおいた、そしてそれらが彼らと一緒に転がらな
いようにした、そして私達は彼らが導かれるよう、まっすぐな道をおいた。
[21:32] そして私達は、守られた天井を空とした。それにもかかわらず、彼らはそれらすべての
驚異的なものに全く気づかない。
[21:33] そして彼が、夜と昼と、太陽と月；それらの軌道をそれぞれ浮かぶものを創造した唯一
のお方。
[21:34] 私達は決してあなた以前の誰にも永久に生きることを命じていない；あなたが死ぬの
に、彼らは永久に生きるのか？
[21:35] 私達があなた方を苦難と豊富で試験をした後、すべての魂は死を味わうであろう、それ
からあなた方は私達へ最後は戻ってくるのである。
すべての使徒達は馬鹿にされた
[21:36] 不信する者達があなたを見るとき、彼らはあなたを馬鹿にする、「この者があなた方の
神々に対抗しているのか？」その間、彼らは全く最も慈愛深いお方からのお告げに注意を払はない
でいる。
[21:37] 人間は生まれながらせっかちである。私は必ず私の印をあなた方にみせるだろう；そん
なに急いではならない。
[21:38] 彼らは対抗する：「（天罰）もしあなたが真実ならば、それは（天罰）どこなのだ？」
[21:39] もしそれらの不信する者達が、彼らの顔と背中から火を払いのける時の彼ら自身を心に
描くことができたなら！誰も彼らを助けないだろう。
[21:40] 全く、それは彼らに突然やってくるであろう、そして彼らはびっくり仰天するであろ
う。彼らはそれを避けることも、どのような延期をもらうこともできない。

[21:41] あなた以前の使徒達は馬鹿にされた、そしてその結果、彼らを馬鹿にした者達は、馬鹿
にしたおかげで天罰をこうむった。
混乱した優先事項
[21:42] 言いなさい、「最も慈愛あるお方から夜と昼の間あなたを守ることができるのは誰
か？」全く、彼らは、主のお告げに完全に気づいていない。
[21:43] 彼らには私達から彼らを守ることのできる神々がいるのか？ 彼らは彼ら自身を助ける
ことさえできない。しかも彼らが私達に会うために招集される時、彼らはお互いの同行すらもでき
ない。
[21:44] 私達はこれらの人々と彼らの先祖のために、年老くまで供給した。彼らは、地球での毎
日が彼らを最後へを近づけているのが見えないのか？ 彼らはこの過程を逆にできるのか？
[21:45] 言いなさい、「私は神聖な霊感によって、あなたなに忠告している」しかしながら、彼
らが忠告されるとき、耳の聞こえない者達は、その呼びかけが聞こえない。
[21:46] あなたの主の天罰の見本が彼らを苦しめると、彼らは、「私達は、全く邪悪だった」と
ちゅうちょなく言う。
[21:47] 私達は、復活の日、公正のはかりを定める。最少の不正に苦しむ魂はいない。からしの
種に等しいいことさえも数えられる。私達は最も効率的な決算者。
預言者モーゼスとアロン
[21:48] 私達はモーゼスとアロンに法令書、光明、そして正しい者のための、思い出させるもの
を与えた。
[21:49] 彼らの主を崇敬する者達、彼らの私生活で一人の時でも、そして彼らはその時間につい
て心配する。
[21:50] これも私達が送った恩恵ある思い出させるもの。あなたはそれを拒否するのか？
アブラハム
[21:51] それ以前、私達はアブラハムに導きと理解を与えた、私達は彼について十分にわかって
いた。＊
＊＊２１：５１アブラハムがとて優秀なために神を見つけたのか、それとも神が彼に知恵を与えたのか、なぜ
ならば彼は彼が救われるに値することを知っていたため？ 結論から言うと、この世は私達の中で罪の贖いを
受ける価値ある者のために創られたのである。全ての反抗者、人間とジンは神の王国から消えなければいけな
いことを天使達が推奨した時、「私はあなた方の知らないことを知っている」（２：３０）と言った。それと
同時に、この世はサタンの神としての無資格さを証明しているのである。（付録７）

[21:52] 彼は彼の父親と彼の人々に言った、「あなた方が服従しているこれらの彫像は何なの
か？」

[21:53] 彼らは言った、「私達の両親がそれらを崇拝しているのを見つけたのだ」
[21:54] 彼は言った、「全く、あなたとあなたの両親は完全に道に迷ったのだ」
[21:55] 彼らは言った、「あなたは私達に真実を言っているのか、それとも遊んでいるのか？」
[21:56] 彼は言った、「あなたの唯一の主は、天と地の主、それらを創造したお方。これは私が
証人した証言である。
[21:57] 私は神に誓う、私はあなた方が去ったらすぐにあなた方の彫像を対処する計画があ
る。」
[21:58] 彼は彼らがそれを参考にするかもしれないので、大きなもの以外それらをバラバラに壊
した。
[21:59] 彼らは言った、「私達の神々にこんなことをした者は、ほんとに罪人だ」
[21:60] 彼らは言った、「私たちは、ある若い者がそれらを脅したと聞いた；彼はアブラハムと
よばれている」
[21:61] 彼らは言った、「彼らが証人するよう、すべての人々の目の前に、彼を連れてきなさ
い」
[21:62] 彼らは言った、「あなたは私達の神々にこれをしたのか、おおアブラハム？」

アブラハムは彼の要点を証明する
[21:63] 彼は言った、「その大きいのがやった。行って彼らに聞きなさい、もし彼らが話すこと
ができるのなら。」
[21:64] 彼らは非常に驚かされた、そして彼ら自身に言った、「まったく、あなた方が罪を犯し
ていた者達」
[21:65] しかし、彼らは昔の考えに戻った：「あなたはこれらが話すことができないのをよく知
っている」
[21:66] 彼は言った、「それでもあなたは、あなたに利得、または傷つけるための力を持ってい
ない神以外のものを崇拝するのか？
[21:67] 「あなたは神以外の偶像を崇拝することによって恥をこうむったのだ。あなた方は解ら
ないのか？
奥深い奇跡

[21:68] 彼らは言った、「彼を焼いてまえ、そしてあなた方の神々を援助しなさい、もしあなた
がそうすることを決めなたなら」
[21:69] 私達は言った、「おお火よ、冷えよそしてアブラハムのために安全にしなさい」＊
＊＊２１：６９「安全」なしに「冷える」ことはアブラハムを凍らしてしまっただろう

[21:70] このように、彼らは彼に対してたくらんだ、しかし私達は彼らを不敗者にした。
[21:71] 私達は彼を助けた、そして私達はロットを助けた、私達がすべての人々のために恩恵を
与えた地へ。
[21:72] そして私たちは彼に、アイザックとジェコブを贈り物として授けた、そして私達は彼ら
両方を正しい者にした。
アブラハム：イスラムのすべての宗教の義務を伝えた
[21:73] 私達は彼らを私達の命じによって導いたイマームにした、そして私達は彼らに正しい仕
事の仕方を教えた、そしてどのようにコンタクトの祈り（サラット）と義務の慈善（ザカット）を
遵守するか教えた＊。私達にとって、彼らは忠実な崇拝者だった。
＊＊２１：７３ コーランが啓示された時、すべての宗教の義務がすでにアブラハムによって成立されていた
（２：１２８、１６：１２８、２２：７８）

ロット
[21:74] ロットについては、私達は彼に知恵と知識を与えた、そして私達は忌まわしい行為を実
践している集団から彼を救った；彼らは邪悪で悪い人々であった。
[21:75] 私達は彼が正しかったため、彼を私達の慈悲に受け入れた。
ノア
[21:76] そしてそれ以前に、ノアが呼んだ、そして私達は彼に答えた。私たちは彼と彼の家族を
大災難から救った。
[21:77] 私達は私達の啓示を拒否した人々に対して彼を援助した。彼らは悪い人々であった、だ
から私達は彼らすべてを溺死させた
デイビットとソロモン
[21:78] And David and Solomon, when they once ruled with regard to someone's crop that
was destroyed by another's sheep. We witnessed their judgment.
そしてデイビットとソロモン、彼らが、ある者の農作が他の者の羊によって破壊されたことについ
て裁決をした時。私達は彼らの判決を証人した。

[21:79]私達はソロモンに正確な理解を与えた、もっとも、私達は彼ら両方に知恵と知識を授け
た。私達は（神を）讃えるために、山々をデイビットに仕えさせた、そして鳥も。これは私達がし
たことである。
[21:80] そして私達は彼に戦いであなた方を守るための防護物を造る技能を教えた。それでもあ
なた方はありがたく思うか？
[21:81] For Solomon, we committed the wind gusting and blowing at his disposal. He could
direct it as he wished, to whatever land he chose, and we blessed such land for him. We
are fully aware of all things.
そしてソロモンには、彼の配置に、突風と、吹き付ける風を送った送った。彼はそれを彼の望むよ
うに彼が選択する土地どこへでも指導することができた、そして私達はそのような土地を彼のため
に恩恵した。私達はすべてのことを十分に知っている。
[21:82] And of the devils there were those who would dive for him (to harvest the sea),
or do whatever else he commanded them to do. We committed them in his service.
そして悪魔達は彼のために、（海から収穫するため）潜った、また彼が彼らに行うように命じたこ
とは何でもした。 私達は彼らを彼のために送った。
ジョブ
[21:83] そしてジョブは彼の主を懇願した：「苦難が私に降った、すべての慈悲深い者の中で、
あなたが最も慈悲深いお方」
[21:84] We responded to him, relieved his adversity, and restored his family for him,
even twice as much. That was a mercy from us, and a reminder for the worshipers.
私達は彼に答えた、彼の苦難を安らげ、彼のために彼の家族を戻した、しかも２倍にして。それは
私達からの慈悲だった、そして崇拝者達への思いださせるための知らせ。
[21:85] Also, Ismail, Idrîs, Zal-Kifl; all were steadfast, patient.
イスマイル、イドリース、ザル・キフル；皆、不動であり、忍耐強かった。
[21:86] 私達は、彼らが正しかったため、彼らを我々の慈悲に受け入れた。
ジョナ
[21:87] そして、ザン・ヌーン（ジョナ、「名前に“N”が付く者」）、私達が彼を支配できない
を思って、彼の役目を放り出た。彼は（大きな魚のお腹の）暗闇から懇願する羽目になった：「あ
なた以外に神は他にはいない。私は酷い罪を犯してしまった」
[21:88] 私達は彼に答えた、そして彼を危機ら救った；私達はこのように信者達を救う。
ザカリアとジョン
[21:89] ザカリアは彼の主に懇願した：「私の主よ、私を後継ぎなしにしないでください、あな
たは最高な相続人。

[21:90] 私達は＊彼に返答した、そして彼にジョンを授けた；私達は彼のために彼の妻を治し
た。なぜならば彼らは正しい仕事をすることに急いだ、そして楽しい時も、恐れているときも、私
達を懇願した。私達に、彼らは崇敬した。
＊＊２１：８０コーランに使われている複数形は天使たちの関与が示されている。これは３：３９そして聖書
からも明らかなように、天使達が広範囲にわたって、ザカリアにかかわっている、彼らが彼にジョンについて
の吉報をあげたように。付録１０参照。

マリアとイエス
[21:91] 彼女の純潔を維持した者、私達は私達の聖霊から彼女へ吹き込んだ。そして私達は彼女
と彼女の息子を全世界のための前兆とした。
唯一の神／唯一の宗教
[21:92] あなたの集会は唯一の集会である、そして私のみがあなた方の主である；あなた方は私
のみを崇拝しなければいけない。
[21:93] However, they divided themselves into disputing religions. All of them will come
back to us (for judgment).
しかしながら、彼らは論争する宗教へと彼らを分裂した。彼らのすべては私達に（審判のために）
帰ってくるであろう。
[21:94] 信じている間、正しい仕事をする者達は、彼らの仕事は無駄になることはないであろ
う；私達はそれを記録している。
[21:95] 私達が消滅させたどんな集団も戻ることは禁じられている。
この世の終わり＊
[21:96] ゴッグとマゴッグが再現するまで、＊ 彼らはもどってくるであろう－彼らは全方向か
ら来るであろう。
＊＊紀元２２７０年までに、コーランの神の数学的奇跡のおかげで（付録１）、米国はイスラム教の中心とな
るであろう、そして地球上の何十億人がコーランを信じるであろう（９：３３、４１：５３、４８：２８、６
１：９）。ゴッグとマゴッグ（極めて邪悪な集団の寓話的な名前）は唯一の異教の活動の拠点となるであろ
う、そして彼らは服従者達を攻撃するであろう。その時、この世が終わるであろう。（１５：８７、１８：９
４、付録２５）。ゴッグとマゴッグは１８：９４そして２１：９６に陳述されている、それらの章の１７節前
には、彼らの再現の時が示されている。

[21:97] それが、避けられない予言が実現する時、そして不信者たちが恐怖をじっと見つめるであ
ろう。「私達に災いあれ；私達は気が付かなかった、私達は邪悪だった。」
来世

[21:98] あなた方と、あなた方が崇拝した神以外の偶像達は地獄の燃料となるであろう；これは
あなたの避けることのできない運命である。
[21:99] もしそれらが神だったならば、彼らは地獄に終わらなかった。すべの住民は永遠にそこ
に住むであろう。
[21:100] 彼らはそこで、ため息をつき、うめくであろう、そして彼らは何の知らせを入手するこ
とはないだろう。
[21:101] 私達の雄大な報酬を得る価値ある者達は、彼らはそこから守られるであろう。
正しい者達
[21:102] 彼らはそこで叱声を聞くことはないであろう。彼らは、永遠に、彼らが望むものすべを
得ることができるところの住居を楽しむであろう。
[21:103] ものすごい恐怖が彼らを心配させることはないであろう、そして天使たちは彼らを喜ん
で受け入れるであろ、「これはあなたに約束された、あなたの日。」
復活の日
[21:104] その日、私達は本を閉じるように、天国を閉じるであろう。私達が最初の創造物を創始
したように、私達はそれを繰り返すであろう。これは私達の約束である；私達は確かにそれを実行
するであろう。
[21:105] 私達は、地球は私の正しい崇拝者達によって相続されなければいけないことを詩編、そ
して他の経典にも同じように命じた。
[21:106] これは崇拝する人々のための宣言である。
[21:107] 私達は全世界へ私達からの慈悲としてあなたを送った。
[21:108] 宣言しなさい、「私は、あなたの神は唯一の神であるという神聖な霊感を与えられた。
あなたは服従するか？」
[21:109] もし彼らが去るならば、言いなさい、「私は十分にあなたに忠告した、そして私はどれ
くらいのすぐに、または後にあなた方に（天罰が）来るかは全くわからない。
[21:110] 「彼はあなたの公共での発言をすべて気づいている、そして彼はあなたが隠しているす
べてを気づいている。
[21:111] 「私が知っている限り、この世はあなた方のための試験である、そしてはかない楽しみ
である」
[21:112] 言いなさい、「私の主よ、あなたの判決は絶対的に公正である。私達の主は最も慈愛深
いお方；彼の助けのみがあなたの要求に求められる」

この章までの神の累積回数＝
１６１９

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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