
第２章 雌牛 （アル・バカラ） 

 

[2:0] 慈愛深き慈悲深い神の御名において 

[2:1] A. L. M. ＊ 

＊２：１ これらの頭文字は１４００年の間、神聖に保護のされた秘密として留まった。現在、私達はそれらがコー

ランの数学的奇跡の重要な構成要素であることを認識する。（付録の１，２，２４、そして２６を参照）。A.L.M.の

意味は２節に指示される：「この経典は、決して誤りがない」この章のこれらの３つの頭文字が出てくる頻度数が、

それぞれ４５０２、３２０２そして２１９５であるというその事実によって、議論の余地のなく証明される。これら

の数の総合は、９８９９または１９ｘ５２１．このように、これらの最も頻度数が多いアラビア語の文字は、超人的

な形式によって数学的に配置されているのである。これらの同じ頭文字は章の３、２９、３０、３１、そして３２ 

の初めにもある、そしてそれらの生じる頻度数は、それぞれの章でたすと１９の倍数になる。 

  

[2:2] この経典は絶対誤りがない；義人への光明 

 

人々の分類 （１）正義な者 

[2:3] それらは見えないものを信じ、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。 

＊２：３ 交信の祈りは一日５回命じされているので、これらは私達の魂の最も重要な栄養源を構成している。服従

の他の全ての実践と一緒に、交信の祈りは、アブラハムをとうして元来啓示された（２１：７３、２２：７８）。こ

れらの５回の毎日のお祈りは、コーランの啓示の以前に実践されていたにもかかわらず、それぞれの交信の祈りはコ

ーランに明確に言われている （２４：５８、１１：１１４、１７：７８、そして ２：２３８）。付録の１と１５

は、交信の祈りの全ての詳細を確証する物理的証拠が提供されている、それには（ラカース）単位の数、そしてそれ

ぞれの祈りのお辞儀、ひれ伏し、タシャハズの数が含まれている。 

＊＊２：３ 神が複数形を使う時、これは他の存在を示す、普通天使たちがかかわっている。神がモーゼスに話した

時、単数形が使われた（２０；１２－１４）付録１０の参照。 

 [2:4] そして彼らは、あなたに啓示されたものを信じ、あなた以前に啓示されたものをひ信じる、そし

て、来世に関しては、彼らは全体的に確かである。 

＊２：４ 酷い曲解が以前の経典に侵されたにもかかわらず、神の真実はそれらにまだ見つけることができる。（申

命記６：４－５、マルコによる福音書１２：２９－３０）すべての曲解は容易に見つけることができる 

[2:5] それらは彼らの主によって導かれている者達、それらは勝者である。 

 

(2) 不信者 

 

[2:6] 不信する者達に関しては、それは彼らにとって同じである；あなたが彼らに忠告しても、彼らに

忠告しなくても、彼らは信じることができない。＊ 

＊２：６－７ 神を拒否することを決める者達は、その方向へと助けられる；彼らは、そのような決断を維持する

間、証明を見ることも、導きからも神によって妨げられる。そのような悲惨な決断の結果は、７節にはっきり説明さ

れている。 



[2:7] 神は彼らの心意をふさぐ、そして彼らの聴覚、そして彼ら視覚は覆われている。彼らは酷い天罰

をこうむった。 

(3) 偽善者 

[2:8] それから、信じていないのに、「私達は神と最後の日を信じる」という者達がいる。 

 

[2:9] 神と信じる者達をだまそうとし、知覚しないうちに、彼らは彼ら自身をだましているだけであ

る。 

[2:10] 彼らの心意には、疾病がある。その結果、神は彼らの疾病を増大させる。彼らは痛い天罰を彼ら

の嘘のためにこうむったのである。 

[2:11] 彼らが「悪を犯してはいけない」と言われた時、彼らは言う、「しかし私達は義人です！」 

[2:12] 実際、彼らは邪悪者である、しかし彼らは知覚しない。 

[2:13] 彼らが「信じた人々のように信じなさい」と言われる時、彼らは言う、「私達は馬鹿な者達が信

じたように信じましょうか？」実際、馬鹿な者達は彼らである、しかし彼らは知らない。 

 

[2:14] 彼らが信者に会うと、彼らは言う、「私達は信じる、」しかし彼らの悪魔と一人になると、彼ら

は言う、「私達はあなたと一緒、私達はただあざ笑っているだけ」 

 

[2:15] 神は彼らをあざ笑っている、そして彼らを彼らの罪へと案内する、 間抜けである。 

 

[2:16] 導きの費用で、迷いを買ったのは彼らである。そんな取引は決して儲からないし、彼らはなんの

導きも受けることはない。 

[2:17] 彼らの例は、火をおこした者達のようである、彼らの周りの光がなくなり始めると、神は彼らの

光をとりさってしまう、彼らを暗黒にのこす、何も見ることができない。 

[2:18] 聾、唖、盲目：彼らは戻ってくることに失敗する。 

[2:19] もう一つの例は；空から来る暴風雨、暗黒、雷鳴、そして稲妻。彼らは死を避けようと彼らの耳

に指をいれる。神は十分に不信者達に気づいている。 

 

信仰の光 

 

[2:20] 稲妻が彼らの視力をもう少しで取りあげる。それが彼らに光ると、彼らは前に進む、そしてそれ

が暗くなるのと、彼らは立ちすくむ。もし神が意志するならば、彼は彼らの聴覚と視覚取りあげること

ができる。神は全能なお方。 

＊２：２０ 「彼」そして「彼女」はアラビア語では必ずしも自然の性を意味するとはかぎらない。（付録４） 

 [2:21] おお人々よ、あなたの主だけを崇拝しなさい－あなたとあなた以前の者達を創造した唯一のお方

－そうすればあなたは救われるかもしれない。 

 



[2:22] あなた方のために、地球を住むために適した所し、空を構成した唯一のお方。彼は、様々な果物

をあなた方が生命を維持できるように生産するために、空から水を送る。あなた方は、神に対抗する偶

像を置いてはいけない、今やあなた方は知ったのだから。 

 

数学的挑戦 

 

[2:23] もしあなた方が、私達が私達のしもべに＊啓示したものについて疑うならば、これらのような章

を一つ造りなさい、そしてもしあなたが本当ならば、神に対抗するあなたの証人を呼びなさい。 

＊２：２３－２４ コーランの奇跡的な数学的コードは数多くの証明を提供する、「ラシャド・カリファ」の名が完

全につづられているように、神のしもべがここに陳述されている。アル・ムタビーや、タハ・ホセインを含む、幾人

かの文学の大物達は、文学的挑戦に答えた、しかし、彼らはコーランの数学的文章構成には感知しなかった。コーラ

ンの数学的コード、本当の挑戦が、神の神聖なる使徒、ラシャド・カリファ を通して、啓示されたのである－それ

は決してまねされることができない。証明の詳細については付録の１，２，２４、そして２６を参照。 

 

寓話的表現の地獄 

 

[2:24] もしあなたができないのであれば－そしてあなたが決してできないのであれば、その燃料が人々

と石の地獄の火に警戒しなさい；それは不信者達を待っている。 

 

寓話的表現のパラダイス 

 

[2:25] 信じ、正義な人生を送る者達に良い知らせをあげなさい、彼らは泉の流れる庭園を持つでしょ

う。そこで果物の供給を与えられた時、彼らは言うでしょう、「これは私達に以前与えられたもの」こ

のように彼らは寓話の表現を与えられている。彼らはそこにて純粋な配偶者をもらい、彼らは永遠にそ

こに住むでしょう。 

[2:26] 神は、小さな蚊から大きいのものまで、いろんな種類の寓話を引用することに恥ずかしがらな

い。信じる者達に関しては、彼らはそれらが彼らの主からの真実であることを知っている。不信する者

達に関しては、彼らは言う、「そのような寓話について、神はなんの意味だというのか？」彼はそれに

よって多くの者達を誤って導き、多くをそれによって導く。しかし彼はそれによって邪悪以外を間違っ

て導くことは決してしない、 

＊２：２６ 天国と地獄のさらに深い解説は付録５を参照 

 

 [2:27] それを主張することを誓ったあとに神の聖約を破る者、神が加わることを命じしたことを断ち、

悪を犯す者。これらは敗者達である。 

 

不信者達の２つの死と２つの命＊ 

[2:28] どうして神に不信することができようか、あなたが死んだ時、彼が命を与えた、それから彼はあ

なたを死に至らしめる、それから彼は命をあなたに戻す、それから彼にあなたは最終もどってくるの

に？ 



＊２：２８ 正しい者は本当は死なない；彼らは天国へ真っ直ぐに行く。彼らの地上の誓時が終わりに来る時、死の

天使達が、実直に彼らをアダムとイブが一度いた同じパラダイスへ行くための招待をする。（２：１５４、３：１６

９、８：２４、２２：５８、１６：３２、３６：２０－２７、４４：５６、８９：２７－３０）。義人が、最初の罪

に続いて、最初の死だけを経験する間、不義人は２つの死を行く（４０：１１）。死の時、不信者達は、彼らの惨め

な運命を知る（８：５０、４７：２７）、それから彼らは続けて地獄が創造されるまで、悪夢に苦しむ（４０：４

６，８９，２３、付録１７） 

 [2:29] 彼はあなた方のために地球にすべてを創造した唯一のお方、それから空に向かって７つの宇宙を

完璧にした、そして彼はすべてのことを十分に感知している。 

＊２：２９ 何十億光年の全範囲の距離にわたり、何十億の銀河と共に、私達の宇宙は７つの宇宙の最も奥にある最

少なものである。（付録６）４１：１０－１１を見てください。 

サタン：臨時の「神像」 

 [2:30] あなたの主が天使達に言った時のことを覚えているか？「私は地球に代理（臨時の神像）を置

く」彼れらは言った、「私達があなたを讃えを歌い、あなたを賛美し、あなたの絶対的な権威を主張し

ている間に、あなたはそこに悪を広め、血を流したものをおくのですか？」彼は言った、「私はあなた

方が知らないことを知っている。」 

＊２：３０－３７ これらの節はそのような決定的な質問に答える：「なぜ私達はここにいるのか？」（付録の７参

照） 

 

試験が始まる 

 [2:31] 彼はアダムにすべての名前を教えた、それからそれらを天使達に見せて言った、「もしあなた方

が正しいならば、これらの名前を私に下さい。」 
 

＊２：３１ これらは、動物の名前、車、潜水艦、宇宙衛星、ビデオデッキ、そして地上で、人間がでくわすすべて

の物。 

 [2:32] 彼らは言った、「あなたを賛美する、私達は何の知識もありません、あなたが私達に教えてくれ

たこと以外は、あなたは最も全能なお方、最も賢いお方」 

 

[2:33] 彼は言った、「おおアダムよ、彼らにそれらの名前を言いなさい」彼がそれらの名前を言った

時、彼は言った、「私は言わなかったか？ 私は天と地の秘密を知っていると。私はあなたが宣言する

こと、そして隠していることを知っている」 

 

[2:34] 私達は天使達に「アダムの前にひれ伏しさい」と言った時、サタン以外、彼らはひれ伏した；彼

は拒否した、傲慢すぎた、そして不信者だった。 

 

[2:35] 私達は言った、「おおアダムよ、あなたの妻と一緒にパラダイスに住みなさい、あなたが満足す

るようにそこでたくさんそこで食べなさい、しかしこの木に触ってはいけない、そうでないとあなたは

罪を犯す。」 

 

[2:36] しかし悪魔が彼らをだました、そして彼らをそこから追い出す原因となった。私達は言った、

「お互いに敵として降りていきなさい。地球がしばらくの間のあなたの住居と供給である。」 



 

明確な言葉＊ 

 

[2:37] それからアダムは彼の主の言葉を受け取った、それによって彼は彼を贖った。彼は贖うお方、最

も慈悲深いお方。 

＊２：３７ 同じように、神は私達に、明確な、数学的にコード化された言葉、彼と交信を確立するために、第一章

の言葉くださった。（脚注１：１と付録１５参照） 

 

 [2:38] 私達は言った、「あなた方すべて、そこから降りていきなさい。私からあなた方に導きが来たと

き、私の導きについてくるものは何も恐れることはなく、彼らは何も悲しむことはないであろう。 

 

[2:39] 「不信し、私達の啓示を拒否する者に関しては、彼らは地獄の住人になるであろう、そこで彼ら

は永遠に住むのである。」 

 

すべてのユダヤ教徒への神聖な命じ： 

「あなた方はこのコーランを信じなければいけない」 

 

[2:40] おおイスラエルの子供達よ、私があなた方にあたえた私の好意を覚えているか、そしてあなたの

部分の聖約を果たし、私は私の部分の聖約を果たす、そして私を崇敬しなさい。 

 

[2:41] あなた方は、あなたが持っているものを確証する私がここに啓示したことを信じるべきであ

る、；最初にそれを拒否する者になってはいけない。私の啓示を安い値段で取引をしてはいけない、そ

して私を遵守しなさい。 

 

[2:42] 真実を嘘で困惑させてはいけないし、真実を知っていながら隠してはいけない 

 

[2:43] あなたは交信の祈り（サラット）義務の慈善（ザカット）を遵守しなければいけない、お辞儀す

る者達と一緒にお辞儀しなさい。 

 

[2:44] あなたは経典を読んでいるにも関わらず、あなた自身が忘れている間、あなたは人々に義人にな

るように熱心に勧めていないか？あなたは解らないのか？ 

 

[2:45] あなたは、断固たる決心と、交信の祈り（サラット）をとうして助けを求めなければいけない。

全く、これは難しい、しかし畏敬する者にはそうではない、 

 

[2:46] それらは彼らの主に会うことを信じている者達；彼に、彼らは最終的に戻るのである。 

 



[2:47] おおイスラエルの子供達よ、私があなた方へ授けた好意、私があなた方を他のどんな人々よりも

恩恵をあたえたのと覚えているか？ 

 

[2:48] どの魂も他の魂の助けにならない、なんの仲裁は受け入れられない、なんの身代金を払うことが

できない、だれを助けることもできない、その日を警戒しなさい。 

[2:49] あなた方の息子を殺し、あなた方の娘達には危害をあたえなかった最悪の迫害の苦しみを負わせ

たファラオの人々から、私達があなた方を助けたのを思い出しなさい。それはあなたの主からの苛酷な

試験だった。 

 

[2:50] 私達があなた方のために、海を分けたのを思い出しなさい；私達はあなた方を助け、ファラオの

人々をあなたの目の前で、溺れさせた。 

 

[2:51] それにもかかわらず、私達がモーゼスを４０夜、命じた時、あなた方は、彼の留守に、子牛を崇

拝し、邪悪に変わった。＊ 

 

＊２：５１ この出来事は、人間の偶像崇拝する素質を表す、モーゼスについていく者達は彼のいない間、子牛を崇

拝した、そしてモーゼスはたった２人の信者で終わった。序論に示したように、人間は、彼らの神々が自我である反

逆者である。 

 

[2:52] それでも私達はあなたが感謝をするかもしてないので、あなた方をそのあと赦した、。 

[2:53] あなたが導かれるかもしれないので、私達がモーゼスに経典と法令書をあげたことを覚えている

か？ 

自我を殺しなさい＊ 

 

[2:54] モーゼスが彼の人々に言ったことを思い出しなさい、「おお私の人々よ、あなた方は子牛を崇拝

することで、あなた方の魂を誤った。あなた方は創造主に悔い改めなければいけない。あなた方は自我

を殺さねばいけない。創造主の目から見れば、それはあなたにとってずっと良い。彼はあなたを贖っ

た。彼は贖うお方、最も慈悲深いお方。 

＊２：５４ 自我がサタンを転落させたのだ。自我がこの世への私達の追放された原因である、そして自我が、神の

王国への罪の贖いから私達のほとんどを遠ざけている。 

 

物理的証拠＊ 

 

[2:55] あなた方が言った時のことを思い出しなさい、「おおモーゼス、私達は神を物理的に見ない限り

信じない」その結果、あなた方が見た時、稲妻があなた方に落ちた。 

＊２：５５ この節の「神」という言葉は、１９番目に生じていることは記すのに価値がある、そして

これは、人々が「物理的証明」を要求した節である。１９の数が基本であるコーランの数学的信号は、

このような物理的証明を提供する。２＋５５＝５７＝１９ｘ３も記しなさい。 

[2:56] 私達はあなた方が死んだ後、あなたが感謝するかもしれたいので、あなた方をよみがえらせた。 



[2:57] 私達は（サイナイ山で）雲によってあなた方を陰にした、そしてあなた方に、マナとウズラを送

った：「私達があなた方に供給する良い物から食べなさい」彼らは私達を（反抗することによって）傷

つけなかった；彼らは彼ら自身の魂を傷つけただけ。 

 

神への信用がたりない：彼らはエルサレムに入ることを拒否する 

 

[2:58] 私達が言ったのを思い出しなさい、「この町に入りなさい、ここであなたは好きなだけのたくさ

んの供給物を見つけるでしょう、謙虚に、門にただ入りなさい、そして人々にやさしくせっしなさい。

そうすれば、私達はあなた方の罪を許すでしょう、そして信心深い者の報酬をふやすでしょう。」 

[2:59] しかし彼らの中の邪悪者達は、彼らに与えられた命令よりも他の命令を実行した。その結果、私

達は違犯者達に空から彼らの邪悪に帰すべき非難を送った。 

さらなる奇跡 

 

[2:60] モーゼスが彼の人々のために水を求めた時のことを思い出しなさい。私達は言った、「石をあな

たの杖でたたきなさい。」そうすると、そこから１２の泉が噴出した。それぞれの部落の一員が、彼ら

の水を解った。神の供給物から、食べて飲みなさい、そして地球を堕落に歩き回ってはいけない。 

 

反抗するイスラエル人 

 

[2:61] あなたが言ったことを思い出しなさい、「おおモーゼス、私達はもう一種類の食べ物だけは耐え

られない。あなたの主に、豆、きゅうり、にんにく、ヒラ豆、そして玉ねぎのような地上の穀物を私達

のために作るよう頼んでくれ。」彼は言った、「あなたは良いもを、それよりも劣る物と取り換えるこ

とを望むのか？」「エジプトに降りていきなさい、そこであなた方が頼んでいるものを見つけることが

できる。」彼らは彼ら自身に、非難と、屈辱と、不名誉をこうむった、そして神からの激怒を彼ら自身

に持ってきたのである。なぜならば、彼らは神の天啓を拒否し、預言者達を不正に殺したから。なぜな

ら、彼らは従わなかったし、違犯したから。 

 

すべての服従者達の統一 

 

[2:62] 確かに、信者、ユダヤ教徒、キリスト教徒、改宗者；誰でも （１）神を信じ （２）最後の日

を信じ（３）正義な人生を送る者達は、彼らの報酬を彼らの主から受け取るであろう。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。 

イスラエル人との聖約 

[2:63] 「私達は私達があなた方の上にサイナイ山を持ち上げた時、あなた方と聖約をかわした；「あな

た方は私達があなた方にあげたものを強く主張しなければいけない、そしてあなたが救われるかもしれ

ないので、その内容を記憶にとどめなければならない。」 

[2:64] しかしあなた方はその後、そむいた、そしてもしそれがあなた方への神の恩寵と彼の慈悲でなか

ったら、あなた方は、死の運命にあった。 



[2:65] あなたはあなた方の間で、サバスの神聖を汚した者達を知っていた。私達は彼らに言った、「猿

と同じくらい卑劣になれ。」 

 

[2:66] 私達は彼らを彼らの世代とその後の世代のための例とした、そして義人達のための悟りとした。 

 

若い雌牛＊ 

 

[2:67] モーゼスは彼らの人々に言った、「神はあなた方に、若い牝牛をいけにえとして捧げることを命

じた」彼れらは言った、「あなたは私達にふざけているのか？」彼は言った、「神は、私が無知な者の

ような態度をとることを禁ずる。」 

＊２：６７ この章は、交信の祈り、断食、ハッジ巡礼、結婚の法、離婚、その他を含む重要な法と命令が入ってい

るが、章に与えられた名前は、「雌牛」である。これは、私達の創造者への、即時の迷うことない従順さと、神への

服従の決定的な重要さを表している。そのような服従は、神の全能、絶対的な権威に対する私達の信仰を証明する。

聖書の本の数、１９章も参照。 

 

 [2:68] 彼らは言った、「あなたの主に、どれか、私達に見せるよう尋ねてくれ」、彼は言った、「彼

は、彼女は若い雌牛、年をとりすぎてもなく、若すぎてもいないと言っている；中間の年、さあ、命じ

られたことを実行しなさい。」 

[2:69] 彼らは言った、「あなたの主に彼女の色を見せるよう尋ねてくれ。」彼は言った「彼は、彼女は

黄色い雌牛、明るい色で見る者を喜ばすといっている。」 

 

[2:70] 彼らは言った、「あなたの主にどれか尋ねてくれ。その若い雌牛がどのような見た目か、神の意

志によって、私達は導かれるでしょう。」 

 

[2:71] 彼は言った、「彼女は一度も土地を耕したり、穀物に水をあげたりしたことがない；シミが一切

ない若い雌牛と彼は言っている。」彼らは言った、「今、あなたは真実を持ってきた」彼らはついにこ

の長い不本意の後、彼女をいけにえにした。 

 

若い雌牛の目的 

[2:72] あなた方は一つの魂を殺した、それからあなた方の間で論争をした。神はあなたが隠そうとして

いることを摘発しようとした。 

 

[2:73] 私達は言った、「（若い雌牛の）一部で、（被害者を）たたきなさい」その時、神は被害者を生

き返らせた、そしてあなた方理解するかもしれないので、彼のしるしをあなた方に見せた。 

 

[2:74] これにもかからわず、あなた方の心は石のように固くなった、またはもっと固く。川が噴き出す

石がある。他は割れて緩やかな細流をだす、そして他は神の崇敬に恥じいる。神はあなた方のすること

すべてを決して気づかないことはない。 

 



神の言葉を曲解する 

 

[2:75] あなた方は彼らにあなたのように信じることを期待しているのか？ 昔、彼らの幾人は神の言葉

を聞いた時、それを十分に理解したうえで、故意に曲解した。 

神の言葉を隠す 

 [2:76] そして彼らが信者達に会う時、彼らは言う、「私達は信じる」しかし、彼が互いに一緒になる

時、彼らは言う「神からあなた方に与えられた知らせを（信者達には）知らせてはいけない、そうでな

いとあなた方は彼らに、あなた方の主に関しての論争のための証拠立てを彼らに供給してしまうから。

あなたは理解しないのか？」 

 

[2:77] 彼らは神が彼らの隠していることすべて、宣言することすべてを知っていることを知らないの

か？ 

[2:78] 彼らの間には、聞き伝えを通して以外、経典を知らない異教徒達がいる、それなのに彼らはそれ

を知っていると思い込んでいる。 

[2:79] だから経典を彼ら自身の手で曲解する者達に災いあれ、それから言う、「これは神が啓示したも

の」、安い物理的利益を得ることを求めている、そのような彼らの曲解に災いあれ、そして彼らの不正

利益に災いあれ。 

 

永遠の天国と地獄＊ 

 

[2:80] ある者達は言う、「地獄は限られた数の日以外、私達には触れない。」言いなさい、「神からそ

のような固い約束いをとったのか？－神は決して固い約束をやぶらない－それとも、あなた方ははあな

たの知らない神について言っているのか？」 

＊２：８０－８２ 堕落したイスラム教徒は、彼らが犯した罪の数と同等と間だけ地獄で苦しむであろうと信じてい

る、それから彼らは、地獄を出て、天国に行くと信じている。彼らはモハメッドが彼らの代わりに仲裁すると信じて

いるのである、そして地獄から彼らを出してくれると信じている。そのような信仰はコーランとは正反対である。

（付録８） 

 

 [2:81] 全く、罪を得て、彼らの邪悪な仕事に囲まれている者達は、地獄の住居者となる；彼らはそこに

永遠に住む。 

[2:82] 信じて、正義な人生を送る者は、彼らはパラダイスの住居者になるであろう；彼らはそこに永遠

に住む。 

 

命令 

 

[2:83] 私達はイスラエルの子供達と聖約を交わした：「あなた方は神以外を崇拝してはいけない。あな

た方がは両親を尊敬し、親戚、孤児、貧乏な者達を考慮しなければいけない。あなた方は人々と友好的

に接しなければいけない。あなた方は、交信の祈り（サラット）を遵守し、義務の慈善（ザカット）を

あげなければいけない。」しかし、少数以外あなた方はそむいた、そしてあなた方は、酷く嫌がった。 

 



[2:84] 私達はあなた方と聖約を交わした、あなた方はあなた方の血を流してはいけない、あなた方の家

から互いに追い出してはいけない。あなた方は賛成し、証言した。 

 

[2:85] それなのに、あなた方はお互いを殺し合っている、そして彼らの家からあなた方の幾人かを追い

出し、邪悪に、故意に彼らに対抗して結合している。彼らが降伏した時でさえ、あなた方は彼らから身

代金を要求した。 彼らを追い払うことはそもそもあなた方に禁じられていたはず。あなたはある部分

の経典を信じ、ある部分を不信するのか？ あなた方の間でこれをする者達の天罰は、この世での屈辱

と、復活の日ずっと酷い天罰以外、何にするべきか？ 神はあなたがすることすべてを感知していない

ことは決してない。 

[2:86] 彼らがこの低い人生を来世の費用で買ったのだ。その結果、天罰を切り替えることは決してない

し、彼らは助けられることはない。 

イスラエルの預言者達 

[2:87] 私達はモーゼスに経典を与えた、そして彼の後、私達は他の使徒達を送った、そして私達ははイ

エス、マリアの息子に、意味深い奇跡と聖霊と共に彼を援助した。毎回、使徒があなた方の嫌いなもの

と共にあなた方に行った時、あなた方の自我が原因であなた方が傲慢になるのは事実ではないか？ 彼

らの幾人を、あなた方は拒否し、彼らの幾人を、あなた方は殺した。 

悲劇の陳述：「私はもう決めた！」 

 

[2:88] ある者達は言う「私達はもう決まっている！」それはむしろ神からの呪いである、彼らの不信の

結果として、彼らの少数以外、信じることはできない。 

コーランは全ての経典を完璧する 

 

[2:89] この経典が神から彼らに来た時、それが彼らが持っているものと同意し、確証しているにもかか

わらず、そして彼らが不信者達と話した時、彼らがその到来を予言したのにもかかわらず、彼ら自身の

予言が起きた時、彼らはそれを不信した。従って、神の非難は不信者達を苦しませる。 

 

[2:90] 惨めなのは、全く、何のために彼らが彼らの魂を売ったこと－神が彼の恩寵を彼のしもべ達の間

から彼が選択する誰にでも授けるべきことへの、単なる憤慨から神の天啓を拒否している。その結果、

彼らは激怒の上に激怒をこうむった。不信者達は屈辱な天罰をこうむった。 

 

[2:91] 彼らが、「あなた方は神のこれらの啓示を信じるべきである」と言われた時、彼らは言う、「私

達は、私達に送られたものだけを信じる。」だから彼らは、もしそれが彼らの主からの真実であって

も、そしてそれが彼らの持っているものを確証してもその後の啓示を信じなかった！言いなさい、「も

しあなた方が信者だったならば、なぜあなた方は神の預言者達を殺したのか？」 

 

イスラエルの歴史からの学ぶ 

[2:92] モーゼスは意味深い奇跡と共にあなた方へ行った、しかしあなた方は彼の留守中に子牛を崇拝し

た、そして邪悪に変わった。 



[2:93] 私達がサイナイ山をあなた方の上に上げた時、私達はあなた方と聖約を交わした、そして言っ

た、「あなた方は、私達があげた命令をを主張しなければいけない、強くそして、聴きなさい。」彼ら

は言った、「私達は聴くが従わない」彼らの信仰は、彼らの不信のために、子牛への熱愛に満ちた。言

いなさい、「惨めなのは、あなたの信仰があなたを支配していること、もしあなたに何らかの信仰があ

るのならば。」 

[2:94] 言いなさい、「もし来世の住居が神の所で、あなたのために予約されていて、他の人々すべてが

排除されているならば、もしあなたが本当ならば、あなたは死を待ち望むべきだ。」 

 

[2:95] 彼らは決してそれを待ち望まない、なぜなら彼らの手が送ったものの理由で。神は邪悪を十分に

感知している。 

[2:96] 実際、あなたは最もむやみに命を欲しがる彼らを見つけるでしょう；偶像崇拝者よりもより一層

に。彼らの一人は、千年生きることを願う。しかしそれは、どんな天罰も赦しないであろう、彼がどん

なに長く生きようと。神は彼らがすることすべてを見ているお方。 

 

ガブリエルは天啓の仲裁をする 

 

[2:97] 言いなさい、「誰でもガブリエルに反抗する者は彼がこれを（コーラン）あなたの心に持ってき

たことを知っているべきである、神の意志によって、以前の経典を確証し、そして導きと良い知らせ

を、信者達のために供給するでしょう。」 

[2:98] 誰でも、神、彼の天使達、彼の使徒達と、ガブリエルとミカエルに反抗する者は、神が不信者達

と反抗することを知っているべきである。 

[2:99] 私達はこのような明確な天啓をあなた方に持ってきた、そして邪悪のみがそれらを拒否するであ

ろう。 

[2:100] 彼らが聖約を交わし、それを維持すると固い約束をした時、彼らの幾人かはいつもそれを破棄

するのは事実ではないか？ 実際、彼らのほとんどは信じない。 

神の経典を軽視する 

 

[2:101] 今や神からの使徒が彼らに来た＊、そして彼らは彼らの経典を証明し、確証したのに、経典の

従者達の中では（ユダヤ教徒、キリスト教徒、そしてイスラム教徒）神の経典を裏では軽視している、

それはまるで彼らがどんな経典を一度ももらったことがないかのようである。 

＊２：１０１ 神の神聖の使徒は旧約聖書に預言されている（マラキ書３：１－３）、新約聖書（ルカ

による福音書１７：２２－３７）、そして最後の聖書（３：８１） 

Witchcraft Condemned  

妖術は有罪宣告 

 

[2:102] 彼らはソロモンンの王国にかんして悪魔達が教えたことを実行した。ソロモンは、しかしなが

ら不信者ではなかったが、悪魔達は不信者達だった。彼らは人々にバベルの二人の天使達、ハルート

と、マルートによって送られた魔法を教えた。これら二人はこのような知識を 「これは試験である。

あなた方はこの知識を悪用してはいけない。」との指示なしでは、明かさなかった。しかし、人々はそ

れを結婚を別れさせるような悪魔のたくらみに使った。彼らは神の意志に反して、決して誰も傷つける



ことはできない。彼らはそのため、彼らに利益をもたらすことでなく彼らを傷つけることを学んだので

ある、そして彼らは妖術を実践する者は誰でも来世では何の分け前もないことを十分知っている。全く

惨めなのは、何のために彼らの魂を売ること、もし彼らが知ってさえいたならば。 

 

[2:103] もし彼らが信じ、正義な人生を送るなら、神からの報酬はずっと良い、もし彼らが知っていさ

えいたならば。 

祈願の言葉を歪曲する 

[2:104] おお、信じるあなたよ、「ラーエナ」（私達の羊かいなりなさい）＊と言ってはいけない。そ

の代りに、あなたは「ウンズマ」（私達を見守ってください）と言うべきである、そして聴きなさい。

不審者は痛い天罰をこうむったのである。 

＊２：１０４「ラーエナ」という言葉は、あるヘブライ語を話す人々によって悪用された、そして汚い言葉のように

聞こえるようゆがめた。（４：４６も参照） 

 

嫉妬は有罪の判決 

[2:105] 経典の従者の間の不信者達も、偶像崇拝者達も、あなたの主からあなた方へどんな恵みが下り

てくるのを見ることを願わない。しかしながら、神は彼の恵みを彼の選択する者誰にでも降らせる。神

は無限の恩寵を所有する。 

究極の奇跡：コーランの数学的コード＊ 

 

[2:106] 私達が奇跡を廃止する時、またそれを忘れさせる時、私達はより良い奇跡、または最低同等な

ものを創作する。あなたは神が全能である事実を気づかないのか？ 

 

＊２：１０６ コーランの数学的奇跡は永久に続き、以前の奇跡よりずっと素晴らしい（３４：４５、７４：３

５）。コーランそのもののように、それは確証され、完全にされ、そして以前の全ての奇跡に取って代わる 

 
 

[2:107] あなた方は神が、天と地の王国を所有することを気づかないのか；あなた方は神以外にあなた

の主か主人は誰もいないということを？ 

 

[2:108] あなた方は、過去にモーゼスに要求されたことを、あなたの使徒に要求することを願うのか？

誰でも信じる代わりに、不信を選択する者は、正しい道から本当にはずれたのである。 

 

[2:109] 経典の多くの従者は、今あなたが信じたので、むしろあなたが不信に戻るのを見たいのであ

る。これは真実が彼らに明らかになった後の彼らの嫉妬のためである。あなたは彼らを勘弁しなければ

いけない、そして神が彼の判決を下すまで、彼らをそのまましておきなさい。神は全知なお方。 

 

[2:110] あなた方は、交信の祈り（サラット）を遵守し、義務の慈善をあげなければいけない。あなた

が、あなたの魂の代わりに送る良いことは、あなたは神のもとでそれを見つけるでしょう。神はあなた

がするすべてのことを見ているお方。 

彼らの宗教の名前に関係なく全ての信者は贖われる 



 

[2:111] ある者達は言った、「ユダヤ教徒かキリスト教徒以外パラダイスへ入るものは誰もいない！」

それは彼らの願望的思考である。言いなさい、「もしあなたが正しいならば、あなたの証明を私達に見

せなさい。」 

 

服従：唯一の宗教 

 

[2:112] 全く、正義な人生を送る間、彼ら自身を神のみに絶対的に服従する者達は、彼らの主から報酬

を受け取るであろう；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。＊ 

＊２：１１１－１１２、２：６２と５：６９を参照。 

 

 [2:113] ユダヤ教徒は言った、「キリスト教は基本がない。」同様に、キリスト教徒は「ユダヤ教は基

本がない。」と言った。しかし彼ら両者は、経典を読む。それは知識のない者達の発言である。神は復

活の日に、彼らの論争について彼らを裁くであろう。 

 

あなたはマサジッドに頻繁に行くべきである 

 

[2:114] 神の名が賛美されている神のマサジッドの参加を拒否する者達よりも、もっと邪悪な者達は誰

か、そして彼らの逃亡に貢献するもの？それらは、恐れながら以外、そこへ入いるべきではなかった。

彼らはこの世で屈辱に苦しむであろう、そして酷い天罰を来世で苦しむであろ。 

 

[2:115] 神に東を西が属する；あなたがどこへ行こうと、神の存在があるであろう。神は遍在するお

方、全知なお方。 

 

酷い神への不敬 

 

[2:116] 彼らは言った、「神は息子と持っている！」神に賛美せよ；決してない！神に、天と地の全て

が属している；すべては彼に従属的ある。 

 

[2:117] 天と地を創始したお方；何をされるにも、彼は単にそれに「存在せよ」と言う、そしてそれは

存在するのである。 

 

[2:118] 知識のない者は言う、もし神が私達に話さえしてくれれば、または奇跡が私達に来たなら

ば！」彼ら以前の他の者達は同じような発言を述べた；彼らの考えは同じである。私達は確信に達成し

た者達に奇跡を明示する。 

 

[2:119] 私達は、あなた方に＊良い知らせと忠告を使者を真実と共にあなた方に送った。あなたは地獄

をこうむる者達のために、問われることはない。 



＊２：１１９ これは私の義務として指摘する、この使徒の身分は「ラシャド カリファ」、神の神聖な使徒である

と確証されている。ギマトリア値の「ラシャド 「５０５」」たす、ギマトリア値の「カリファ （７２５）」、た

す、節の番号（１１９）は、１３４９となり、１９の倍数である。３：８１と付録２を参照。 

 

 [2:120] ユダヤ教徒も、キリスト教徒も、あなたが彼らの宗教に従わない限りあなたを受け入れないで

しょう。言いなさい「神の導きは本当の導きである」もしあなたが知識を受けたのにもかかわらず、彼

らの願いに黙認するならば、あなたは、神に対抗する仲間も、援助者も見つけることはないでしょう。 

 

[2:121] 経典を受けとり、それを知るべきように知っている者は、これを信じるでしょう。不信する者

達に関しては、彼らは敗者である。 

 

[2:122] おお、イスラエルの子ども達よ、私があなた方に他の人々以上に恩恵を授けた私の好意を覚え

ているか。 

 

[2:123] 他の魂を助ける魂がいない、身代金が許可されない、仲裁が役に立たたない、そして誰も助け

られることのないその日を警戒しなさい。 

 

アブラハム 

 

[2:124] アブラハムが、ある命令をとうして神によって試験された時を思い出しなさい、そして彼はそ

れらを果たした。 （神は）言った、「私はあなたを人々のためにイマームとして支持する」彼は言っ

た、「そして私の子孫もですか？」彼は言った、「私の聖約は罪人達を含まない」 

[2:125] 私達は、人々のために、焦点として、そして安全な神聖な場所として（カーバ）聖堂を与え

た。 

あなた方はアブラハムの聖堂を祈りの家として使っても良い．私達はアブラハムとイスマイルを任命し

た；「あなた方は、そこを訪ねる者達のために、そこに住む者達のために、そしてそこでお辞儀し、伏

し拝む者達のために私の家を清めなければいけない。」 

 

[2:126] アブラハムは祈った「私の主よ、ここを平和な地にしてください、そして人々に果物を供給し

てください。神と最後の日を信じる者達のために供給してください」（神は）言った、「私は不信する

者達にも供給する。私は彼をしばらくの間楽しませる、それから彼らに地獄と天罰と、惨めな運命を約

束する。 

 

服従の全ての実践を届けたアブラハム （イスラム） 

 
[2:127] As Abraham raised the foundations of the shrine, together with Ismail (they prayed): "Our Lord, 
accept this from us. You are the Hearer, the Omniscient. 

アブラハムがイスマイルと共に聖堂の土台を上げた時 （彼らは祈った）：「私達の主よ、これを私達

から受け取ってください、あなたは聴くお方、全知なお方」 

 



[2:128] 「私達の主よ、私達をあなたへの服従者にしてください、そして私達の子孫からあなたへ服従

する集団を許可してください。私達の宗教の儀式を教えてください、そして私達を贖ってください。あ

なたは贖うお方、最も慈悲いお方。 

 

[2:129] 「私達の主よ、彼らの間から、あなたの啓示を彼らに朗唱し、経典と知恵を彼らに教え、彼ら

を清める使徒を促進してください。あなたは万有なお方、最も賢いお方。」 

 

[2:130] 自分自身の魂をだます以外、誰がアブラハムの宗教を見捨てようか？私達はこの世と来世で、

彼を選んだ、彼らは義人達共にいるであろう。 

[2:131] 彼の主が彼に言った時、「服従しなさい」、彼は言った、「私は宇宙の主に服従します。」 

[2:132] さらに、アブラハムは彼の子供達にも同じようにするよう熱心に勧めた、そしてジェコブも：

「私の子供達よ、神はあなた方のために宗教を指示した；服従者として以外で死んではいけない。」 

[2:133] ジェコブの死に際に、あなたが証人したならば；彼は彼の子供達言った、「私が死んだ後、何

を崇拝するつもりか？」彼らは言った、「私達はあなたの神を崇拝します、あなた方の父親であるアブ

ラハム、イスマイル、 そしてアイザックの神；唯一の神を。彼へ、私達は服従者であります。」 

[2:134] これが過去からの集団である。彼らは彼らが稼いだものに責任があり、あなたはあなたが稼い

だものに責任がある。あなたは彼らがしたことに何の責任を負わない。 

 

服従（イスラム）：アブラハムの宗教＊ 

 

[2:135] 彼らは言った「導かれるには、ユダヤ教徒または、キリスト教徒でなければいけないのだ。」

言いなさい、「私達はアブラハムの宗教を従う － 一神教 － 彼は決して偶像崇拝者ではなかっ

た。」 

＊２：１３５ コーランは繰り返し服従はアブラハムの宗教であると私達に知らせている（３：９５、４：１２５、

６：１６１，２２：７８）アブラハムは、実用的な「経典」を受け取った、すなわち、すべての義務と服従の実践

〔交信の祈り（サラット）、義務の慈善（ザカット）、ラマダンの断食、そしてハッジ巡礼〕。 モハメッドはアブ

ラハムの宗教を従った者、私達は１６：１２３からわかるように；彼はこの最後の聖書、コーランを配達した。３人

目の服従の使徒はその宗教の確実性の証明を配達した。（３：８１と付録１，２，２４、と２６を参照） 

 

 

神の使徒達を区別しない 

 

[2:136] 言いなさい、「私達は神を、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、

ジェコブ、そして列祖；そしてモーゼスとイエスに与えられたものを、そして彼らの主からの全ての預

言者達を信じる。私達は彼らの間で何の区別もしない。彼のみへ、私達は服従者である。」 

 

[2:137] もし彼らがあなたのように信じるならば、彼らは導かれる。しかし彼らがそむくのであれば、

彼らは敵対しているのである。神は彼らのてきたい敵対からあなた方の命を助けるでしょう；彼は聴く

お方、全知なお方。 

 



[2:138] それが神の体制である、そして誰の体制が神よりも優れているのか？ 「彼のみに、私達は崇

拝する。」 

 

[2:139] 言いなさい、「あなた方は神について私達と論争するのか、神が私達の主で、あなたの主であ

るのに？」私達は、私達の行いに責任があり、あなた方は、あなた方の行いに責任がある。彼のみに、

私達は身を捧げる。」 

 

[2:140] あなたはアブラハム、イスマイル、イザヤ、ジェコブ、族長が、ユダヤ教徒または、キリスト

教徒というのか？ 「あなた方は神よりもよく知っているのか？ 神から学んだ証言を隠す者よりも悪

い者は誰か？ 神はあなた方がすることすべてを感知していないことは決してない。」 

 

[2:141] これが過去からの集団だった。彼らは彼らが稼いだものに責任があり、あなた方はあなた方が

稼いだものに責任ある。あなた方は彼らがしたことに責任を問われることは決してない。 

 

頑迷と先入観の廃止＊ 

 

[2:142] 愚かな人々が言う、「なんで彼らのケブラの方向を変えたのか？」＊言いなさい「神には東と

西が属する；彼は真っ直ぐな道へ誰でも意志する者を導く。」 

＊２：１４２－１４５ ケブラ」はコンタクトの祈り（サラット）の間その者の顔を向ける方向である。ガブリエ

ルがモハメッドにメッカの代わりに、エルサレムに顔を向ける命じを伝えた時、偽善者達は暴かれた。アラビア人は

彼らの「ケブラ」が、カーバであることに強くえこひいきをする。真の信者達だけが、彼らの先入観から克服するこ

とができる；彼らはちゅうちょすることなく使徒にしたがう。 

 

 [2:143] 私達はだからあなた方を、公平な集団にした、あなた方は人々の間で証人として仕えるかもし

れない、そして使徒があなた方の間で証人として仕えるかもしれない。私達は、あなた方のあいだで、

踵を返す者達と、快く使徒にしたがう者達を区別するために、元のケブラの方向をかえた。それは難し

い試験だった、しかし、神によって導かれた者達にはそうではなかった。神はあなたの崇拝を決して無

駄にはしない。神は人々に哀れみ深いお方、最も慈悲深いお方。 

 

ケブラがメッカに戻される 

 [2:144] 私達はあなた方が顔を空にむけて（正しい方向を探して）いるのを見た。私達は今あなた方が

喜ぶケブラを割り当てた。これからは、あなた方は、顔を神聖なマサジッドの方向へ向けなければいけ

ない。どこにいても、あなた方すべては、あなたの顔をその方向に向けなければいけない。以前の経典

を受け取った者達は、これが彼らの主からの真実であることを知っている。神は彼らがするすべてのこ

とを感知していないことは決してない。 

 

[2:145] もしあなた方が、経典を従う者達にすべての種類の奇跡を見せても、彼らはあなた方のケブラ

を従わないであろう。あなた方も彼らのケブラに従ってはならない。彼らはお互いのケブラさえも従わ

ない。もしあなた方が、あなた方に知識が来た後に、彼の願いに黙って従ったならば、あなた方は、違

反者達に属するであろう。 

経典の悪用；選択的な強調と隠し 

 



[2:146] 経典を受け取った者達は彼らの子供達を認知する様に、真実を認知する。しかし彼らの間の幾

人かは知っていながら真実を隠す。 

 

 [2:147] これはあなたの主からの真実である；どんな疑いも持ってはいけない。 

 

[2:148] あなた方それぞれは従う方向を選ぶ、あなた方は正義へと競争するべきである。あなた方どこ

にいようと、神はあなた方すべてを召集するであろう。神は全能なお方。 

 

キブラはメッカへ戻される 

 

[2:149] どこへ行っても、あなは、あなたの顔を（サラットの間）神聖なマサジッドの方向へ向けなけ

ればいけない。これはあなたの主からの真実である。神はあなたがするすべてのことを、決して気が付

かないことはない。 

 

＊２：１４９ 今日のイスラム教徒によって犯されている偶像崇拝の明らかな証明は、「神聖なマサジッド」として

モハメッドの墓を指定していることである。 

 

[2:150] どこへ行っても、あなた方は、あなたの顔を（サラットの間）神聖なマサジッドの方向へ向け

なければいけない；どこにいたとしても、あなた方は、あなたの顔を（サラットの間）神聖なマサジッ

ドの方向へ向けなければいけない。そうすれば、彼らの間の違犯者達以外は、あなた方にた対して論争

はしないでしょう。彼らを恐れてはいけない、そのかわり、私を恐れなさい。私はその後で、あなた方

が導かれるかもしれないので、あなたへの私の恩恵を完璧にするでしょう。 

 

 [2:151]（恩恵）それはあなたの中から、使徒を送ること、あなたに天啓を朗唱し、あなたを清め、経典

と知恵をあなたに教える、そしてあなたが全く知らなかったことを教える 

 

[2:152] 私があなたを覚えてるかもしれないので、あなた方は私を覚えているべきである、そして私に

感謝しなさい、感謝をしない者になってはいけない。 

 

[2:153] おお信じる者よ、断固たる決心と交信の祈り（サラット）をとうして助けを求めなさい。神は

断固たる決心で辛抱する者達と一緒にいる。 

 

私達はここからどこに行くのか？ 

 

[2:154] 神のために殺された者達を、「彼らは死んだ」と言ってはいけない。彼らは彼らの主のところ

で生きている、しかしあなた方は知覚しない。＊ 

 

＊２：１５４ 義人は、本当は死なない；彼らはここで、単に彼らの体をはなれ、アダムとイブが一度住んでいた同

じパラダイスへと行く。証明と詳細については付録１７を参照 



 

 [2:155] 私たちは確かにあなた方を試験するでしょう、恐れ、空腹、金銭の損失、命、そして収穫物。

良い知らせを不変の者達にあげなさい。＊ 

 

＊２：１５５ 試験は、すべての状況において私達が神を崇拝することを証明するために設計されている。（２９．

２） 

 

 [2:156] 苦難が彼らに落ちる時、彼らは言う、「私達は神に属する、そして彼に、私達は戻る。」 

 

[2:157] これらは彼らの主からの恩恵と慈悲を受けるにふさわしい者達。それらは導かれた者達。 

  

ハッジ巡礼 

 

[2:158] サファとマラワの小山は、神によって命じられた儀式の一つ。誰でもハッジとオムラを遵守す

る者は、それらの間を横行することによって、間違いを犯していない。もし、より多くの正義な仕事を

自発的に申し出る者達は、神は感謝するお方、全能なお方。 

 

ひどい罪科 

 

[2:159] 経典のなかから、それらを人々のために宣言した後、私達の啓示と導きを隠す者は、神によっ

て有罪宣告される；彼らはすべての有罪宣告者達によって有罪宣告される。 

 

[2:160] 悔い改め、改善し、宣言する者達に関しては、私は彼らを贖う。私は贖うもの、最も慈悲深

い。 

 

[2:161] 不信をし、不信者達として死ぬ者達は、（最後の審判の日に）神、天使、そしてすべての人々

の有罪宣告をこうむる。 

 

[2:162] 永遠に、彼らはそこに住むであろう。天罰は彼らにとって決して変えられないし、取り消され

ない。 

 

[2:163] あなたの神は唯一の神；彼以外に神はいない、最も慈愛深いお方、最も慈悲深いお方。 

 

圧倒的な神のしるし 

 

[2:164] 天と地の創造において、夜と昼の交換、人々の利得のために海を渡る船、死んだ土地を生き返

らせるために神が空から送る水、そしてそこに様々な創造物を広げる、風の巧みな操作、空と地上の間

に置かれた雲、理解する人々のために十分な証明がある 



 

偶像達は偶像を崇拝する者達を勘当する＊ 

 

[2:165] それでもある人々は、神に張り合うために偶像達を置く、そして彼らは、それらがまるで神の

ように愛する。信じる者達は神を最も愛する。もし違犯者達が彼らが天罰を見る時の彼ら自身を見るこ

とができたなら！ 彼らは全ての力が神のみに属することに認知するであろう、そして神の天罰は恐ろ

しい。 

＊２：１６５－１６６ イエス、マリア、モハメッド、アリ、そして聖者は、復活の日、彼らの偶像を勘当するだろ

う。１６：８６、３５：１４、４６：６ そして、マタイによる福音書（７：２１－２３）を参照 

 

 [2:166] 従われた者達はか彼らに従った者達を勘当する。＊彼らは天罰を見るであろう、そして彼らの

間の全ての連結が過酷になるであろう。 

 

２：１６５－１６６ イエス、マリア、モハメッド、アリ、そして聖者が復活の日、彼らの偶像を勘当するだろう。

１６：８６、３５：１４、４６：６ そして、マタイによる福音書（７：２１－２３）を参照 

 

 [2:167] 従った者達は言うであろう、「もしもう一回機会をもらえれば、私達は彼らを勘当するだろ

う、彼らが私達を今勘当したように。」神はこのように、彼らの仕事の結果が無であり、後悔だけであ

ることを見せる；彼らは決して地獄から脱出しないであろう。 

サタンは法的なものを禁じる 

 

[2:168] おお人々よ、法的で、良いすべての地上の生産物から食べなさい、そしてサタンの手本に従っ

てはならない；彼はあなたの最も猛烈な敵である。 

 

[2:169] 彼はあなたに悪と不道徳だけを犯すことと、あなたが知らない神について言うことだけを命じ

る。 

現状を維持すること；人間の悲劇 

 

[2:170] 彼らが言われた時、「神がここに啓示たことに従いなさい、」彼らは言った、「私達は我々の

両親がしていたことだけ従う。」ではもし彼らの両親が理解していなくて、導かれていなかったなら

ば？ 

 

[2:171] このような不信者達の例は、聞いた音と、尋ねられたことを理解せずに繰り返すオウムであ

る。耳が聞こえないもの、口がきけないもの、目が見えない者；彼らは理解することはできない。 

 

４つの肉だけが禁じられている＊ 

 

[2:172] おお、信じるあなた方よ、私達が供給する良い物から食べなさい、そして神に感謝をしなし、も

しあなたが彼のみを崇拝するのならば 

 



＊１２７－１２８ コーランの中には、４つの肉だけが禁じられている（６：１４５、１６：１１５、付録１６）こ

れら４つ以上の飲食物の禁止は、偶像崇拝と同等である。 

 

 [2:173] 彼は、自我した動物（人間がかかわらずに）、血、豚の肉、そして神以外にささげられた動

物、もし、それを（食べることを）悪意と計画的でなく強制された場合、彼は罪をこうむらない。神は

罪を許すお方、最も慈悲深いお方。 

 

コーランの奇跡を隠す堕落した宗教の先導者達＊ 

 

[2:174] 神の天啓を、安い物理的利益と引き換えに隠す者達は、彼らのお腹で燃える火だけを食べなさ

い。神は、復活の日、彼らと話をしないであろうし、彼らを清めることもしないであろう。彼らは痛い

天罰をこうむったのである。 

 

＊２：１７４－１７６ コーランの神の数学的奇跡を認識したのにも関わらず、堕落した宗教の先導者達は、この素

晴らしい奇跡を隠すために何年もの間試みた。彼らの多くは、彼らではなくラシャド・カリファがこの奇跡の恩恵を

授けられた事実に憤慨したことを認めた。 

 

[2:175 彼らが導きでなく、迷いそれることを選んだのだ、そして罪の許しではなく天罰を。その結果、

彼らは地獄を耐えなければいけないであろう。 

 

[2:176] 神が、真実がある、この経典を啓示したからである、そしてこの経典に異議を唱える者達は最

も猛烈な敵である。 

 

正義の定義 

 

[2:177] 正義とはあなたの顔を東または西の方へ向けることではない。義人とは、神、最後の日、天使

達、経典、そして預言者達を信じる者達；そして彼らは、お金を快く親戚、孤児、貧困者、旅行者、物

乞い、奴隷を自由にするためにあげる者達；そして彼らは交信の祈り（サラット）を遵守し、義務の慈

善（ザカット）をあげる；そして彼らはいつでも約束をした時彼らの言葉を守る、そして迫害、苦難、

そして戦争にあうと断固とした決心で根気強く努力する。 これらは真実な者達；これらは義人達。 

 

死刑を止めさせるようにする＊ 

 

[2:178] おお信じる者達よ、殺人を取り扱うとき、同等があなたに命じられた法である－自由な者には

自由な者、奴隷には奴隷を、女には女。もしその者が、被害者の親族に勘弁されたなら、感謝の返答が

適切である、そして同等の賠償金が支払わらなければいけない。これはあなたの主からの軽減と慈悲で

ある。誰でもこの限界を超える者は痛い天罰をこうむる。 

 

＊２：１７８ コーランは明らかに、死刑を止めさせようとしている。命を助けるためにあらゆる種類の言い訳け

が、殺人者の命もふくめて提供されている。被害者の親族は、ある状況においては、殺人者の命を助けるかわりに同

等の賠償金もらうほうが良いかもしれない。加えて、死刑は、例えば女性が男性を殺した場合、またはその逆の場合

は適用できない。 



 [2:179] 同等はあなた方のための命を救う法である、おお、知的を所有する者達よ、あなた方は正義で

あるかもしれない。 

 

遺言を書きなさい 

[2:180] 死が近づいてきた時、あなた方は、公平に、両親と親戚の利得のために遺言を書くことが命じら

れている。これは義人への義務である。 

 

[2:181] もし誰でも彼が聞いた遺言を変えることは、変えることの罪が、そのような変更をした責任者

に降りかかる。神は聞くお方、知っているお方。 

 

 [2:182] もしその者が、酷い不正または遺言者の部分にえこひいきを見つけ、公正な遺言を戻すために

その遺言に修正処置をとるならば、彼は罪を犯していない。神は罪を許すお方、最も慈悲深いお方。 

強調される断食と変更＊ 

 

[2:183] おお信じるあなた方よ、あなた方以前の者達に命じられたように、断食があなた方に命じられ

た、あなた方は救いに到達するかもしれない。 

 

＊２：１８３－１８７ 服従の全ての義務のように、断食はアブラハムを通して命じられた（２２．７８）、付録

９と１５。コーランの啓示の以前は、断食の間の夫婦の営みは禁じられていた。この規則は、ラマダンの夜の間の夫

婦の営みを許可することに（２：１８７）、変更された。 

 

[2:184] 的確な日々（断食のために割り当てられている）；もしその者が病気、または旅行中ならば、

他の日に同じ数、代用してもよい。断食できる者、しかしとても困難なものは、それぞれの断食を中断

した日の代わりに貧しい人を一人食べさせても良い。もしその者が、（より正義な仕事を）自発的に申

し出るならば、そのほうが良い。しかし断食があなた方にとって最善である、もしあなたが知っていた

ならば。 
 

[2:185] ラマダンはコーランが啓示された間の月である、人々に導きを、明確な教え、そして法令書を

ていきょうしている。この月を証人する者達は、その間断食するべきである。病気、または旅行してい

る者は、同じ数の他の日に代えてもよい。神はあなた方に、苦難ではなく便利さを願う、あなた方が義

務を果たし、そしてあなた方への導きのために神をあがめ、あなたの感謝を示すかもしれないので。 

 

神は「彼のしもべ達」の祈りに答える 

 

[2:186] 私のしもべ達があなたに私について尋ねた時、私はいつも近くにいる。彼らが私に祈る時、私

は彼らの祈りに返答する。人々は導かれるように私に答え、そして導かれるために私を信じるべきであ

る。 

[2:187] あなた方に許可されているのは、断食中の夜の間のあなたの妻との夫婦の交わり。彼らはあな

た方の秘密の維持者、そしてあなた方は彼らの秘密の維持者である。神はあなた方が昔、自分の魂を裏

切ったのを知っている、それでも彼はあなた方を罪から救った、そして勘弁した。これからは、あなた

方は彼らと夫婦との交わりをもってもよい、神があなた方に許可したものを求めて。あなた方は、夜明



けに、光の白い糸が夜の暗い糸から区別できるまで、食べて、飲んでよい。それからあなた方は日の入

りまで断食をするべきである。もしあなた方がマサジッドへ静修するならば、（断食の最後の１０日

間）夫婦のまじわりは禁じられている。これらは神の法である、あなたはそれらを違反してはいけな

い。神はこのように、彼の天啓を人々のために明確にする、彼らが救いを達成するかもしれないので。 

 

わいろの授受、汚職は有罪宣告 

 

[2:188] あなた方はお互いのお金を不正に取ってはいけないし、役人達にわいろの授受をして、他の者達

の権利を知っていながら、違法にうばってはいけない。 

 

回りくどい言い方はしない 

 

 [2:189] 彼らは月の相について尋ねる！言いなさい「それらは人々のための時限装置である、そしてハ

ッジの時を決めてくれる。」回りくどいことは正義ではない。正義とは、命令を主張すること、そして

率直であることによって達成する。あなた方は成功するかもしれないために、神を遵守しなければいけ

ない。 

 

＊２：１８９ 文学的なコーラン慣用語句は、「裏のドアから家に入ってはいけない」と言っている。月の位相につ

いての質問は、遠回しの言い方の例である；この質問には悪い隠された動機があったのだった。 

 
 

戦争の規則 

 

[2:190] あなた方は神のために、あなた方を攻撃する者達に対して戦っても良い、しかし攻撃をしかけ

てはいけない。神は攻撃する者達を愛さない。 

 
＊２：１９ 全ての戦いは ６０：８－９の基本の規則によって、規制されている。戦いは、厳密に自己防衛に許可

されている、攻撃と抑制は、終始コーランに強く非難されている。 

 

 [2:191] あなた方は、あなた方に対して戦争をする者達を殺しても良い、そしてあなた方は彼らを追い

出しても良い、彼らが貴方を追い出したのだから。圧制は殺人よりも悪い。彼らと神聖なモスク（マサ

ジッド）で、彼らがあなたを襲ってくる以外、戦ってはならない。もし彼らがあなた方を襲ってきたな

らば、あなた方は彼らを殺しても良い。それはそれらの不信者達の公正な天罰である。 

[2:192] もし彼らがやめたなら、神は罪を許すお方、最も慈悲深いお方、 

[2:193] あなたは圧制をなくすために、彼らとと戦ってもよい、そして神を自由に崇拝するために。も

し彼らが止めたなら、あなた方は攻撃してはならない、攻撃は、攻撃者達のみに対して許可されてい

る。 

[2:194] 神聖な月の間、攻撃は同値の返答のよってなされても良い。もし彼らがあなた方を攻撃したな

らば、あなた方は同値の報いを与えることによって、し返しても良い。あなたは神を遵守しなければい

けない、そして神が義人者と一緒にいることを知りなさい。 

[2:195] あなたは神のために費やさなければいけない；自分自身を破滅に追いやってはならない。あな

た方は慈善深くなければいけない；神は慈善者を愛する。 



 

ハッジとオムラ巡礼＊ 

 

[2:196] あなた方は、神のために、ハッジとオムラの完全な儀式を遵守しなければいけない。もしあな

た方が、妨げられたならば、あなた方は神への捧げ物を送らなければいけない、あなた方のお捧げ物が

到着地へ着くまで、髪を切るのを始めてはいけない。もしあなた方が病気または頭の傷害で苦しんでい

るのならば （そしてあなたの髪を切らなければいけないならば）、あなたは断食をするか、慈善をあ

げるか、または他の形の崇拝によって償わなければいけない。通常のハッジの間、もしあなた方がエヘ

ラム（神聖である性質）の状態をオムラとハッジの間にやぶったならば、あなた方は、動物の生贄を捧

げることで、償わなければいけない。もしあなた方がそれをする経済的余裕がなければ、あなた方はオ

ムラとハッジの間３日間、そしてあなたが家に帰った時、7 日間断食をしなければいけない －１０日間

終えることになる －あなた方に提供した神聖なモスク（マサジッド）に住んではいけない。あなた方

は神を遵守しなければいけない、そして神は天罰を強制することに厳しいことを知っていなさい。 

 
 

＊２：１９６ ハッジとオムラの詳細は付録１５を参照 

 

ハッジの四か月（ドル－ハッジ、モハラム、サファ、そしてラッビル 

 

[2:197] ハッジは神聖な月に遵守われなければいきない。誰でもハッジを遵守するものは、ハッジの

間、性交、不義、論争やめなければいけない。あなた方がする良いことは何でも、神はそれをすべて認

知している。旅のために、あなた方が供給を準備する時、最も良い供給は正義である。あなた方は私を

遵守しなければいけない、おお、知的を所有するあなた方よ。 

＊２：１９７ ハッジは神聖の月の間いつでも遵守できる；ズル－ヒッジャ、モハラム、サファ、ラビル。地元の政

府は、ハッジを彼ら自身の便利さのために、数日に制限している。９：３７を参照 

 

 [2:198] あなた方が、（商業を通して）主から供給を求めることは、間違いを犯してはいない。あなた

方がアラファットから列で行進する時、（ㇺズダリファの）神聖な場所で神を賛美しなければいけな

い。あなた方は、あなた方を導いてくれている彼を賛美しなければいけない；これ以前、あなた方は迷

いにいたのである。 

[2:199] あなた方は、列になって行進する残りの人々と一緒に、列になって行進しなければいけない、

そして罪の許しを神に頼みなさい。神は罪を許すお方、最も慈悲深いお方。 

[2:200] あなた方が、儀式を終える時、あなた方自身の両親を賛美するよりもより一層に、神を賛美し

続けなさい。ある人々は言った、「私達の主よ、この世を私達にください」来世では何の分け前がない

間。 

[2:201] 他の者達は言った、「私達の主よ、この世で正義を、そして来世で正義を私達に授けてくださ

い、そして地獄の天罰から私達を免れさせてください。」 

[2:202] それぞれが彼らが得た分け前を受け取るであろう。神は最も効率的な清算するお方 

 

メナ：ハッジの最後の儀式 

 

[2:203] あなた方は、（メナにて）幾日かの間、神を賛美しなければいけない、正義が維持されてれ

ば、これを急いで２日ですることは罪をおかしていないし、誰でも長い間滞在ことは罪をおかしていな

い。あなた方は神を遵守しなければいけない、そして彼の前にあなた方は召集されることを知っていな

ければいけない。 

 



人は見かけによらぬもの 

 

[2:204] 人々の間で、この世に関しての発言であなたに印象を与えるかもしれない、そしてさらにその

者は彼の心の奥深い考えを証人することを神に頼むかもしれない、彼が最も熱烈な敵である間。 

[2:205] 彼は去るとすぐに、地上を堕落に資産と人の人生をを破壊しながらさまよう。神は堕落を愛さ

ない。 

[2:206] 彼が、「神を遵守しなさい」と言われる時、彼は傲慢に立腹する。その結果、彼の唯一の運命

は地獄である；なんと惨めな住居 

[2:207] そして、彼らの人生を神にささげる者達がいる；神はそんな崇拝者達に哀れみ深い。 

[2:208] おお信じるあなた方よ、あなた方は完全な服従を喜んで受け入れるべきである；サタンの見本

に従ってはいけない、彼はあなたの最も熱烈な敵。 

[2:209] もしあなたが、明確な証明が来た後に逆戻りするならば、神が万有で、最も賢いお方であるこ

とを知りなさい。 

[2:210] 彼らは神自身が天使達一緒に、濃密な雲のように彼らに来るのを待っているのか？ それが起

きた時は、すべての事が終了するであろう、そして神にすべてが戻されるであろう。＊ 

＊２：２１０ この世は試験である：それは偶像崇拝を告発することによって、私達を神の王国にもどすための私達

の最後の機会なのである。（はじめにを参照）。もし神と彼の天使達が現れたならば、皆が信じるであろう、そうな

らばその試験はもはや正当ではないだろう。 

 
 

奇跡は偉大な責任を持ってくる＊ 

 

[2:211] イスラエルの子孫に聞きなさい、私達は彼らにいくつの意味深い奇跡を見せたかと！神よって

彼らに授けられた恩恵を無視する者達に関しては、神は天罰に最も厳しい。 

⋆２：２１１ コーランの数学的奇跡は素晴らしい恩恵である、そしてそれと一緒にものすごい責任を持ってくる。

（コーランの５：１５参照してください） 

 

先見の明がない 

 

[2:212] 不信者の目にはこの世の人生が魅力的である、そして彼らは信じる者達をあざける。しかしな

がら、正義者は、復活の日、彼らのずっと上にいるであろう。神は誰でも彼が意志する者に、限界く神

の恵みをを授ける。 

 

悲惨な嫉妬 

 

[2:213] 神が良い知らせを持った預言者達と忠告者達を送った昔、人々は一つの集団だった。彼は、

人々の間の論争に決議をするために、真実を記す経典と共に彼らを送った。皮肉にも、経典をもらった

者達は、明確な証明が彼らに与えられたにもかかわらずどの新しい経典も拒否した。これは彼らの嫉妬

のためである。神は他のすべての者達によって論争された真実を信じる者達を導く。神は誰でも真っ直

ぐな道へ意志する者を導く。＊ 



＊２：２１３ すべての宗教からの、神のみの崇拝者達すべては、本当に団結している。 

 

 [2:214] あなた方は試験されることなく、あなた以前の者達がいったパラダイスに入場することを期待

しているのか？ 彼らは苦難と逆境に試験された、そして震えあがった、使徒と彼と一緒に信じる者達

は言った、「神の勝利はどこなのか？」神の勝利は近い。 

 

慈善の受領者達 

 

[2:215] 彼らはあげることについて聞く、「あなた方があげる慈善は、両親、親戚、孤児、貧乏な者、

知らない旅行者へ行かなければいけない。」あなたがする良いことは、神はすべて認知している。 

 

信者達：最終の勝利者達 

 

[2:216] あなた方がそれを嫌っていても、戦いがあなた方に押しつけらるかもしれない。しかし、あな

た方はあなた方に良いことを嫌うかもしれない、そしてあなた方は、あなた方にとって悪いこと好むか

もしれない。神はあなたが知らない間知っているのである。 

 

抑圧は有罪宣告 

 

[2:217] 彼らは、神聖な月々とその期間の戦いについてあなたに尋ねる：言いなさい、「その期間の戦

いは、神聖なものを汚すことである。しかしながら、神の道から反発し、彼と高潔な神聖なモスク（マ

サジッド）を不信し、そしてその人々を追い払うことは、神の目にはより大きな神聖なものを汚すこと

である。 抑圧は殺人より酷い。」彼らはできることならば、あなた方の宗教からあなた方が元に戻ら

せるようにあなた方といつも戦うであろう。彼らの宗教から元にもどり、不信者達として死ぬ者達は、

この世の仕事と来世を無駄にしたのである。 それらは地獄のと住居者達である、彼らはそこに永遠に

住む。 

[2:218] 信じ、移住し、神のために努力する者達は、神の慈悲を受ける価値がある。神は罪を許すお

方、最も慈悲深いお方。 

酔わせるものと、賭け事は禁じられている＊ 

 

[2:219] 彼らは酔わせるものと、賭け事について尋ねる：言いなさい「それらには、酷い罪があり、

人々のための利得もいくつかある。しかしそれらの罪はそれらの利得をずっとまさる。」彼らはあなた

に慈善に何をあげるかとも尋ねる：言いなさい 「余分」神はだからあなたのために啓示を明確にす

る、あなたがじっくり考えるかもしれなので、 

＊２：２１９ 世間は今日、酒飲料と不正の有害な薬物の生産からの経済への利得は、交通事故死者数、アルコール

中毒の母親の子供達の脳障害、家族危機、そして他の悲惨な結論など価値がないことに認知している。 

詳細は「アルコール中毒者更生会」と「賭博常習者更生協会」を査証する。 ５：９０－９１を参照 

 

 [2:220] この世と来世について。 そして彼らは孤児についてあなたに尋ねる：言いなさい、「彼らを

正しい者に育てることは、彼らのためにあなた方方ができる最良なこと。もしあなた方が彼らの資産を

あなたの物と混合するならば、あなた方は、彼らに家族の一員として接しなければいけない。」 神は

正義者と、邪悪者を知っている。神が意志したならば、彼はあなた方に苛酷なきつい規則をあなた方に

負わせることができたのだ。神は万有であり、最も賢いお方。 

 

http://ejje.weblio.jp/content/%E8%B3%AD%E5%8D%9A%E5%B8%B8%E7%BF%92%E8%80%85%E6%9B%B4%E7%94%9F%E5%8D%94%E4%BC%9A


 偶像崇拝者と結婚してはいけない 

 

[2:221] 彼らが信じなければ、偶像崇拝する女性と結婚してはならない;信じる女性は、もしあなたが彼

女を好きであっても偶像崇拝する女性よりも良いのである。あなたの娘を、彼らが信じなければ、偶像

崇拝する男性に、結婚の相手として与えてはいけない。信じる男性のほうが、もしあなたが彼を好きで

も、偶像崇拝する男性よりも良いのである。それらはは地獄へ招待する、神が彼の意志よって、パラダ

イスと罪の許しに招待する間。あなたが心に留めるかもしれないので、彼は人々のために彼の天啓を明

確にする。 

 

月経 

 

[2:222] 彼らは月経についてあなたに尋ねる：言いなさい「それは有害である；あなた方は女性達が生

理の間は、情交を避けなければいけない；彼らが終わるまで、あなた方は彼らに接してはならない。彼

らがそれを終ったら、あなた方は彼らと神の設計の作法にもとづいて情交をしても良い。神は悔い改め

る者を愛する、そして彼は清潔な者達を愛する。」 

[2:223] あなた方の女性達はあなた方の種を支える者達。だからあなた方は、正義を維持する限り、そ

のの特権を楽しんでも良い。あなた方は神を遵守しなければいけない、そしてあなた方が彼に会うこと

を知りなさい。信者達に良い知らせをあげなさい。 

 

神の名前をいい加減にとってはいけない 

 

[2:224] あなた方が正義で、信心深く、信頼深いことを人々の間でみせようとして、あなた方のいい加

減な誓いに神の名前を対象としてはならない。神は聴くお方、知っているお方。 

 

[2:225] 神はただの発言にすぎない誓いに責任を負わせない；彼はあなた方の心の奥深いあなたの意図

に責任を負わせる。神は罪は許すお方、穏やかなお方。 

 

離婚の法 

 

[2:226] 彼らの妻と離婚考えているもの達は、四か月間（落ち着く時間）待たなければいけない；もし

彼らが考えを変えて仲直りするのなら、神は罪を許すお方、慈悲深いお方。 

[2:227] もし彼らが離婚をするならば、神は聴くお方、知っているお方。 

 

[2:228] 離婚した女性達は（他の男性と結婚する前に）月経を３周期待たなければいけない。神が彼ら

の子宮に創造されたものを隠すことは、もし彼らが神と最後の日を信じるならば、彼らにとって法的で

はない。（妊娠している場合）もし彼が彼女と再婚したいならば、夫の願いが妻の願いを上回る。女性

は、平等に権利もあるし、義務もある。そのため、男性達の願いは、（妊娠の場合は）上回る。神は万

有であり、最も賢いお方。 

[2:229] 離婚は２回まで取り消しても良い。離婚した女性は同じ家に、友好的に住むか、友好的に出る

ことが許可されなければいけない。夫が妻に上げたものを取り返すことは法的ではない。しかしなが

ら、二人が神の法を違反することを恐れ、妻が彼女の意志で彼女の選んだものを返すことには、彼らは

間違いを犯していない。これらは神の法である、それらを違反してはいけない。神の法を違反する者達

は、不正である。 

[2:230] もし彼が彼女と（三回目の）離婚をするならば、彼女が他の男性と結婚して離婚しない限り、

彼女と再婚することは彼にとって不法である。最初の夫は神の法を遵守する限り、彼女と再婚が可能で

ある。これらは神の法である；彼は人々が解るように説明する。 



 

離婚者達を道に放り出してはならない 

 

[2:231] もしあなた方が女性達と離婚するならば、彼らが誓時を果たしたら（月経 3 周期）、あなた方

は彼らを同じ家に友好的に住むことを許可しなければいけないし、友好的に出ていかせなければいけな

い。彼らの意志に反して留まることを復讐として強制してはならない。誰でもこれをする者は彼自身の

魂に間違いを犯しすのである。神の啓示を軽々しくとってはいけない。神のあなたへの恩恵を思い出し

なさい、そして神はすべてのことに気づいていることを知りなさい。 

[2:232] もしあなた方が女性達と離婚するならば、彼らが彼らの誓時を果たしたら、もし彼らが友好的

に仲直りするならば、彼らを彼らの夫達と再婚することを妨げてはならない。これは神と最後の日を信

じる者達の間で心に留めるべきである。それはあなた方にとって清く、より正義である。あなた方が知

らない間、神は知っておられる。 

[2:233] 離婚した母親達は、もし父親が望むならば、彼らの赤ん坊を満期２年育てるべきである。父親

は母親の食べ物と服を平等に提供しなければならない。誰も彼の能力以上、負担をかけてはならない。

母親は彼女の赤ん坊の理由で傷つけれてはならないし、父親も赤ん坊を理由に傷つけれてはならない。

（もし父親が死んだならば）、彼の相続はこれらの責任を引き受けなければいけない。もし赤ん坊の両

親が相談の結果、お互いに別れることに同意したならば、彼らはそうすることに間違いは犯していな

い。あなた方は、平等に彼らに支払をするならば、育成の母親を雇うことに間違いを犯していない。あ

なた方は神を遵守しなければいけない、そして神はあなたの行うことすべてを見ているお方であること

を知りなさい。 

 

あなた方は、結婚前の誓時を遵守しなければいけない 

 

[2:234] 妻達を残して死んだ者達、彼らの未亡人達は４か月と１０日間、（彼らが再婚する前）待たな

ければいけない。彼らがその誓時を果たしたならば、あなたは、彼らが望むこと、正しい事ならばなん

でも彼らにさせてあげることに、何も間違いを犯していない。神はあなた方がするすべてを十分に認知

している。 

[2:235] あなた方は、女性達との婚約を知らせても、またそれを秘密にしていても罪を犯していない。

神はあなた方が彼らのことを考えるだろうことを知っている。 あなた方が何か正しいことを話す限

り、彼らと秘密で会ってはいけない。彼らの誓時が終わるまで婚姻を完成させてはいけない。あなたは

神があなたの心の奥深い考えを知っていることを知るべきである、そして彼を遵守しなさい。あなた方

は、神は罪を許すお方、寛容なお方であることを知っているべきである。 

 

婚約の破棄 

 

[2:236] あなた方は、彼らに触れる前、また彼らに結納金をあげる前に離婚することは、間違いではな

い。この場合、あなた方は彼らに補償するべきである － 裕福な者達は彼らできる範囲でそして、貧

乏な者達は彼らのできる範囲で － 公平な補償。これは正義者の義務である。 

[2:237] もしあなた方が、彼らに触れる前、しかし彼らに結納金を払った後に離婚するならば、彼らが

自主的にその権利を放棄しない限り、または離婚の原因の責任のある側が、結納を放棄することを選ば

ない限り、賠償金は、結納金の半分でなければいけない。放棄することは正義に近い。あなた方は、あ

なた方の間で友好な関係を維持しなければいけない。神はあなた方がすることすべてを見ているお方。 

あなた方はコンタクトの祈り（サラット）を遵守しなければいけない＊ 

 



[2:238] あなた方は常に交信の祈り（サラット）を遵守しなければいけない、特に中間の祈り、そして

あなた方自身を完全に神に捧げなさい。 

＊２：２３８ 全ての５つの祈りは２：２８、１１：１１４、１７：７８、そして２４：５８に見つけれれる。コ

ーランが啓示された時、交信の祈り（サラット）はすでに存在していた（付録９）。５つの祈りの全ての詳細 － 

何を暗唱し、それぞれの祈りの回数（ラカース）その他。－ は数学的に確証されている。 例として、それぞれの

５つの祈りの数を横に書き並べると、２４４３４になる、１９x１２８６。またもし私達が「＊」で、１章（アルフ

ァテハ）を置き換えると、（＊）＝章の数（１）、その後に、総合の節の数（７）、その後にそれぞれの節、その後

にそれぞれの節の文字の数、その後にギマトリア値のそれぞれの文字を書くと２ [*] [*] ４[*] [*] [*] [*] 4 [*] [*] [*] [*] 3３

[*] [*] [*] 4 [*] [*] [*] [*]、１９の倍数になる（１：１を参照） 

 

 [2:239] 例外的な状況の時、あなた方は歩きながら、または乗りながら祈っても良い。あなた方が、安

全になったら、神を賛美しなければいけない、彼があなたが全く知らなかったことを教えてくれたのだ

から。 

 

未亡人と離婚した女性達のための離婚手当 

 

[2:240] 死んで、妻達を残した者達は、一年の援助、彼らが住んでいたその同じ家の提供と一緒に遺言

が彼らの妻に提供されるべきである。 もし彼らが去るならば、正義がが維持されている限りあなた方

は、彼らがしたいことをさせたことに何も罪を犯していない、。神は万有である、最も賢い。 

[2:241] 離婚した女性も平等に提供されなければいけない。これは正義者への義務である。 

[2:242] 神はこのように彼の啓示をあなた方のために、あなた方が理解するかもしれため説明する。 

 

神のために努力をする 

 

[2:243] 彼らの家を逃げ出した者達を記したか － 彼らは何千人いたにもかかわらず － 死を恐れ

ていたのか？ 神は彼らに言った、「死になさい」それから彼らをよみがえらせた。神は彼の恵みを

人々に見せる、しかしほとんど人々は感謝をしない。 

[2:244] あなたは神のために戦わなければいけない、そして神は聴くお方、知っているお方であること

を知りなさい。 

[2:245] 多数を乗算して返済してもらえる正義の貸付け金を神に貸すのは誰か？ 神が供給し、差し控

える唯一のお方、そしてあなた方は神へ戻るのである。 

 

サウル王＊ 

 

[2:246] モーゼスの後のイスラエルの先導者達を記したか？ 彼らは彼らの預言者に言った、「もしあ

なたが、私達を導く王を任命するならば、私達は神のために戦うであろう」彼は言った、「もし戦いが

あなたに命じられたら、あなた方は戦わないのがあなた方の意向ではないのか？」彼らは言った、「家

と子供達を取り上げられて、どうして神のために戦わないことができようか？」それにもかかわらず、

戦いが彼らに命じられた時、少数以外彼らは拒否した。神は違反者達に気づいている。 

＊２：２４６ この同じ歴史は９章と１０章の聖書のサムエル記Ⅰにも語られている 

 
Questioning God's Wisdom  
 

[2:247] 彼らの預言者は彼らに言った、「神はタルート（サウル）をあなた方の王として任命した。」

彼らは言った、「どうして彼が王権を私達の上にもてるのか、私達のほうが彼よりもずっと王権をもつ



価値があるというのに；彼は裕福でもないというのに？ 彼は言った、「神はあなた方よりも彼を選択

した、そして豊富な知識と体を恩恵した。神は彼の王権を彼の意志する者誰でもに授ける。神は豊富な

お方、全知なお方。 

 

聖約の箱舟 

 

[2:248] 彼らの預言者が彼らに言った、「彼の王権の印は聖約の箱舟があなた方に返却され、あなた方

の主からの確信と、モーゼスの人々と、アロンの人々によって残された遺品を持ってくる。 それは天

使達によって運ばれるであろう。これはあなた方にとって、納得いく印であるべきである、もしあなた

方が本当の信者達ならば。」 

 

デイビッドとゴライアス 

 

[2:249] サウル王が軍の指揮を取った時、彼は言った、「神は泉を用いてあなた方を試験する。誰でも

それから飲むものは私に属さない － その味を見ない者達だけが私に属する－ 一すすりだけ以外

は。」少数以外彼らはそれを飲んだ。彼が信じる者達とそこを渡った時、彼らは言った、「もう私達は

ゴライアスと彼の軍に向かう力がない。」神に会うことを自覚している者達は言った、「多くの小さな

軍は、神の許可を受けて、大きな軍を打ち破った。神は断固とし我慢する者達と一緒におられる。」 

[2:250] 彼らがゴライアスと彼の軍隊に面した時、彼らは祈った、「私達の主よ、確固たる意志の強さ

と、私達の足者を強めてください、そして不信する人々対して私達を援助してください。」 

[2:251] 彼らは神の許可を受けて、彼らを打ち破った、そしてデイビットはゴライアスを殺した。神は

彼に王権と知恵をあげた、そして彼に彼が意志したことを教えた。もしそれが、他の者達に対抗する幾

人かの人々のための神の援助でなかったら、地球は大混乱になっただろう。しかし神は彼の恩寵を人々

に降らせる。 

[2:252] これらは神の啓示である。私達はあなたをとうしてそれらを暗唱する、＊真実に、あなたは、

使徒達のひとりである。 

＊２：２５２ コーランの数学的構成に一貫して、神は使徒の名前がここに、数学的に書かれなければいけないこと

を意志とした。コーランのの奇跡である１９を基本としたコードの発見は、神聖な神の使徒のために、神に力によっ

て留保されていた。この節の番号（２５２）たす、ギマトリアの値の「ラシャッド」（５０５）、たす、ギマトリア

値の「カリファ」（７２５）は、２５２＋５０５＋７２５＝１４８２または１９ｘ７８となる。この節に明確に適用

されている神聖な神の使徒の証明された身分の完全な詳細については付録２と２６を見てください。 

 
 

多くの使徒達／一つのお告げ 

 

[2:253] これらの使徒：私達は彼らの幾人かを他よりも恩恵を与えた。例は、神はあるものと話をし

た、そして私達は彼らの幾人かを高い地位へと上げた。そして私達はイエス、マリアの息子に、意味深

い印を上げた、そして彼を聖霊と一緒に援助した。もし彼が意志したならば、明らかな証明が彼らに来

た後、彼らを従う者達はお互い戦うことはなかっただろう。その代り、彼らは彼らの間で論争しあっ

た、ある者達は信じ、ある者達は不信した。神が意志したならば、彼らは戦わなかったであろう。すべ

ては神の意志のとうりになっている。 

 

仲裁なし＊ 

 



[2:254] おお、信じるあなた方よ、交換がない、縁故ひいいきのない、仲裁のない日が来る前に、私達

があなた方にあげた供給から慈善をあげなければいけない。不信者は不正である。 

＊２：２５４ サタンの賢いたくらみの一つはイエスや、モハメッドのような力のない人間の偶像に仲裁の力がある

とすることである。（付録８） 

 

 [2:255] 神、彼以外に他の神はいない、生きているお方、永遠なお方。ふと気づかないこと、または、

うたた寝が彼に急に迫ることは決してない。彼には、天と地の全てが属する。彼以外の意志によって以

外、誰が彼に仲裁できるのか？彼は彼らの過去、彼らの将来を知っている。彼の意志によって以外、誰

もどんな知識に到達することはない。彼の領域は天と地を包み込む、そしてそれらを支配することは彼

には決して負担ではない。彼は最も高いお方、最も素晴らしいお方。 

 

宗教には強制はない 

 

[2:256] 宗教に強制はいけない：正しい道が今間違えた道から分けられたのである。誰でも悪魔を告発

し、神を信じる者は、最強な綱をつかんだのだ；決して切れないもの。神は聴くお方、全能なお方。 

[2:257]   神は信じる者達の主である；彼は彼らを暗黒から光へと導く。不信する者達にとって、彼らの

主は彼らの偶像である；彼らは、光から暗黒へと導く－これらは地獄の住居者となるであろう；彼らは

永遠にそこに住む。 

 

アブラハムの勇気ある論争 

 

[2:258] 神が彼に王権をあげたにもかかわらず、主について、アブラハムと論争した者を記したか？ 

アブラハムは言った、「私の主が生と死を授けた」彼は言った、「私が生と死を授けた」アブラハムは

言った、「神が太陽を東からもってくる、あなたはそれを西から持ってくることができるか？」不信者

は困った。神は邪悪を導かない。 

 

死についての教訓 

 

[2:259] 死都と通りかけて、不思議に思った者を考えなさい、「どのように、神が死んだあとこれをよ

みがえらせるのだろう？神は彼を１００年間死なせた、それから彼をよみがえらせた。彼は言った、

「どのくらいあなたは、ここにいたのか？彼は言った、「私はここに一日か、ある部分の一日いた」彼

は言った、「違う！あなたは、ここに１００年いたのだ。それなのに、あなたの食べ物と飲み物を見な

さい；それらは腐らなかった。あなたのロバを見なさい－私達は人々のためにあなたに教訓を伝える。

さあどのように私達が骨を構成し、生を覆ったか記しなさい。」彼が何が起きたか気づいたとき、彼は

言った、「私は今神が全能なお方であること知った。」 

＊２：２５９ 私達がここで学ぶことは、死の時－不正者だけが死に － 正しい者は天国へ真っ直ぐ行く－それは

一日のように過ぎていくということである。（１８：１９－２５と、付録１７） 

 
 

それぞれの信者は皆、確信が必要 

 

[2:260] アブラハムは言った、「私の主よ、あなたがどのように死人をよみがえらせるか見せてくださ

い」彼は言った、「あなたは信じないのか？」彼は言った「信じます、しかし私は、私の心に、あらた

な自信を望みます。」彼は言った、「４羽の鳥をもってきて、彼らの目印を勉強しなさい、そして丘の

上にそれぞれの鳥の部分を置きなさい、それから彼らをあなたのところへ呼びなさい。彼らは急いであ

なたのところへ来るでしょう。あなたは神が万有であり、最も賢いことを知っているべきである。」 



 
 

最善な投資 

 

[2:261] 神のために彼らのお金を使う者達のたとえは、 穀物の１粒が、それぞれの穂に１００粒の穀

物をもつ７つの穂と産する。神は彼の意志する者誰にでも、これを多数にどんどん増やす。 

[2:262] 神のために彼らのお金を使う者達、そして彼らの慈善を侮辱や害することで続けないならば、

彼らの主から報酬を受けるであろう；彼らは何も恐れることはなく、何も哀しむことはないだろう。   

[2:263] 親切な言葉、情け深さは侮辱に続く慈善よりもずっと良い。神は裕福、寛容なお方。 

[2:264] おお、信じるあなた方よ、あなたの慈善を、神と最後の日を信じないで、彼のお金を見せつけ

るために使う者のように、人を非難したり、侮辱によって、あなたの慈善を無にしてはいけない。 彼

の例は薄い土によって覆われた石のようである、大量の雨が降るとすぐ、土が洗われて、使い物になら

ないただの石となる。彼らは彼らの努力から何も得ない。神は不信する人々を導かない 

 

慈善 

 

[2:265] 心からの確信から、神の喜びを求めて、彼らのお金をあげる者達の例は、非常によく肥えた土

の庭；大量の雨が降ると、それは二倍の穀物を与える。もし大量の雨がなければ、霧雨で十分である。

神はあなたがすることをすべて見ているお方。 

[2:266] 泉が流れ、豊富な収穫物と共に、ヤシの実の木々とぶどうの庭を持ち、それから彼が年を取っ

たとたん、まだ彼の子供達が彼に頼っている間、全焼死で彼の庭が焼けてしまうことをあなた方の誰か

は願うか？ 神はこのようにあなたが考えるかもしれないので、あなた方のために、啓示を明確にす

る。 

何をあげるのか 

 

[2:267] おお信じるあなた方よ、あなた方は、あなた方が稼いだ良い物から慈善にあげなければいけな

い、そして私達が、地上からあなたのために生産した物から。あなたの目がつぶってる以外あなた自身

が受け取らない、悪いものを選んであげてはならない。あなたは神が豊富で、賞賛に値するお方である

ことを知っているべきである。 

[2:268] 神があなた方に彼からの罪からの許しと恩寵を約束する間、悪魔は貧困を約束する、そしてあ

なた方に悪を犯すことを命じる。神は気前良く与えるお方、全知なお方。 

 

知恵：素晴らしい宝 

 

[2:269] 彼は彼が選んだ者だれにでも知恵を授ける、そして知恵を獲得する者は誰でも素晴らしい恵み

を獲得したのである。知能を持つな者達だけがそれを心に留めるであろう。 

名を伏せた慈善はより良い 

 

[2:270] あなたがあげるどんな慈善、またはあなたが果たす慈善の固い約束、神はすべてそれに気づい

ている。邪悪者は、彼らには救助人がいないであろう。 

[2:271] もしあなた方が、あなた方の慈善を宣言するならば、それらはそれで良い。しかし、もしあな

たが名をふせて、貧困者にあげるのであれば、あなたにとってそれはより良い、そしてあなたの罪をも

っと免除する。神はあなた方のすることすべてを認知しておられる。 

 



神は導く唯一のお方 

 

[2:272] あなたは、誰かを導くことに責任はない。神が（導くことを）選んだ者だけを導く唯一のお方

である。あなたがあげるどんな慈善は、あなたのために良いのである。あなたがあげるどんな慈善は神

のためにあるべきである。あなたがあげるどんな慈善は、ほんの少しの不正なく、あなたに再び払われ

るでしょう。 

[2:273] 慈善は神のために、苦しんでいる移住できない貧困者へ行くべきである。気づかない者は彼ら

の威厳のため彼らがお金持ちと思うかもしれない。しかしあなたは、ある特定な印によって彼らを気づ

くことができる；彼らは決して人々に継続して頼まない。あなたがあげる慈善は何でも、神は十分に気

づいている。 

[2:274] 夜も昼も、秘密にそして公的に慈善をあげる者達は、彼らの報酬を彼らの主から受け取る；彼

らは何も恐れることはなく、何も哀しむことはないだろう。 

 

高利貸しは禁止＊ 

 

[2:275] 高利を請求する者達は悪魔の影響によって支配されている者達と同じ位置にいる。これは彼ら

が高利貸しが商業と同じだと主張するからである。しかしながら、神は商業は許可し、高利貸しは禁じ

る。だから、彼の主のこの命令を心に留める者、高利貸しを止める者、彼は彼の過去のもうけを維持し

ても良い、そして彼の判決は神にある。高利貸しをしつこく繰り返す者達は、彼らは地獄をこうむる、

そこに彼らは永遠に住むのである。 

＊２：２７５－２７８ 過剰な金利の貸付金は、すべての国をすっかり破壊することができる確立した経済の原理で

ある。過去数年の間、私達は過剰な金利が請求された多くの国々の経済が惨害したのを目撃した。。通常のの金利は

－２０％以下 － 誰も被害にならず皆が満足している － それ高利貸しではないのである。 

 

 [2:276] 神は高利貸しを有罪宣告する、そして慈善に恩恵を与える。神はすべての不信者を嫌う、有

罪。 

神聖な保証 

 

[2:277] 信じ、正義な人生を送り、交信の祈り（サラット）を遵守し、義務の慈善（ザカット）をあげ

る者達は、彼らの主から報酬を受け取る；彼らは何にも恐れることはなく、何も深く悲しむことはない

であろう。 

[2:278] O you who believe, you shall observe GOD and refrain from all kinds of usury, if you are believers. 

おお、信じる者よ、あなたは神を遵守し、すべての種類の高利貸しから断たなければいけない、もしあ

なたが信者ならば。 

[2:279] If you do not, then expect a war from GOD and His messenger. But if you repent, you may keep 
your capitals, without inflicting injustice, or incurring injustice. 

もしあなたがしないならば、神と彼の使徒からの戦いを待ちなさい。しかしもしあなたが悔い改めるな

らば、不正を与えずに、または不正をこうむらずに、あなたはあなたの資産を保有しても良い。 

 [2:280] もし借金しているものが払えないならば、いい時を待ちなさい。もしあなたが慈善としてその

貸金をあきらめるなら、あなたにとってよりよいでしょう、もしあなたが知っているならば、。 

[2:281] あなたが神に戻るその日を警戒しなさい、それぞれの魂は、最少の不正なしに、それがしたす

べてを払われる。 



金銭の取引は書いておく 

 

[2:282] おお信じるあなた方よ、あなた方がどのような期間の貸付けを行う時、あなた方はそれを書い

ておかなければいけない。偏見のない書き手が書かなければいけない。書き手はこの世話を神の教えに

よって行うことを拒否してはいけない。彼は、借り手がその期間を口述する間書かなければいけない。

彼は、彼の主、神を遵守し、決してだましてはいけない。もし借り手が精神的に能力がなく、無力で、

口述ができない場合は、彼の保護者が公正に口述しなければいけない。二人の男性が証人として仕えな

ければいけない；もし二人の男性がいなければ、男性一人と女性二人の証言は全てを許可する。それは

もし一人の女性が偏見を抱かせた場合、もう一人が彼女に注意するためである。これをすることに呼ば

れた時、証人が証言するのは義務である。それがどんなに長くても、返済の時を含めて、詳細を書くこ

とに疲れてはいけない。これは神の目には平等なこと、よりよい証人を確信し、あなたが持つどんな疑

いも省ける。あなたがその現場で執行する商業の処理は記録する必要はない、しかしそれらは立証して

もらいなさい。書き手や証人が彼の世話のために害にあってはいけない。もしあなたが彼らに害をあた

えるならば、それはあなたの邪悪さである。あなたは神を遵守するべきである、そうすれば神はあなた 

＊２：２８２ 金銭取引が唯一２人の女性が１人の男性の証人に変わてもよい場合である。これは、一人の証人がも

う一人の証人と結婚をするかもしれない現実的な可能性から守るため、そしてその結果、彼女が偏ってしまうことか

ら守るためである。女性が男性より感じやすいのは一般に承認された事実である。 

 
 

 [2:283] もしあなたが旅行をしていて、書き手がいない場合、支払いを保証するために、担保を供託し

なければいけない。もしその者がこの行儀に信頼しているのなら、あなたは担保を支払いの日に戻さな

ければいけない。誰でも証言を与えるのを差し替える者は心底は邪悪である。 

[2:284]  神に天と地の全てが属する。あなたの心の奥の考えを宣言しようと、それらを隠しておこう

と、神はあなた方にそれらの責任をとらせる。彼は彼が意志する者を誰でも許す、そして彼が意志する

者誰でもを罰する。神は全知なお方。 

 

神の使徒達の間でどんな区別をつけてはいけない 

 

[2:285] 使徒は彼の主から彼に送られた者を信じた、そして信者達も。彼らは、神、天使、彼の経典、

彼の使徒達を信じる：「私達は彼の使徒達の間で区別はしない」彼らは言う、「私達は聴き、私達は従

う。私達を許してください、私達の主よ。あなたが、最終の運命である。」 

＊２：２８５ 一つの重要な命令は、「神の使徒達の間で、区別をつけてはいけない」ことである。「２：１３

６、３：８４、４：１５０」。信者達は、「私たちは聴く、そして私達は従う」と言うことによって、反応を示す、

ところが一方、偶像崇拝者達は、すべての他の使徒を排除してまでも、神の隣にモハメッドの名をあげることを正当

だと理由づけて反論する。堕落したイスラム教徒は、信仰の宣言（シャハダ）と交信の祈りの間、モハメッドの名を

あげる。（７２：１８を参照） 

 [2:286] 神は魂の相応以上の負担をかけることは決してしない：稼いだぶんが、賞賛される、そして犯

した分が不利益される。「私達の主よ、もし私達が忘れたり、間違いをおかしたならば、私達を非難し

ないでください。私達の主よ、悔い改めることが遅すぎるまで罪をおかさないよう、私達を守ってくだ

さい。私達を勘弁してください、私達を罪から許してください。あなたは私達の主、そして主人。不信

する人々から勝利を私達に授けてください。」

 

Cumulative frequency of the word GOD for this 
Sura =  

  
Cumulative sum of verses where the word 
GOD occurs for this Sura = 

284   

 

 



 

 

 

 

* 

私達はあなた方が顔を空にむけて（正しい方向を探して）いるのを見た。私達は今あなた方が喜ぶケブ

ラを割り当てた。これからは、あなた方は、顔を神聖なマサジッドの方向へ向けなければいけない。ど

こにいても、あなた方すべては、あなたの顔をその方向に向けなければいけない。以前の経典を受け取

った者は、これが彼らの主からの真実であることを知っている。神は彼らがするすべてのことを決して

気づかないことはない。 
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