
４章 女性達 （アン・二サーア） 

 

[4:0] 慈愛深い慈悲深い神の御名において 

[4:1] おお、人々よ、あなたの主を遵守しなさい：一人からあなたを創造され、それから連れ合い

を創られ、その二人から多くの男女を広めた唯一のお方。 あなた方が誓ったお方、神を尊敬しな

ければいけない、そしてあなたの両親を。神はあなたを見守っておられる。＊ 

 

＊＊ ４：１ これは２番目に長い章である、そして題名が女性の権利を守ることを目標にしていることが示

される。どの解釈も女性の権利に有利でなければばいけない、その反対でなく。 

 

孤児を考慮する 

  

[4:2]    あなた方は孤児達に彼らの正当な所有分を渡さなければいけない。善を悪によって入れ替え

てはいけない、そして彼らの所有分をあなた方のものと一緒にして消費してはいけない。それは酷

い不正である。 

多妻の根拠＊ 
 

[4:3] もしあなた方が、孤児達のために最適と判断するならば、あなた方は彼らの母親と結婚して

もよい― あなた方は２人、三人、または四人と結婚してもよい。もしあなた方が、不平等になる

ことを恐れるならば、あなた方は一人、または既に一緒にいる者で満足しなければいけない。それ

に加えて、そうすることでおそらくあなたは金銭の苦難を避けるであろう。 

＊＊４:３ 多妻の詳細の議論は付録の３０を参照 

[4:4] あなた方は、平等に、彼らに与えられるべき結納金を女性達にあげなければいけない。もし

彼らが進んでそれらの権利を失うのであれば、あなた方はそれを受け入れてもよい；それは正当に

あなた方のものになる。 

[4:5] 神があなたに守護者として信託した所有物を未熟な孤児達に、あげてはいけない。あなた方

はそれらから彼らに供給し、洋服を着せ、彼らを親切にもてなさなければいけない。 

[4:6] あなた方は彼らが思春期に到達した時、孤児達を試験しなければいけない。彼らが成人した

ことを確認したらすぐに彼らの所有物を彼らにあげなさい。彼らが大きくなる前に、急いでそれを

過度にに消費してはいけない。裕福な守護者はどんな賃金も請求してはいけない、しかし、貧しい

守護者は、平等に請求してもよい。あなた方が彼らに彼らの所有物をあげる時、あなた方は証人を

持たなければいけない。神が清算者として十分である。 

女性達の相続の権利 

 

[4:7]    男性は両親と親戚が残したわけ分を受け取る。女性も両親と親戚が残したわけ分をを受け取

る。その相続が少なかれ多かれ、決められた割り当て分を（女性は受け取らなければいけない） 

 

[4:8] 相続を分ける間、もし親戚、孤児、または貧しい人達がいる場合、あなた方は彼らにそれか

らあげるべきである、そして彼らを親切にもてなすべきである。 
 



[4:9] 彼ら自身の子供達について心配する者達については、万が一彼らが彼らを残して世をさるな

らば、彼らは神に遵守し、公平でなければならない。 

 

[4:10] 孤児たちの所有物を不正に使う者達は、彼らのお腹に火を食べなさい、そして地獄にて苦

しむであろう。 
 

もし遺言が残されていない時は＊ 
 

[4:11] 神はあなた方の子供達の利益のために遺言を命じる：男性は女性の分けまえの２倍を受け

取る。もし相続人が女性だけで２人以上のの場合、彼らは遺言で預かった３分の２をもらう。もし

娘が一人だけの場合、彼女は２分の１をもらう。亡くなった者の両親はもし亡くなった者が子供を

残した時、それぞれ６分の１を相続する。もし彼には子供がいなく両親だけが相続人の場合、その

母親は３分の１をもらう。もし彼に親戚がいたならば、母親は６分の１をもらう。これらすべて

は、亡くなった者のすべて遺言を満たし、そしてすべての借金を払った後である。あなたの両親と

子供達に関しては、あなたは誰が本当にあなたに一番良く、最も有益があるか識別できない。これ

は神の法である。神は全知なおかた、最も賢いお方。 
 

＊＊４：１１ 一般的に、娘が夫によって大事にしてもらっている間、息子が家族の責任を取る。しかし、コ

ーランは２：１８０に遺言は残された者達の的確な状況と共にしたがって残されることを推薦している。例え

ば、もし息子がお金持ちで娘が貧乏ならば、遺言には娘にすべてをあげること、または息子の２倍あげてもよ

い。 

 

配偶者達のための相続 
 

[4:12] あなたは、もし彼らに子供達がいなければ、あなたの妻達が残した半分をもらう。もし彼

らに子供達がいれば、あなたは彼らが残した四分の１をもらう。これらすべては、亡くなった者達

の遺言をすべて満たし、そしてすべての借金を払った後である。彼らは、もしあなたに子供達がい

ない時、４分の１のあなたが残したものをもらう。もしあなたに子供達がいるならば、彼らは８分

の１の遺贈をもらう。これらすべては、亡くなった者の遺言をすべて満たし、そしてすべての借金

を払った後である。もし亡くなった男性または女性が一人の場合で、２人の親戚を残した場合、彼

らは、３分の１の相続の配分を同等に分ける。これらすべては、亡くなった者の遺言をすべて満た

し、そして、すべての借金を払った後である、そうすれば、誰も傷つくことはない。これは神から

命じられた遺言である。神は最も全知なるお方、寛大なるお方。 
 

神は彼の使途を通して私達に伝達する 

 

[4:13] 神の法がある。神と彼の使途に従う者達は、彼は彼らを小川の流れる庭園へ入ることを認

めるであろう、そこに彼らは永遠に在住する。これは最大な勝利である。 

 

[4:14] 神と彼の信者に従わず、彼の法に違反するものは、彼は彼を地獄へ入れることを認める、

彼はそこに永遠に在住する。彼は恥べき天罰をこうむったのである。 

 

健康のための隔離 
 

[4:15] あなた方の女性達の間で姦通する者達は、彼らに対して、あなた方の間から４人の証人を

持ってこなければいけない。もし彼らが証言するならば、あなた方はそのような女性達を彼らが死

ぬまで、または神が彼らに出口を創るまで彼らを彼らの家に留めておかなければいけない。＊ 

 



＊＊４：１５ ４つの異なる場合にて、４人の異なる相手と姦通を犯す行動において、４人の人々によって目

撃された一人の女性は、公衆衛生に危険であることを意味する。そのような女性は、病原菌の貯蔵所である、

そして健康のための隔離は彼女から社会を守る。隔離されている女性を助ける良い例は、彼女と結婚する願い

があるものと結婚させることである、そうすることによって、彼女と社会を守るのである。 

 

[4:16] 姦通を犯した男女は罰されなければいけない。＊もし彼らが悔い改め、改善するならば、

あなたは彼らに干渉してはいけない。神は贖うお方、最も慈悲深いお方。 

 

＊＊４；１６ ５：３８と２４：２にあるように、罪ある者を公共にさらすことは、主要な抑止になる。 

 

悔い改め 
 

[4:17] 悔い改めは、無知のゆえ罪に落ち、その後すぐに悔い改める達者は神によって認められ

る。神は彼らを贖う。神は全知なお方、最も賢いお方。 

 

[4:18] 認められないのは、彼らに死が来てようやく、罪を犯した者達がする悔い改め、それから

言う「今、私は悔い改める。」不信者として死ぬ者達の悔い改めは受け入れられない。それらに

は、私達は苦しい天罰を準備した。 

 

[4:19] おお信じるあなた方よ、女性達が彼らの遺言に反して残したものを相続することは合法で

はない。あなた方は、彼らが証明されている姦通を犯していない限り、あなた方が彼らにあげたど

のようなものも彼らに無理やりあきらめさせることをしてはいけない。あなた方は、彼らを心地よ

く待遇するべきである。もしあなた方が彼らを嫌うならば、あなた方は神が沢山の良さを配置した

もの嫌うがよい。 

 

女性のための保護 
 

[4:20] もしあなた方が現在の妻のところに他の女性と結婚することを願い、あなた方がかなりた

くさんのものをらあげたならば、あなた方は彼女にあげたどのような者も取り戻してはいけない。

あなた方はそれを、不正的に、悪意を持って、罪深くしてまでも取るのか？ 
 

[4:21] どうしてそれを取り返すことができるのか、あなた方はお互いに親密な関係を持ち、そし

て神聖な誓いをとった後に？ 

 

父親への尊敬 

 

[4:22] あなた方の父親と以前結婚していた女性達と結婚してはいけない－現在の結婚は免除す

る、そして別れてはいけない－それは酷い違反である、そして忌まわしい行動である。 

 

禁じられてる近親相姦 

 

[4:23] 結婚で禁じられているのは、あなたの母親、あなたの娘、あなたの妹、あなたの父親の

妹、あなたの母親の妹、あなたの弟の娘、あなたの妹の娘、あなたの授乳婦、あなたと同じ女性か

ら授乳された女の子、あなたが床入りをしたあなたの妻の母親－もし床いりしていなければ、あな

たはその娘と結婚しても良い。また禁じられているのは、あなたの血のつながった息子と結婚した

女性。またあなたは２人の妹と同時に結婚してはいけない、しかし現在の結婚を解消してはならな

い。神は容赦されるお方。最も慈悲深いお方。 

 



互いの魅力と結納金は必須 

 

[4:24] 加えて、彼らがあなた方と一緒に戦争にいる不信する夫達から逃げてくる者達以外＊、禁

じられているのは、すでに結婚している女性。これらはあなた方への神の命じである。他の分類す

べては、あなた方が彼らに与えられるべき結納を払えば、結婚することに許可される。あなた方

は、姦通を犯さないことによって、道徳性を維持しなければいけない。彼らの間であなたが好む者

には、あなたは、彼らのために命じられた結納を彼らに払わなければいけない。あなた方は、結納

のどのような調整にも互いに同意していれば、間違いを犯していない。神は全知なお方、最も賢い

お方。 
 

＊＊４：２４ もし信じる女性達が、信者達と共に戦争にいる不信する夫達から逃げるならば、彼らは再婚の

前に、離婚を得なくても良い。６０：１０を参照。 

 

[4:25] あなた方の間で、自由な信者の女性達と結婚する金銭的余裕のないもは、奴隷の信者と結

婚しても良い。神はあなた方の信仰について最もよく知っている、そして信仰に関する限り、あな

た方はお互いに平等である。あなた方は、彼らと結婚をする前に、彼らの守護者から許可をもらわ

なければいけない、そして彼らに平等に与えられるべき結納を払いなさい。彼らは姦通を犯した

り、秘密の愛人を持つことなく、道徳的な態度を維持しなければいけない。彼らが結婚によって、

ひとたび自由になって、もし彼らが姦通を犯したならば、彼らの罰は自由の女性の半分である。＊

奴隷と結婚することは、待つことができない者達の最後の手段でなければいけない。辛坊強いほう

があなたにとって良い。神は容赦するお方、最も慈悲深いお方。 

 

＊＊４：２５ この法は、姦通の罰が破壊されたイスラム教徒の法に述べられているような、死ぬまで石打を

することは、可能ではないことを証明している。 （２４：２を参照） 

 

[4:26] 神はあなた方ために事柄を説明すること、そして過去の先例をとうしてあなたがを導くこ

と、そしてあなたを容赦することを意志される。神は全知なお方、最も賢いお方。 
 

神の慈悲 
 

[4:27] 神はあなたを贖うことを望む、彼らの欲望を追い求める者達が、あなた方が大きな脱線で

それることをの望んでいる間、神はあなた方を贖うことを望まれる。 

 

[4:28] 神はあなた方の負担を和らげることを望む、人間は弱く創られているため 

 

禁止されている殺人、自殺、そして不正利益 

 

[4:29] おお信じるあなた方よ、お互いの所有物を不正に消費してはいけない － お互いに受け

入れた取引のみが許可されている。あなた方はあなた方自身を殺してはならない。神はあなた方に

対して慈悲深いお方。 

 

[4:30] 誰でもこれらの取引を悪意を持って、わざと犯す者は、私達は彼に地獄の有罪判決を下

す。これは神にとって容易である。 

 

[4:31] もしあなたがあなた方に禁じられた酷い罪を犯すことを断つならば、私達はあなたの罪を

免除し、高貴な入場をあなたに認めるであろう。 

 

独特な特質を授けられている男性と女性 



 

[4:32] あなた方は神によって互いに与えられた特質をむやみに欲しがってはいけない；男性はあ

る一定の特質を楽しみ、そして女性はある一定の特質を楽しむ。あなた方は彼の恩寵が降ることを

神に懇願するがよい。神はすべての事を十分に気づいておられる。 

 

神によって提案された相続の法に逆らってはならない 

 

[4:33] あなた方それぞれのために、私達は、両親と親戚によって残された相続からの分担を示し

た。また結婚をとうしあなたと親類になった者達は、あなたは彼らの与えられるべき分担を彼らに

あげなければいけない。神は全ての事を証人される。 

 

あなた方の妻をたたいてはならない＊ 

 

[4:34] 男性達は女性達のために、責任を任された、＊＊そして神は一定の特質を彼らに授けた、

そして彼らを稼ぐ人とした。正義な女性達はこの取り決めを喜んで受け入れる、それが神の命じな

のだから、そして彼らが留守のあいだ彼らの夫達を尊敬する。もしあなた方が、女性の反抗を経験

するならば、あなた方は最初彼らと話すべきである、それから（あなた方は、不快な刺激として例
えば）ベッドから彼らを見捨てる、それから、あ方は、（最後の手段として）彼らをたたくいても

よい。もし彼らがあなた方に従うならば、あなた方は彼らに対して違反することは許可されていな

い。 

 
＊＊４：３４ 神は最適な心理的な手法を使って、妻の虐待を禁じている。例えば、もし私があなたに、X 店

で買い物をしもらいたくなければ、私はあなたに Y 店で買い物をすることを頼む、それから Z 店、それから最

後の手段として X 店。これは効果的に、あなたを侮辱することなく、あなたを X 店から買い物することを止め

させるであろう。同様に、神は妻の虐待に、代案をを供給している、まず初めに彼女と論理的思考になる、そ

れから、悪い刺激を使用する。この章の課題は、女性の権利を守ること、一般に行われている女性の圧制に対

抗するためであること覚えていなさい。この章の節のどの解釈も女性を助力しなければいけない。この章の課

題は「女性の保護」である。 

 
＊＊４：３４ この表現は、神が夫を「船長」として支持していることを単純に意味する。「結婚は船のよ

うである、そして船長が彼の士官と当然にされるべき相談をした後に進める。信者である妻は神の支持を反抗

せずに快く受け入れる。 
 

 

結婚の仲裁 

 

[4:35] もし、男女が別れることを恐れるならば、あなた方は彼の家族と彼女の家族から仲裁者を

支持しなければいけない；もし彼らが和解を決意するならば、神は彼らが一緒になるよう助けるで

あろう。神は全知なお方、認知されるお方。 

 

主要な命じ 
 

[4:36] あなた方は神のみを崇拝しなければいけない－彼と何も関係づけてはいけない。あなた方

は両親、親類達、孤児達、貧しい者達、関係ある近所の人々、関係のない近所の人々、近い同僚、

旅行中の他人、そしてあなた方の召使い達を考慮しなければいけない。神は傲慢な見せびらかし者

達を好まない。 

 

[4:37] けちな者達は人々にけちであることを熱心に勧める、そして神が彼の豊富さから彼らに授

けたものを隠す。私達は不信者達に惨めな天罰を用意した。 



 

[4:38] 彼らは神と最後の日を不信する間、見せるためにだけに援助のお金をあげる。もしある者

の仲間が悪魔ならば、それは最悪の仲間 

 

[4:39] なぜ彼らは、神、最後の日、そして神の供給から彼らにあげることを信じないのか？神は

彼について十分に気づいておられる。 

 

神聖な公正 
 

[4:40] 神は原子の重さの不正さえも負わせない。その反対に、彼は正しい仕事のだめには、多数

のほうびをどんどん増やす、そして彼からの素晴らしい報酬をあたえる。 

 

[4:41] だから（審判の）その日が来る時、私達はそれぞれの集団から、証人を呼ぶであろう、そ

してあなたは（その使徒は）これらの人々の間で証人として仕えるでしょう。 

 

[4:42] その日、不信した者達、使徒に逆らった者達は、彼らが地面の高さであることを望む；た

った１つの発言さえも彼らは神から隠すことはできないであろう。 
 

何が沐浴を無効にするか 

 

[4:43] おお信じるあなた方よ、交信の祈り（サラット）を酔っている間に遵守してはならない、

それは、あなたが何を言っているかわかるようにである。また、あなたが道で旅行中でない限り、

性的オルガズムの後の水浴なしに：もしあなたが病気や旅行中、またあなたが、尿または糞便に関

係する排せつ（おならなど）、または女性に（性的に）ふれる、そしてあなたが水を見つけること

ができないなら、あなたはきれいな乾燥した土を触り、あなたの顔と手ををふくことによってタヤ

マン（乾燥沐浴）を遵守しなければいけない。神は勘弁されるお方、罪を許すお方。 
 

[4:44] あなた方は経典の一部分を受取った者達のことを記したか、そしてどのように彼らがそれ

ることを選んだか、そしてあなた方がその道からそれることを願っていることを？ 

 

[4:45] 神はあなた方の敵を一番よく知っているお方。神は唯一の主、主人。神は唯一の援助する

お方。 

 

[4:46] ユダヤ教徒者達の中には、その言葉を真実を以上に曲げる者達がいる、そして彼らは言う

「私達は聴く、しかし私達は従わない。」そして「あなたの言うことには耳を傾けない。」そして

「ラッエナ（私達の羊かい）」彼らはその宗教を馬鹿にするために彼らの舌をひねる。もし彼ら

が、「私達は聴くそして私達は従う、」そして「私たちはあなたを聴く」そして「ウンザナ（私達
を見守ってください）」と言ったならば、彼らにとってより良かったのに、そしてより正義だった

のに。そのかわりに、彼らの不信のために彼らは神からの罰をこうむった。その結果、彼らの大多

数は信じることができないのである。 

 

＊＊４：４６「ラーエナ」という語は、あるヘブライ語を話す人々によって汚い語のような聞こえるように曲

解された。２：１０４を参照。 

 

[4:47] おお経典を受け取ったあなた方よ、私達がある一定の顔達を追放する前に、または私達が

サバスの神聖を汚した者達に有罪判決を下しように、彼らを宣告し消滅させる前に、あなた方が持

っているものを確証した私達が啓示したものを信じるべきである。 

 



許されない罪 

 

[4:48] 神は偶像崇拝を許さない、＊しかし彼は彼が意志する誰にでも、それより劣った犯罪を許

す。誰でも神以外に偶像を置く者は、酷い犯罪を模作したのである。 

 

＊＊４：４８ 偶像崇拝者は、もし死ぬまでそれを維持したならば許されない。誰でもいつでも、死が来る前

に、偶像崇拝を含むどんな違反からも悔い改めることができる （４：１８と４０：６６を参照） 

 

[4:49] あなた方は彼ら自身を高くする者を記したか？ その代り、神が彼が意志する者誰でも

を、最少の不正なく高くする唯一のお方。 
 

[4:50] 彼らが神についてどのように偽造したか記しなさい；なんと酷い違反！ 

 

[4:51] 経典の一部分だけを受け取った者達を記したか、そして彼らがどのように偶像崇拝を信

じ、嘘の学説を信じたか、そのうえ言う、「不信者達は信者達よりもずっと導かれているの

だ。」？！ 

 

[4:52] 神の有罪宣告をこうむったのは彼らである、そして誰でも神が宣告する者達は、あなたは

彼のための援助者を見つけることはないだろう。 

 

[4:53] 彼らは、主権の分け前を所有しているのか？ もし彼らが持っていたとしても、彼らは

人々に一粒さえもあげないであろう。 
 

[4:54] 彼らは神が彼らに彼の恩恵を見せたために、その人々がうらやましいのか？ 私達はアブ

ラハムの家族に経典と知恵をあげた；私達は彼らに偉大な権利を授けた。 
 

[4:55] 彼らの間の幾人はそれを信じた、そして彼らの間の幾人はそれを拒絶した；これらのため

の唯一の公平な天罰は地獄である。 

 

地獄の寓話的記述 

 

[4:56] 確かに、私達の啓示を不信する者達は、私達は彼らを地獄の火へと有罪宣告するであろ

う。彼らの皮膚が焼ける時はいつでも、私達は新しい皮膚を彼らに与えるであろう。だから彼らは

継続して苦しむであろう。神は力あるお方、最も賢いお方。 

 

[4:57] 信じ、正義な人生を歩む者達は、私達は彼らを泉の流れる庭園へと入場させるであろう；

彼らは永遠にそこに住む。彼らは、純潔な配偶者をそこで持つであろう。私達は彼らを至福の日蔭

へ受け入れるであろう。 

 

唱えられた正直と公正 

 

[4:58] 神はあなた方に、人々があなた方を信頼したすべてのものを返すことを命じた。もしあな

た方が人々の間で判断するならば、あなた方は平等に判断しなければいけない。全く、最善な悟り

は、神があなた方に推薦すること。神は聴いているお方、見ているお方。 

 

[4:59] おお信じるあなた方よ、あなた方は神に従わなければいけない、そしてあなた方は使徒に

従わなければいけない、そしてあなた方の間の責任者達を。もしあなた方がどのような事を論争す

るせよ、あなた方はそれを神と使徒に言及しなければいけない、もしあなた方が神と最期の日を信



じるならば。これはあなたにとってより良いことである、そして最適な解決策をあなた方に提供す

る。 

 

信者達それとも偽善者達？ 

 

[4:60]    あなた方は、あなた方に啓示されたこと、あなた方以前に啓示されたものを信じると主張

して、彼らの偶像の不平な法を主張する者達を記したか？彼らはそのような法を拒否することを命

じられた。全く、それは彼らをずっと遠くに迷わす、悪魔の願望である。 

 

[4:61] 彼らが、「神が啓示したこと、そして使徒へ来なさい。」と言われた時、あなた方は偽善

者達があなたを完全に避けているのがわかる。 

 

[4:62] 彼らに、彼ら自身の仕事の結果災難がやってきた時、どうなるのだろう？彼らはあなたに

来て、神に誓うだろう：「私達の意向は良く、正義だったのだ！」 

 

[4:63] 神は彼らの心の奥深い意向を十分に気づいている。あなた方は、彼らの魂が救われるかも

しれないので、それらを知らないふりをして、彼らに教え示し、そして彼らに良い助言をあげなけ

ればいけない。 

 

質問することのない服従：真の信者の特質 
 

[4:64] 私達は、神の意志によって、従がわせる以外に使徒を送っていない。もし彼らが彼らの魂

に悪いことをした時、あなたに来て、罪の許しのために神に祈り、そして使徒が彼らの罪の許しを

祈ったならば、彼らは罪から購ってくれる神、もっとも慈悲深いお方を見つけたはずだ。 

 

[4:65] 極めて、まったく、あなたの主に誓って：彼らが彼らの論争について判断するためにあな

た来ない限り、その後、あなたの判断を受け入れるにあたって、彼らの心の中にためらいがまった

くない限り、彼らは信者ではない。 

 

神の試験が理性的ではないことは決してない 
 

[4:66] もし私達が：「あなた方の命を提供しなければいけない、」又は「あなた方の家をあきら

めなさい、」などと彼らに命じたならば：彼らのうちの少数以外彼らはそれをしないだろう。 

（たとえそのような命令が下された場合）彼らが命令されたことしたほうが、それは彼らにとって

より良いのである、そして彼らの信仰の強さが証明されるのである。 

 

[4:67] そして私達は彼らに素晴らしい報酬をさずけたのに 
 

[4:68] そして私達は彼らを正しい道へと導いたのに。 

 

信者達の平等 
 

[4:69] 神と使徒に従う者達は神によって恩恵を授かるものに属する－預言者、聖人、殉教者、そ

して正義者。これらは最高の仲間である。 

 

[4:70]    それが神からの恩恵である；神は一番知っているお方 
 



[4:71] おお信じるあなた方、あなた方は、警戒を保ち、個人で起動するか、またはみんな一緒に

結集するべきである。 

 

[4:72] 確かに、あなた方の間で、ぐずぐずする者達がいる、逆行があなた方を悩ますと、彼ら

は、「神は私が彼らと一緒に殉教されないように私に恩恵をあたえられた。」と言うだろう。 

 

[4:73] しかし、もしあなた方が神からの恩恵に到達すると、彼らはまるであなた方と彼らの間に

何の友情もなかったかのように言っただろう、「私は私が彼らと一緒にいたことを願う、そうすれ

ば私はそのような偉大な勝利を分かち合うことができたのに。」 

 

[4:74] 神のために快く戦う者達はこの世を捨てて来世を好む。誰でも神のために戦い、殺される

ものは、勝利をつかむ。私達は確かに彼に素晴らしい報酬を授けるだろう。 

 

信者達は恐れ知らず 

 

[4:75] なぜ神のために戦わないのか、弱い男達、女達、そして子供達が懇願している時：「主

よ、私達を圧制的な人々のいるこの集団から救い出してください、そしてあなたが私達の主そして

主人であってください。」 

 

[4:76] 不信する者達が暴政のために戦っている間、信じる者達は神のために戦っている。だか

ら、あなた方は、悪魔の仲間達と戦わなければいけない；悪魔の力は無である。 

 

[4:77] あなた方は、それらが、「あなた方は、戦わなくていもいい；あなた方に必要とするすべ

ては、交信の祈り（サラット）を遵守すること、そして義務の慈善（ザカット）をあげることであ

る、」と言われたのを記したか、そして彼らに戦うことが命じられた時、彼らは神を恐れたのと同

様に人々を恐れた、もしくはよりずっと？ 彼らは言った、「主よ、なぜあなたは私達にこの戦い

を強制するのか？もし唯一あなたが私達にしばらくの間延期させたなら！」言いなさい、「この世

の物は無であると同時に、来世は正義者にとってずっと良いのである、そしてあなた方は本の少し

の不正に苦しむことは決してないのである。」 
 

神が全ての実行者＊ 
 

[4:78] あなたがどこにいようと、死はあなたに追いつくだろう、もしあなたが格別のお城に住ん

でいても。何か良いことが起きる時、彼らは言う、「これは神からだ」と、そして何か悪いことが

彼らを悩ますと彼らはあなたのせいにする。言いなさい、「すべては神から来る。」なぜこれらの

人々はほとんどすべて、誤認するのだろうか？ 

 

＊＊４：７８ 悪いことは私達自身の行いの結果である。（４２：３０、６４：１１）しかしながら、神が全

ての実行者なのである（８：１７）神は私達に火を創った、しかしあなた方はそれに指を入れることによっ

て、痛い思いをするのである。 

 

神から悪いことは何も来ない 
 

[4:79] あなた方に起きる良いことはすべて神からである、そしてあなたに起きる悪いことはすべ

てあなた方からである。私達はあなたを使徒として人々へ送った、＊そして神が証人として十分で

ある。 

 



＊＊４：７９ モハメッドは預言者としての身分の証明を与えられなかった。このゆえに「神が証人として十

分である」という表現なのである。（２９：５１－５２）。モハメッドのギマトリアの値は９２である、そし

て９２＋７９＝１７１＝１９ｘ９ 

 

[4:80] 誰でも使徒に従う者は神に従っているのである。そむく者達に関しては、私達はあなたを

彼らの守護者としては送っていなかった。 

 

[4:81] 彼らは従うことを誓約する、しかし彼らはあなた方から去るとすぐ、彼らの中の幾人かは

彼らが言ったこととは反対の意向を心に抱く。神は彼らの心の奥深い意向をを記録している。あな

たは彼らを無視し、神を頼りにしなさい。神が主唱者であることで十分である。 

 

神聖な著作者の証明 
 

[4:82] なぜ彼らはコーランを注意深く勉強しないのか？ もしそれが神ではない他の者からなら

ば、彼らは数多くの矛盾を見つけただろう。＊ 
 

＊＊ ４：８２ コーランは暗黒時代に啓示されたにもかかわらず、あなた方はそれのどこにも無意味なこと

を見つけることはできない；神聖な著作者のもう一つの証明である（初めにと付録１を参照） 
 

 

悪魔のうわさに注意しなさい 

 

[4:83] 安全に影響するうわさが彼らの移動中に来る時、彼らはそれを広める。もし彼らがそれを

使徒と彼らの責任者に言及したならば、それらの事項を理解する者達はそれらを知らせただろう。

もしそれがあなた方への神の恩寵、そして彼の慈悲でなかったならば、少数以外は悪魔について行

っただろう。 

 

[4:84] あなた方は神のために戦わなければいけない；あなた方はあなた方自身の魂のためだに責

任がある、そして信者達に同じようにすることを熱心に勧めなさい。神は不信者達の力を無効にす

るであろう。神はより一層、力がある、そしてより一層効力がある。 
 

責任 
 

[4:85] 誰でも善行に仲裁する者は、その称賛の分け前を受け取る、そして誰でも悪行に仲裁する

ものは、その分け前をこうむる。神はすべてのことを支配している。 

 

あなたは丁重であるべきある 
 

[4:86] 挨拶によって挨拶するとき、あなたはより良い挨拶または最低同様に返答しなければいけ

ない。 

 

[4:87] 神：彼以外に神はいない。彼は確かに復活の日にあなた方を招集するであろう－避けられ

ない日。神のよりも一層真実な語りは誰のか？ 

 

どのように偽善者を扱うか 
 

[4:88] なぜあなた方は（あなた方の間の）偽善者達に関して２つの派に分裂するのか？ 彼ら自

身の態度のために神が彼らに判決を与えた唯一のお方である。あなた方は神によって道に迷わされ



た者達を導きたいのか？ 誰でも神が迷わせた者達は、あなた方は決して彼らを導く方向を見つけ

ることはできない。 

 

[4:89] 彼らは彼らが不信したように、あなた方が不信すること願う、そうすればあなた方が同等

になるから。彼れらがあなた方と一緒に神のために結集しない限り、彼らを友達として考えてはい

けない。も彼らがあなた方に対こうするならば、あなた方は彼らを戦うべきである、そしてあなた

方が戦いで彼らに遭遇するならば、あなた方は彼らを殺しても良い。あなた方は彼らを友達、また

は仲間として認めてはいけない。＊ 

 

＊＊４：８９ すべての戦いの基本的規定は６０：８－９に示される。 

 

[4:90] 免除される者達は、あなた方が平和条約に署名した者達、そして一緒に参加した人々、そ

してあなた方と戦うことを願わなくてあなた方のところに来た者達。もし神が意志したならば、彼

は彼らにあなた方に対抗して戦うことを許可できた。だからもし彼らがあなた方を放っておき、あ

なた方と戦うことをやめ、あなた方に平和を提供するならば、神はあなた方に彼らと戦うなんの言

い訳も与えない。 
 

[4:91] あなた方は、あなた方と、そして彼らの人々と平和を交わすことを願う他の者達をみつけ

るだろう。しかし、戦争が突発するとすぐ、彼らはあなた方に対抗して戦う。これらの人々があな

た方を放っておき、平和をあなた方に提供し、あなた方に対抗し戦うことをやめない限り、あなた

方は彼らに遭遇する時は、彼らと戦っても良い。これらに対して、私達は、あなた方に明確な権利

を与える。 

 

あなた方は殺してはいけない 

 

[4:92] 信者は、事故以外、他の信者を殺してはいけない。もし信者を事故で死なせたならば、彼

は信者の奴隷一人を自由にすることによって罪滅ぼしをしなければいけない、そしてその被害のあ

った家族に、賠償金を払わなければいけない。もしあなたが、自由にする奴隷を見つけることがで

きないならば、＊あなたは神によって許されるために、２か月間続けて断食をすることによって罪

滅ぼしをしなければいけない。神は知っているお方、最も賢いお方。 

 

＊＊４：９２ 奴隷制度は存在しないので、違反者は２か月間続けてのの断食をすることによって罪滅ぼしを

しなければいけない。 

 

許されない違反 

 

[4:93] 誰でも信じる者を計画的に殺す者は、彼の天罰は彼が永遠に住む地獄である。神は彼に怒

っている、そして彼に有罪の判決をし、彼のために酷い天罰を準備した。 

 

[4:94] おお信じるあなた方よ、もしあなた方が神のために攻撃するならば、あなた方は絶対的に

確かでなければいけない。あなた方に平和を提供する者に、「あなたは信者ではない」などと言っ

てはいけない。神は、無限の戦利品を所有する。あなた方が昔彼らのようだったことを思い出しな

さい、そして神があなた方に恩恵をくださったのである。だから、あなた方は（あなた方が攻撃す

る前に）絶対的に確かでなければいけない。神はあなた方がするすべてを十分に認識されている。 

 

努力する者達のための高い地位 

 



[4:95] 身体障害でない信者達の中で居座っている者達と、彼らののお金と彼らの人生で努力する

者達は平等ではない。神は、彼らのお金と人生で努力する者達を居座っている者達よりも高い地位

にあげる。両者に神は救いを約束する、しかし神は努力する者達を居座っている者達よりも素晴ら

しい報酬と共に高い地位にあげる。 
 

 

[4:96] 高い地位は彼から来る、そして罪の許しと慈悲も。 神は罪を許すお方、最も慈悲深いお

方。 

 

無関心有罪宣告 

 

[4:97] 彼らの魂が悪行の状態の間に天使達によって生命が終わらされる者達は、天使たちは彼ら

に聞くであろう、「あなたはどうしたのか？」彼らは言うであろう「私達は地球上で、抑圧の

だ。」彼らは言うであろう「神の地球はあなた方にとって移住するには広さが十分でなかったの

か？」これらの最後の住居は地獄である、そして惨めな運命。 
 

[4:98] 免除されるのは、力がなく、出口を見つける手段のない弱い男達、女達、そして子供達。 

 

[4:99] これらは神よって許されるかもしれない、神は勘弁するお方、罪を許すお方。 

 

[4:100] 誰でも神のために移住する者は、惜しみなく与えられたたくさんの物と豊富さを地上球で

見つけるでしょう。誰でも彼の家をあきらめ、神と使徒のために移住し、その後死が彼においつ

く、彼の報酬は神に予約されている。神は罪を許すお方、最も慈悲深いお方。 

 

[4:101] 戦争の間あなた方が旅をする時、もし不信者達があなた方を攻撃するかもしれないことを

恐れるならば、あなた方は交信の祈り（サラット）を短くしても何の間違えを犯してはいない。確

かに、不信者達はあなた方の烈烈たる敵。 

 

戦いの予防策 
 

[4:102] あなたが彼らと一緒にいて、交信の祈り（サラット）を彼らのために先導する時は、幾人

かを守りとして立たせなさい；彼らに武器をもたせなさい、そしてあなた方が伏し拝む時あなた方

の後ろに立たせなさい。その後、祈っていない他の組を、他の組が彼らの武器を持ち立って守って

いる間、あなたと一緒に祈るよう交代しなさい。。不信する者達は、これを最後にあなた方を攻撃

するために、あなた方が武器と道具をおろそかにするのを見ることを願っている。もしあなた方

が、雨や、ケガで動きを妨げられたら、あなた方が継続して注意を払っている限り、武器を置いて

も間違いではない。神は不信者達のために、恥ずべき天罰を準備した。 

 

交信の祈り 
 

[4:103] いったん、あなた方が交信の祈り（サラット）を終わらせたら、あなた方は立っている

間、座っている間、または横になっている間、神を思い出さなければいけない。＊戦いが終わった

ら、あなた方は交信の祈りを遵守しなければいけない；交信の祈り（サラット）は決まった時間に

信者達のために命じられている。 

 

＊＊４：１０３ あなた方の神は誰でも何でもあなた方の思考をほとんどの日の間占領するもの。神の大国に

属して、彼の恵みと保護を楽しむためには、コーランは、私達に神を「いつでも」覚えていることを熱心に勧

める 「２：１５３と２００、３：１９１、３３：４１－４２）。この深い意味ある事実は、神を信じる 



「ほとんど」が地獄へくということを断言している多数の節を説明する。（１２：１０６，２３：８４－８

９、２９：６１－６３、３１：２５、２９：３８、４３：８７）。３：１９１と付録２７を参照。 

 

[4:104] 敵を追いかけるのに揺らいではならない。もしあなた方が苦しむならば、彼らも苦しむ。

しかしながら、あなた方は彼らが決して期待していないことを神から期待する。神は全知なお方、

最も賢いお方。 

 

[4:105] 神があなた方に見せたものによって、人々の間で判断するように、私達はあなた方に、真

実に、経典を送った。あなた方は裏切り者の味方になってはいけない。 

 

[4:106] あなた方は、罪を許してもらうのために神に懇願しなければいけない。神は罪を許すお

方、最も慈悲深いお方。 

 

違反者を防衛してはいかない 

 

[4:107] 彼ら自身の魂に間違いを犯した者の代わりに、論争してはいけない；神はどのような裏切

り者、有罪を愛さない。 

 

[4:108] 彼らは人々から隠れる、そして神から隠れることには気にかけない、しかしながら、彼ら

が、彼の嫌いな考えを心に抱いている時、彼は彼らと一緒にいるのである。神は彼らがする事すべ

を気づいている。 

 

あなた方は「やさしく」することによって彼らを助けてはいない。 

 

[4:109] ほら、あなた方はこの世で彼らの代わりに論争している；復活の日、誰が彼らの代わりに

神と論争するのか？ 誰が彼らの弁護人になるのか？ 

 

[4:110] 誰でも悪を犯し、彼の魂に間違いを犯し、その後、罪の許しのため神に懇願する者は、神

が罪を許すお方、最も慈愛深いお方であることが解るであろう。 

 

[4:111] 誰でも罪を稼ぐ者は、彼自身の魂に損害を与えるためにそれを稼いでいるのである。神は

全知なお方、最も賢いお方。 

 

[4:112] 誰でも罪を稼ぎ、それから潔白な人にそれを責める者は、神への不敬と酷い違反を犯した

のである。 

 

[4:113] もしあなたへの神の恩寵と彼の慈悲でなかったら、彼らの間の幾人かはあなた方を誤って

導いただろう。彼らは彼ら自身を誤って導いただけなのである、彼らは決してあなた方に最もわず

かな程度も傷つけることはできない。神はあなた方に、経典と知恵を送った、そして彼はあなた方

にあなた方が今まで知らなかったことを教えたのである。全く、神のあなた方への恩恵は素晴らし

い。 

 

[4:114] 彼らの私的な会合は、援助、正義な仕事、または人々の間で平和をつくることを主張する

以外何も良いことはない。誰でも神の教え答える者は、私達は彼に素晴らしい報酬を与えるであろ

う。 

 



[4:115] 導きが彼に指示された後、使途に反対する者、それから信者の方向ではなく他について行

った者に関しては、私達は彼を彼が選択した道へと向けるであろう、そして彼に地獄へ約束する；

なんと惨めな運命だろう！ 

 

 

 

許されない罪 
 

[4:116] 神は偶像崇拝を許さない（もし死ぬまで継続するならば）、＊そして彼は彼に意志によっ

て誰でも、それよりも軽いい違反を許す。誰でも神の隣にどのような偶像を崇拝する者は、はるか

に迷ったのである。 

 

＊＊４：１１６ 偶像崇拝の単純な意味：神以外の何かがあなたを助けることができると信じること。 

 

 

[4:117] 彼らは女性の神々まで彼以外に崇拝する；実際、彼らは反抗する悪魔を崇拝しているだけ

なのである。 

 

[4:118] 神は彼に有罪を宣告した、そして彼は言った、「私は確かにあなたの崇拝者達から明確に

限定された割り当て分の新会員を募集するだろう。」＊ 

 

＊＊４：１１８ 大多数の神を信じる者達は、偶像崇拝に落ちる。（１２：１０６） 

 

[4:119] 「私は彼らを誤って導くであろう、私は彼らを誘惑するであろう、私は彼らに（ある種の
肉を食べることを禁ずることを）家畜の耳に印をつけることで命じるだろう、そして私は彼らに神

の創造をゆがめるよう命ずるであろう。」誰でも、神の代わりに悪魔を主として認める者は、深遠

な損失をこうむった。 

 

[4:120] 彼は彼らに約束する、そして彼らを誘惑する；悪魔が約束することは、幻想に過ぎないの

である。 

 

[4:121] これらは彼らの最終の住居に地獄をこうむった、そしてそれから逃れることは決してでき

ない。 

 

[4:122] 信じ、正義な人生を送るものは、私達は彼らを泉の流れる庭園へ入場させる、彼らはそこ

に永遠に住むのである。それが神の本当の約束。誰の発言が神のよりもより真実なのか？ 

 

法 

 

[4:123] それはあなたの願い、または経典の人々の願いに応じているのではない：誰でも、悪を犯

す者はそれを払うのである、そして神に対抗する、助け人も、援助人もいないであろう。 

 

[4:124] 信じている間、正義な人生を送る男達、または女達は、彼らはパラダイスへ入場する；最

小の不正なしで。 
 

アブラハム：イスラム教の最初の使徒 ＊ 

 

[4:125] アブラハムの信条：一神教、に応じて、正しい人生をおくり、神に完全に服従する者より

彼の宗教でもっと導かれているのは誰か？：神はアブラハム愛する友達として選んだ。  



 
＊４：１２５ アダムからのすべての使徒は、一つの、そして同じ宗教を伝道した。アブラハムは「イスラム

教」という信条を名付けた最初の使徒である。（２２：７８、付録２６）「イスラム教」名前ではなく、「服

従」の意味を表現する。 

 

[4:126] 神には、天と地のすべてが属する。神はすべてのことを全部支配している。 

 

[4:127] 彼らはあなた方に女性達に関して相談する：言いなさい、「神は、経典にあなた方のため

に朗誦されているように、彼らについて教えを説く。あなた方は、孤児の女の子の権利を返還しな

ければいけない、あなた方が彼らと結婚すること願う時、あなた方は当然与えるべきである彼らの

結納をだまし取っている：あなた方は彼らを利用してはいけない。  孤児の男の子達の権利も守ら

なければいけない。あなた方は孤児達を平等にもてなさなくてはいけない。あなた方がする良いこ

とは何でも、神が全てを気づいている。」 
 

思いとどませる離婚 

 

[4:128] もし女性が制圧、または夫から置き去りにされるのを感じたならば、２人は彼らの違いを

和解するようにしなければいけない、彼らにとって和解が最良である。自分勝手は人間の特性であ

る、そしてもしあなたが良い行いをして、正義な人生を送るならば、神はあなたがする事すべてを

十分に認識している。 

 

思いとどませる多妻＊ 

 

[4:129] あなた方は一人以上の妻に平等にかかわることは、どんなにあなた方が、一生懸命やって

も、けっしてできない。だから彼らの一人を（結婚を楽しむわけでもなく、だれか他の人と結婚す
るために去るわけでもない）宙ぶらりんにほっておくほどかたよってはいけない。もしあなたがこ

の状況を直して、正義を維持するならば、神は罪を許されるお方、最も慈悲深いお方。 

 

＊＊４：１２９ 「多妻」と表題される付録の３０を参照 

  

[4:130] もし２人が別れることを決めなければいけないなら、神は神の寛大さから彼らそれぞれの

ために供給するでしょう。神は寛大なお方、最も賢いお方。 

 

[4:131] 神には天と地のすべてが属する、そして私達は、あなた方が神を崇敬しなければいけない

ことをあなた方以前に経典を受け取った者達に申し付けたし、あなた方に申し付けた。もしあなた

方が不信するならば、THEN神に天と地とすべてを属するのである。神は何も必要しない、讃える

価値あるお方。 

 

[4:132] 神には天と地の全てが属する、そして神は唯一の守護者。 

 

[4:133] もし彼が意志するならば、おお人々よ、彼はあなた方を消滅できる、あなた方の場所を他

の者達に入れ替える。 

 

[4:134] 誰でもこの世の物を求める者は、神がこの世と来世を両方の物を所有していることを知っ

ているべきである。神は聴いているお方、見ているお方。 

 

あなたは嘘の証人なってはいけない 
 



[4:135] おお信じるあなた方よ、あなた方が証人として使える時、あなた方は絶対的に平等であ

り、神を遵守しなければいけない、たとえそれがあなた自身に対しても、あなた方の両親、または

親戚にたいしても。 たとえ罪を問われている者が、金持ちだろうが、貧乏だろうが、神は両方を

取り仕切る。だからあなた方の個人的な願いによって偏見を抱いてはいけない。もしあなた方が

（この命じに）そむいたり、無視をしたりするならば、神はあなた方がするすべてを十分に認識し

ておられる。 

 

[4:136] おお信じるあなた方よ、あなた方は神と彼の使徒と、彼が使徒を通して啓示した経典と、

彼がそれ以前に啓示した経典を信じなければいけない。 誰でも、神、神の天使、神の経典、そし

て彼の使徒達、そして最後の日を信じることを拒否する者は、全く、深く邪道に迷い込んでしまっ

たのである。 

 

[4:137] 確かに、信じ、それから不信し、また信じ、それから不信する者達は、深い不信へ追い込

む、神は彼らを許さないだろうし、彼が彼らを導くことは、どのようにしてもないであろう。 
 

[4:138] 偽善者達に、彼らは痛い天罰をこうむったと知らせなさい。 

 

[4:139] 彼らは信者達でなく不信者達と仲間になる者達。彼らは彼に威厳を求めているのか？すべ

ての威厳は神のみに属する。 

 

[4:140] 彼は経典であなた方に教えた：もしあなた方が、神の啓示が馬鹿にされたり、あざ笑われ

たりするのを聞いたなら、彼らが他の課題に探究しない限り、あなた方は彼らと座ってはならな

い。そうしないと、あなたは彼らと同じくらい有罪になるだろう。神は偽善者達と不信者達と一緒

に地獄に集めるであろう。 

 

偽善者達 
 

[4:141] 彼れらはあなた方をじっと見いる、そして待っている；もしあなた方が神からの勝利を達

成すると、彼らは（あなた方に）言う、「私達はあなたと一緒でしたよね？」しかしもし、不信者

達にその順番がくると、彼らは（彼らに言う）「私達はあなたの味方だった、そして信者達からあ

なた方を守らなかったか？」神はあなた方を復活の日に判決するでしょう。神は決して不信者達が

信者たちに打ち勝つことは許可しない。 

 

[4:142] 偽善者は神をだましていると思っている、しかし彼は彼らをしむける唯一のお方。彼らが

交信の祈り（サラット）のために立上がる時、彼らはけだるく立上がる。なぜならば、彼らは人々

の前だけで見せびらかす、そしてめったに神のことを考えない。 

 

[4:143] 彼らはこちらの集団にもあちらの集団にも属さず、真ん中にさまよう。誰でも神が邪道に

迷い込ませる者は、あなた方は彼を導く方法を見つけることは決してないだろう。 

 

[4:144] おお信じるあなた方よ、あなた方は信者のかわりに、不信者と仲間になってはいけない。

あなた方は、神にあなたに不利な明らかな証明を神に供給することを願うのか？ 

 

彼らは彼らが信者であると思っている 

 

[4:145] 偽善者達は地獄の一番底に執行されるであろう、そしてあなた方は彼らを助ける者が誰も

いないことを見出すである。 

 



[4:146] 悔い改め、改善し、神にしっかりと捕まり、彼らの宗教を絶対的に神ののみに服従する者

達だけが信者として数えられる。神は信者を素晴らしい報酬にて恩恵をさずけるであろう。 
 

[4:147] もしあなた方が感謝をし、信じたならば、神はあなたを罰することで何を得るというの

か？ 

 

悪い言葉を使ってはいけない 

 

[4:148] 酷い不正にあつかわれた場合以外、神は悪い言葉の発言を好まない。神は聴くお方、知っ

ているお方。 

 

[4:149] もしあなた方が正義な行いをするならば、－宣言しても、また隠しても－または違反を勘

弁しても、神は勘弁するお方、全能なお方。 

 

神の使徒達の間で区別をしてはいけない 
 

[4:150] 神と彼の使徒を不信し、神と彼の使徒達の間で区別することを求める者達、そして「私達

はあることを信じ、ある事を認めない。」言い、そしてそれらの間の道についていくことを願う者

達； 
 

[4:151] それらは本当の不信者達である。私達は恥ずべき天罰を不信者達のために準備した。 

 

[4:152] 神と彼の信者達を信じる者達、そして彼らの間に区別をしない者達には、彼は彼らに報酬

を授けるであろう。神は罪を許すお方、最も慈悲深いお方。 

 

イスラエルからの教訓 

 

[4:153] 経典の人々は、空から本を彼らのために降ろすことをあなたに挑戦してくる！彼らはモー

ゼスにそれ以上のことを尋ねた、「私達に神を、物理的に見せなさい。」 その結果、彼らの厚か

ましさのおかげで雷が彼らに落ちたのである。加えて、彼らはあれだけの奇跡を見た後に、子牛を

崇拝したのである。それにもかかわらず私達はそれらすべてを勘弁した。私達はモーゼスを意味深

い奇跡と共にで援助した 

 

[4:154] 私達が彼らと聖約をとった時、私達はサイナイ山を彼らの上に持ち上げた。そして私達は

彼らに言った、「つつしんで、門に入りなさい。」そして彼らに言った、「サバス、神聖を汚して

いけない。」全く、私達は彼らから、神聖な誓約をとった。 

 

[4:155] 彼らの聖約を破ることによって（彼らは有罪をこうむった）、神の啓示を拒否し、預言者

達を不正に殺し、そして言っている、「私達は決断したのだ！」実際、彼らの不信のために、神が

彼らの思考をふさいだ唯一のお方、だから、まれ以外彼らは信じることに失敗する。 
 

[4:156] 不信をし、マリアないついて酷い嘘を発言しているために（彼らは有罪を宣告される）。 
 

イエスの「体」のはりつけ＊ 

 

[4:157] そしてマリアの息子、イエス、神の使徒、メシアを彼らが殺したと主張していることにつ

いて。実際、彼らは彼を決して殺していない、彼らは彼を決してはりつけにしていない、－彼らは

彼らがやったと思わされていたのである。このことについて論争しているすべての党派はこの問題



に関して疑いにあふれている。彼らは何の知識も持っていない、彼らは推測だけする。確かに彼ら

は彼を決して殺さなかった。＊ 
 

＊＊４：１５７－１５８ イエス、真の人である、その魂は、どのような正義な人の死と同じ方法で、上昇し

た。その後、彼の敵達は、捕まえ、拷問にかけ、そして彼の生きている体をはりつけにした、しかし、空の体

を。付録の１７と２２、そしてリサ・スプレーの本、「イエス：寓話とお告げ」（ユニバーサル・ユニティ

ー、フリモント、カリフォルニア、１９９２） 
 

[4:158] そうではなく、神は彼を彼へと上げた；神は万有なお方、最も賢いお方。 

 

[4:159] 誰でも経典の人々の間では、彼の死の前に、彼を信じることを必要とされた。復活の日、

彼は彼らに対して証人となるであろう。 

 

[4:160] 彼らの違犯のため、私達はユダヤ教徒者に、彼らにとって法的だった良い食べ物を禁じ

た；加えて常に、神の道から撃退するため。 

 

[4:161] そして、禁じられていた高利貸しを実践していたため、そして人々のお金を不法に使って

いるため。私達は痛い天罰を彼らの間の不信者達のために準備した。 
 

[4:162] 彼らの間で根拠の十分な知識持つ者達と、信者に関したは、彼らはあなた方に啓示された

ものを信じている、そしてあなた方の以前に啓示されたものを信じている。彼らは交信の祈り（サ

ラット）と遵守し、義務の慈善（ザカット）をあげる；彼らは神と最後の日を信じる者達。私達は

それらに素晴らしい報酬を授ける。 
 

神の使徒達 

 

[4:163] 私達はノアと彼の後の預言者達に霊感を与えたように、あなた方に霊感を与えた。そして

私達はアブラハム、イスマイル、アイザック、ジェコブ、司教、イエス、ジョブ、ジョナ、アロ

ン、そしてソロモン。そして私達はデイビッドに詩編を与えた。 

 

[4:164] 私達があなた方に言った使徒達、そして私達があなた方に言わなかった使徒達。そして神

はモーゼスと直接話をした。 

 

[4:165] 良い知らせと、忠告をもってくるのが使徒達。だからすべての使徒達が彼らに来た後、

人々は、彼らが神に直面する時、なんの言い訳もないであろう。神は万有なお方、最も賢いお方。 

 

[4:166] しかし神は、彼があなた方に啓示したものに関して証人となる。彼は彼の知識と共にそれ

を啓示した。そして天使達も証人となる、しかし、神は証人として十分である。 

 

[4:167] 確かに、不信し、神の道から撃退する者達は、深く邪道へ入り迷ったのである。 
 

 [4:168] 不信し、違犯した者達は、神は彼らを許さないし、彼は彼らを何があっても導かないで

あろう； 

 

[4:169] 地獄への道以外、そこに彼らは永遠に住む。これは神にとって容易である。 

 

[4:170] おお人々よ、使徒があなた方の主から真実と共にあなた方へ来た。だからあなた方は、あ

なた方自身のために、信じるべきである。もしあなた方が不信したら、天と地の全ての物は神に属

している神は全知なお方、最も賢いお方。 



 

三位一体：間違った教義 

 

[4:171] おお経典の人々よ、あなた方の宗教の限界を超えてはいけない、そして神について、真実

以外言ってはいけない。メシア、マリアの息子、イエスは、神の使徒であった、そして彼がマリア

へ送った彼の言葉、そして彼からの啓示。だからあなた方は神と神の使徒を信じなければいけな

い。あなた方は「三位一体」と言ってはいけない。あなた方はあなた方自身のためにこれをやめな

ければいけない。神はただ唯一。神を讃えよ；彼は息子を持つには栄光すぎる。彼には、天の全て

と、地の全てが属する。神が主として、主人として十分である。 
 

[4:172] メシアは神の使いとして軽蔑することは決してないし、天使達に最も近いわけでもない。

それらは彼を崇拝することを軽蔑し、服従するのに傲慢すぎる者達、彼は彼の前に彼らを招集する

うであろう。 

 

[4:173] 信じ、正義な人生を送る者達に関しては、彼は彼らを十分に報酬するであろう、そして彼

らに彼の恵みを降らせるであろう。軽蔑をし傲慢になる者達は、彼は彼らを痛い天罰に投ずる。彼

らは神以外に主人を見つけることはないし、救い主も。 

 

コーランの数学的コード：実体的、反証することのできない証明 

 

[4:174] おお、人々よ、あなた方に主からの証明が来た；私達はあなた方に意味深い心の光明を送

った。 

 

[4:175] 神を信じ、彼にしっかりと捕まる者達、彼は彼らを彼からの慈悲へ、恩寵へ受け入れるで

あろう、そして彼への真っ直ぐな道に彼らを導くであろう。 
 

[4:176] 彼らはあなたに相談するう：言いなさい、「神は独身の人に関して助言する。もしある者

が死に、子供を誰も残さなく、かれに妹がいた時、彼女は２分の一の相続をもらう。もし彼女が最

初に死んだ時、もし彼女に子供がいなければ、彼は彼女から相続する。もし２の妹がいた時、彼ら

は二分の三の相続をもらう。もし男性と女性の兄弟がいるならば、男性は女性の二倍もらう。」神

はこのようにあなた方が邪道にまよい行ってしまわないように、あなた方のために明確にする。神

は十分にすべてのことに気づいておられる。 
 

 

 

 

 

この章までの神の累積回数＝ 

 

７２２ 

 
 

  

 

 

 

この章までの神がでてくる節の番号の累積合計＝ 

 

                ５５０２５ 

 
                   

 


