Sura 1
第１章

The Key
鍵

[1:1] In the name of GOD, Most Gracious, Most Merciful.*
慈愛ぶかき、慈悲深い、神の御名において
*1:1 The first verse in the Quran represents the foundation upon which a superhuman 19-based mathematical miracle
is built. This important statement consists of 19 Arabic letters, and every word in it occurs in the whole Quran in
multiples of 19 (see Appendices 1 & 29 for the details).
コーランの最初の節は、人間わざではない、１９を基礎とする数学的奇跡が組み立てられている土台を代表する。
この重要な定義は１９のアラビア語の文字で成り立ち、それのそれぞれの語は、１９の倍数で、すべてのコーラン
の中に、生じている。（アペンデックス１と詳細は２９を参照）

*1:1-7 Sura 1 is God's gift to us to establish contact with Him through the daily Contact Prayers. This fact is supported
by an earth-shattering, simple-to-understand-but- impossible-to-imitate mathematical composition that challenges the
greatest mathematicians on earth, and stumps them; it is far beyond human capabilities:
第一章は、毎日のコンタクトお祈りをとうして、彼とつながること定める神からのお土産である。この事実は、驚
天動地によって援助されている、簡単に理解できてしかも、地球上の最も優れた数学者達が挑戦しても、困ってし
まう、真似することが不可能な数学的構成；それは人間の可能性をずっと超えている。
(1) The sura number, followed by the numbers of verses, next to each other, give 1 1 2 3 4 5 6 7. This number is a
multiple of 19.
章の数、ついで節の数、それらを横に並べると、１１２３４５６７になる。この数は１９の倍数である。
(2) If we substitute the number of letters per verse in place of verse numbers, we get 1 19 17 12 11 19 18 43. This
number is also a multiple of 19.
もし私たちが、その節の文字の数と、節の場所を入れ替えると、1 19 17 12 11 19 18 43となる。この数も１９の
倍数である。
(2) If we insert the total gematrical value of every verse, we get 1 19 786 17 581 12 618 11 241 19 836 18 1072 43
6009. This number is a multiple of 19.
もし私たちがそれぞれの節の総合ギマトリア値を入れると、1 19 786 17 581 12 618 11 241 19 836 18 1072 43
6009 となる。この数は１９の倍数である。
Verse
No.

No. of
Letters

節の番号 文字の数
1
19
2
17
3
12
4
11
5
19
6
18
7
43
Totals 139
総合

Gematrical
Value
ギマトリア値
786
581
618
241
836
1072
6009
10143

(3) The number shown above includes all parameters of Sura 1, and consists of 38 digits (19x2).
この数は第一章のすべてのパラメーターを示している、そして３８ケタ（１９ｘ２）で構成されている
(4) It is noteworthy that this 38-digit number is still divisible by 19 when we write its components backwards, from
right to left as practiced by the Arabs. Thus, 6009 43 1072 18 836 19 241 11 618 12 581 17 786 19 1 is also a
multiple of 19.

この３８ケタは、私達がこの構成をアラビア語のように、右から左へ後ろ前に１９に書いても、１９よってま
だ割りきれることは注目すべきことである。
(5) The mathematical representations mentioned above participate in numerous extraordinary mathematical
phenomena to confirm all details of the five daily Contact Prayers (Appendix 15).
上記に簡単に述べられたこの数学的表現は、５回の毎日のコンタクトのお祈りのすべての詳細を確証するため
に、数々の素晴らしい数学的現象として関係している。
(６) Many more astounding phenomena are given in Appendix One. Thus, the reader is handed at the outset tangible
proof that this is God's message to the world.
もっと数多くの仰天するような現象がアペンデックス１に述べられている。読者は世界への神のお告げである、実
体的な証明を最初から渡されているのである。

[1:2] Praise be to GOD, Lord of the universe.
神を讃えよ、宇宙の主よ
[1:3] Most Gracious, Most Merciful.
慈愛深き、慈悲深い
[1:4] Master of the Day of Judgment.
最後の審判の主
[1:5] You alone we worship; You alone we ask for help.
私たちはあなたのみに崇拝を捧げる、私たちはあなたのみに助けを求める
[1:6] Guide us in the right path;
正しい道へ私達を導きたまえ、
[1:7] the path of those whom You blessed; not of those who have deserved wrath, nor of the strayers.
あなたの恵みを授かった者の道へ；あなたの怒りを受けるに値する者達、踏み迷う者達の道でなく

