
１６章 蜂 （アン・ナフル） 
 
 

[16:0] 慈愛深き慈悲深い神の御名において 

 

[16:1] 神の命令はもうすでに下されている（そしてすべては、もうすでに書かれている）だからそれを

急ぐことはない。＊ 彼に栄光あれ；、彼らが置いたどの偶像よりもはるかに高い、最も高いお方。 
 

＊１６：１ 全てはもうすでに記録されている（５７：２２）。付録１４を参照。 

 

[16:2] 彼は、彼の啓示と共に命令を運んでくる天使達を、彼のしもべ達の間から彼の選択する誰にでも

に送る。「あなたは、私の隣に他の神がいないこと伝道するべきである；あなたは私を崇敬するべきで

ある。」 

 

[16:3] 彼は天と地を的確な目的のために創造した。彼ははるかに高い、彼らが置くどのような偶像達よ

りもはるかに上である。 

 

[16:4] 彼はわずかなしずくから人間を創造した、それから彼は熱狂的な敵に変わった。 

 

[16:5] そして彼はあなた方のために、温めるため、多くの他の利得、そして食糧のために家畜を創造さ

れた。 

 

[16:6] 彼らは、あなたの自由な時間と、旅の時にもくつろぎををあたえくれる。 

 

神の恵み 
 

[16:7] そして彼らは、大きな苦難なしにたどり着くことができなかった土地へあなたの荷物を運んでく

れる。確かに、あなたの主は情け深いお方、最も慈悲深いお方。 

 

[16:8] そして（彼は創造した）馬、ラバ、そしてロバをあなた方が乗るために、そしてくつろぎのため
に。加えて、彼はあなた方が知らないものも創造した。 
 

[16:9] 神は誤った道を含めた道を示す。もし彼が意志するならば、彼はあなた方全てを導くことができ

た。 

 

[16:10] 彼はあなたが飲むための水を空から送る、そしてあなたの利得のために木々を育てる。 

 

[16:11] それと一緒に、彼はあなたのために、穀物、オリーブ、デイツ、ぶどう、そしてすべての種類

の果物を育てる。これは考える人々のための（十分な）証明である。 

 

[16:12] そして彼は、あなたの役に立つために、夜と昼、太陽と月を送りこむ。加えて、星を彼の命令

によって送る。これらは理解する人々のための（十分な）証明である。 

 

[16:13] そしてあなたのために、地球に様々な色を（彼は創造した）。これは、心に留める人々のため
の（十分）な証明である。 

 

[16:14] そして、彼は、あなたの役にたつために海を送った；あなたはそこからやわらかい肉を食べ

る、そしてあなたが着ける宝石を得る。そしてあなたは、船がそこをあなたが彼の恵み物を求め、あな

たの商業の利益のために移動するのを見るのである、あなたが感謝するかもしれないので。 
 

[16:15] そして彼は地球に安定させるもの（山々）を置いた、そうしないとそれはあなたと一緒に転が

りまわる、そして川と道も、あなたが導かれるかもしれないので。 



 

[16:16] そして、目印、星も；旅の指示に使うために 

 

[16:17] 創造されるお方は、創造しないもののようか？ さあこれであなたは心に留めるか？ 

 

[16:18] もしあなたが神の恵みを数えたならば、あなたはそれらを包み込むことなど可能ではない。神

は罪を許すお方、もっとも慈悲深いお方。 

 

[16:19] そして神はあなたが隠すこと、そしてあなたが宣言すること知っている。 
 

死んだ預言者達と聖人達 

 

[16:20] 神以外に置いた偶像たちに関しては、彼らは何も創造しない；彼ら自身は創造されたのだ。 

 

[16:21] 彼らは死んだのだ、生きていないのだ、そして彼らは、どのように、またはいつよみがえるの

か全く、検討がつかないのである。 

 

[16:22] あなたの神は唯一の神。来世を信じない者達に関しては、彼らの心は拒否しているのである、

そして彼らは傲慢である。 
 

[16:23] 絶対的に、神は彼らが隠すことすべて、宣言することすべてを知っている。彼は傲慢な者達を

愛さない。 

 

[16:24] 彼らが尋ねられた時、「あなたの主からのこれらの天啓をあなたはどう思うか？」彼らは言

う、「過去からの作り話。」 

 

[16:25] 彼らは、復活の日、彼らの罪について責任を負わされるであろう、それらすべての、加えて、

彼らが、無知によって誤りへ導いた者達すべての罪も。なんと惨めな重荷！ 

 

[16:26] 彼らのような他の者達は、過去にたくらんだ、そしてその結果、神は彼らの建物の基盤を破壊

し、彼らに屋根を落ちてこさせた。その天罰は思いがけない時に彼らに落ちた。 

 

[16:27] それから、復活の日、彼は彼らに恥をもたらすであろう、そして尋ねる、「あなた方が私の隣

に置き、そして彼らのために私に対抗させた私の相棒達はどこにいるのか？」知識を恵まれた者達が言

うであろう、「今日、恥と、惨めさが不信達に降りかかったのだ。」 

 

不信者達の死 

 

[16:28] 天使達は彼らの魂が不正をしている間に死なせる。その時が彼らがついに服従し、言う、「私

達は何も誤ったことをしなかった！」全くそのとうり。神はあなたがしたことすべてを十分に気づいて

おられる。 

 

[16:29] だから、地獄の門に入りなさい、あなたはそこに永遠に居住する。傲慢な者達のためのなんと

惨めな運命 

 

信者達は本当は死なない＊ 
 

[16:30] 正しい者達に関しては、彼らが尋ねられた時、「あなたの主からのこれらの天啓についてあな

たはどう思うか？」彼らは言う「良いと思う」正しい人生を送る者達にとって、幸せと、来世の居住は

さらに良い。なんと、正しい者ための、なんとこの上なく幸せな住居。 

 



＊１６：３０－３２ 正しい者は、私達のすべてがすでに経験した最初の死のみを味わう。（４４：５６を参照）。

この世の彼らの暫時の終わりに、死の天使が単に彼らをアダムとイブが一度住んでいたパラダイスへと移動させるた

めに彼らを招待する。（２:１５４、３:１６９、８：２４、２２：５８、３６：２７） 

 

 [16:31] 川の流れるエデンの庭園は彼らのために予約されている。彼らはそこで彼らが望むすべてを受

ける。神はこのように正しい者を報酬する。 

 

彼らはパラダイスへ真っ直ぐにいく 

 

[16:32] 天使が彼らの命を正しい状態の間に終わらせる、「あなたに平和を。あなたの仕事の報酬、

（さあ）パラダイスに入場してなさい」と言いながら。＊ 
 

不信者達 

 

[16:33] 彼らは天使達が彼らに来ることを、またはあなたの主の判決が実現するのを待っているのか？ 

彼ら以前の者達は同じことをした。神が彼らを誤らした唯一のお方ではない；彼らは彼ら自身の魂を自

分自身で誤ったのだ。 
 

[16:34] 彼らは、彼らの悪の仕事の結果をこうむったのである、そして彼らがあざ笑った事実が彼らを

容赦なく追いつめるために戻ってきたのである。 
 

有名な言い訳 

 

[16:35] 偶像崇拝者達は言う、「神が意志したならば、私達は彼以外に、どのような偶像も、私達の両

親も崇拝しなかった。そしてまた私達は彼の禁ずる物以外何も禁止しなかった。」彼ら以前の者達も同

じことをした。使徒達は完全なお告げを届ける以外何もできないのか？ 

 

[16:36] 私達は全ての社会にお告げを送った、「あなた方は神を崇拝しなければいけない、そして偶像

を避けなければいけない」その後、ある者達は神によって導かれた、その間、他の者達は迷いを約束そ

れた。地球を歩き回り、拒否した者達の結果を記しなさい。 

 

[16:37] あなたが彼らを導くためにどんなに一生懸命しようと、神は迷いを約束した者達を導かない。

だから、誰も彼らを助けることはできないのである。 
 

彼らの心の奥底 

 

[16:38] 彼らは神に真面目に誓う「神は死人を復活させない」絶対的に、それは彼の神聖な約束、しかし

ほとんどの人々は知らない。 

 

[16:39] 彼は彼らが論争したこと全てを皆に示すであろう、そして不信する者達が嘘つきであることを

知るであろう。 

 

死人を復活させること 
 

[16:40] 何をするにも、私達は単にそれに「存在せよ」という、そしてそれは存在する。 

 

[16:41] 神のために移住した者達には、彼らが迫害されので、私達は確かに彼らのためにこの世で十分

に埋め合わせをするであろう、そして来世の報酬はさらに大きい、もし彼らがそれを知っていたなら

ば。 

 

[16:42] なぜならば、彼らは不変に辛抱する、そして彼らの主に、彼らは信頼するからである。 

 



[16:43] 私達は、私達が霊感を与えた者達以外、あなた以前に送っていない。もしあなたが知らないの

ならば、経典を知っている者達に尋ねなさい。 

 

[16:44] 私達は証明と経典を彼らに与えた。そして、彼らに送ったすべてを人々のために宣言するため

に、私達はあなたにこのお告げを送った、もしかしたら彼らが熟考するかもしれないので。 

 

[16:45] 悪をたくらむ者達は、思いがけない時に、神が地球に彼らを飲み込ませないこと、または天罰

が来ないことを保証したのか？ 

 

[16:46] それは彼らが寝ている間に起きるかもしれない；彼らは決して逃げることはできない。 

 

[16:47] 又はそれが彼らがそれを恐がって待っている間に起きるかもしれない。あなたの主は情け深い

お方、最も慈悲深いお方。 

 

[16:48] 神が創造したすべてのものを彼らは見ていないのか？ 彼らを右左に囲む彼らの影、神への完

全な服従、しかも快く進んでする。 

 

[16:49] 神に、天と地の全てが伏し拝んでいる－すべての創造物－そして天使達；わずかな傲慢さなく

して。＊ 

 
＊１６：４９ 人間の体、それが信者でも不信者でも、神に崇拝している；心臓の鼓動、肺の動き、蠕動はこの服従

を表す。 

 

[16:50] 彼らは、彼らよりお高い、彼らの主を崇敬する、そして彼らは行うよう命令されたことをす

る。 

 

[16:51] 神は宣言した「２つの神像を崇拝してはいけない；一神像だけである。あなた方は私のみを崇

敬しなければいけない。」 

 

[16:52] 彼には、天と地の全てが属する、だから宗教は彼のみに絶対的ににささげられるべきである。

あなたは神以外の他のもの崇拝するのか？ 

 

[16:53] あなたが楽しむどのような恵みも神からくるのである。それにもかかわらず、あなたが苦難を

こうむる時はいつでも、あなたはすぐに彼に文句を言う。 

 

[16:54] しかし、彼があなたの苦難を取り除くとすぐに、あなた方の一部は偶像崇拝に戻る。 

 

[16:55] 私達が彼らに与えたものを、彼らに不信させよう。さあ、臨時の間楽しみなさい；あなた方は

確かに見つけ出すでしょう。 

 

[16:56] 彼らは、私達が彼らに授けた供給の分け前を、無知よって置いた偶像達に割り当てる。神によ

って、あなた方は、あなた方の考案について責任をとわれるであろう。 

 
 

女の子の赤ん坊に対してのこり固まった偏見 
 

[16:57] 彼らは神に娘さえも割り当てる、彼に栄光あれ、彼らは彼らが好きなことを彼ら自身に好む。 

 

[16:58] 彼らの一人が女の子の赤ん坊をもらう時、彼の顔は、対抗できない悲しみで暗くなる 

 



[16:59] 恥じなさい、彼に与えられた悪い知らせのために彼は人々から隠れるのである。彼はさらにじ

っくり考える；彼はその赤ん坊をいやいや維持するか、土ぼこりに彼女を埋めるべきか。全く惨めが彼

の判決。 

 

[16:60] 来世を信じない者達は、最悪な例を置く、一方、神には最も畏敬すべき例が属する。彼は万能

なお方、最も賢いお方。 

 

罪の起源 

 

[16:61] もし神が彼らの罪のために人々を罰したならば、彼は地球の創造物すべてを消滅しただろう。

しかし神は彼らを的確な以前決めた時間の間容赦する。彼らの暫時が終わると、彼らはそれを１時間た

りとも遅らせたり、早めたりすることはできない。 

 

[16:62] 彼らは彼らが嫌いなことを神のせいにする、それから、彼らは正しい！と彼ら自身の舌でうそ

を発言する。疑うことなく彼らは反抗したために地獄をこうむったのである。 

 

[16:63] 神によって、私達は（使徒達を）あなた以前の集団に送った、しかし、悪魔は、彼らの目に彼

の仕事を装飾した。その結果、今は、彼が彼らの主である、そして彼らは痛い天罰をこうむったのであ

る。 

 

[16:64] 私達は、彼らが論争したことを示すために、そして、導きと慈悲を信じる人々に与えるため

に、この経典をあなたに啓示した。 

 

さらなる神からの証明 

 

[16:65] 神は、死んでしまった土地を生き返らせるために、空から水を送る。これは聞く人々のための

（十分な）証明であるべきである。 

 

[16:66] そして、家畜にはあなたのための教訓がある：私達は彼らのお腹から飲み物を供給する。消化

された食物と血の中から、あなた方は飲む者達にとっておいしい全乳を得るのである。 

 

[16:67] そしてヤシの木とぶどうのの果物から、あなた方はは酔わせるもの、同じく良い供給を作る。

これは理解する人々のための（十分な）証明であるべきである。 
 

蜂 

 
 

[16:68] そしてあなたの主は蜂に霊感を与えた：山と気に家を建てなさい、そして（蜂の巣を）あなた
方のために建てるのである。 

 

[16:69] それから、あなたの主の設計に厳密に従ったすべての果物をたべなさい。彼らのお腹から、違

う色の飲み物が出てくる、それには人々のための癒しがある。これは、熟考する人々のための（十分
な）証明であるべきである。＊ 

 
＊１６：６９ 栄養価値が認識されているほかに、蜂蜜は、ある種のアレルギーと他の病気を癒す薬として、科学的

に証明されている。 

 

[16:70] 神はあなたを創造した、それから、彼はあなたの命を終わらせる。彼はある者達を、彼らが得る

ことができる知識には限界があることを解らせるためだけに、最年長まで生きさせる。 
 

神には相棒はいない 

 



[16:71] 神はある者達に他の者達よりもより多く供給した。十分与えられた者達は、彼らの所有物を彼

らの下級の者達に彼らを相棒にするほどあげることは決してしない。彼らは神の恵みをあきらめるの

か？＊ 

 
＊１６：７１ もし人間達が、彼らの力をそれほどまでに、あきらめないのに、彼らはなぜそうすることを、そして

彼自身に相棒を創造することを神に期待するのか？ 

 
 

[16:72] そして神はあなた方の間から、あなたに配偶者をつくった、そしてあなたの配偶者からあなた

のために、子供達そして孫たちを創った、そして良い供給をあなたのために与えた。彼らは偽善を信じ

て、神の恵みの感謝知らずに変わるべきか？ 

 

偶像崇拝：あまり知的でない 

 

[16:73] しかし、彼らは、天にも地にも彼らのために何も所有していない者、または何も彼らに与える

ことができない者を神の隣に崇拝する。 

 

[16:74] だから、神のための例を引用してはならない、神はあなたが知らない間知っている。 

 

お金持ちの信者は貧乏な信者よりもよい 

 

[16:75] 神は、雇われていて全く力のない奴隷、それと比べて、私達が良い供給で恵み、それから秘密

にまたは公的に慈善をあげる者の例を引用する。 

 

[16:76] そして神は２人の男達の例を引用する：その者は、まぬけであり、何をするための能力にもか

けている、彼の主人に完全に頼っている―彼は彼をどちらの方向にもいかせるが、彼は何も生産できな

い。彼は公正よって支配し、正しい道へ導く者と同等か？ 

 

この人生はとても短い 

 

[16:77] 神に天と地の将来は属する。彼に言わせれば、この世の終わりは（その時間は）瞬時、または
より近い。神は全能なお方である。 

 

[16:78] 神は、あなたの母親のお腹から、何も知らないあなたを持ってきた、そして彼はあなたに聴

覚、視覚、頭脳を与えた、あなたが感謝するかもしれないので。 

 

[16:79] 彼らは、空の大気で鳥が飛ぶことに投じるのを見なかったのか？ 神以外誰も彼らを空中で支

えていないのである。これは信じる人々のための（十分な）証明であるべきである。 

 

[16:80] そして神はあなた方が住むことができる固定された家を与えた。そして彼は家畜の皮でできた

持ち運びのできる家をあなた方のために与えた、そうすればあなた方が旅行する時、そして身を落ち着

けた時につかうことができるように。そしてそれらの羊毛、柔毛、そして体毛から、あなたは方はしば

らくの間、家具やぜいたく品を作るのである。 

 

[16:81] そして神はあなた方のために、彼が創造したものから日蔭を与えた、そしてあなた方のため

に、山に小屋を与えた、そしてあなた方のために、熱さからあなた方を守る覆いと、あなた方が戦争で

戦う時に守る覆いを与えた。 彼はあなた方が服従するかもしれないので、このように彼の恵みをあな

た方へ完全にする。 
 

[16:82] もし彼らがそれでもそむくのであれば、あなたのたった一つの任務は（お告げの）明らかな受
け渡しである。 

 



感謝しない不信者達 

 

[16:83] 彼らは神の恵みを十分に認識している、それでもそれらを拒否する；彼らの大多数は不信者達

である。 

 

復活の日 

 

[16:84] 私たちが全ての集団から証人者をあげ、不信した者達が（話すことを）許可されないく、彼ら
が免除されることのないその日が来るであろう。 

 

[16:85] 違反した者達がその天罰を見る時、それは遅すぎるであろう；それは交換できないし、延期も

されないであろう。 

 

偶像達は彼らの偶像崇拝者達を勘当する 

 

[16:86] 偶像崇拝を犯した者達が、彼らの偶像を見た時、彼らは言うであろう、「私達の主よ、これら

が私達があなたの隣に置いた偶像達です。」偶像達は彼らに立ち向かって言うであろう、「あなた方は

嘘つきだ。」 

 

[16:87] 彼らはその日、神に完全に服従する、そして彼らが作り上げた偶像達は彼らを勘当するであろ

う。 

 

[16:88] 不信をし、神の道から反発した者達は、彼らの違反のために、私達は彼らの天罰を、さらに加

えることによって増大する。 

 

[16:89] 私たちが全ての集団から、彼らの間の証人を呼びだす、そしてこれらの人々の証人としてあな

たを連れてくるその日が来る。私達は全てを説明、導き、慈悲、そして服従者のための良い知らせを与

えるためのこの本をあなたに啓示した。 

 

[16:90] 神は公正、慈善、親戚への敬意を主張する。そして彼は悪、不道徳、そして違反を禁じる。彼

はあなた方が心に留めるかもしれないので、あな方を教え導くのである。 

 

あなたはあなたの言葉を維持しなければいけない 

 

[16:91] あなたは、神との聖約を果たさなければいけない、あなたがそのような聖約をした時。あなた

は（神に）それを実行することを誓った後、その誓いを破ってはいけない、あなたにとって、神があな
たのために保証人となった。神はあなたのすることすべてを知っておられる。 

 

[16:92] 彼女の強い織物をほどいて、貧弱な毛糸の山にした、編む者になってはならない。もしあなた

が、お互いの利益を取ろうとしてその誓いを悪用するならば、これがあなたの例である。一つのグルー

プが他よりも大きかろうと、神はこのようにあなた方を試験に入れる。彼は確かにあなた方が論争した

すべての事を復活の日にあなた方に見せるでしょう。 
 

[16:93] 神が意志するならば、彼はあなた方を一つの集会にできた。しかし、彼は、迷いへ行くことを

選択する者誰をも迷いへ送る、そして彼は導かれることを望むもの誰をも導く。＊あなたはあなたがし

たことすべてについて確かに尋ねられるであろう。 

 
＊１６：９３ 神は、私達の中で、罪から救われるに値する心から信じる者達を知っている。このように、彼は彼ら

を導くと同時に、不信することを選択する者達を妨げる。 

 

あなたの誓いを破ること：重々しい犯罪  

 



[16:94] あなた方の間で、誓いを乱用してはならない、そうしないと、あなたは強い足場を固めた後

に、元に戻ってしまう、それからあなたは惨めをこうむる。それが神の道から反発する帰結（悪い例を
置くことによって）；あなたは酷い天罰をこうむるのである。 

 

[16:95] 神の前であなたの誓いを空売りしてはいけない。神が所有するものは、あなたにとってはるか

に良い、もしあなたが知ってさえいれば。 

 

[16:96] あなたが所有する者はなくなる、しかし神が所有する者は永遠に継続する。私達は確かに、断固

たる決心で辛抱する者達を報酬する；私達は、彼らの正しい行いのために報酬するであろう。 
 

保証された今と永遠の幸せ 

 

[16:97] 誰でも正しい仕事をする者、男でも女でも、信じている間、私達は確かに彼らに幸せな人生を

この世で与える、そして私達は確かに、彼らの正しい仕事のために、（復活の日に）彼らに十分な報酬
払うであろう。  
 

重要な命令＊ 
 

[16:98] あなた方がコーランを読むとき、あなた方は拒絶者のサタンから神へ非難を求めなければいけ

ない。 

 
＊１６：９８ 私達の救いは私達への神のお告げ、コーランを知ることで達成できるのである、、そしてサタンは、

彼の最大限で私達が救われることから私達を遠ざけようとする。だからこの命令なのである。 

 

[16:99] 彼は、彼らの主を信じ、信用する者達へは全く力はないのである 

 

[16:100] 彼の力は、彼を主人として選択する者達に制限される；彼らの神像として彼を選択する者。 

 

[16:101] 私達がある啓示の場所に他を代わりに置く時、神は彼が啓示したものを十分に気づいている、

彼らは言う、「あなたはこれを作りあげたのだ！」全く、彼らのほとんどはわかっていない。 

 

[16:102] 言いなさい、「聖霊があなたの主から、真実に、それを持ってきたのだ、信じる者達を確信さ

せるため、そして光明と良い知らせを服従者達に与えるため。」 

 

コーランは聖書から写してはいない 

 

[16:103] 私達は彼らが言うことを十分に気づいている、 「人間が彼に教えているのだ！」彼らがほの

めかしている語源は否アラビア語、そしてこれは完璧なアラビア言語である。 
 

[16:104] 確かに、神の啓示を信じない者達については、神は彼らを導かない。彼らは、痛い天罰をこう

むったのである。 
 

[16:105] 嘘の教訓を作り上げる唯一の者達は、神の啓示を信じない者達である；彼らは本当の嘘つきで

ある。 

 

口先だけの好意は考慮されない 

 
 

[16:106] 信仰を得た後に、神を不信する者、そして不信に十分に満足する者は、神からの激怒をこうむ

る。唯一免除されるのは、彼らの心は信仰に満ちている間、不信を公言することを強制された者達。＊ 
 



＊１６：１０６ 神の英知は、もし誰かがあなたの頭に銃をつきつけて、あなたの神への不信を宣言することを命令

したら、あなたは彼の望みをあげても良いと命じている。心が抱いていることが考慮されるのである。 

 

この世に夢中になることは神からの追放につながる 

 

[16:107] なぜなら、彼らはこの世を来世よりも優先しているからである、そして神はそのような不信し

ている人々を導かない 

 

[16:108] それらは、神が彼らの心、彼らの聴覚、視覚をふさいだ者達、彼らは継続して気が付かずにい

る。 

 

[16:109] 疑うことなく、彼らは来世で敗者になるだろう 
 

[16:110] 迫害されたために移住してきた者達、そして続けて努力し、不変に辛抱する者達は、あなたの

主は、これらすべてのために、罪を許すお方、最も慈悲深いお方。 

 

[16:111] 全ての魂が自分自身の主張者として仕え、そしてすべての魂がそれが行ったことに、わずかな

不正なく十分に払われるその日がくるであろう。 

 

法的な食べ物を禁じることは、貧困を持ってくる 

 

[16:112] 神は、昔あらゆるところから供給が来ていた安全で、繁栄していた集団の例を引用する。しか

しそれから、神の恵みを感謝しなくなった。その結果、神は彼らに飢餓の苦難と、不安を味わせた。そ

れが彼らがしたことへの報いである。 

 

[16:113] 使徒が彼らの間から彼らに行った、しかし彼らは彼を拒否した。その結果、天罰が彼らの違反

のために彼らを襲った。 

 

[16:114] だからあなたは、法的で良いすべての神の供給から食べるべきである、そして、もしあなたが

彼のみを崇拝するならば、神の恵みに感謝をしなさい、。 

 

４つの食べものだけが禁じられた 

 

[16:115] 彼は、あなたのために、死んだ動物、血、豚の肉＊、そして神以外の他の者に捧げられた食べ

物を禁じている。もしその者が、意図的、または故意でなく（それらを食べることを）強制されたなら
ば、神は罪を許すお方、最も慈悲深いお方。 

 
＊１６：１１５＆１１８ 最も酷い、トリヒナ寄生虫、トリヒナ渦巻（ブタ条虫、カギサナダ）は豚の脂肪ではな

く、肉のなかに生存する。年間１５万人以上の人々が、アメリカ合衆国で感染されている。６：１４５－１４６、と

付録１６を参照。 

 

[16:116] あなた方は、自分の舌でうそを発言してはいけない、「これは法的、これは不法的」と定義す

る、嘘を作り上げて、それらを神の作とする。確かに嘘を作り上げてそれらを神の作とするものは、決

して成功しない。 

 

[16:117] 彼らは、少しの間楽しむ、それから痛い天罰に苦しむのである。 

 

[16:118] ユダヤ教徒に関して、私達は、あなた方に以前語ったことを禁じた。彼らに悪いことをしたの

は私達ではない；彼らが彼ら自身の魂に悪いことをしたその者達である。 

 

[16:119] しかし、無知のために罪に落ち、それから悔い改め、その後改心する者達に関しては、あなた

の主は、これをした後、あなたの主は、罪を許すお方、最も慈悲深いお方。 



 

アブラハム 
 

[16:120] アブラハムは全く神への彼の服従において、手本とすべき先駆者であった、偶像を決して崇拝

しなかった一神教徒だった。 

 

[16:121] 彼は彼の主の恵みに感謝したため、彼は彼を選び、彼を真っ直ぐな道へと導いた。 

 

[16:122]私達はこの世で、彼に幸せを授けた、そして来世では、彼は正しい者達と一緒にいるであろう。 

 

モハメッド：アブラハムの信奉者＊ 

 

[16:123] それから、私達はあなた（モハメッド）にアブラハムの宗教、一神教徒に従うよう霊感を与え

た；彼は一度も偶像崇拝者ではなかった。 

 
＊１６：１２３これによって、アブラハムを通して私達に来た、全ての宗教の慣行は、モハメッドの時には損なわれ

ていなかったことが私達に知らされる。（２７：７８と付録９を参照） 

 

サバスの廃止 

 

[16:124] サバスはそれを論争する者達だけに最後は命じられた（ユダヤ教徒と、キリスト教徒）。あな

たの主が彼らの論争について復活の日に彼らを判決する唯一のお方。 

 

神のお告げの広め方 

 

[16:125] あなたはあなたの主の道へ、知恵と、親切な悟りと共に招待するべきである、そして最も可能

な態度で議論しなさい。あなたの主は彼の道から迷った者を一番よく知っている、そして彼は導かれた

者達を一番よく知っている。 

 

[16:126] そしてもしあなたが罰するのであれば、あなたは同値の罰を負わせなければいけない。しかし

もしあなたが辛抱することに頼るのならば、（復讐の代わりに）、それは、辛坊する者達にとってより

良い。 

 

[16:127] あなたは辛抱することに頼るべきである－そしてあなたの辛抱は、神の助けのみにて到達す

る。彼らに対して悲んではならない、そして彼らのたくらみにいらだってはならない。 

 

[16:128] 神は正しい人生を送る者達と慈善をする者達と一緒にいる。 
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