
１９章 マリア 

 
 

[19:0] 慈愛深き慈悲深い神の御名において 

 

[19:1] K. H. Y. 'A. S.*  

 
＊１９：１ これは最多数のコーランのイニシャルである、なぜならばこの章は、ジョンの奇跡的な誕生、そ

してイエスの処女からの誕生、そしてイエスが神の息子であるという考えである忌々しい神への不敬を強く有

罪宣告するなど極めて重要な事柄に関わっているためである。この５つのイニシャルはこれらの事柄を援助す

るための説得力のある物理的な証拠を供給している。（付録１と２２を参照） 

 

ザカリア 
 

[19:2] 彼の使徒ザカリアへの主の慈悲について語る 

 

[19:3] 彼は彼の主に秘密のお願いをした 

 

[19:4] 彼は言った、「私の主よ、私の体の骨はもろくなり、私の髪は灰色に包まれています。私

があながを懇願するように、私の主よ、私は決して絶望しません。 
 

[19:5] 「私は私の扶養家族について心配します、そして私の妻は不妊です。貴方から私に、後継

ぎを授与してください。 

 

[19:6] 「彼を私の後継ぎとして、そしてジェコブの一族の後継ぎとして、そして彼を、私の主

よ、受け入れてください。」 

 

ジョン 

 

[19:7] 「おおザカリア、私達はあなたに良い知らせをあたえよう；ジョン（ヤヒヤ）となずける

べき男の子。私達は以前彼のような誰をも一度も創造したことがない。」 

 

[19:8] 彼は言った、「私の主よ、私の妻の不妊にもかかわらず、そして私の老いた年にもかかわ

らず、私は息子を持つのですか？」 

 

[19:9] 彼は言った、「あなたの主はこのように言った：「私にとってそれは容易なこと。私は以

前あなたを創造したのだ、そしてあなたは無であったのだ」 

 

[19:10] 彼は言った「私の主よ、私にしるしをください」彼は言った「あなたのしるしは、あなた

が３日連続の夜、人々と話せないことである」 

 

[19:11] 彼は彼の家族のところへ神聖なる場所からやってきた、そして彼らに合図をした「昼も夜

も（神へ）瞑想しなさい。」 

 

[19:12] 「おおジョン、あなたは経典を強く主張しなければいけない」私達は彼の若さにもかかわ

らず彼に知恵を授けた。 

 



[19:13] そして私達からの優しさと純粋さを（私達は彼に授けた）、なぜならば、彼は正しいもの

だったから。 

 

[19:14] 彼は彼の両親を尊敬した、そして決して逆らう暴君ではなかった。 

 

[19:15] 彼が生まれたその日、そして彼が死ぬその日、そして彼が生き返り、復活されるその日に

彼に平和あれ。 

 

マリア 

 

[19:16] 経典に述べられているマリアについて。彼女は東の場所へ、彼女の家族から孤立した。 

 

[19:17] 障壁が、彼女を彼らから、離す間、私達は私達の聖霊を彼女に送った。彼は彼女へ人間の

形体で行った。 

 

[19:18] 彼女は言った、「あなたが正しいものであるよう、私は最も慈愛深いお方に非難を求めま

す。」 

 

[19:19] 彼は言った、「私はあなたに純粋な息子を与えるための、あなたの主からの使徒です」＊ 

 

[19:20] 彼女は言った、「どうして私が息子を持つことができましょうか、 私に触れた男性がい

ないというのに；私は決して不貞ではありません。」 

 

[19:21] 彼は言った、「あなたの主はこのように言いました、それは私にとって容易なこと。私達

は人々のために、彼を神からのしるしとする、そして私達からの慈悲を与えるであろう。これは以

前に決められたことである。」 

 

イエスの誕生 

 

[19:22] 彼女が彼を出産した時、彼女は遠くの場所へ彼女自身を孤立させた。 

 

[19:23] やしの木の幹で、出産過程が彼女にやってきた。彼女は言った。「（私はとても恥じてい

ます）私はこれが起きる前に死んで、完全に忘れられてしまうことを望みます。」 

 

[19:24] （赤ん坊が）彼女を彼女の下から呼んだ、「悲しんではいけません。あなたの主はあなた

に泉を供給しました」 

 

[19:25] 「もし貴方がこのヤシの木の幹を振るうのならば、それは貴方のために熟したデイツを落

とすことでしょう。」＊ 

 

＊１９：２５ このように、イエスは九月の終わりか十月の初めに生まれたのだった。中近東でデ

イツが熟して木から落ちるのはちょうどこの時期である。 

 

[19:26] 食べて、飲んで、喜びなさい。あなたが誰かに会った時は、言いなさい、「私は、無言を

誓った、私は誰とも今日は話しません」 

 

[19:27] 彼女は彼を抱きながら、彼女の家族のところへ来た。彼らは言った、「おおマリア、あな

たは全く予期せぬことを犯した 



 

[19:28] 「おお、アロンの子孫よ、あなたの父親は悪い人ではなかったし、貴方の母親は不貞では

なかった。」 

 

赤ん坊が声明する 

 

[19:29] 彼女は彼を指差した。「彼らは言った「飼い葉おけにいる赤ん坊と、どうして私達は話が

できるんだ？」 

 

[19:30] （赤ん坊は話した、そして）言った「私は神のしもべです。彼は私に経典をあたえてくれ

ました、そして私を預言者として任命しました」 

 

[19:31] 「彼は私が行くどこへでも、私に神の祝福を下さる、そして私が生きている限り、交信の

祈り（サラット）そして必須の慈善 （ザカット）を遵守することを私に命じました。 

 

 [19:32] 「私は私の母親を尊重します；彼は、私を従わない反抗者にはしませんでした。 

 

[19:33] 「そして私が生まれたその日、私が死ぬその日、そして私がよみがえるその日に平和あ

れ。」 

 

証明された真実 

 

[19:34] それがイエスである、マリアの息子、そしてこれが彼らが継続して疑う事の真実である。 

 

[19:35] 彼が息子を持つなど、神にふさわしくない、神を讃えよ。何をするにも、彼は単にそれに

「ありなさい」と言う、そしてそれはあるのである。 

 

[19:36] 彼は宣言もする、「神は私の主、そしてあなた方の主、あなた方は彼のみを崇拝しなけれ

ばいけない。これが正しい道である。」＊ 

 
＊１９：３７ これはヨハネの福音書の２０：１７にイエスが言ったの定義に似ている。 

 

 [19:37] 様々な派が、彼らの間で（イエスの身分について）論争した。 

だから、酷い日の光景を不信する者達に災いあれ 

 

[19:38] 彼らから聞くまで待ちなさい、そして彼らが私達に直面する時、彼らを見なさい。罪人達

は、その日、完全に当惑するであろう。 

 

[19:39] 判決がくだされる時、激しい後悔の日について忠告しなさい。彼らは、完全に気づいてい

ない；彼らは信じていない。 

 

[19:40] 私達が地球とそこにいる全ての者達を相続する者達である；私達へ全ての者は戻ってくる

であろう。 

 

アブラハム 

 

[19:41] 経典に語られているアブラハム；彼は聖者、預言者だった。 

 



[19:42] 彼は彼の父親に言った、「おお私の父よ、なぜあなたは、聞くことも、見ることも、あな

たをたしょうなりとも助けるれないものを崇拝するのですか？」 

 

[19:43] 「おお私の父よ、私は貴方が授からなかったある特殊の知識を授かりました。私について

きなさい、私はあなたを正しい道へ導くでしょう」 

 

[19:44] 「おお私の父よ、悪魔を崇拝してはいけない。悪魔は最も慈愛深いお方に対して反抗した

のです 

 

[19:45]「おお私の 父よ、私は最も慈愛深いお方から、あなたが天罰をこうむることを恐れます、

そして悪魔の仲間になることを。」 

 

[19:46] 彼は言った、「私の神々を見捨てたのか、おおアブラハム？ あなたが止めなければ、私

はあなたを石打ちの刑にするだろう。私をほっといてくれ。」 

 

[19:47] 彼は言った、「あなたに平和あれ、私は私の主にあなたを容赦してくれるよう懇願するで

しょう；彼は私に最も親切であります。 

 

[19:48] 「私はあなたとあなたが崇拝する神以外の神々を見捨てるでしょう。私は、私の主のみを

崇拝するでしょう。私の主だけを懇願していれば、私は間違はない。」 

 

[19:49] なぜならば、彼が彼らと神以外の神々を見捨てたので、私達は彼にイサクとヤコブを授け

た、そして私達は彼らそれぞれを預言者にした。 

 

[19:50] 私達は彼らに私達の慈悲を豊富に降らした、そして私達は彼らに歴史上にて高貴な地位を

与えた。 

 

モーゼス 

 

[19:51] 経典に語られているモーゼス。彼は忠誠し、そして彼は、使徒あり預言者だった。 

 

[19:52] 私達は彼をサイナイ山の右側から呼んだ。私達は彼と協議するために、彼を近くへ連れて

きた。 

 

[19:53 そして私達は私達の慈悲によって、彼の弟、アロンを預言者として彼に与えた。 

 

[19:54] そして経典に語られているイスマイル。彼が約束をする時は真実だった、そして彼は使徒

であり、預言者だった。 

 

[19:55] 彼は彼の家族に交信の祈り（サラット）と、そして義務である慈善（ザカット）を遵守す

ることを家族に命じた；彼は彼の主に受け入れられた。 

 

[19:56] そして経典に書かれているイドリス。彼は聖者であり、預言者だった。 

 

[19:57] 私達は彼を高貴な地位へあげた。 

 

[19:58] これらは神が恩恵を与えた幾人かの預言者達である。彼らはアダムの子孫の中から選ばれ

た、そしてノアと一緒に運ばれた者達の子孫、そしてアブラハムとイスラエルの子孫、そして私達



が導き、選択した者達から選ばれた。最も慈愛深きお方の天啓が彼らに朗唱される時、彼らはひれ

伏して、涙を流す。 

 

失われた交信の祈り（サラット） 

 

[19:59] 彼らの後、彼は、交信の祈り（サラット）を失い、彼らの強い欲望を探究した世代に取り

替えた。 

 

[19:60] 悔い改め、信じ、正しい人生を歩むものだけが、最小の不正なく、パラダイスへ入るでし

ょう。 

 

[19:61] 私生活でさえ彼を崇拝する者達のために、最も慈愛深きお方によって約束されたエデンの

庭が彼らを待っている。確かに、彼の約束は実現する 

 

[19:62] 彼らはそこで、何のたわごとを聞くことはない；平和のみ。彼らは昼も夜もそこで彼らの

供給を受け取る。 

 

[19:63] それがパラダイスである；私達はそれを私達の正しいしもべ達に授ける。 

 

[19:64] 私達はあなた方の主の命じ以外、降りてこない。彼には、私達の過去、将来、そしてその

間の全てが属する。 

 

[19:65] 天と地、そしてそれらの間の全ての主、あなた方は彼を崇拝しなければいけない、そして

断固たる決心で辛抱して崇拝しなければいけない。彼に同等する誰かをあなたは知っているのか？ 

 

[19:66] 人間は質問する、「私が死んだ後、私は生き返るのか？」 

 

[19:67] 人間は私達が彼を創造し、彼が無であったことをすでに忘れたのか？ 

 

先導者達への特別な忠告  

 

[19:68] あなた方の主によって、私達は確かに彼らを召集するであろう、悪魔と共に、そして彼ら

を地獄の周りに集め、屈辱を与えられるであろう。 

 

[19:69] それから、私達は最も慈愛深いお方の最も烈列たる敵をそれぞれの党派からえり抜く。 

 

[19:70] 私達はそこに焼かれるのに最も適している者達を十分に知っている。 

 

みんな地獄を見る＊ 

 

[19:71] あなた方のそれぞれ一人がそれを見なければならない；これは取り消すことのできないあ

なたの主の決断 

 
＊１９：７１ 付録１１に詳細されているように、私達は、神の我々の宇宙への物理的到着以前によみがえる

であろう。神の不在は地獄であるためそれが一時的な地獄の経験になるであろう。神が来る時（８９：２

２）、正しい者達は救助されるであろう。１９：７２を参照。 

 

[19:72] それから私達は正しい者達を救助する、そして罪人達をそこに見捨てる、屈辱をあたえ

る。 



大多数 

 

[19:73] 私達の天啓が彼らに朗唱される時、明らかに、不信する者達は信じる者達へ言う、「私達

のどちらが豊富か？ 私達のどちらが大多数か？」 

 

[19:74] 彼ら以前に多くの世代を私達は消滅させた；彼らはずっと有力だった、そしてずっと豊富

だった。 

 

[19:75] 言いなさい、「邪道にいくことを選択する者達には、最も慈愛深いお方が、彼らが彼らに

約束されたものを見つけるまで、彼らを導くであろう、－ 天罰またはその時間。それは、誰が本

当に悪いか、そして力が弱いかを見つけ出す時。」 

 

[19:76] 神は導かれることを選択する者達の導きを増大する。良い行為はあなたの主によって永遠

に報酬される、そしてずっと良い返礼を持ってくる。 

 

[19:77] 私達の天啓を拒否した者の言ったことを記したか、「私は富と子供達を与えられるだろ

う」 

 

[19:78] 彼は将来を見たのか？彼はそのような固い約束を最も慈愛深いお方からもらったのか？ 

 

[19:79] 実に、私達は彼の口述を記録するであろう、それから彼を永遠に増加し続ける天罰に送り

込む。 

 

[19:80] それから私達は彼が所有する全てを相続する、そして彼は私達へたった一人で戻ってくる

のである。 

 

[19:81] 彼らは彼らの役に立つかもしれない神のとなりの神々を崇拝する。 

 

偶像達は彼らの崇拝者達を放棄する 

 

[19:82] その反対に、彼らは、彼らの偶像を拒否するであろう、そして彼らの敵となるであろう。 

 

[19:83] あなた方は私達がどのように悪魔達を不信者達に放し、彼らをかきまわすか見えないか？ 

 

[19:84] いらいらしてはいけない；私達はある用意を準備している。 

 

[19:85] 私達が正しい者達を最も慈愛い深いお方の前に集団で召集するその日が来るであろう。 

 

[19:86] そして私達は罪人を彼らの永遠の住居である地獄へ追い込む 

 

[19:87] 誰も仲裁するための力を持たないであろう、最も慈愛深いお方の法に従う者達以外。 

 

ひどい神への不敬 

 

[19:88] 彼らは言った、「最も慈愛深いお方が息子と宿った！」 

 

[19:89] あなた方はひどい神への不敬を発言した。 

 



[19:90] 天はまさに震え上がるところ、地球は破り千切れるところ、山々はばらばらになるところ

だ。 

 

[19:91] なぜならば、彼らは最も慈愛深いお方が息子と宿ったなどと宣言するからだ。 

 

[19:92] 最も慈愛深いお方が息子を宿るべきなどうふさわしくない。 

 

[19:93] 天と地のそれぞれひとつは、最も慈愛深いお方のしもべである。 

 

[19:94] 彼は彼らを取り囲んでいる、そして彼は、それらを一つずつ数えた。 

 

[19:95] 彼らの全ては、復活の日に彼の前に個々に来るのである。 

 

[19:96] 確かに、信じ、正しい人生を送る者達には、最も慈愛深いお方が、彼らに愛を降らせるで

あろう。 

 

[19:97] だから私達は、正しい者達に良い知らせを、反抗する者達に忠告を伝えるために、これを

（コーラン）あなたの母国語で、明らかにした。 

 

[19:98] 彼ら以前の多くの世代は、消滅された；あなた方は、彼らを知覚することまたは何らかの

音を彼らから聞くことができるか？ 

 

 
 

この章までの神の累積回数＝ 

 

1607 

 
 

  

 

この章までの神がでてくる節の番号の累積合計＝ 

 

                      93139 

 
                   

 


