
２３章   信者達 （アル・ムウミヌーン） 

 

 
 

[23:0] 慈愛深き慈悲深い神の御名において 

 

[23:1] 確かに、信者達は成功する 

 

[23:2] 交信の祈り（サラット）の間、畏敬する者 

 

[23:3] 彼らは無駄な話をさける 

 

[23:4] そして彼らは必須の慈善のあげる 

 

[23:5] そして彼らは彼らの純潔を維持する 

 

[23:6] 彼らの配偶者または彼らに正しく属する者のみと性行為がある；彼らは攻められることは

ない。 

 

[23:7] これらの限界にそむくものは罪人である。 

 

[23:8] 彼らに預金委託をする時、そしてどのような契約を結ぶとき、彼らは信用できる。 

 

[23:9] そして彼らは、彼らの交信の祈り（サラット）をきちんと遵守する。 

 

[23:10] それが、相続者達である。 

 

[23:11] 彼らは永遠に住む天国を相続するであろう。 

 

正確な胎生学 

 

[23:12] 私達は人間をある特定の泥から創造した。 

 

[23:13] それから、私達はしっかり守られた貯蔵所に置かれた小さな一滴から彼を再生した。 

 

[23:14] それから、私達は、その一滴を胚芽にぶら下がるよう発育させたた、そしてそのぶら下が

る胚芽を一口の大きさ（の胎児）につくった、それから、その一口の大きさ（の胎児）から、骨を

つくり、それからその骨を皮膚で覆った。このように私達は新しい創造物を生産する。最も恩恵あ

るお方は神である、最もすばらしい創造主。 

 

[23:15] そしてその後、あなた方は死ぬのである。 

 

[23:16] それから、復活の日に、あなた方はよみがえるであろう。 

 

７つの宇宙 

 



[23:17] 私達はあなたの上に７つの宇宙を層にして創造した、そして私達はそこにいる一つの創造

物でさえ知らないことは決してない。 

 

神からの数えきれない恩恵 

 

[23:18] 私達は的確な量の水を空から送った、それからそれを地上に貯めた。確かに私達はそれを

逃がすこともできる。 

 

[23:19] それと一緒に、私達はあなた方のために、ナツメヤシの実、ぶどう、様々な種類の果物と

様々な食物を産出させる。 

 

[23:20] また、サイナイの地元の木から、油と、そして薬味を食べる者達へ産出させる 

 

[23:21] そして家畜はあなた方に教訓を与える。私達はあなた方に、彼らのお腹から（牛乳）飲ま

せる、そしてあなた方は、それらから他の利得を得る、そしてそれらの中には、あなた方はそれを

食べ物として使う。 

 

[23:22] それらの上に 又は、船として、あなた方はは乗る。 

 

ノア 

 

[23:23] 私達は彼の人々のためにノアを送った、「おお私の人々よ、神を崇拝しなさい。あなた方

には彼のほかに他の神はいないのである。」と言った 

 

[23:24] 彼の人々の中の不信した先導者達は彼らの人々に言った、「これはあなたのような一人の

人間があなた方の間で注目されたいがためにしていることだ。もし神が意思するならば、彼は天使

達を送ることができたのだ。私達は今まで一度も私達の先祖からこのようなことを聞いたことはな

い。 

 

[23:25] 「彼は単に頭がおかしくなった男である。しばらくの間彼を無視しなさい。」 

 

[23:26] 彼は言った、「私の主よ、私に勝利を授与してください、彼らは私を不信したのです。」 

 

[23:27] 私達は彼に神感を与えた、「私達の見守る下で、私達の神感のもとに、船を作りなさい。

私達の命じがきて、大気が沸騰するとき、死の運命を宣告されたもの達意外の、それぞれの種類

（あなたの家畜の動物たち）のひとつがいとあなたの家族をそれに乗せなさい。罪を犯した者達に

代わって私に話してはいけない、彼らは溺れるであろう。 

 
＊２３：２７ 物語を語る者達がノアの歴史をわざ笑った。ノアの箱舟は丸太を素朴な綱でしっかりと固定さ

れた平らな舟だった （５４：１３）、洪水は、死海のあたりの地元であった、そして動物達はノアの家畜化

された動物達だった。 

 

 [23:28] 「あなたが、あなたと一緒に船にいる者達と落ち着いた時、あなた方は言わなければな

らない、「邪悪な人々から私達を救ってくださったことに、神を讃る」 

 

[23:29] そして言いなさい「私の主よ、私を神の祝福を得た場所に上陸させてください；あなたは

最も優れた救助者」 



 

[23:30] これらはあなた方に十分な証明を与えるべきである。私達はあなた方を確かに試験するで

あろう。 

 

[23:31] その後、私達は他の世代を彼らの後創立した。 

 

[23:32] 私達は彼らの中から使徒を彼らに送った。「あなたは神を崇拝しなければいけない。あな

たには彼の隣に他の神はいない。あなたは正しくしないのか？ 

 

[23:33] 来世の考えを不信し、拒否した彼の人々の間の先導者達 － 私達がこの世で彼らに寛大

に供給したにもかかわらず － 言った、「これはあなたのような一人の人間にすぎない。彼はあ

なたが食べるものから食べ、あなたが飲むものから飲む。」 

 

[23:34] 「もしあなた方が、あなたのような一人の人間を従うならば、あなたは本当に敗者であ

る。 

 

[23:35] 「彼はあなたにあなたが死んで、ほこりと骨に変わった後に、あなたが戻ってくることを

約束しているのか？ 

 

[23:36] 「絶対にありえない、全く絶対にありえないことをあなたに約束している。 

 

[23:37] 「私達はこの世だけ生きるのである－私達は生きて死ぬのである－私達は決してよみがえ

ることはないであろう。」 

 

[23:38] 「彼は嘘を作り上げ、それらを神の特質とさせた単なる男。私達は彼を決して信じること

はないであろう。」 

 

[23:39] 彼は言った、「私の主よ、勝利を私に与えてください、彼らは私を不信した。」 

 

[23:40] 彼は言った、「もうすぐ彼らは後悔するであろう」 

 

[23:41] 天罰が彼らを打つであろう、公正に、そしてそのように私達は彼らを破壊した。邪悪な

人々は消滅した 

 

[23:42] その後、私達は他の世代を彼らの後に、創立した。 

 

[23:43] どの集団も、すでに決められた運命を早めることも遅らせることもできない。 

 

[23:44] それから私達は、立て続けに私達の使徒達を送った。使途が彼の集団に行く時は毎回、彼

らは彼を不信した。その結果、私達は彼らを順々に全滅させた、そして彼らを歴史とした。不信し

た人々は消滅した。 

 

モーゼスとアロン 

 

[23:45] それから、モーゼスと彼の兄弟アロンを私達の天啓と深遠な証明と共に送った。 

 



[23:46] ファラオと彼の年長者達へ、しかし彼らは傲慢になった。彼らは圧制的な人々だった。 

 

[23:47] 彼らは言った、「我々の奴隷の２人の男を信じるべきか？」 

 

[23:48] 彼らは２人を拒否した、そしてその結果、彼らは全滅させられた。 

 

[23:49] 私達は彼らが導かれるかもしれないので、モーゼスに経典を与えた。 

 

[23:50] 私達はマリアの息子と、彼の母親に神力のしるしをしめした、そして私達は彼らに、食べ

物と飲み物があるメサの避難場所を与えた。 

 

唯一の神、唯一の宗教 

 

[23:51] おおあなた方使徒達よ、良い供給から食べ、正しく働きなさい。私はあなたがするすべて

のことを十分に気づいている。 

 

[23:52] それがあなたの集会 ― 唯一の集会である － そして私はあなた方の主である；あな

た方は私を崇敬しなければいけない。 

 

[23:53] しかし彼らは、紛争する党派として彼ら自身を分裂させた；それぞれの派は彼らが持って

いるものに満足した。 

 

[23:54] だからしばらくの間、彼らを彼らの迷いにほうっておけばいい。 

 

[23:55] 彼らは、私達が彼らにお金と子供たちを供給したので、 

 

[23:56] 私達は彼らに神の祝福も降らせなければいけないとでも思っているのか、まったく、彼ら

は全然解っていない。 

 

[23:57] 確かに、彼らの主を畏敬して自覚している者達、 

 

[23:58] そして彼らからの主の天啓を信じ、 

 

[23:59] そして彼らの主の隣にどんな偶像も決して置かない者達は、 

 

[23:60] 彼らが、彼らの慈善をあげるとき、彼らの心は完全に畏敬している。彼らは彼らの主の前

に召集されるであろうことに気が付いている。 

 

[23:61] 彼らは正しい仕事をすることに熱望する；彼らはそれらを行うことに競争する。 

 

不信者達は感謝をしない 

 

[23:62] 私達はどの魂にもそれが耐えられないほどの悩ましは決してあたえない、そして私達は真

実を述べる記録をとどめている。誰も不正に苦しむことはないであろう。 

 



[23:63] 彼らの心はこれに気がつかないため、彼らはこれを確証しない仕事に打ち込む：彼らの仕

事は悪である。 

 

[23:64] その後、私達が彼らの先導者達を天罰にて復しゅうすると、彼らは文句を言う。 

 

[23:65] 今さら文句を言うのはやめなさい、あなた方は私達からのすべての助けをあきらめたの

だ。 

 

[23:66] 私の証明はあなた方に提示された、しかしあなたは、くるりと向きを変えて引きかえし

た。 

 

[23:67] あなた方は彼らを認めること傲慢すぎた、そしてあなたは彼らを反抗的な態度で無視し

た。 

 

[23:68] なぜ彼らはこの経典に反映しないのか？彼らは彼らの祖先が決して達することができなか

ったものを受け取ったことに気がつかないのか？ 

 

[23:69] 彼らは彼らの使途に気づくことに失敗したのか？ だから彼らは彼を無視したのか？ 

 

[23:70] 彼らは彼が頭がおかしいと決めたのか？ 全く、彼が彼らに真実をもってきた、しかし彼

らのほとんどは真実を嫌った。 

 

[23:71] 全く、もしその真実が彼らの願いと一致したならば、天と地にひどい混乱が起きるであろ

う；すべては破壊するであろう。私達は彼らに証明をあたえた、しかし彼らはそれらの証明を無視

しているのである。 

 

[23:72] あなた、賃金を求めているのか？ あなたの主の賃金のほうがずっと良い。彼は最高な

供給者。 

 

[23:73] 最も確かにあなたは彼らをまっすぐの道へ招待している。 

 

[23:74] 来世を不信するものたちは確かに正しい道からそれていく。 

 

[23:75] 私達が彼らに慈悲を降らし、彼らの問題をいやした時でさえ、彼らは深く罪へと追い込

む、そして大失敗を続ける。 

 

[23:76] 私達が天罰によって彼らをひどく苦しめた時でさえ、彼らは決して彼らの主を懇願しな

い。 

 

[23:77] その後、私達が彼らが招いたひどい天罰で復しゅうした時、彼らは衝撃を受けた。 

 

[23:78] 彼があなたに、聴覚、視覚、頭脳を授けた唯一のお方。あなたはめったに感謝しない。 

 

 

[23:79] 彼があなた方を地球に創立させた唯一のお方、そしてあなた方は彼の前に召集される。 

 



[23:80] 彼が生と死を操縦する唯一のお方、そして彼が夜と昼を順に交換される唯一のお方。あ

なたは理解しないのか？ 

 

[23:81] 彼らは彼らの祖先が言ったことを言った。 

 

[23:82] 彼らは言った、「私達が死んで、ほこりと骨になった後、私達はよみがえるのか？ 

 

[23:83] このような約束は、過去に、私達と私達の両親達に与えられた。これらは過去のおとぎ話

でしかないのだ。 

 

 

ほとんどの信者達は地獄の運命＊ 

 

[23:84] 言いなさい、「もしあなたが知っていっているならば、地球、そしてそこいるすべての者

達は誰に所属するか？」 

 
＊２３：８４－８９ 神への信仰は、神がすべてを操縦しているというその事実である神の特質に気づかない

かぎり、正当ではない （８：１７）。神を知らない信者達は本当の信者ではない。ほとんどの信者達は預言

者達や、聖人達のような力のない偶像を崇拝することによって、彼らの信仰を無にする。（６：１０６） 

 

[23:85] 彼らは言うであろう、「神である」言いなさい 「それならばなぜ、あなたは留意しない

のか？」 

 

[23:86] 言いなさい、「誰が７つの宇宙の主であるか？：すばらしい領土の主？」 

 

[23:87] 彼らは言うであろう、「神」言いなさい、「ならばなぜあなた方は正しくならないの

か？」 

 

[23:88] 言いなさい、「すべてのものを、すべて主権するのは誰の手か、そして彼が助けを供給

することのできる唯一のお方、しかし助けを必要としないお方、もしあなたが知っているたなら

ば？」 

 

[23:89] 彼らは言うであろう、「神」。言いなさい、「どこであなたは間違ったのか？」 

 

[23:90] 私たちは彼らに真実を与えたが、彼らは偽善者である。 

 

[23:91] 神は決して息子をもうけたことはない。彼以外の神は今まで誰もいない。そうでなけれ

が、それぞれの神が彼の創造物たちに、独立を宣言した、そして彼らはそれぞれの領土のために競

争をしたはずである。 

 

[23:92] すべての秘密と宣言を知っているお方、相棒を持つにはとても高すぎる高貴なお方。 

 

[23:93] 言いなさい、「私の主よ、あなたが私に、彼らが招いた（その天罰）ことを見せよう

と、 

 

[23:94] 「私の主よ、わたしを罪を犯す人々の一人にしないでください」 

 



[23:95] 私達が彼らのために予約した（天罰を）あなたに見せることは、私達が簡単にできるこ

と。 

 

[23:96] だから、彼らの悪い仕事を、善にて対抗しなさい；私達は彼らの要求をすべて知ってい

る。 

 

サタンから守るために 

 

[23:97] 言いなさい、「私の主よ、私は悪魔達のささやきからあなたに避難することを求める」 

 

[23:98] 「そして私は、彼らが私の近くに来ないよう、私の主よ、あなたに避難することを求め

る」 

 

復活の日まで、死者は決してもどってはこない 

 

[23:99] 彼らの一人に死が来る時、彼は言う、「私の主よ、私を戻してくれ 

 

[23:100] 「そうすれば、私は私が残したことすべてにおいて正しい仕事をする」真実ではない。

これは彼が作りあげた嘘の要求である。よみがえるまで、障壁が彼の魂をこの世界から切り離すで

あろう。 

 

[23:101] ホラ笛が鳴る時、その日、彼らの間には何の関係もなくなるであろうし、彼らはお互い

について、気にかけないであろう。 

 

[23:102] 重さの重いもの達、彼らは勝者になるであろう。 

 

[23:103] 重さの軽い者達は、彼らの魂をなくした者たち；彼らは地獄に永遠に住む。 

 

[23:104] 火が彼らの顔を圧倒するであろう、そして彼らはそこで苦しみを続ける。 

 

[23:105] あなた方に私の天啓は朗誦されなかったか、そしてあなたはそれらを拒否続けたのでは

ないか？ 

 

[23:106] 彼らは言うであろう、「私の主よ、私達の邪悪が私達を圧倒した、そして私達は道を迷

った人々になった。 

 

[23:107] 「私達の主よ、私達をここからだしてくれ；もし私達が（昔の態度に）もどったら、私

達は本当に邪悪である。」 

  

[23:108] 彼は言うであろう、「そこに住み、恥をかきなさい、そして私に話をしてはならない」 

 

彼らは信者をあざ笑った 

 

[23:109] 私のしもべ達のある集団は言ったものだ、「私達の主よ、私達は信じます、だから私達

を容赦してください、そして私達に慈悲を降らしてしてください。すべての慈悲ある者の中で、あ

なたが最も慈悲深いお方。」 



 

 

[23:110] 「しかしあなたがたは、私を忘れるほど、彼らを馬鹿にし、あざ笑った。あなた方は昔

彼らを笑った。 

 

[23:111] 「わたしは彼らの断固たる決心さのおかえしに、彼らを勝者にすることで、今日彼らを

報酬した。 

 

[23:112] 彼は言った、「あなた方は地球にどのくらいたか？何年？」 

 

[23:113] 彼らは言った、「私達は１日もしくは１日のある一部。数えた者たちに聞いてくださ

い」 

 

[23:114] 彼は言った、「実際、あなたは、ほんの少しの間滞在した、もしあなたが知っていたな

らば。 

 

[23:115] あなたは私達があなたを無駄に創造したと思っているのか；あなたは私達に戻らないと

思っているのか； 

 

[23:116] 最も高貴なお方は神である、真の主権。彼の隣に他の神はいない；最も名誉な主、すべ

ての権力を所有されるお方 

 

[23:117] 神のとなりにどのような他の神を、何の証明なしに偶像するものは誰でも、彼の報いは

彼の主にある。不信者達は決して成功しない。 

 

[23:118] 言いなさい、「私の主よ、私達に、容赦と慈悲を降らしてください、すべての慈悲深い

者達の中で、あなたが最も慈悲深いお方。」 
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