
     コーラン（上） 

はじめに 
フリューゲル販（カイロ販を参考に） 
＊カッコ内は正統派の注（バイダーウィーをベースにして）。（＊明示されていないが、翻訳者の
注も含まれているようだ）＊は、報告者の注であることを示す 
＊この翻訳では、「回教徒」、「マホメット」の用語を用いている。 

一、開扉（メッカ啓示、全7節） 
慈悲深く慈愛あまねきアッラーの御名において・・・・・ 

み な

1節讃えあれ、アッラー、万世の主、 
よろずよ

2節慈悲深く慈愛あまねき御神（おんかみ）、 
3節審きの日、 

さば

4節汝をこそ我らはあがめまつる、汝にこそ救いを求めまつる、 
5節願わくば我らを導いて正しい道を辿らしめ給え、 
6節汝の御怒りを蒙る人々や、踏みまよう人々の道ではなく、 
7節汝の嘉し給う人々の道を歩ましめ給え。 

よみ

二、牝牛（メディナ啓示、全287節） 
106節（誰が楽園に入るかに関して）自分の顔をアッラーに捧げ尽くした（自分の魂を完全にアッ
ラーの御心に任せ切った）人、そして善行を積む人は（誰でも）神様から御褒賞が戴ける。怖ろ
しい目にも逢わず、悲しい目にも逢いはせぬ。 
＊善行を積む人とは？異教徒も含む？ 
115節（＊その他多くの箇所で）我らから聖典（コーラン）を授けられ、それを正しく読誦する
人々、そのような人々こそ本当の信者。 
＊コーランは後の時代にできたのではないのか？ 
126節（帰依者の原語「ムスリム」は後世直ちに回教徒の名称となる）（＊翻訳者の註） 
136節（最初、回教徒はイエルサレムの方向に向かって祈祷していた。しかし、後に、マホメット
がユダヤ教徒とはっきり敵対するに至って、その方向をメッカに向け変えた） 
138節（＊キブラ（祈りの方向）を変えた理由を説明する）以前にお前（マホメット）が採ってい
た祈りの方向を我ら（アッラー）があのように（イエルサレムに向けて）定めたのは、あれは元
来、本当に使徒（マホメット）についてくる人と、背を向けてしまう者どもとをはっきり見分け
るための方便だったのだ、・・（＊当時メッカは多神教徒の支配下にあった）（＊方針転換に対
する言い訳に聞こえる。こうした箇所は他にも見られる。） 
168節（＊禁じた食物は、死肉、血、豚の肉、異神に捧げられたもの） 
173節殺人の場合には返報法（「目には目を、歯に歯を」）が規定であるぞ。・・（殺人を犯して
も）、同胞（相手の当事者）が赦すといった場合（「血の価」ー例えば駱駝何頭の支払いーで満
足する場合）には、（復讐者の側では）正正堂々とことを運ばねばならない・・・ 
176節（＊遺言すること） 
179節（＊断食の規律） 
181節（＊ラマザン月（断食の月）） 
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182節もしわしのしもべども（信者たち）が、このわしに関して（アッラーとは一体どんな神様
か）とお前に質問してきたならば、（こう答えるがよい）、わしは（常に信者の）近くにあり、
わしを呼ぶものがわしに呼びかけた時、その呼び掛けにすぐ応じてやる、と。 
183節断食の夜、汝らが妻と交わることは許してやろうぞ（＊男への呼びかけ、女ではな
い）。・・礼拝堂におこもりしている間は、決して妻と交わってはならぬ。 
186節汝らに戦いを挑むものがあれば、アッラーの道において（「聖戦」すなわち宗教のための戦
いの道において）堂々とこれを迎え撃つが良い。だがこちらから不義を仕掛けてはなるぬぞ。・・
187節・・向こうからお前たちに仕掛けてきた時は、構わんから殺してしまえ。信仰なき者どもに
はそれが相応の報いというもの。（＊戦闘的宗教） 
（＊規律の話が続く） 
220節汝ら、邪宗門の女を娶ることはならぬ、彼女らが信者になるまでは。信仰ある女奴隷の方が
（自由身分の）邪宗門の女にまさる、（＊女にも同じことを言う） 
222節月経は（一種の）病であるから、正常の身になるまで近づくな、・・ 
226節女と縁を切ろうと誓った人は、４ヶ月の猶予期間を（置く必要がある）・・ 
239節定めの礼拝を正しく守れ、それから真中の礼拝も。浄らかな心でアッラーの午前に立つの
じゃ。（礼拝について、メッカ時代は、暁、日没、夜の３回。メディナに遷行してからはお昼の礼
拝と午前の礼拝が加わり５回に） 
257節宗教には無理強いということは禁もつ。・・（＊「寛大な宗教」と言われる所以） 
261節（＊死体が生き返ることを信じない者を（アッラーが）生き返らせてから、どのくらい時間
が経ったかを聞く。1日か半日だろうと返事する。ロバの白骨死体を示して誤りを指摘する。→ 
復活の日のイメージ（井筒説）（後出）。 
（＊商売や施しについて） 
276節アッラーは商売はお許しになった。だが利息取りは禁じ給うた。 
282節（＊貸借関係について、細々と規定） 
一定の期限付きで貸借関係を結ぶ場合には、それを書面にしておくのだぞ。・・・ 
現品をその場でお互いにやり取りする場合はその限りにあらず。そんな時はいちいち書面  　　　　　　
にしなくとも別に落ち度にはならぬ。しかし互いに売り買いをする場合にはきちんと証人を立て
ねばならぬ。（＊イスラムは商人の宗教、と言われる所以である） 
286節アッラーは誰にも能力以上の負担も背負わせ給うことはない。儲け分も欠損もすべては自分

う

で稼いだだけのもの。（＊商売以外にも、罪についても？、商人言葉で喋っている） 
287節神様、もし私どもがついうっかりと忘れたり、何か間違いをしでかしても、どうかお咎めに
なりませぬよう。（＊甘えを許して！＊誰の発言？マホメットの？） 
・・神様、私どもの力量ではかなわぬような負担を私どもの背におのせになりませぬよう。 
私どもを宥し（ゆるし）たまえ。私どもを赦したまえ。 
汝こそは私どもの守り神。罪深い者どもに打ち勝つことができますよう。なにとぞ私どもを助け
給え。　　＊神との契約？＊ 

三、イムラーン一家（メディナ啓示、全200節） 
2節（アッラーは）お前（マホメット）に真実をもってこの聖典を下し給い（＊すでに存在す

ま こ と

る？）、それに先立つもの（モーセの律法とキリストの福音）の確証となし給うた。 
5節（アッラー）こそは、お前にこの聖典を下し給うたお方。その中にはこの聖典全体の母体（基
礎的、本質的部分の意）とも言うべき、文句のはっきりしたところと、それから別に曖昧なとこ
ろがあって、心の中に邪曲を宿すものどもは得てしてこの文義曖昧な方に取り付きたがり、それ
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をもとにして異端騒動を巻き起こそうと計ったり、また自分勝手な解釈を試みようとする。だが
本当の解釈はアッラーだけがご存知。（＊解釈が分かれることに対する事前手まわし？） 
17節アッラーの御目よりすれば、真の宗教はただ一つイスラーム（神に対する絶対無条件的服従を
意味する）あるのみ。しかるに、聖典を授けられた人々は立派な知（神の啓示による特別の知識）
を頂いておきながら、しかも互いに妬み心を起こて仲間割れを起こした（ユダヤ教、キリスト教、
回教（イスラム）が元来は同じ一つの宗教「イスラーム」であることを言う）。 
19節聖典を授かっていない普通の人たち（多神教徒）がもし全てをお任せしたというなら、もう
それだけでその人たちは立派に（信仰の道に）入っている。 
24節あの疑いの余地のない日（最後の審判の日）に、一人ひとりの魂が、それぞれ自分の（現世
で）得た稼ぎ高だけきっちり支払っていただき（賞罰ともに自分が現世でなした仕業の善悪の額
によって正確に与えられ）、・・　（＊商人言葉）（＊善悪の量によって審判が決まる） 
27節信仰あるものは、信仰あるものを措いて無信仰者を友とすることがあってはならない。・・ 

お

30節かしこくもアッラーはアーダム（アダム）とヌーハ（ノア）とイブラーヒーム（アブラハム）
とイムラーン一家（回教では、イエス・キリストの母マリアの父親はイムラーンである）とを選び
出して、あらゆる人々の上に置き給うた。（＊イムラーン家の話題が続く） 
48節アッラーは言い給うた、「これイーサー（イエス）、わしは汝を召し寄せてわがもとまで高く
昇らせ、無信仰のやから（のけがれ）から汝を浄めてやろうと思う。・・ 
52節さて、アッラーのお目から見ると、イーサー（イエス）は丁度アーダム（アダム）と同じよう
なもの（イエスが処女を母として生まれたのと同じく、アダムもまた父母なしに泥から生まれた。
ともに奇跡による誕生である） 
58節啓典の民よ、お前たちはなぜイブラヒーム（アブラハム）のことでそう言い争いをするのか
（当時アラビアのユダヤ教徒とキリスト教徒は、アブラハムがユダヤ教徒であった、いやキリス
ト教徒であったと盛んに論争していた）。・・ 
68節啓典の民の中には、キンタール（莫大な金額）を預けてもそっくり返してくるものもあれば、
また中にはわずか１ディナールほど預けても、うるさく言わなければ返してこない者もある。69節
それというのは、「なあに、異教徒など（ここではアラブ人を指す）にどんなことをしたとて我々
がとがめられる筋はない」などと考えてのことだが、これではアッラーに対してみすみす嘘をつく
ことになってしまう。70節いやいや、自分の契約は立派に履行し、アッラーを畏れかしこむ者、
アッラーの好み給うのはそういう敬虔な人々のみ。（＊約束は守れ） 
76節さ、こう唱えるのだ。「我らはアッラーを信じ、我等に啓示されたもの（『コーラン』）
と、イブラーヒーム（アブラハム）、イスマーイール（＊ヤコブ）、イスハーク（イサク）、ヤア
クーブ（ヤコブ）、及び（イスラエルの十二）氏族に掲示されたもの、またムーサー（モーセ）、
イーサー（イエス）、ならびにすべての預言者に神様から下されたものを信じます。我らはこれら
の人々の間に差別を付けませぬ。そして我らはみな（アッラー）に帰依し奉ります」と。 
90節人々のために建てられた最初の聖殿はバッカ（メッカの異名）にあるあれだ。生きとし生け

・ ・

るものの祝福の場所として、また導きとして（建てられた）もの。91節その内部には数々の明白な
御徴があるー（例えば）イブラーヒーム御立ち処など（メッカの神殿は回教の伝承によるとアブ
ラハムがイスマイルとともに建てたもので、建築の最中に彼が立っていた石は「アブラハムの足跡」
を今日までに残している）。そして誰でも（罪人でも）いったんこの（聖域）に踏み込んで仕舞
えば絶対に安全が保障される。そして誰でもここまで旅してくる能力がある限り、この聖殿に巡
礼することは、人間としてアッラーに対する（神聖な）義務であるぞ。（＊巡礼の義務化） 
108節どこに行こうと屈辱こそ彼ら（＊ユダヤ教徒、キリスト教徒、無信仰者）の運命。アッラー

さ だ め

の結び綱に縋り付くか、人間の結び綱に縋り付くか（回教に改宗してアッラーにすがるか、それ
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ともさだめの税を支払って回教徒にすがるか）せぬ限り、アッラーのお怒りを被って、困窮の運
命をたどる。 
145節汝らがアッラーのお許しで彼らを思うさま殺した時（バドルの合戦での大勝利を指す）、
アッラーは汝らとの約束を果たし給うた。アッラーが汝らに汝らの望むところ（決定的勝利を指
す）を見せ給うた後（もう少しで大勝利というところで）、汝らは突然意気阻喪し（ウフドの敗
戦を指す）、仲間どうしで互いに争いだし、遂には命に叛いた。・・そこでアッラーは汝らを一
応彼ら（敵軍）のところからちりぢりに退却するように仕向けて、それで汝らを試し給うたのだ。
だが今ではもうアッラーは汝らをみなお赦しになった。アッラーは信者に対していつも情深くお
わします。 
150節これ、信徒の者、遠い国々に出征し戦いの庭に（たおれ）た己が同胞のことを「彼らも、

はらから

我々と一緒にいたら死んだり殺されたりしないですんだものを」などという者ども無信仰者ども
の真似をしてはならぬぞ。実はあれはみんなアッラーが彼らの心の中に悲嘆を引き起こしてやろ
うとしてなさったこと。生かすも死なすもアッラー次第。アッラーは汝らの所業は何から何まで
見ていらっしゃるぞ。 
151節もし汝らがアッラーの道で殺されたり死んだりした場合、（汝らが頂戴できる）アッラーの
お赦しとお情けとは、人々が積み上げる（すべての財宝）よりもはるかにまさる。・・必ずアッ
ラーのお側に呼び集めて戴けるのだぞ。（＊楽園に行ける） 
・・・・（ウフドの敗戦）にまつわる話が続く・・・・ 
169節あのシャイターン（サタン）の如きは、自分の手下だけしか脅かすことができぬもの。され
ば汝ら少しも怖がることはない。このわしをこそ怖がれ、もし本当の信者ならば。 
182節誰でも人は皆一度は死を味わわねばならぬもの。しかし汝ら復活の日には寸分狂いのない報
酬を頂戴しようぞ。・・要するに現世の生活は、いつわりの快楽に過ぎない。 
(＊復活の日が、常に脅しの材料） 
184節アッラーが、聖典を授けられた人々（＊コメントなし）と契約を結ばれた時のこと、「誰に
でも堂々と公開して見せよ。決して隠したりしてはならぬぞ」ということであったのに、彼らは
（who?)それをうしろに抛り投げ、ほんのはした金で売り飛ばしてしまった。実に浅ましい商売を
したものぞ。 
198節また啓典の民（ユダヤ教徒とキリスト教徒）の中にも、アッラーを信じ、汝ら（回教徒）に
下されたもの（「コーラン」）と、自分たちに下されたもの（「旧約聖書」「新約聖書」）とを
（分けへだてなく）信仰し、アッラーの前に自らを低うし、アッラーの御兆（啓示）を安値で売
り飛ばしたりしない（立派な者）もおる。そういう人たちは神様から報酬を受ける。まことにアッ
ラーは勘定早くおわします。 

四、女（メディナ啓示、全175節） 
3節もし汝ら（自分だけでは）孤児に公正にしてやれそうもないと思ったら、誰か気に入った女を

みなしご

めとるがよい、二人なり、三人なり、四人なり。だがもし（妻が多くては）公平にできないよう
ならば一人だけにしておくか、さもなくばお前たちの右手が所有しているもの（女奴隷を指す）
だけで我慢しておけ。その方が片手落ちになる心配が少なくて済む。4節妻たちには贈与財（結婚
契約の成立とともに妻の側に送る財産で、回教以前の古代アラビアから存在した風習。元来は嫁
を「買い取る」金であった）をこころよく払ってやれよ。女の方で汝らに特に好意を示して、そ
の一部を返してくれた場合には、遠慮なく喜んで頂戴するがよい。 
8節両親、および親戚の遺産の一部は男子に。女にもまた両親、および親戚の遺産の一部を。・・ 
（＊財産分与に関するお上の裁き） 
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12-16節（＊子や親に対する遺産分配、＊アッラーがお決めになった分配法） 
19節妻が不貞をなした場合（＊若いツバメと？）は、まず証人を四人喚んでくること。もし彼らが
（四人とも）証言したなら、女を家の中に監禁し、死が女を連れ去るか、またはアッラーが何か
（救いの）道を講じ給うまでそのままにしておくこと。20節また汝らのうち二人で不義をはたら
いた場合（＊妻帯者同士？）は二人とも痛い目にあわせてやるがよい。だが二人が改悛して、十
分に償いをしたなら、そのままにしておいてやること。・・ 
29節資産が足りなくて、信仰深い身分のよい女をみとれない者は、自分の右手にかかる（奴隷）
信仰深い端女（＊下働女）を（妻にする）がよい。・・ 

はしため

38節アッラーはもともと男と（女）との間には優劣をお付けになったのだし、また（生活に必要
な）金は男が出すのだから、この点で男の方が女の上に立つべきもの。だから貞淑な女は（男に
対して）ひたすら従順に、またアッラーが大切に守ってくださる（夫婦間の）秘め事を他人に知

ひ と

られぬようにそっと守ることが肝要（この一文は色々な解釈の可能性がある）。反抗的になりそ
うな心配のある女はよく諭し、（それでも駄目なら）寝床に追いやって（懲らしめ、それが駄目
な場合は）打擲を加えるとよい。だが、それで言うことをきくようなら、それ以上のことをしよ

ちょうちゃく

うとしてはならぬ。（＊現代風に言えば、男尊女卑） 
46節これ汝ら、信徒の者、酔うている時には、自分で自分の言っていることがはっきりわかるよ
うになるまで祈りに近づいてはならぬ。また身が穢れている場合には、すっかり洗い清めるま
で。・・（＊飲酒を禁止しているわけではない） 
（＊散々不信心者をなじった後で）60節だが信仰を抱き、義しい道を踏み行う者、そういう人た

ただ

ちは潺潺と河川流れる楽園に入れて、そこに永久に住み着かせてやろう。そこでは清浄な妻（天
せんせん

女フーリーのこと）を何人もあてがおう。そして影濃き木陰に入らせよう。 
62節これ汝ら、信徒の者、アッラーのお言いつけをよく守り、またこの使徒（マホメット）と、
それから汝らの中で特に権威ある地位にある人の言いつけをよく守るのだぞ。何かのことで争い
が生じた場合は直ちにアッラーとこの使徒のところに持ち込むがよい（＊How?)、もし汝らが本
当にアッラーと最後の日を信じておるのであらば。それが一番よい、そしてそれが一番よい結果

いやはて

にもなる。 
73節（ここからは話題が替わって聖戦のことになる）これ汝ら、信徒の者よ、（戦闘に臨む場合
には）充分に警戒して、隊を分けて前進し、或いは全軍一時に前進せよ。 
81節お前に降りかかる幸運はアッラーの授け給うたもの、お前に降りかかる災難は、これは皆お
前自身から出たこと。・・ 
91節あの輩は、自分が無信仰なように、汝らにも無信仰になってもらいたくてしかたがない、両
方とも同等になろうとして。されば、あのようなものどもを頼りとしてはならぬぞ、彼らが宿替え
してアッラーの道（回教）の方に移ってくる時までは。だがそうなってからも、もし彼らが背を
むけるようなら、つかまえて、どこでも手当たりしだい殺してしまうがよい（＊！！）。彼らを仲
間にしたり助け手にしたりしてはならぬぞ。 
94節信徒が信徒を殺すことは絶対に許されぬ。謝ってした場合は別として。もし誰か信徒を誤って
殺した場合には、（その罪滅ぼしに）信仰深い奴隷を一人解放してやること。無論、血の代償は
相手側の家族に支払うこと。但し相手側がそれを自由意志で喜捨するならそれでもよい。・・（＊
血の代償を支払う資力がないなら）二ヶ月間連続断食する。これはアッラーの定め給うた贖罪
じゃ。 
97節別にこれといって支障もないのに、（戦争の時）家に居残っている者は同じ信者と言っても、
自分の財産も生命も投げ打ってアッラーの道に奮戦するものと同列ではありえない。財産も生命
もなげうって奮戦するものをアッラーは、家に残る連中より何段も嘉し給う。もちろんどちらの

よみ
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者にもアッラーは最上のご褒美を約束なさりはした。だが居残り組よりも奮戦組の方にずっと沢
山報酬を下さる。98節すなわち、彼らを数段も上にお据えになり、お赦しもお恵みも（はるかに
多くを与え給う）。（＊天国にも差別はある） 
104節（＊無信仰者が狙っている時は武器を持って礼拝しても良い）安全な場合はいつでも礼拝を
守るようにせよ。礼拝というものは、一定の時を以って全ての信者に課された規定であるぞ。 
107節また、われとわが身を裏切る者ども（自分自身を裏切るとは、神の命にもとる行為をするこ
と）のために弁論したりするのもいけない。アッラーは罪深い裏切り根性の人を好み給わぬ。 
108節彼らは人間の目は誤魔化せるが、アッラーの目をごまかすわけにはいかない。彼らが夜中に
よろしからざることを思い巡らしている時、（アッラー）はその場にいらっしゃる。・・ 
（＊女について幾つか）128節大勢の妻に対して全部に公平にしようというのは、いかにそのつも
りになったとてできることではない。しかしそれとて、あまり公平を欠きすぎて誰か一人をまる
で宙づりのように放っておいてはいけない。・・ 
139節汝ら、聖典（これまでに啓示された「コーラン」の章句）の中で、戒めを受けておるはずで
はないか、「汝ら、アッラーの御徴が嘘よばわりされたり、馬鹿にされたりしているのを聞いた
ならば、相手が何か別の話題に入っていかないかぎり、そんな人々と同席してはならぬ。さもな
いと、汝ら自ら彼らと同類になってしまうぞ」と。（＊異教徒と会食できない） 
152節啓典の民（ユダヤ教徒）はお前（マホメット）を（困惑させようとして）今ここで天から晴
天を下ろしてみせろなどと要求するであろう。だが、実は彼らは（その昔）ムーサー（モーゼ）
にもっとひどい難題をふっかけて、なんと、「われらに神を目のあたりに見せてくれ」とまで言っ
たこともある（＊ムスリムは、聖典を持たない、といじめられたらしい）。・・ 
155節彼らは信仰に背きマルヤム（聖母マリア）についても大変なたわごとを言った。156節それば
かりか「わしらは救世主（メシア）、神の使徒、マルヤムの子イーサー（イエス）を殺したぞ」な
どと言う。どうして殺せるものか。どうして十字架に掛けられるものか。ただそのように見えた
だけのこと（回教ではイエスが十字架に掛けられて死んだことをユダヤ人の虚言として否定する。
イエスではなくてイエスに似た男が殺されたにすぎない）。・・ 
157節啓典の民（ここではキリスト教徒を指す。ユダヤ教徒、キリスト教徒に対する回教徒の態度
は時期によって異なる。最初は両者に対する親愛と信頼。この期待はまずユダヤ教徒に裏切られ、
憎悪に転ずるがキリスト教徒は味方だと思っている。今のこの箇所はちょうどその時期に当たる。
次にはユダヤ教徒もキリスト教徒も共に不倶戴天の敵となる）の中にはただの一人だに死ぬ前に
彼（イエス）への信仰を抱くようにならぬものはないであろう。やがて復活の日が来る時、彼は
あの者ども（ユダヤ教徒）に不利な証人となるであろう。（＊聖典は一字一句も間違いないの
に！時代によって内容が変化する） 
（＊ユダヤ教徒批判に続いて） 
161節まことに我ら（アッラー自称）がお前（マホメット）に啓示したのは、かってヌーフ（ノ
ア）とそれに続く預言者たちに啓示し、またイブラーヒーム（アブラハム）とイスマーイール（イ
スマエル）とイスハーク（イサヤ）とヤアクーブ（ヤコブ）と（12）氏族と、イーサー（イエス）
とアィユーブ（ヨブ）とユーヌス（ヨナ）とハルーン（アロン）とイスマイーン（ソロモン）とに
啓示し、かつダーウド（ダビデ）に詩編を与えたのと全く同性質のもの。・・ 
169節これ啓典の民よ（ここではキリスト教徒への呼びかけ）、汝ら、宗教上のことで度を過ごし
（三位一体やキリストの神聖の教義などを指す）てはならぬぞ。アッラーに関しては真理ならぬ
ことを一ことも言うてはならぬぞ。よくきけ，救主イーサー、マルヤムの息子はただのアッラーの

メ シ ア

使徒であるに過ぎぬ。また（アッラー）がマルヤムに託された御言葉（「ロゴス」の直訳）であ
り、（アッラー）から発した霊力に過ぎぬ（神でもないし、「神の独り子」でもない）。されば
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汝ら、アッラーとその（遣わし給うた）使徒たちを信じよ（特にキリストだけをありがたがるな、
という意）。決して「三」などとう言うてはならぬぞ（三位一体の否定）。差し控えよ。その方
が身のためにもなる。アッラーはただ独りの神にましますぞ。ああ、勿体ない、神に息子がある
とは何事ぞ。天にあるもの地にあるものすべてを所有し給うお方ではないか。保護者はアッラー
お独りで沢山ではないか。 
175節みながお前（マホメット）に（遺産相続の問題で）判決を求めてきたら、こう言ってやるが
よい。「親子関係より遠い相続者についてのアッラーのご判決は次の通り。もし誰か男が死んで、
子供がなく、姉か妹だけがある場合は、その遺産の半分は彼女の所有に帰す（＊後の半分は？）。
逆に彼女の方が（先に死んで）これにも子供がない場合は、男の方が彼女の遺産を相続する。ま
た姉妹が二人の場合は、彼の遺産の３分の二が二人のものとなり、兄弟・姉妹共にある場合には、
男一人の取り分は女二人の取分けと同じとする。・・」 

五、食卓（メディナ啓示、全Ⅰ20節） 
1節家畜の獣類は食べてもよろしい。但しこれから読み上げるものは除く。・・ 
４節汝らが食べてはならぬものは、死獣の肉、血、豚肉、それからアッラーならぬ（邪神）に捧げ
られたもの、絞め殺された動物、墜落死した動物、角で突き殺された動物、また他の猛獣の啖っ

くら

たものー（この種のものでも）汝らが自ら手を下して最後の止めをさしたもの（まだ生命がある
うちに間に合って、自分で正式に殺したもの）はよろしいーそれに偶像神の石壇で屠られたも

ほふ

の。それからまた賭矢を使って（肉を）分配することも許されぬ（人々が集まってする賭。矢を
くじの代わりに使って運を決め、賭けた駱駝の肉を取る）。これは誠に罪深い行いであるぞ。（＊
命令であって、理由の説明はない） 
５節今日、ここにわしは汝らのために宗教を建立し終わった（この箇所は全「コーラン」の中で一
番最後に掲示されたものということになっている）。わしは汝らの上にわが恩寵をそそぎ尽くし、
かつ汝らのための宗教としてイスラームを認承した。 
８節これ、汝ら、信徒の者、礼拝のために立ち上がる場合は、まず顔を洗い、次に両手を肘まで洗
え。それから頭を擦り、両足を踝の所まで擦れ（これらは斎めの象徴的動作で心身の清浄を来

くるぶし

す）。 
９節けがれの状態にあるときは、・・、もし水が見つからなかったら、綺麗な砂をとって、それで
顔と手を擦ればよろしい。 
15節かってアッラーはイスラエルの子らと契約を結ばれたことがある。・・お前（マホメット）
にしても、今後いつまでも彼らの裏切りに遭うことであろう。・・ 
17節また「我々はナザレびと（キリスト教徒）じゃ」と自称する者どもとも我らは契約を結んだ
が、彼らは（神から）教えて戴いたものの一部をすっかり忘れてしまったので、・・（晩年におい
てはマホメットはユダヤ教ばかりでなくキリスト教徒をも公然の敵として宣言した） 
19節「神はすなわちマリヤム（マリア）のメシアである」などという者ども（キリスト教徒を指
す）はまぎれもない邪宗の徒。言うがいい、「もし（アッラーが）、マルヤムの子メシア、その母
（聖母マリア）、否、地上のあらゆる人間を滅ぼしてしまおうとなさったなら、アッラーをいさ
さかたりとも取り押さえることが誰にできよう」と。・・ 
21節ユダヤ教徒やキリスト教徒は、「我らはアッラーの子、その愛し子」などと称しているが、彼

めぐ

らに言ってやるがよい「それなら何故アッラーはお前たちを罪を犯したといって懲戒したりなさ
るのか。否々、お前らはただの人間だ。（アッラー）のお創りになったものだ。アッラーは御心
のままに誰のことでも赦し、御心のままに誰でも懲らしめ給う」と。・・ 
23節（＊ムーサー（モーセ）の故事について） 
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30節（＊アーダム（アダム）の二人の息子ーカインとアベルの故事を語る） 
42節それから泥棒した者は、男でも女でも容赦なく両手を切り落としてしまえ。それもみな自分で
稼いだ報い。 
48節まことに我ら（アッラー自称）は正しい導きと光明の書、律法を啓示した。神にすべてをお

トーラー

任せした（正しい信仰に入った、という意）歴代の預言者は、それに拠ってユダヤの人々を裁き、
またユダヤ教のラビたちや律法学者なども、それぞれ己が託された「聖書」の章句に拠って（ユ
ダヤ人の間で裁き人と）なりそれ（神の啓示した聖典）の証し人となった。 
49節我らはあの中で（ユダヤ人に与えた「律法」の中で）次のような規定を与えておいた。すなわ
ち、「生命には生命を、目には目を、鼻には鼻を、耳には耳を、歯には歯を、そして受けた傷に
は同等の仕返しを」と（ユダヤ人の間で加害者に対して被害者が返報する正当な復讐量を決めた
有名な竹篦（しっぺい、＊参禅する者を打つ竹棒）返しの法規である）。だが（被害者が）この
（法規）を棄権する場合は、それは一種の贖罪行為となる。アッラーが下し給うた（聖典）に拠っ
て裁きをなさぬ者、そういう者どもは全て不義の徒であるぞ。 
50節さらに我らはかの者ども（「旧約聖書」の預言者たち）の後に続けてマルヤムの子イーサー
（マリアの子イエス）を遣わし、それより先に（掲示された）律法の固めとなし、またこれに福
音書を授けた。これは正しい導きと光明とを含む（聖典）であって、それより先に（啓示された）
律法の固めとなり、また神を懼れかしこむ者どもへの導きともなり戒めともなるもの。 
トーラー

51節されば福音の民（キリスト教徒）たる者は、アッラーがこの（聖典）に示し給うたところに
拠って裁きことをなすべきであって、およそアッラーが啓示し給うたもので裁きをなさぬ者は、す
べて邪局の徒であるぞ。 
52節さらに我らはお前（マホメット）には真理の書（「コーラン」）を下し与えて、それに先立っ
て啓示された聖典（律法と福音書）の固めとなし、確かめとなした。さればお前は、彼ら（ユダ
ヤ教徒やキリスト教徒）の間を裁くにあたっても、必ずアッラーが啓示し給うたところに依拠し
て行うべきであって、決して彼らの根拠なき思惑に乗せられて真理に背くようなことがあってはな
らぬ。我らは汝らのそれぞれに（ユダヤ教徒、キリスト教徒、回教徒、それぞれ別々に）行くべ
き路と踏むべき大地（法規や道徳的行動の基準）を定めておいたのだから。 
53節勿論、アッラーさえその気になれば、汝ら（ユダヤ教徒、キリスト教徒、および回教徒の三
者）をただ一つの統一体にすることもおできになったはず。だが、汝らに（別々の啓示を）授け
てそれで試みて見ようとの御心なのじゃ。されば汝ら、互いに争って善行に励まねばならぬ
ぞ。・・ 
56節これ、汝ら、信徒のもの、ユダヤ人やキリスト教徒を仲間にするでないぞ。彼らはお互い同士
だけが親しい仲間。・・ 
85節ね、お前（マホメット）もきっと気がつくだろうが信仰者（回教徒）に対して一番ひどい敵
意を抱いているのはユダヤ人と、それから多神教徒またこれもすぐ気がつくだろうが、信仰者に
対して一番親愛の気持ちを抱いているのは「我々はナザレ人」と自称する人々（キリスト教徒の
こと）。それというのは、彼らの中には司祭とか修道士とかいう者が沢山あって、みだりに傲慢
な心を起こしたりしないからだ（この章だけからもわかる通り、キリスト教徒に対する回教の態
度には時期によって非常に変動がある）。・・ 
91節（＊誓約に違反した時の贖い。食物か衣類を貧者に供する、奴隷を一人解放する、その資力
がない場合は、３日間の断食） 
92節（＊酒と賭矢、偶像神と占矢の禁止） 
97節メッカ巡礼で禁忌状態にあるときは、海でとれるものを食うことは差し支えない。陸で取れ
る動物は厳禁である。・・（＊ここでも理由の説明はない） 
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105節（＊臨終で遺言したい場合は、男二人を証人に立てる。旅先の場合は、・・） 
109節（＊イエスのなした奇跡の数々は、アッラーがなさしめたこと、・・） 

六、家畜（メッカ啓示、全165節） 
7節たとい我らが立派に文書にしたためた聖典をお前（マホメット）に下して、彼らに手で触らせ
てやったところで（「コーラン」は当時まだ書物になっていなかったので、立派な書き物の形の
聖書を持っていたユダヤ人がそれを嘲笑したのであろう）、どうせ信仰なき彼らのこと、「これ
は立派な妖術だ」などと言うだけであろう。 
8節「一体、なぜ彼（マホメット）のところには天使が遣わされて来ないのか」と彼らは言うが、
もし我ら（アッラー）が天使を遣わしでもしたら、もう一切はそれで片がつき、彼らも猶予しては
戴けまいに（マホメットだから本当にまだ「警告」の程度で済んでいるのであるが、本当に天使
が来たらもうおしまいである）。 
（＊警告文が続く） 
37節彼らはまた、「だがそれにしても、どうして彼（マホメット）には御徴（ここでは奇跡を意味
する）が神様のところから下されないのか」などと言う。言うがいい、「アッラーはいくらでも
御兆くらいお下しになれる。だが、（たとい目前に御兆を示されたとて）彼らの大多数はそれに
気が付かぬ」と。（回教の立場から言うと、「コーラン」自身が既に最高の奇跡なのである）。 
60節彼（アッラー）は、御自ら、夜、汝らをお傍に召し寄せ給い（夜、寝ることを指す）、汝ら
が昼間したことを残らずお取調べになったうえ、また昼のうちによみがえらせ（朝目が覚めるこ
と）、かくして定めに期間（定められた寿命）を過ごさしめ給う。やがて（その定めの時が来れ
ば）汝らはただちにお傍に還り行き、そこで自分が（現世で）してきたことをすっかり聞かされ
なければならないのじゃ。 
61節彼（アッラー）はその奴隷（信徒は神の奴隷である）の上に絶対君主として臨み給う。（汝ら
がこの世に生きている間は）汝らのもとに記録者（記録天使のこと）を遣わし、やがて汝らの中
で死ぬ人が出れば、我ら（人称がここで急に変わるが、やはりアッラーを指す）の使い（天使た
ち）がその者を引き取って、万事手抜かりなく処理してくださる。 
63節そのあとで、今度は本当の保護者であるアッラーのもとに連れ戻される。（最後の）判決は
彼（アッラー）だけのもの。これほど勘定の早い者はほかにはない（神の審判はその人その人の
現世で稼いできた点数の勘定である）。 
92節これは（「コーラン」を指して言う）我らの啓示した聖典じゃ。それに先行するもの（旧約
聖書と新約聖書）を確証する、まことにめでたい（聖典）じゃ。お前（マホメット）はこれで、
「あらゆる都の母」（メッカを指す）やその付近に住む人々に警告を与えるがよい。来世（の存
在）を信じているほどの者なら必ずこれ（「コーラン」）を信仰し、心して礼拝にいそしむよう
になるであろう。 
（＊偶像神崇拝者への批判が続く。神はひとつ、万能、etc) 
109節以前、彼らはアッラーにかけていとも厳粛に誓言したものだ。若し神兆（奇跡）が本当に眼
の前で起こったなら、必ず必ず信じます、と。言ってやるがよい、「神兆はすべて、ただアッラー
の御手の中に」と。だが、実際に何か神兆が起こったとしても決して信じようとはしなかろう。
これをどうしたら汝にわからせることができるものか。 
111節だが、かりに我らの方で彼らに天使を遣わし、死者が彼らに語りかけ、かつ我らがありとあ
らゆるものをその面前に整列させてみたところで、それで信仰するような人間ではあるまい。尤
も、アッラーがその気になり給えば別ではあるが。しかし大多数は全くのもの知らずにすぎぬ。
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113節来世を信じない人たちの心が、その方に傾いて、それで満足できるのであれば、それもよか
ろう。どうでもしたいようにするがよかろう。 
157節「聖典というものは、わしより前にただ二つの宗派（ユダヤ教徒とキリスト教徒）にくださ
れただけだが、わしらは、実のところ、どちらの読んでいるものにも無関心であった」などとい
うことにならぬように。158節また「もしもわしらに聖典が下されておったなら、きっと彼らより
もっと立派な信徒になれただろうに」などということにならぬように。現にこうして汝らのとこ
ろへも、神さまのお手もとから明白な徴が、お導きが、お慈悲が現れておる。・・ 
159節何たることか、彼らは、天使が自分のところに現れるとか、主がご自身で出ておいでになる
とか、または何か或る（特別の）神徴（普通にマホメットが「アッラーの奇跡」と称しているよ
うなものではなく、もっと激烈な奇跡）でも起こらなくては承知できないとでもいうのか。だが
主のそのような神徴が本当に起こるその日には、それまでは信じてもいなかったのに、信じて善
行を積んでいたわけでもないのに、あわてて信仰してみたところで何の役に立つものか。言ってや
るがよい、「まあ、待っておれ、我々の方でも待っているから」（審判の日まで待ってみれば、
どちらが正しいかはっきりわかる）。 

七、胸壁（メッカ啓示、全205節） 
3節我ら（アッラー）の壊した邑が今までいくつあったことか。我らの力は、夜、みなが寝込んで

まち

いる時や、昼寝の真っ最中に突如、襲いかかった。4節そして我らの力が襲いかかった時、みなが
大声あげて叫んだ言葉は、「本当に私どもが悪うございました」と。 
5節必ず必ず、使途を遣わされた人々は残らず我ら審問しようぞ。必ず必ず、使途として遣わされ
た人々も審問しようぞ。6節そして（彼らのしてきたことを）全部知っているままに一々語って聞
かせてやる。我々は（いつでもどこでも）必ず居合わせておったのだから。 
7節その日の秤は正確そのもの。量目が重く下った人は間違いなく栄達の道につく、8節そのかわり
量目の低かった者は、結局我らの神兆に害を仕掛けたその罪で、自分自身を台無しにしてしまっ

あだ

たということになろう。 
10節（＊天使たちにアーダム（アダム）に跪くように命ずるが、イブリース（サタン）は跪かな

ひざまづ

い。アダムは泥から作られたが、私は火から作られたから、より上等であるから、と。サタンは
天上界から追放される。するとサタンは、人間たちを迷わせてやる、と毒づく。） 
18節＊アダムとその妻とサタンの話 
44節両方（天国と地獄）の間は帳で隔てられ、（中間の）胸壁（胸壁はいわば煉獄である）の上

とばり

には両方の人たちを一目でそれと見分けられる人々がいて、楽園に行く人たちに声をかけ、「お
めでとう」という。これは自分もそこに入りたいと願っておるのだが、入れない人々。 
45節次に彼らの目が劫火の住人の方に向くと、「神様、なにとぞ私どもをこの極道者たちと一緒
に置かないで下さいまし」という。 
52節まこと、汝の主はアッラーであるぞ。天と地を６日で創り、（創造が終わると）それから 
高御座（たかみくら）につき、昼を夜で覆い給えば、夜は昼を休みなくせっせと逐っていく。太

お

陽も月も星星もその御言葉のまま。ああ、まこと、創造の業と（天地の）支配が（アッラーの）
ものでなくてなんとしよう。讃えあれかし、万有の主、アッラーに。 
57節-156節（＊ノアの箱舟からモーセの奇跡まで、預言者と異教徒との論争、最後は必ず異教徒
に天罰が下るパターンが続く。モーセの奇跡は「出エジプト記」を長々と引用する。） 
196節みながお前（マホメット）に例の時（天地終末の時）について質問するであろう。その決定
的な到来はいつになりましょうか、と言って。言ってやるがよい、「神様だけがそれを知り給う。
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丁度という時になれば神様だけが知らせて下さろう。天でも地でもそれ（その時）は今やずっし
りと重い。汝らに襲ってくるのは必ず、不意打ちだぞ」と。 
187節みなは、お前がまるでその内容に通じているかのようなつもりで質問してくる。言ってやる
がよい、「それはアッラーのみが知り給う」と。だが大抵の人はこのことを知らぬ。188節言って
やるがよい、「わしは、自分の利益や損害さえ自由にできない人間。すべてアッラーの御心まか
せ。もしわしに目に見えぬ世界のことがわかるくらいなら、わしは大いに得をとって、不幸には
遭わずにすんだことであろうよ。わしは一介の警告者、そして信仰深い人々には嬉しい便り（天
井からの福音）を伝える使者であるだけのこと。 
189節彼（アッラー）こそはただ一人の人（原人アダム）から汝らを創造し、また彼の心の安らぎ
のためにそ（の肋骨）から妻を作ってくださったお方。さて、そこで、彼が彼女の上にかぶさる
と、早速軽い荷物が身体の中にできたのだが、（あまり軽くて気がつかず）彼女は平気で歩き回っ
ていた。だがそのうちに、重くなってきたので、二人は主なるアッラーに申し上げた、「もし私
どもに立派な息子をお授けくださいますならば、必ずご恩に感謝いたしましょう」と。 
190節だが、実際に立派な息子を二人にお授けになってみると、そうして戴いたことがもとでか
えって彼らは（アッラー）に沢山のお仲間をつくった（多神教に趨った）。しかし、みながどん

はし

なに（沢山邪神をこしらえようと）いと高きにましますアッラーには何のさわりもありはしない。
（＊邪教批判が続く） 

八、戦利品（メディナ啓示、全76節） 
1節みながお前に戦利品のことで質問したら、こう答えるが良い、「すべて戦利品はアッラーと使
徒のもの。されば汝ら、アッラーを懼れ、お互いの関係を正しくして、万事アッラーと使徒の御
命令に従わねばならぬ。もし本当の信者であるならば。」 
2節・・（この八章の大部分は前にも出たバドルの合戦を中心として展開する。「戦利品」とはこ
の合戦の戦利品であり、本省の大部分の成立年代はマホメットがメッカからメディナへ遷って後
の第二年目ということになる。まだバドルの合戦の記憶が生々しい頃である。） 
42節汝らに心得ておいてもらいたいのはどんな戦利品を獲ても、その５分の１だけは（＊

え

Why？）、アッラーのもの、そして使徒（マホメット）のもの、それから近親者、孤児、貧民、
旅人のものであるということ、もし汝ら、アッラーを信じ、また我ら（アッラー）が、あの救済
の日（バドルの合戦の日を指す）すなわち両軍がぶつかったあの日に、我らの僕（マホメット）
に啓示したことを信じているならば（＊？）。 
43節お前たちが（谷の）こちら岸に陣取り、敵方が向こう岸、そして騎馬の者どもは汝らより下の
ほうにいた時のこと。これがもし相談ずくであったとしたら（両者の遭遇が初めから双方の約束
で取り決められていたものであったら）汝らはこの合戦に難色を示したことであろう（敵の優勢
を見てしりごみしたであろう）。だが（この遭遇は期せずして起こった）、これはアッラーが、
初めから起こると決まっていたこと（バドルの合戦で誰が死に誰が生き残るかということは運命
的に決まっている）に最後の決着をお付けになるために（起こったこと）なのさ。・・ 
66節これ、預言者よ、信者たちを駆り立てて戦いに向かわせよ。汝ら、忍耐強いものが二十人も
おれば、二百人は充分打ち負かせる。もし汝らが百人もおれば、無信仰者の千人くらい充分打ち
負かせる。何しろまったく頭のにぶい者どもなのだから。 
68節およそ預言者たる者は、地上の（敵を）思う存分殺戮した後でなければ捕虜など作るべきで
はない（殺さないで捕虜にした方が身代金が取れるから得なのである）。一体汝らはこの世のつ
まらぬ財を欲しがりすぎる。アッラーの欲し給うのは来世じゃ。 
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69節以前にアッラーの出し給うた規約（何かの都合で、捕虜と引き換えに身代金を取ってもよい
という許可が出たことがあったのだろう）がある（から仕方がないが）そうでなかったら汝らあ
のようなものを受け取ったりして、大変な罰を被るところであった。しかし、汝らが手に入れた
正当なよい戦利品は、遠慮なく頂戴して構わない。 
73節信仰を受け入れ、家卿を棄て（622年、マホメットに従ってメッカを去りメディナに移住し
た。いわゆる「ヒジュラ」を指す）、己が財産も生命も擲ってアッラーの道に奮闘してきた人々

なげう

（メッカ市の人）、それから（この移住者たちに）避難所と援助とを惜しまなかった（メディナ
の）人々、この両方はお互いに仲間同士。・・ 
75節・・この人たちこそ本当の信者。お赦しと結構な食物が（やがて来世で）惜しみなく戴けるで
あろうぞ。 
76節また、後から信仰に入り、家郷を棄て、汝らと一緒に戦った人、そういう人々はみな汝の
友。しかしアッラーの規定によると、血のつながりのある者同士の方が互いにそれよりもっと近
い。（＊！）まことにアッラーはすべてのことを知り給う。 

九、改悛（メディナ啓示、全130節） 
1節アッラーおよび使徒（マホメット）より、汝らが結んだ多神教徒に与える特別免許（は次の通
り）。2節「４ヶ月の間（いわゆる「神聖月」。この期間は宗教的行事に当てられるのであって、
どんなに激しく対立している敵同士でも、一時和平協定を結ぶ）だけ、国中自由に旅してよろし
い。いずれにしても汝らにはアッラーを出し抜くことはできない。しかしアッラーは信仰なき者
どもを（思いのままに）出し抜きたもう、と心得よ。」 
5節だが、（４ヶ月の）神聖月があけたなら、多神教徒は見つけ次第、殺してしまうがよい
（＊！）。ひっ捉え、追い込み、いたるところに伏兵を置いて待ち伏せせよ。もし彼らが改悛

とら

し、礼拝の務めを果たし、喜捨もよろこんで出すようなら、その時は遁がしてやるがよい。 
に

13節これ、誓約を破った上、この使徒（マホメット）を追放しよう企てたあの者どもと戦わない
のか。向こうから最初にしかけて来たのではないか。これ、汝ら、彼らが怖いのか。（あんな者
どもを）怖がるくらいなら、アッラーを怖がるべきではないか。もし汝ら、本当の信者であるの
なら。 
14節さ、彼らと戦うがよい。きっとアッラーは汝らの手で彼らを罰し、彼らを辱め、汝らを助け
て彼らを撃ち、そして信者たちの胸を癒してくださろう。心に積もる恨みを晴らしてくださろう。

なお

アッラーはお気の向くままに赦し給う。 
23節これ、汝ら、信徒の者よ、たとい自分の親、兄弟だとて、もし信仰より無信仰を好むような
ら、決して同志と思うてはならぬ。汝らの中で、そういう人々を同志とする者があれば、それは
まぎれもない不義の徒じゃ。 

やから

30節「ウザイル（エズラ）は神の子」とユダヤ人は言い、「ミシアは神の子」とキリスト教徒は言
う。どうせ昔の無信仰者の口真似して、あんなことを口先だけで言っているに過ぎぬ。えい、いっ
そアッラーが彼らを一気に撃ち殺し給えばいいのに。まことに、なんと邪曲な人々であること

よこしま

か。（＊エズラは、ユダヤ人社会の宗教と法の掟を統合し、後にユダヤ民族の信仰や生活の基準
となるユダヤ教の土台を築いたと言われている。Wikipediaより） 
31節彼らは、アッラーをさし措いて、仲間のラビや修道士を主とあがめている。それからマルヤム
（マリア）の息子メシアも。唯一なる御神をのみあがめよと、あれほど固く言いつけられている
のに。（アッラー）のほかに神はないはず。ああ何たる恐れ多いことか。それを、あのようなも
の（偶像）と同列に置くとは。 
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34節これ、汝ら、信徒の者，まこと、ラビや修道士たちの多くは、一般の人々の財産をくだらぬ
ことで食いつぶし、あまつさえアッラーの道を塞ごうとする。また金や銀を貯め込んだまま、そ
れをアッラーの道に使おうとせぬ者もあるが，そのような者には、苦しい天罰の嬉しいしらせを
伝えてやるがよい。35節そういうもの（現世で貯えた財宝）がジャハンナム（ゲヘナ）の火の中で
灼熱し、それで彼らの額といわず、横腹といわず、焼印が捺される日、「これが汝らの貯め込んだ

お

（財宝）じゃ。さ、自分の貯めたもの、遠慮なく味わうがよい。 
36節まこと、（一年の）の月の数は、アッラーが天地を創造された日に定め給うたところによっ
て十二あり、そのうち４ヶ月が神聖月（タブーの期間で、一切の戦闘行為が禁止される）。これ
が正しい宗教（の掟）じゃ。されば、この期間には汝らお互いに害しあってはならぬぞ。だが多
神教徒は徹底的に攻撃するがよい。向こうでも汝を徹底的に攻めてくるからは。・・ 
37節（＊止むを得ず争う場合は、神聖月をずらしてもよい） 
60節（集まった）喜捨の用途は、まず貧者に困窮者、それを徴収して廻る人、心を協調させた人
（始めからの信徒ではなく、後になって回教に入ってきた人たちに対しては、「心を協調させる」
ためと称して一種の慰撫政策として金を使ったのである。喜捨の一部をそれに当てた）、奴隷の
身受け、負債で困っている人、それにアッラーの道（回教の伝道活動）、旅人、これだけに限る。
これはアッラーのお取り決め。 
73節アッラーは信徒の男にも女にも、灊灊（＊さらさらと流れる音）と河川流れる楽園に永遠に

せんせん

住まわせてやろうと約束し給う。またアドン（エデン）の園の中に素晴らしい住居も（くださる
と約束し給う）。しかしそれより更に有難いのは、アッラーの御允嘉（＊許可）まで戴けるこ

い ん か

と。これこそこの上もない身の幸いではないか。 
74節これ、予言者（預言者？）、お前は無信仰者や似非信者どもを敵としてあくまでも戦うの

え せ

じゃ。ああいう者どもには、いくらでも酷くしてやるがよい。彼らの落ち行く先はジャハンナム（ゲ
ヘナ）。行きつく先はまことに惨憺たるものであろうぞ。 
101節それから、まず率先して（信仰の道に）進んだ遷行者（ムハージルーン、マホメットに忠実
に従ってメッカからメディナに移ってきた人たち）幇助者（アンサール、メッカから遁れてきたマ
ホメットと遷行者の一団をこころよく迎えてくれたメディナの人たち）、それに立派な行いで彼ら
に従った人々は、アッラーも彼らにご満足なら、彼らも（アッラーに）満足。灊灊と河川流れる

せんせん

楽園をとくにしつらえて、そこに常とわまで住まわせてくださる。それこそこの上もない身の幸せ
とこ

ではないか。 
113節まこと、アッラーは（天上の）楽園と引き換えで、信徒たちから彼ら自身とその財産とをそっ
くり買い取り給うた。アッターの道に奪戦し、殺し、殺されておる彼らじゃ。これは律法、福

トーラー

音、およびクルアーン（「コーラン」）にも（明記されておる通り）アッラーも必ず守らねばなら
ぬ御約束。だいいちアッラーより約束に忠実なお方がどこにあろう。されば汝ら、そういうお方
を相手方として結んだこの取引（信仰は神と人間との取引関係であり、俗っぽくいえば商売の取
引である）を有難いと思わねばならぬ。まったくこの上ない身の幸せではないか。 
118節予言者（マホメット）と、それから困窮の時にも彼に忠実に従った遷行者、幇助者たちに

せんこうもの ほうじょもの

アッラーはお赦しのお顔を向け給うた。一部のものは心をぐらつかせたが、それでもなお、赦し
のお顔を向け給うた。まことにあの者どもに対しては、実にやさしく、慈愛をかけ給うた。 

一〇、ユーヌス（平安その上にあれ）（メッカ啓示全109節） 
2節みなと同じただの人間（マホメットを指す。キリストの神性に対して回教では始祖マホメット
が他と変わりないただの人間であることを特に強調する）に我らが啓示を与えて、「人々に警告
せよ。特に信仰敦き者どもには、主のお傍にゆるぎない立場ができていることを知らせて喜ばせ
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てやるがよい」（と命じた）ことが、みなにはそれほど不思議に思われたのか。信仰なきあの者
ども、「これはたしかに妖術使いだ」などと言った。 
（＊無信仰者に対する恫喝めいた警告が続く） 
25節かりそめの現世の生をものの譬で解こうなら、天から我らの降らす水のごときものか。その
（雨水）に、人間や家畜の食物となる地上の草木がよく混じて、そのうち大地は色とりどりの装
いをこらして目もあやなす美しさ。そこに住む（人間ども）は、これでついに（大地）を完全に
支配したと思い込む。と、その時、突然我らの命令が夜に、また昼にふりかかって、遂に（あた
りは）一面の刈入れの跡と変じ、昨日までのあの盛んな面影は何処へやらということになる。と、
このようにして我らは物事を深く反省する人々のためにいろいろと神兆を説きあかす。 

しんちょう

28節現にこのクルアーン（「コーラン」）にしても、アッラー（の霊感）なしに（人間が）頭で作
り出せるようなものではない。それどころか、これこそは、先行する（啓典）を確証するもので
あり、かつはまた、疑念の余地もなく（明らかに）万有の主の下し給う啓示の書を解明するもの
である。 
39節それでも彼らが「どうせこれは、あの男（マホメット）のひねり出した贋物さ」などと言う
のなら、お前（マホメット）、言い返してやるがよい、「よし、それではお前たちも一つこれと
同じような文句をひねり出して見よ。アッラー以外のどんな（神様）にでも（啓示を）お願い申
して見よ、もしお前たち本気でそのようなことを言っているのなら」と。 
46節（アッラーが死んで地下に眠る）人々を召し寄せ給うその日（最後の審判のその当日）、み
なは一日の、それも（僅か）一時間ぐらいしか（墓の中に）いなかったような気持ちで、お互い
の顔もよく見覚えていることだろう。（＊！）・・ 
48節どの民族にも（アッラーのもとから）使徒が遣わされることになっている。そして、一旦使徒
がやって来れば、すべての人々の間の問題は公正に裁かれ、誰も不当な目に遭うことはない。 
69節「アッラーは神子をなし給うた」と彼ら（キリスト教徒）は言う。何という勿体ないこと
を。何一つとして欠けたところのないあのお方（息子などを必要としない）、天にあるもの地に
あるもの一切を所有し給うお方ではないか。汝ら、なんの権威あってそのようなことを言うのか。
何も知らないくせに、アッラーについていいかげんなことを言うつもりなのか。 
72-97節（＊ヌーフ（ノア）とムーサー（モーセ）の例を長々と語る） 
98節いままでに、信仰に入って、その信仰のおかげを被った（そのおかげで破滅を免れた）邑が

まち

一つもなかったのはなぜだ（いずれも信ずべき時に信じようとせず、いよいよ最後という時になっ
てやっと信じたから間に合わなかったのである）ユーヌス（ヨナ）の民（ヨナの民とはヨナが神
に遣わされて警告を与えたニネベの住民を意味する。「旧約聖書」の「ヨナ書」参照）だけは例
外で、彼らが（改悛の実を示し）、正しい信仰に入った時（「ヨナ書」第３章）、我らは彼らか
ら現世における失寵の罰を取りのぞき、かつしばらくの間ではあるが（つまりこの世にある限

しっちょう

り）充分にいい目を見させてやった。（＊章題は、この節に由来する？） 
99節だが神様だけがその気になりたまえば、すべての人間が、皆一緒に信仰に入ったことでもあろ
う。お前（マホメット）が、嫌がる人々を無理やり信者にしようとてできることではない。（＊
信仰を強制しないことの一例？） 
100節何びともアッラーのお許しなくしては信仰に入ることはできぬ。ききわけのない者どもの頭
上には（アッラーが）穢れを置き給う。 
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