
     コーラン（中） 

一一、フード（メッカ啓示、全123節） 
15節・・みなに「なぜ、あいつ（マホメット）には天から宝が降ってこないのか。さもなければ、
なぜ天使でも一緒に連れてこないのか」などと言われておるのだから。よいか。汝はただの警告
者なのだぞ（そんな奇跡が起こる道理がない。またそれでよいのだ）・・ 
16節「なあに、全部彼（マホメット）のでっち上げたでたらめさ」などという者もおるのか。よ
し、言い返してやるがよい。「それならこれ（コーラン）と同じような（啓示の）文句を十ばか
り、でっち上げで作れるものなら作ってみせるがよかろう。アッラーとは別のどんな（神様）に
でもお願いして見るがいい。もしお前たち本気でそんなことを言っているのなら」と。 
17節そこで、彼らが汝ら（「汝」と単数にすべきところ）に応じられないようなら、その時こそ
（コーラン）が本当にアッラーの御知識をもって初めて掲示されたものであったことが分かるで
あろう。それからまた、そのほかには絶対に神は無いということも。・・ 
（＊この辺りは、初期のマホメットに対する批判に対する反論） 
27-51節（＊ノアの方舟の話。旧約聖書の繰り返し？、無信仰者（多神教徒）に対する初期の説
法？） 
52-63節（＊アード族の預言者フードの話。ノアと同じパターン） 
64-70節（＊サハード族の預言者サーリフの話） 
72-84節（＊イブラーヒーム（アブラハム）に関する創世記の話） 
85-98節（＊マドヤン人の預言者シュアイブの話） 
99節ー（＊ムーサー（モーセ）について） 
（＊旧約聖書をもってメッカの多神教徒をオルグした、ということか。） 
116節礼拝は昼間の両端（朝と夕の２回）とそれから夜が浅い頃（メッカ時代には５回の礼拝制度
はできていなかった） 
131節こうして汝（マホメット）にいろいろと（昔の）使徒たちの話を語って聞かせるのも、みな
汝の心を強固にしてやろうがため。こういう（話の）中に、真理と訓戒が汝に授けられ、それが
また信者たちへの促しともなる。 

一二、ユースフ（ヨセフ）（メッカ啓示、全111節） 
1節アリフ・ラーム・ミーム（本当の意味はわかっていない）。2節いま我らがこれを特にアラビア
語のクルアーン（「コーラン」）として下すのは、なろうことならお前たち（アラビア人）にもわ
からせてやろうと思ってのこと（啓典の「原本」は天上にあり、人間の言語では描かれていない）

＊以下語られるヨセフ物語は、創世記の中の「エジプトのヨセフ」とはかなりの相違がある。 
111節こういう（昔の）人々の物語には、心あるものにとってはたしかに貴重な教訓がある。決し
ていい加減に作り上げた話ではない。いや、以前からある（聖典）を確証し、一切のものの深い
意味を解き明かし、かつはまた信仰深い人々のために正しい導きとも、恩寵ともなるものなので
ある。(＊注釈ではない。メッカ期の啓示らしくない。） 

一三、雷鳴（メッカ啓示、全43節） 
13節怖いことは怖いが有難い稲妻を光らせて、重い雨雲を起こしてくださるのは誰あろう（アッ
ラー）ご自身であるぞ。14節雷鳴とどろいてその栄光を称えまつれば、諸天使も懼れて（一斉に声
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合わす）。人間どもがアッラーについて、ああだこうだとくだらぬ議論をしているところを、雷電
さっと打ち落とし給えば、みこころのままに命中する。まことに恐るべきお手の内。 

十四、イブラーヒーム（アブラハム））（メッカ啓示、全52節） 
（＊警告文が続く） 
（＊イブラーヒーム（アブラハム）の事例が含まれる） 
38節時に、アブラーヒーム（アブラハム）はこう言った。「・・、主よ、私（＊イブラーヒームの
こと）は子孫の一部（イシュマエル一族を指すと言われている）を耕地のない窪地（メッカ）、
汝の聖なるお住居（メッカの神殿を指す）の傍に住まわせることにいたしました。主よ、願わく
ば彼らが礼拝の務めを正しく守り、人々に好感を抱かれるような人間になりますよう。・・ 
41節・・アッラーはこんな老人の私にイスマイール（イシュマエル、＊アブラハムと使え女の間に
生まれた子供）とイスハーク（イサク、＊アブラハム９９歳の時に妻サライの間に生まれた子供）
をお授けになりました。まことに、主は祈りをよく聞き届けてくださるお方でいらせられます
る。・・」 

十五、アル・ヒジュル（メッカ啓示、全99節） 
80節かってヒジュル（古アラビアにあった邑の名）の住民（サムード族）もまた（神の）使徒を嘘
つき呼ばわりしたことがある。（＊頑丈な洞穴を作って生活していたのに、一挙に崩壊した） 
87節我らは汝（マホメット）に、繰り返し繰り返し唱えるべき７つ（「開扉」の7節）、ならびに
偉大なクルアーン（「コーラン」）を授け与えたではないか。88節あの者ども（メッカの偶像崇拝
者たち）の二、三に我ら（アッラー）がいささかよい目を見せてやったからというて（マホメッ
トに対抗するメッカの商人の中には、大金持ちがあった。信者の自分が貧困で異教徒の方がかえっ
て安楽なのを見てマホメットの心にも動揺が起こったのであろう）、そう、羨ましそうに眺める
ものではない。あの人たち（ばかり幸福になる）というて悲しがるものではない。それより、信
者たちの上に（やさしく）翼をおろしてやるがよい。そうしてこう言うがよい。「わしは正真正
銘（神から遣わされた）警告者だ」と。 

一六、蜂蜜（メッカ啓示、全128節） 
35節あの者どもは、天使たちをここへ呼んで来いとか、お前の神様の御言（マホメットが常に告げ
ている天罰）を起こして見せろとか言ってきかないのか。昔も同じような振る舞いをして（滅ぼ
されてしまった）人々があった。アッラーは決してそういう人々に不当な仕打ちをし給うたわけ
ではない。あれはまったく自業自得であった。 
70節主は蜜蜂に語りかけて、「お前たち、山でも木でも、また（人間が）建ててくれるものでも、
なんでも（好きなところを）住居とするがよい。71節そして（方々へ出かけて行っては）あらゆる
果実を食い、（食いおわったら）主の（用意して下さった）平坦な道を取って（おのが巣に帰っ
て）行くがよい」と仰せられた。こうしておけば、やがてその腹からさまざまな色の飲み物が出
て来て、それが人間の薬になる。ものを深く考える人間にとってこれはたしかに有難い御兆では
ないか。 
86節我ら（アッラー）各民族ごとに証言者を一人ずつ立てるその日（最後の審判の日が来ると、
かつて自分の民族のもとに遣わされた預言者が立って、信者と無信仰者につきそれぞれ証言する
のである）、そうなったが最後、信仰なき者ども、もう絶対に（言いわけ）はゆるされず、（犯
した悪事の）撤回を求められることもあるまいぞ（一切が完全に終了する日であるから、もはや
悪事をやめて善行に赴けという命令も意味がない）。 
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100節クルアーン（「コーラン」）を読誦する時は、アッラーにお縋り申して、憎んでもあまりあ
るシャイターン（サタン）の障りをふせいでいただくがよい（「コーラン」を読誦している間にい
ろいろ邪念が起こる。それがサタンの妨害なのである）。101節信仰して、主を信頼し切っている
人々にたいしては、あれ（サタン）もなんの権能もふるうことはできぬ。 
103節我ら（アッラー）が或る文句をやめて他の文句に替えるようなことがあると、（「コーラ
ン」は長い年月にわたって、その時々の情勢に合わせて掲示されたものであるから、以前掲示さ
れた文句を後の新しい掲示が真正面から否定するようなことが屡々起こった。神様ともあろうも
のがそのようなへまをするだろうかというのが敵方の言い分であった）ーアッラーは勿論（全部）
意識して啓示しておられるー彼らは早速、「どう見てもお前（マホメット）が自分で捏らえている

こし

に違いない」などと言い出す。実は、大抵の人間はなにもわからないだけのこと。（＊反論になっ
ていないが、具体的には？）104節言ってやるがよい、「これは主の御もとから、精霊（回教では
精霊は天使ガブリエルを指す）が真実をもって下し給うところ。・・」と。 

ま こ と

105節我ら（アッラー）は知っておる、彼らが、「なあに、普通の人間が彼（マホメット）に教え
ているだけさ」などと噂していることを（当時、マホメットの「天啓」は本物ではなく、実は
「聖書」に通じた外国人がいて背後でマホメットをあやつっているのだ、という噂がメッカに弘
まった）。だいいち、彼らが意地悪くほのめかしているその男の言葉は夷（＊東方の蛮族）言葉

えびす

ではないか。しかるにこれは正真正銘のアラビア語だ。（＊批判はありうる話。ムハンマドは読
み書きできなかった、という説もある。最初に啓示が降った時の証言によると。読み書きできた
としてもアラビア語に限られていただろうから、「旧約聖書」や「新約聖書」を直接読むことは
できなかったであろう。） 

十七、夜の旅（メッカ啓示、111節） 
1節ああなんと勿体なくも有難いことか、（アッラー）はその僕（マホメット）を連れて夜（空）
を逝き、聖なる礼拝堂（メッカの神殿）から、かの、我ら（アッラー、ここで人称がかわる）に

ゆ

あたりを浄められた遠隔の礼拝堂（エルサレムの神殿）まで旅して、我らの神徴を目のあたり拝
ませようとし給うた。まことに耳早く、全てを見透し給う御神。 
17節また、ある邑を滅ぼそうと思う場合には、まずそこの富裕な人々に命を下す（預言者を通じ

まち

て、改心して神の道に来れと命じ）。すると彼らはいよいよ悪行にはしり、今度こそ御言（改心
みこと

しなければ天罰が下るぞという警告）は実現して、あますところなく叩きつぶしてしまう（という
順序をとるのを常とする）。 
18節こうして、ヌーフ（ノア）以後、我らの滅ぼした世代はどれほどであったことか。・・ 
107節またクルアーン（「コーラン」）にはいくつも区切りをつけて、汝（マホメット）が間を置
いてみなに読誦してやるに便利なようにとりはからっておいた。さればこそ、それを啓示するにも、
少しずつ次々に啓示して行ったのである。 
108節言ってやるがよい、「お前たち信じようと信じまいと（勝手にするがいい）。だが、（お前
たち信じなくとも）、以前から（「コーラン」が啓示される以前に）真の知識を授かっていた人々
（聖書を通じて、一神教的啓示ということをよく知っていた人々）は、これ（「コーラン」）を
読んで聞かされると、がばとばかりに伏しまろび、伏し拝み、「有難や、勿体なや。ついに我らが

﹅ ﹅

主のお約束は実現された（マホメットおよび「コーラン」の出現は聖書にはっきり予言されてい
るというのが回教の主張である、＊後出）」と。・・ 

十八、洞窟（メッカ啓示、全110節） 
（＊「エフェソスの７人の眠り人」の伝説。迫害を受けて洞窟に逃げ込んだ人たち、復活体験） 
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（＊ムーサー（モーセ）の説話） 
（＊「二本角」の説話） 
＊しばしば同じことを繰り返す 

十九、マルヤム（聖母マリア）（メッカ啓示、全98節） 
（＊聖霊（天使ガブリエル）がマリアの前に立って預言する、赤ん坊のキリストが口をきくまで
の話。出典は？） 
（＊その他の逸話が断片的に） 

二十、ター・ハー（メッカ啓示、全135節） 
1節ター・ハー（T.H.例によって神秘的な二つの文字で始まる。これが本章の表題ともなってい
る）・・ 
（＊ムーサー（モーセ）の説話、「出エジプト記」第２章参照） 
（＊アーダム（アダム）の説話がまた出てくる） 

二十一、預言者（メッカ啓示、全112節） 
4節「神様は天と地のどこで言われていることでもすっかりご存知（お前たちのひそひそ話しなど
は勿論全部聞こえている）。まこと早耳で、何から何までご存知におわします」と彼（マホメッ

あれ

ト）が言えば、5節さらに彼らは言い返す、「なあに、愚にもつかない夢のごたまぜ」「どうせあ
の男のでっち上げ。」「あの男は詩人だ（当時は、詩人は妖霊に憑かれた人と考えられてい
た）。」「昔の使徒のように、一つのお徴（奇跡）でもやってみせたらいいに。」 
24節彼ら、（アッラー）をよそにして他の神々でも見つけたのか。言ってやるがよい。「お前たち
の証拠を出して見せよ。さ、これがわし（マホメット）とともにいる人たちの（戴いた）お諭だ

さとし

（と言って「コーラン」と聖書を指し示す）」と。だが、大抵の者はどれが真理かわからないの
で、すぐによそを向いてしまう。 
26節「お情けぶかい御神にお子ができた」などと言う者どもがある。ああなんと勿体ないこと
だ。あれ（人々が「アッラーの子と称している天使たち）はみな尊い身分の僕どもにすぎないの

しもべ

に。27節彼らは（アッラーより）先にものを言ったりすることはない。すべてご命令のままに動く
のみ。28節彼らの前にあるもの、後ろにあるもの、すべて（アッラー）は全部ご存知。彼らが
執成し（人間の罪を軽くするようアッラーに執成す）できるのは、29節ただ（アッラーの）御心
とりな

にかのうた者だけのこと。・・ 
30節彼ら（天使たち）の中の誰でも、もし「わしは（アッラー）とは別に神様だ」などと言うも
のがあれば、我らはジャハンナム（ゲヘナ）の褒美を与えよう。不義をなす者どもにはこういう褒
美を与えよう。（＊サタンはその対象ではなかった？、サタンは天使が変身したものである） 
31節信仰なき者にはわからないのか、天と地はもと一枚つづきの縫い合わせであったのを、我ら
がほどいて二つに分けた上、水であらゆる生きものを作り出してやったということが。これでも
信仰しないのか。 
32節また我ら大地の揺れを止めるために山塊をどっかと据え、そこ（大地、または山々）に峡谷
を縦横にはしらせて道となした。これみな、なんとかして人々を正道に導こうとてしたこと（天
地自然の不思議を見て信仰に入るようにとてしたこと）。 
（＊預言者たちの復習、モーセ、アロン、アブラハム、ロト、イサク、ヤコブ、ノア、ダビデ、ソ
ロモン、ヨブ、イドリース（前出？）、ズー・ル・キフル（不明）、ヨナ、ヨハネの父親、マリ
ア、キリスト） 
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二十二、巡礼（メッカ啓示、全78節） 
17節（＊アッラーは復活の日には以下を区別する。回教徒、ユダヤ教徒、サバ人（パブテスマ
派）、キリスト教徒、拝火教徒（ゾロアスタ教）、多神教徒） 
27節～（＊聖殿の周りを７回廻る、ご馳走の家畜の上にアッラーの名前を唱える、体の汚しを清め
る、聖殿の周りを廻って巡礼の儀式が終わる、・・きちんと定式化しているわけではない） 
59節誰でも自分の受けた損害だけの報復をした（度を越した報復はしないで）のに、またまた不
当な仕打ちされた（逆にまた報復がえしをされること）場合には、アッラーが必ずその人の味方
をして下さろう。だが、元来アッラーは、まことに気のやさしいお方、どんな（罪を犯して）も
よく赦し給う。 
66節いろいろな宗団が現に守っている祭祀はみなそれぞれに我らが設てやったもの（ユダヤ教、
キリスト教、回教それぞれ宗教上の習慣が違うのは当然）。されば汝は、このことで、なにもよ
その人々からとやかく言われることはない。汝はいつも主をお喚びすればよい。立派に正しいお
導きの上を歩んでおるのだから。 
75節アッラーは天使の中から使徒をお選びになり（これは人間界の使徒、すなわち預言者のもと
に遣わすため）、また人間の中からも使徒を選び給う（天使によって伝えられた神の意志を一般
人民に伝えるため）。アッラーは実に耳敏く、目敏いお方。・・ 
76節お前たち、信徒の衆、跪き、ひれ伏してお前たちの主を崇めまつれ。善行にはげめ。そうすれ
ばきっといい目を見られよう。77節アッラーの御為にまことの限りを尽くして闘えよ（所謂、聖
戦すなわち宗教のために邪宗徒と戦うこと）。特にお前たちを選び給うたのだぞ。この宗教では、
お前たちに何一つ辛いことは無理に強い給わなかった。もともとお前たちのご先祖イブラーヒー
ム（アブラハム）の信仰だ。お前たちを特に帰依者（ムスリム、「ムスリム」とは一切を神に委
せ切った人の意で、それがそのまま回教徒の呼名となる）と名づけ給うたのは、78節今に始まる
ことではなく、以前から（「コーラン」以前の天啓書でも）のこと（マホメットおよび回教徒の
ことは聖書にもすでに予言されているという考えである、＊出典が明示されていない。後出）。こ
うしてこの使徒（マホメットを指す）はお前たちにたいして証人に立ち（これは復活の日のこと
である）、またお前たちは全人類にたいして証人に立つようにはからってある。 
（＊起源をアブラハムに求める。ユダヤ教もキリスト教もその系譜につながることになる。） 

二十三、信仰者（メッカ啓示、118節） 
4節こころよく喜捨を出し、5節自分の性器はこれを抑え、6節己が妻や、右手の所有にかかるもの
（奴隷女）を相手にする時だけ使う。この方は何も悪いことはない。7節ただむやみにそれ以上の
ことをしたがると（神の掟に）背くことになる。 
（＊また、スーフ（ノア）の説話） 
（＊ムーサー（モーセ）とその兄ハールーン（アロン）の説話） 
（マルヤム（マリア）とその子（イエス）の説話） 
・・55節それなのに、彼ら仲間割れを起こしてばらばらになり、宗派ごとにそれぞれ自分のが一番
いいと思いこんでいる。56節ま、当分のあいだ、あのまま迷いの深みに放っておくがよい。 

二十四、光り（メディナ啓示、全64節） 
2節姦通を犯した場合は男の方も女の方も各々百回の笞打ちを科す。ことはアッラーの宗教に関し
ておる。決してそのような者どもに弱気を起こしてはならぬぞ、もしお前たち本当にアッラーを信
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じ、最後の日を信じておるならば、そしてそのお仕置きには必ず数名の信者を立ち会わせるこ
いやはて

と。 
3節姦通した男は、同じく姦通した女か、さもなくば邪宗徒の女だけしか嫁にしてはならぬ。また
姦通した女も、同じく姦通した男か、さもなくば邪宗徒の男だけしか夫にすることはまかりなら
ん。これは信徒には固く禁じられている。 
4節れっきとした人妻に（姦通の）非難を浴びせながら、証人を４人挙げることができない者に
は、八十回の笞打ちを科す、そして爾後そのような者の証言は一切無効とする。・・ 
6節次に、自分の妻を訴え（やはり姦通の嫌疑で）たが、自分だけしか証人がいない場合は、アッ
ラーに誓って自分に言うことが嘘でないことを四度繰り返して証言し、五度目には、もし自分が
嘘ついたなら、アッラーの呪詛がかかりますようにと誓うがよい。8節女の方では、刑罰をのがれ
るには、男の言うことが嘘つきだという証言を神かけて四度繰り返し、9節五度目に、もし彼の言
葉が本当であるならアッラーの怒りわが頭に下りませと誓わねばならない。 

こうべ

10-22節（＊マホメットの愛妻アーイシャに対する嫌疑に対して、4節を適応？） 
27-29節（＊許可なしに他人の家に入らないこと） 
30節お前（マホメット）男の信仰者たちに言っておやり、慎みぶかく目を下げて（女をじろじろ
眺めない）、隠部は大事に守って置くよう（不倫な関係に使わぬよう）、と。・・ 
31節それから女の信仰者にも言っておやり、慎みぶかく目を下げて、隠部は大事に守っておき、
外部に出ている部分はしかたがないが、そのほかの美しいところは人に見せぬよう。胸には蔽い
おもて

をかぶせるよう。自分の夫、親、舅、自分の息子、夫の息子、自分の兄弟、兄弟の息子、姉妹の
息子、自分の（身の廻りの）女達、自分の右手の所有にかかるもの（奴隷）、性欲をもたぬ共廻
りの男、女の恥部というものについてまだわけのわからぬ幼児、以上の者以外には決して自分の
身の飾り（身体そのものは言うまでもなく）を見せたりしないよう。うっかり地団太踏んだりし
て、隠していた飾りを気づかれたりしないよう（これは踝飾りを指す。かちゃかちゃいう音は、

くるぶし

体の一部を見せるよりもっと男の性欲をさそうものだ、と古注釈は書いている）。・・ 

二五、天啓（メッカ啓示、全77節） 
1節天啓（コーランを指す）・・ 
（＊ムーサー（モーセ）とその兄ハールーン（アロン）、ヌーフ（ノア）、アードとサハード（古
代民族、ラッスの住人（偶像崇拝者）） 

二六、詩人たち（メッカ啓示、全228節） 
（＊また、モーセの説話、20章「ター・ハー」により詳しく。） 
（＊アブラハムの説話）（＊ノアの説話） 
（＊アード族の使徒フードの説話、7章「胸壁」に既出） 
（＊サムード族の使徒サーリフ）（＊マドヤン人のシュアイブ） 
（＊詩人（霊感を悪魔から受け継ぐ）たち） 

二十七、蟻（メッカ啓示、全95節） 
（＊ソロモンが鳥類の言葉を授けられ、精霊、人間、鳥類からなる軍勢を動員する。一匹の蟻が、
蟻の衆に対して、ソロモンの軍隊に踏み潰されないように家に逃げ込めと言う（前後の文脈と何
の関係もない）。ソロモンとシェバの女王との掛け合いが語られる。太陽神を信仰していたシェ
バがアッラーに転向する） 
（＊幾つかの説話の繰り返し） 
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二十八、物語り（メッカ啓示、全88節） 
(＊また、モーセの物語り、「出エジプト記」第2章参照（＊検証していないけれど）、マホメッ
トが現場にいないのに、モーセの物語りを知っているのは、啓示を受けた証拠） 
68節神様は、なんでも御心のままに創造し、選び給う。だが人間の方では勝手に選べない。ああ
なんと勿体なくも恐れ多いことぞ、アッラーは。あの者どもが同列に並べて拝んでいるようなもの
（偶像神たち）とは比較にならぬ高みにいますのに。 
（＊カールーン（旧約聖書のコーラ、「民数記」16章参照）の話） 
85節このクルアーン（「コーラン」）を律法として汝（マホメット）に授け給うた方なら、きっと
また故郷に帰らせて下さろう（これはメッカを危うく遁れてメディナに逃避したばかりの、マホ

ふるさと

メット失意時代の啓示だという）。「お導き通りに歩いてきた者と、誰が見ても邪道に陥ちこん
でいる者との（区別は）神様が一番よくご存知のはず」と（自分に）よく言い聞かせるがよい。 

二十九、蜘蛛（メッカ啓示、全69節） 
（＊ヌーフ（ノア）） 
（＊イブラーヒーム（アブラハム）） 
（＊ルート（ロト）） 
（＊マドヤン人に対する預言者シュアイブ） 
40節アッラーをさし措いて他の主人をこしらえたりする者は、譬えば自分で自分の家を作り出す
蜘蛛のようなもの。世に蜘蛛の家ほど脆い家はない。というても本人は一向に知るまいが。 
44節汝（マホメット）は自分に啓示された啓典を誦んで居ればよい。そして礼拝の務めをよく果た

よ

すように。礼拝をしていると、穢らわしいこと、いやらわしいことを段々しなくなる。いずれにせ
けが

よアッラーの御名を唱えることが何より肝要。お前たちのしていることは全部アッラーがご存
み な

知。 
45節それから、お前たち、啓典の民（ユダヤ教徒やキリスト教徒）と論争する場合には、立派な
態度でこれにのぞめ。と言うても、特に不義なす徒輩を相手にする時は別だが。こう言っておく

やから

がよい、「わしらは、わしらに下されたものも、お前がたに下されたものも信仰する。わしらの
神もお前がたの神もただ一つ。わしらはあのお方にすべてを捧げまつる」と。 
47節汝は、これまでは（この「コーラン」が啓示されるまでは）啓典など読んでいたわけではな
し、まして右手でそれを書き写してわけでもない（「コーラン」の啓示は全く突然に始まったも
のであってユダヤ教徒やキリスト教徒の真似をしたわけではない、という意）。もしそうであっ
たとしたら、あの（真理）揉み消しの名人どものことだ、きっとこれは怪しいぞと言い出すにき
まっている。　 

三十、ギリシャ人（メッカ啓示、全60節） 
2節ギリシャ人は打ち負かされた。3節この国の近くで（東ローマ帝国の軍勢が偶像崇拝のペルシャ
人に打ち負かされて、アラビア人が喜んだ）。・・ 
44節こうして（アッラーが）信仰ぶかく善行にいそしむ者には存分にご褒美を下さる。信仰なき
人々を（アッラー）が愛し給うことはない。（＊愛の神ではない） 

三十一、ルクマーン（メッカ啓示、全34節） 
11節かつて我らルクマーン（「アラビアのイソップ」と言われる伝承文学上の賢者）に叡智を授け
て（こう言った）ことがある、「アッラーに感謝し奉れ。有難いと思う心は結局己が身のために
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なる。だが有難いと思わぬものがあったところで、アッラーはなんの痛痒もありはせぬ。限りな
くお立派の方」と。 

三十二、跪拝（メッカ啓示、全30節） 
3節アッラーこそは、天と地と、その間にある一切のものを六日間で創り上げ、それから玉座に
どっかと腰を下ろし給うたお方。お前たち、ほかに世話人もなければ取りなしする者もいないは
ず。そこにどうして気がつかないのか。 
4節その摂理は天から発して地に及び（古注によると、これは天体の運行が地上に影響を及ぼすこ
とだという）更にその（力）は一日にしてお手元に昇りゆく、が（その一日も）お前たち（人間
の）勘定では千年に当たる。 
6節すべてのものを完璧に造りなした上、人間を泥土から創造し、7節その後裔をばいやしい水（精

つちくれ

液）から造り出し、8節その形をととのえて、最後にいき吹き込んで下さったお方。・・ 
21節いや、こういう大きい方の罰の前に、もっと手近な罰も味わせてみようぞ（現世でもいまに罰
を蒙らせてやる）。もしかすると、彼らでも帰ってくるかもしれぬ。（＊現世利益を与えただけ
で改心する人もいる？） 
25節彼ら（＊モーセに導かれたイスラエルの子ら）もいろいろと意見を異にするようになった
が、そのどちらが正しいかは復活の日に汝（マホメット）の主がじきじきに裁き給うであろう。 

三十三、部族同盟（メディナ啓示、全73節） 
9節これ、お前たち信徒の者、アッラーの授け給うたお恵みを憶い起こすが良い、お前たちのとこ
ろへ大軍が攻めてきたときのこと（マホメットがメッカからメディナに移って５年目、ユダヤ人に
そそのかされたアラビア諸部族の大連合軍が回教徒に向かってせめよせ、メディナの前面で約１ヶ
月の間相対峙した）（＊ハンダクの戦い）、あの時我ら（アッラー）彼らに向かって大風を吹き
起こし、お前たちにも見えない軍勢（目には見えぬ天使の大軍）を送ったではないか。アッラー
はお前たちのしていること全部見透かし給う。（＊この後忠義な者と動揺した民との比較など） 
26節その上、彼ら（マホメットに敵したアラビア人）に加勢した啓典の民（ユダヤ人を指す。この
連合軍の活動は大いにユダヤ人の援助を受けたものであった）をその砦から曳き下ろし、その心
中に恐怖を投げ込み給うた。そのあるものは、お前たちに殺され、またあるものは生け捕りにさ
れた。・・（＊ハイバルの戦い） 
36節男でも女でも信者であるからには、アッラーと使徒とが何かお決めになった以上、自分勝手
にことを処理することはできぬ。よいか、アッラーと使徒の言いつけきかぬ者は、あきらかに迷
いの道を歩いておるのだ。（＊マホメットは、単なる伝道者ではないことになる） 
37節～（＊マホメットの奴隷だったが、解放されてマホメットの養子になった男ザイドの妻に、マ
ホメットが惚れこみ、ザイドが身を引いて、妻を差し出す話。マホメットが妻を取り上げたとい
う非難を否定する。） 
40節ムハンマド（マホメット）はお前たちの誰の父親でもない（預言者は宗教上その宗団の「父
親」であるが、それは肉親の意味での父ということではない、だから誰の妻を譲り受けても悪い
わけではない。本当の父は息子の嫁を絶対に自分の妻にすることは許されなかった）。もともと
アッラーの使徒であり、預言者の打留であるにすぎぬ。・・ 
（＊うっかり読み飛ばしてしまったが、何のコメントもない。） 
49節～（＊マホメットは多くの妻妾を抱えており、一般信者とは異なる扱いを可とする） 
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59節これ、預言者、お前の妻たちにも、娘たちにも、また一般信徒の女たちにも、（人前に出る
時は）必ず（頭から足まで）すっぽり体を包み込んでいくように申しつけよ。こうすれば、誰だか
すぐわかって、しかも害されずにすむ。・・ 

あだ

訳者の解説 
注意すべきことは、この他者意識的な語り出しーすなわち天啓ーは一時に下ったのではなく、少
しずつ切れぎれに、二十年もの長い歳月をかけて下ったという事実である。この二十年間の預言
者マホメットのあの目まぐるしい活躍、人間的成長、社会的政治的条件の発展を思えば、それを
如実に反映する「コーラン」そのものの中にも、はっきり一つの発展史が認められることは当然
でなければなるまい。（＊当然？「コーラン」の中にマホメット個人の自意識的発展を認めるこ
とになります。正当だとは思うけど、「コーラン」は天啓の集積という建前とは異なる） 
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