
     コーラン（下） 

三十四、サバア（メッカ啓示、全54節） 
6節（真の）知識を授かっている人（啓示とはどういうものかよく知っている人）なら、主が汝に

まこと

下し給うたもの（「コーラン』）こそ真理であって、偉い、立派なお方（アッラー）の道へと手
まこと

引きしてくれるものであることが一目でわかるはず 
7節だが信仰なき者どもとは、・・（＊同じことの繰り返し） 
（＊ダーウド（ダビデ）の話） 
（＊スライマーン（ソロモン）の話） 
14節～（＊サバア（南アラビアの古王国）の豊かな果樹園を懲らしめのため台無しにした話） 
30節 信仰なき者ども、「わしらはこのクルアーン（「コーラン」）にせよその前のもの（旧約聖
書、新約聖書）にせよ信じたりするものか」と言っておる。まったく汝に見せてやりたいもの、
あの性悪るどもがみなずらりと神様の御前に並べられて、お前が悪い、いやお前だ、と互いに責

﹅ ﹅ ﹅

任のなすり合いをするところを。・・ 
42節まぎれもない我らの神兆（掲示される「コーラン」の文句）を誦んで聞かせてもらっても、 

よ

彼らは、「これはどうせ、お前がたの邪魔して、ご先祖の崇めていた（神々）を見限らせようと
いうさる男のたくらみだ」といい、「これはどうせ捏っち上げの大嘘だ」などと言うばかり。

で

せっかく真理がやってきたというのに、信仰なき徒輩は、「これは、ただの妖術に違いない」な
まこと や か ら

どと言う。 

三十五、天使（メッカ啓示、全45節） 
1節讃えあれアッラー、天地の創造主、天使らを使者に立て給う。その翼は二つ、三つ、また四

みつかい

つ。数を増して創造なさるは御心のまま。まことにアッラーはどのようなことでもおできになる。
19節自分の荷物（自分の犯した悪事）を背負っている者が、なんで他人の荷物を背負えるものか。

ひ と

背負った荷物の重さに、誰かこれを背負ってくれと叫んだところで、絶対に背負ってもらえるもの
ではない、たとい相手が親類縁者であっても。・・（＊→神の前では誰もが平等） 
汝はただ（生きた人間に）警告しておればそれでよい。22節我ら真理を持たせて汝を遣わしたは、

まこと

（人々に）喜びの音信を伝え、また警告を与えさせるため。従来とても、いかなる民族のところ
たより

にも必ず警告者が行っておる。 
44節もしもアッラーが人間をその稼ぎ高（犯した罪悪）の額面通りにおとがめなさるとしたら、
この地上には人っ子ひとりいなくなってしまうことであろう。それをこうして一定の次元まで猶
予しておいてくださる。だが、いよいよその定めの時が来たとなったら・・。よいか、アッラー
はご自分の僕のことは何から何までお見透かしにおわしますぞ。 

しもべ

三十六、ヤー・スィーン（メッカ啓示、全83節） 
1節ヤー・スィーン（Y.S.,例によって意味不明の頭文字）、叡智ふかきクルアーン（「コーラ
ン」）にかけて・・（この章あたりからそろそろ冒頭に誓約の言葉が使われだし、後に行くほど
顕著になる。これは当時のアラビアの神憑り預言者ー巫者ーの発想法である。つまりマホメット
の「お告げ」は初期のものほど巫者的性格が濃厚なのである。＊訳者の注？）2節汝（マホメッ
ト）は確かに神の使徒、3節正しい道を辿るもの、4節全能、全知の御神の啓示を奉じて、5節父祖
以来いまだ警告されたことがなく、それでうかうかしている民（アラビア人）に警告すべく（遣

﹅ ﹅ ﹅ ﹅

わされた者）。 

 1



33節れっきとした御兆ではないか、死にきった大地も我らの力で生き返り、穀物がみのり、それ
をみんなが食べている。34節また我ら、そこに棗椰子と葡萄の園を設け、泉水を湧き出させ、35節

なつめ や し

みながそこにみのるものや、己が手の働き出したものを食えるようにしてやったのに。これでも
有難いとは思わないのか。 

三十七、整列者（メッカ啓示、全182節） 
（＊審判の日の詳細な描写） 
（＊ヌーフ（ノア）） 
（＊イブラーヒーム（アブラハム）とイスハーク（イサク）の話） 
（＊ムーサー（モーセ）とハールーン（アロン）の話） 
（＊イリヤース（旧約聖書「列王記略」に出てくるエリア） 
（＊ユーヌス（ヨナ）、大魚に飲み込まれた話） 
164節「我ら（これは天使たちの言葉）は各々定めの部署にある。165節隊伍整然居ならんで、166
節高らかに賛美の歌声あげている。」 
181節すべての使徒に平安あれ。 
182節万有の主、アッラーに讃えあれ。 

三十八、サード（メッカ啓示、全88節） 
1節サード（S,例によって神秘的な頭文字。これが本章の表題である）。 
20～25節（＊ダーウド（ダビデ）の訴訟事件、省略） 
（＊スライマーン（ソロモン）の説話） 
（＊アイユーブ（ヨブ）の説話） 
65節言ってやるがよい、「わしは、（お前たちに）警告するだけが役目。唯一、全能の御神アッ
ラーを措いて他に神はない。66節天と地と、その間に在る一切のものを統べ治め給うお方。お偉
くて、なんでも赦して下さる御神におわします」と。 
67節言ってやるがよい、「これは大変な知らせなのだぞ。68節お前たちはよそ向いているけれど。
69節最高会議（前出、天上で神と天使らが世界経綸について行う会議）でどんな議論が行われた
か、わしは知らぬ。70節わしは、自分がただの警告者に過ぎないということだけ、お告げで知ら
されておる」と。 
（＊サタンが天上を追放された話、何度目か） 

三十九、群れなす人々（メッカ啓示、全75節） 
23節アッラーに心を宏くして戴いてイスラーム（回教の信仰）を受け容れ、おかげで主の御光の中
を歩むことのできる人が（無信仰者と同じでいいものか）。それにしても、心がこちこちで、せっ
かくアッラーのお諭しも入らないような人間はよくよく哀れなもの。そのような者どもは、もう
救いようもなく迷っている。 
71節罰当たりどもは群れなして（これが本章の表題の意味）ジャハンナム（ゲヘナ）の方へ駆り立
てられていく。いよいよ彼らが到着すると、扉がさっと開いて門番が、「これ、汝らのところに
は、同じ血を分けた人間が使徒として遣わされて来て、神様のお徴（啓示）を誦んで聞かせ、今日
のこの日の対面を警告していたはずではないか」と言う。「はい、その通りでございます。」し
かし（時すでにおそく）無信仰のゆえに、天罰の約束はすでに真実となってしまう。 

ま こ と

四十、信者（メッカ啓示、全85節） 
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76節我らは汝より以前にも多くの使徒を遣わした。その中には汝に話して聞かせたのもあるし、ま
だ聞かせていないものもある。が、いずれにしても使徒というものは、アッラーの御許可なしで
は御徴を持ってくることはできぬ。だが、一たびアッラーの大命下れば、一切は公正に裁かれて、
いたずら事に時を過ごしてきた人々は敗者となる。 

四十一、わかりやすく（メッカ啓示、全54節） 
（＊天地創造の話） 
（＊滅ぼされた古代民族アードとサムードの説話） 
34節善と悪は同じではない。だが（他人に何か悪いことされたら）もっと善いことで（その悪

ひ と

を）追い払え。そうすれば、不倶戴天の仇敵だとて、まめやかな友だちのようになること疑いな
い。35節と言うても、このような性質（悪に報ゆる善をもってすることに）を戴けるのは、よほ
ど辛抱つよい人にかぎる。よほど立派な資質を持って生まれた人にかぎる。（＊！） 
37節夜も昼も、太陽も月もみな（アッラーの）神兆。お前たち太陽だの月だの崇めてはならぬ。
そういうものを創造したアッラーをこそ崇めよ、もし本当にお仕え申す気があるのなら。 
44節かりに我ら（アッラー）がこの（聖典）を異国の言葉のクルアーン（「コーラン」）にしたな
ら（天啓は何故アラビア語ばかりで下るのだ、という異教徒からの非難に対する返答）、今度は
彼らきっと、「せめて文句がはっきりわかるようになっていればまだしもだが、アラビア人に異
国語とはなあ」などと言うにきまっておる。言ってやるがよい、「信仰敦い人々には導きとも癒
しともなるが、信仰のない者どもは耳が重くて聞こえない。そのような人々には（せっかくのお
告げも）ただ迷いのたね。遠いところから呼ばれるようなもの。 

四十二、相談（メッカ啓示、全53節） 
6節もしアッラーさえその気になり給えば、すべての人間をうって一つの民族にすることもおでき
になったであろう（すべての人間を回教徒にすることもできたであろう）。だが（実際は）気の
向いた者だけしか恩寵の中にお入れにならぬ。性悪どもは保護者もなければ助手もない。 
13節ところが彼ら（ユダヤ教徒やキリスト教徒など「啓典の民」）は、こうして教えて戴いており
ながら（唯一の宗教を守るべきであるというお告げを戴いておきながら）、お互い同士の張り合
いから遂にばらばらになってしまった。主があらかじめ一定の時限をきめておられなかったなら、
とうに彼ら片がついてしまったことであろう（天罰を被ってしまったろう）。だが（実際は）彼
らの後を継いで聖典を戴いた連中（現代の「聖典の民」）が今もって疑心を抱いて動揺しておる。

14節このような次第ゆえ、汝はみなを（正しい唯一の宗教に）誘い、自分はひたすら命じられた
通りに真直ぐな道を歩むがよい。彼らの思惑にうかうかと載せられるなよ。こう言っておくがよ
い、「わしはアッラーの下し給うたものならどんな聖典でも信仰する。わしは、お前がたとも公
正を旨として交わるように御命（みこと）を受けておる。アッラーはわしらの神でもあればお前
がたの神でもある。わしらのすることはわしらの責任、お前がたのすることはお前がたの責任。
わしらとお前がたとの間で何も言い争いすることはない。みないずれはアッラーに喚び集められ
る身。みんな旅路の果てにおそばに行きつく身。」 
20節それとも、彼らには（悪い）仲間（サタンの一族を指す）があって、それらがアッラーの許
可なさらなかったようなもの（多神教、偶像崇拝）を彼らの宗教に定めてしまったのか。前々か
ら（アッラー）の御決定（多神教徒の罰を暫く猶予するという）が出ていなかったなら、とうの
昔に彼らのことは片づいてしまったろうに。が、とにかくあのように悪い者どもはそのうち酷い
罰を蒙るであろう。 
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四十三、光りまばゆい部屋飾り（メッカ啓示、全89節） 
（＊天使を神の娘として崇拝する者への批判、我々からみると男尊女卑的話） 
（＊ムーサー（モーセ）とフィルアウン（バロ）の話） 
（＊マルヤム（マリア）の息子（イエス・キリスト）の話） 
59節よいか、あれ（イエス）は、ただの僕（ただの人間）に過ぎぬ。それに特別の恩寵を授け
て、イスラエルの子らの鑑としたまでのこと。 
60節もし我らがその気になれば、お前たち（人間）に天使を産ませて、それを地上の後継にする
こともできる（お前たち、キリストの誕生を大変な奇跡だと思っているが、あれは何も大したこ
とではない。神はもっと不思議なことがおできになる。例えば人間から天使が生まれる、など） 

四十四、煙（メッカ啓示、全59節） 
8節だがいくら言って聞かせてもやはり彼らはやはり疑って、浮かれておる。9節よし、見てお
れ、いまに大空がもくもく黒煙を吹きだして、10節人間どもの頭上を覆う日が来よう。恐ろしい天
罰とはそのこと。 
（＊モーセの奇跡の話） 

四十五、腰抜けども（メッカ啓示、全36節） 
26節かしこくも、アッラーは天と地の主権を掌握し給う。いよいよその時（最後の審判の時）が
やってきたら、その日こそ、徒ごとなす者ども、ことごとく敗者となろう。27節まあ見るがいい、

あだ

どの民族も己が帳簿（前世（＊？）、現世での所業が細大漏らさず記入されている帳簿）のとこ
ろへ喚び寄せられ、「さ、今日という今日はお前たちこれまでしてきたことの報いを受けるのだ。
28節これ、この帳簿がお前たちのことを何もかもありのままに喋ってしまう。お前たちがして来た
ことは残らず記録させておいたからな。」 

四十六、砂丘（メッカ啓示、全35節） 
9節言ってやるがよい、「これお前たちよく考えてごらん。もしこれ（「コーラン」）が（お前た
ちの思惑とは違って）本当にアッラーのじきじきに下し給うたものであって、それにお前たち背
を向けたのであったら（どのようになる）。イスラエルの子らの中にも立派な証人が立って（こ
れはメディナの学識あるユダヤ人アブドッラーハ・イブン・サラームのことだと言われている）同
じような証言（モーセの律法の中に「コーラン」を支持する文句があるから、「コーラン」は本
当に神の啓示であろうという証言）をなし、しかもこれ（「コーラン」）を信仰するまでに至っ
ているのに、お前たちが信仰しないとは一体何事か。アッラーは不義をなす徒輩を導き給うこと

やから

はない」と。 
（＊アード族の使徒フードの話、アード族は砂丘に住み、暴風で滅んだと言われる。） 

四十七、ムハンマド（マホメット）（メディナ啓示、全40節） 
4節さて、お前たち（回教徒）、信仰なき者どもといざ合戦というときは、彼らの首を切り落と
せ。そして向こうを散々殺したら、（生き残った者を捕虜として）枷かたく縛りつけよ。5節それ

いましめ

から後は、情をかけて放してやるなり、身代金を取るなりして、戦いがその荷物をすっかり下ろし
てしまう（完全に終わる）のを待つがよい。まずこれが（戦いの道というもの）。勿論アッラー
の御心次第では、（こんな面倒な道を踏まずとも）一度に彼ら（異教徒）を打って仇を討つこと
もおできになろう。だが、お前たち（人間）を互いに（ぶつからせて）それを試みとなそうとの
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おはからい。アッラーの道に（聖戦において）倒れた者の働きは決して無になさりはせぬ。6節
きっと御自ら手をとって、その心をを正し、7節前々から（現世にいた時から）知らせておいて下
さった楽園にはいらせて下さろう。 
12節元来アッラーは信仰ぶかい人々の味方、信仰のない人々には味方も何もありはせぬ。13節アッ
ラーは、信仰ぶかくて義しい人間はみな潺々と河川流れる楽園に入れ給う。が、信仰もたぬ者ど

ただしい せんせん

もは、したい放題うつつをぬかし、動物さながらに大食いしたあげく、（死ねば）ことごとく（地
獄の）火に入れられてしまう。 
14節汝（マホメット）を追い出したあの汝の邑（メッカ）にしても、あれよりはるかに強い邑に

まち

住んでいた人々を我らはどれほど滅ぼしたことか（無信仰のゆえに。ましてやメッカの如き弱い
邑を滅ぼすのはわけないこと、と嚇す）。誰一人彼らを助けてくれる者もありはしなかった。 
27節（＊聖戦が決まって）こうして御導きが明示された後になって、にわかに後ろを見せて逃げ出
すような者は、みなシャイターン（サタン）に誑かされて、それで暫くの間だけいい気になってい

たぶら

るだけのこと。 
　28節そのようになったそもそもの始まりは、彼らが、アッラーの啓示（「コーラン」）をここ
ろよからず思っている連中（ユダヤ人）に「わしら、事の次第によってはお前がたの言いつけ通
りにしてもいい」などと言い出したことにある（信仰のぐらついている回教徒は羽振りのよいユ
ダヤ教徒とひそかに結びついてマホメットを裏切ろうとした）。だが、いくらそっと隠したつも
りでもアッラーはすっかり御存知。 

四十八、勝利（メディナ啓示、全29節） 
1節見よ、我ら、汝に輝かしい勝利を与えたぞ（627年ー回教暦６年ーのフダイビーア協定（＊
メッカのクライシュ族との和議）の成功を指す。・・）。・・ 
（＊居残り組（メッカ攻撃に参加しなかった）への批判） 
27節まずこれでアッラーは、かねて使徒に（お見せになった）まことの夢をそのまま実現してくだ
さった次第（マホメットはかつて自分が平和のうちに、安全にメッカの神殿に入るところを幻に
見た）。「いつの日か、アッラーの御心ならば、汝ら必ず聖なる神殿に入ることができようぞ、
（ある者は）頭を剃り、（またある者は）髪を刈って、なんの心配もなく」と。すなわちお前た
ちの知らない（先の）ことまでアッラーは知っていらしった。そればかりか、その前に（メッカ
参詣の願いがかなえられる前に）手近な勝ちいくさ（ハイバル（＊メディナ近くで常にメディナを
脅かしていたユダヤ軍中心）の勝利を指す）まで用意して下さった。 
（＊この時は、まだメッカ入城ははたしていないみたいだ。） 

四十九、私室（メディナ啓示、全18節） 
4節汝（マホメット）が私室（後世のハレムにあたり、妻妾たちのいる部屋を指す）にいるところ
を、いきなり外から声をかけたりするような者がおるが、あれは大抵みな気のきかぬ者ばかり。5
節お前の方から出て行くまでじっと待っておればよさそうなものを。だが（これほど失礼な者ども
をこらしめずにおられるとは）アッラーはどこまで気のやさしい、情ぶかいお方であられること
か。 
（＊しとやかにせよとか、喧嘩をするなとか、他人を嘲笑うなとか、道徳的説法が続く） 

五十、カーフ（メッカ啓示、全45節） 
1節カーフ（意味不明のただ１字の頭文字） 
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15節我らは人間を創造した者。人の魂がどんなこと私語いているか、すっかり知っておる。我らは
ささや

人間各自の頸の血管（一番近く、一番親密なものの喩え）よりもっと近い。（＊！！） 
16節二人の（天使）が一緒に出逢って、一方は右、他方は左に席をとれば（これは各人につきそっ
てその言動を記録する天使のことだという）17節ほんの一言もの言っても、必ずそばに待ち構えた
番人が（直ちにそれを記録する）。 
（＊復活の日に、天使が証言する様などが語られる。） 

五十一、吹き散らす風（メッカ啓示、全60節） 
1節颯颯ともの吹き散らす（風）にかけて。（＊以下、詩文調の文が続く） 

さつさつ

（＊イブラーヒーム（アブラハム）の説話（「創世記」18章）、その他） 

五十二、山（メッカ啓示、全49節） 
1節かの山（シナイ山）にかけて。（＊以下、詩文調の文が続く） 
21節自分が信者であっただけでなく、子孫代々その信仰を受け継いだ者は、我らの特別の計らい
で、（天国では）子孫もみんな一緒になれる（遠い先祖から子々孫々の末まで全部一緒になって
団欒を楽しめるのである）。・・ 

五十三、星（メッカ啓示、全62節） 
1節沈み行く星にかけて・・ 
2節お前たち（メッカのアラビア人）の仲間（マホメットを指す）は迷っているのでもない。間
違っているのでもない。3節いい加減な思惑で喋っているのでもない。4節あれはみな啓示されるお
告げであるぞ。5節そもそも彼に（啓示というものを）教えたのは恐ろしい力の持ち主（天使ガブ
リエル）、6節智力衆にすぐれたお方。その姿がありありと7節遙かに高い地平の彼方に現われ（こ
のあたりは、マホメットが一番最初ヒラー山上で天啓を受けた時に見た幻を描いている）、8節と
見るまにするすると下りて近づき、9節その近さはほぼ弓二つ、いやそれよりもっと近かったか。
10節かくて僕にお告げの旨を告げたのであった。 
13節そう言えば、もう一度お姿（天使ガブリエル）を拝したことがあった（これはマホメットが
第七天の上まで飛行した時の経験であると言う）。14節（天の）涯なる聖木（シドラ）のところ
であった。15節すぐそばには終の住居の楽園があった。16節聖木の葉がこんもりと覆うところ。

つい

17節目（それを眺めるマホメットの目）はじっと吸いつけられたよう、さりとて度を過ぎて不躾
けに眺めはしなかった。18節あのとき眺めたのは主のお徴の中でも最高のもの。 

五十四、月（メッカ啓示、全55節） 
1節時は近づき、月は裂けた。 
（＊古来の諸民族が、無信仰の故にアッラーの怒りを蒙り全滅した説話の数々） 

五十五、お情けぶかい御神（メッカ啓示、全78節） 
1節お情けぶかい神様は、クルアーン（「コーラン」）を授け、2節人間を創り、3節もの言うすべを
教え給うた（言語を授けて他の動物と区別した）。 
46節だが常日頃、主の御前に立つ（裁きの時）ことを恐れてきた者には緑の園が二つもあって（妖
霊用と人間用と楽園が二つある）・・・ 
これほどの主のお恵み、さ、そのどれを嘘と言うのか、お前も、お前も。 
（＊こうした、詩文調の文が延々と続く） 
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五十六、恐ろしい出来事（メッカ啓示、全96節） 
（＊来世では、人々は３つの組に分けられる。右組（縁起の良い側）、左組（縁起の悪い側）、
先頭に立つ人々（一番立派な信者の一群）。先頭に立つ人々と右組とでは、天国でも格差はある
らしい。左組は地獄へ） 
（＊自然の摂理は、すべて神が創り出したもの、だから神に感謝しなさい、という数々の例） 

五十七、鉄（メディナ啓示、全29節） 
25節さ、こうして我らは何人も使徒を遣わしてれっきとした神兆を届けさせ、また彼らにつけて啓
典を下し、秤を（正邪の基準）下してやった。人間どもが公正を持して行くことができるように。
それから鉄も授けてやった。この（鉄）というものにはもの凄い力がひそんでいて、使いように
よっては大変人間に役に立つ。またこれでアッラーは、目に見えぬご自分や使徒たちの味方をす
るのは誰と誰か、ということもよくおわかりになる（鉄の武器ができると、本当の信者は進んで
その鉄製の武器をとって聖戦に参加する）。・・（＊かなり散文調） 

五十八、言いがかりをつける女（メディナ啓示、全22節） 
（＊夫から勝手に離婚させられた女が、マホメットに提訴した話。古代アラブでは夫が「今後、
お前の背中は母さんの背中と同じだ」と誓言すればよかったが、そのような言い方を批判する。
加えて、離婚にまつわるルールを述べる。） 

五十九、追放（メディナ啓示、全24節） 
2節（アッラー）こそは、かの啓典の民（ここではユダヤ人を指す）の信仰なき者どもをその住居

すみか

から最初に追い出し追放し給うたお方（マホメットとの契約を裏切り、陰謀を企てたメディナの
ユダヤ部族バヌー・ナディールがマホメットに攻められ、ついにシリア方面に追われた事件を指す、
＊ハイバルの戦いのことか？）。・・ 
5節あの時お前たち（回教徒）が’（ユダヤ人の）椰子の木を手あたり次第苅り倒したり、根の上に
立ったままにしておいたりしたが（＊？）、あれはみなアッラーのお許しあってのこと（乱暴狼
藉もあの時だけは特別で罪にはならぬ）。罰当たりどもを懲らしめるためのおはからいであった。
6節それから、アッラーが彼ら（ユダヤ人）の持ちものを戦利品として使徒（マホメット）だけに
お授けになった件であるが（今度の攻撃では戦利品は全部マホメットがひとり占めした）、・・ 
（＊後に遷行者（マホメットに従ってメディナに移住してきた人）に分配する。マホメットの現
世的権限が強化されていることに注意） 

六十、調べられる女（メディナ啓示、全23節） 
8節宗教上のことでお前たちに戦いをしかけたり、お前たちを住居から追い出したりした者どもで

すみか

さえなければ、いくら親切にしてやろうと、公正にしてやろうと、アッラーは少しもいけないと
はおっしゃりはせぬ。もともとアッラーは公正な人間がお好き。 
9節ただアッラーが絶対いけないとおっしゃるのは、宗教上のことでお前たちと戦い、お前たちを 
住居から追い出し、お前たちの追放に力を貸したような者どもだけ。こういう者どもを仲間にし
すみか

てはならぬと仰せられる。もし万一そういう者どもを仲間にする者があれば、それをこそ不義な
す徒輩という。 

や か ら

10節～（＊信仰ぶかい女が邪宗徒の夫から逃げてきた場合の扱いについて） 
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六十一、戦列（メディナ啓示、全14節） 
4節アッラーがお好きなのは、がっしりした建物のように戦列敷いて神の道に出で戦う人々。 
6節マルヤム（マリア）の子イーサー（イエス）がこう言ったときのこと、「これ、イスラエルの
子らよ、わしはアッラーに遣わされてお前たちのもとに来たもの。わしより前に（啓示された）
律法を確証し、かつわしの後に一人の使徒が現れるという嬉しい音信を伝えに来たもの。その
トーラー た よ り

（使徒）の名前はアフマド（この節はマホメットの出現をキリストが予言していたことを示す有
名な箇所）」と。 

六十二、集会（メディナ啓示、全11節） 

六十三、似非信者ども（メディナ啓示、全11節） 
え せ

六十四、騙し合い（メッカ啓示、全18節） 

六十五、離縁（メディナ啓示、全12節） 
（＊離縁する場合に守るべきルール、例えば、妻が３回月経を見てから、など） 

六十六、禁断（メディナ啓示、全12節） 
1節「これ、預言者よ、女房どものご機嫌とりに、アッラーが許し給うたことを勝手に禁断にする
とは何事か。と言うても、気のおやさしい、情けぶかいアッラーのことだから・・（マホメット
は多数の妻に不公平にならぬよう日を決めて行くことにしていた。或る日ーそれはハフサという
妻の日だったー彼はハフサをそっちのけにしてエジプトの女奴隷マリアと交わっているところを
ハフサに見つけられてしまった。恐縮した彼は、今後絶対にマリアに手を出さぬという誓いを立
て、同時にハフサにはこのことを他の妻たちに話さないでくれとたのんだ）。2節そのような誓い
は反故にしてしまうようにとのアッラーのお達しが出たぞ。アッラーこそはお前たちの保護者、
全知至賢におわします。（＊マホメットに都合の良い話がまだ続く） 
（＊信仰なき者の実例として、ノアの妻とロトの妻をあげる。信仰深い人の実例としてエジプト王
バロの妃とマリアをあげる） 

六十七、主権（メッカ啓示、全30節） 
1節ああなんと素晴らしいことか、（万有の）主権を掌握し給う御神。・・ 
5節また我ら、最下層の天（７つの天のうち一番地球に近い層）には綺麗な燈火（星を指す）をた
くさんつけておいた。これがシャイターン（サタン）どもを懲らしめる礫にもなる（流星は天使が
悪魔にぶつける石礫である）。彼ら（サタンたち）には火あぶりの刑が用意してある。 

六十八、筆（メッカ啓示、全52節） 

六十九、絶対（メッカ啓示、全52節） 
1節絶対（絶対不可避の事の意で最後の審判を指す）。2節絶対とはなんぞ。3節絶対とはなんぞと
はなんで知る（この1節から3節までの語法はメッカ期の初期、すなわち一番古い天啓に特有の言
い方で以下たくさん出てくる。「絶対」の意味は深遠で、とうていお前にはわかるまい、の意）。
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七十、階段（メッカ啓示、全44節） 
1節人あって迫り来る天罰のことを問う。2節無信仰者の受ける（天罰）、何者も防ぎえぬ（天
罰）、3節階段（天使が昇り降りするの意で、７つの天を指す）を司り給うアッラーの（天罰）
を。4節（その階段を伝って）諸天使と聖霊（「コーラン」の啓示を運ぶ天使ガブリエルのこと）
は（アッラー）のみもとへと１日で昇り行く（天使でも一日がかり、よって天がいかに高いかが
わかる）。しかもその（一日の）長さ五万年（天上の一日は人間の年月では五万年にあたる）。 
5節（マホメットに呼びかける）心しずかに待つがよい（悪人どもがなかなか天罰を蒙らないから
といってそう焦るな）。6節彼らの目には遠い（未来の）ことと見えようが、7節我らの目からはも
うすぐ近い（天罰はすぐ近くまで迫っている）。 

七十一、ヌーフ（メッカ啓示、全29節） 
27節その時、ヌーフ（ノア）はこう言った、「主よ、この地上に無信仰者はただの一人も残さない
でくださいませ。28節もし彼らをお残しになりますと、きっとまた汝の僕らを迷わし、無信仰な
ろくでなしばかり生み出しましょう。・・」（＊この願いは実現するが、すぐ子孫に無信仰者が
出てくる。啓典宗教の歴史はこのパターンの繰り返し） 

七十二、妖精（メッカ啓示、全28節） 

七十三、衣かぶる男（メッカ啓示、全20節） 

七十四、外衣に身を包んだ男（メッカ啓示、全55節） 

七十五、復活（メッカ啓示、全40節） 

七十六、人間（メッカ啓示、全31節） 

七十七、放たれるもの（メッカ啓示、全50節） 

七十八、知らせ（メッカ啓示、全41節） 

七十九、引っこ抜く者（メッカ啓示、全46節） 

八十、眉をひそめて（メッカ啓示、全42節） 

八十一、巻きつける（メッカ啓示、全29節） 

八十二、裂け割れる（メッカ啓示、全19節） 

八十三、量りをごまかす人々（メッカ啓示、全36節） 

八十四、真二つ（メッカ啓示、全25節） 

八十五、星の座（メッカ啓示、全23節） 
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八十六、明星（メッカ啓示、全17節） 

八十七、いと高き神（メッカ啓示、全19節） 

八十八、蔽塞（メッカ啓示、全26節） 
へいさい

八十九、暁（メッカ啓示、全30節） 

九十一、太陽（メッカ啓示、全15節） 

九十二、夜（メッカ啓示、全21節） 

九十三、朝（メッカ啓示、全11節） 

九十四、張り広げる（メッカ啓示、全8節） 

九十五、無花果（メッカ啓示、全8節） 
い ち じ く

九十六、凝血（メッカ啓示、全19節） 

九十七、定（メッカ啓示、全5節） 

九十八、神兆（メッカ啓示、全8節） 

九十九、地震（メッカ啓示、全8節） 

百、駿馬（メッカ啓示、全11節） 

百一、戸を叩く音（メッカ啓示、全8節） 

百二、張り合い（メッカ啓示、全8節） 

百三、日ざし傾く頃（メッカ啓示、全3節） 

百四、中傷者（メッカ啓示、全9節） 

百五、象（メッカ啓示、全5節） 

百六、クライシュ族（メッカ啓示、全4節） 

百七、慈善（メッカ啓示、全7節） 
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百八、カウサル（メッカ啓示、全3節） 

百九、無信仰者（メッカ啓示、全6節） 

百十、助け（メッカ啓示、全3節） 

百十一、腐ってしまえ（メッカ啓示、全5節） 

百十二、信仰ただ一筋（メッカ啓示、全4節） 

百十三、黎明（メッカ啓示、全5節） 

百十四、人間（メッカ啓示、全6節） 

訳者の解説 

本当はマホメットの一代記を一段一段「コーラン」の文句と結び付け、さらにそれの精神史的意
義をとらなければいけない。そういう精神史的掘り下げがなければ、どこにマホメットの真の独
創性があるか、なぜ彼が起こした宗教があれほどの速度と力を持って世界３代宗教の一つにまで
発展したか、いわゆる回教の秘密なるものの正体はつかめない。＊→そうしたら、聖典（歴史を
超越した真理）ではなくなってしまう 
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