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8.3.1 我々 は、ある程度の自由意志があります。 

8.3.1.1 私たちの意志の存在の理由 

8.3.1.2 の罪とその結果を意図的な選択肢です。 

8.3.1.3 アッラーは我々 に何かを強制する必要はありません 

8.3.1.4 アッラー誰でも信じるか良い作品とする強制せず、彼は誰も信じないまたはちょうど

あることを強制しない。 

8.3.1.5 誰も意志が証人はアッラーが， 余儀なくされた私たちに悪 

8.3.1.6 アッラーを持っていない任意の偏見に対する私たちの 

8.3.1.7 因果関係の基礎となる我々 の意志の運命を支配します。 

8.3.1.8 運命を知っていれば、我々 は良い方向に変更たい。 

8.3.1.9 意思決定論のフルの影響下にあった場合、私たちは信じてしまう。 

8.3.2 アッラーの知識反映運命は人間の概念には歴史的な知識のような 1 つの方法で. 

8.3.3 我々 は責任がある我々 の能力に基づく 

8.3.3.1 明白な事実勝つ 

8.3.3.2 私たちが弱さのため失敗します。 
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8.3.4.2 つまり場合 1 つアッラーの正義、理由のせいにすることはアッラーがすでに提供彼の

指導が、彼は故意にそれを拒否 

8.3.4.3 最終結果が優勢 
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アッラー、慈悲、慈悲深き御方の名の下。 

（コーラン: 1/1) 

  



言う、"天と地では何を観察します。" 

（コーラン: 10/101) 

  

言う、「私の主増加私知識" 

（コーラン: 20/114) 

  

確かに、アッラーは正義と良いの [その他] を行うと親戚に与えることを注文し、不道徳、悪

い行為と抑圧を禁じています。彼は、あなたが留意することがあります忠告してくれます。 

（コーラン： 16/90) 

  

宗教に強制がない;本当に正しい方法はエラーからはっきりとなっています。 

（コーラン: 2/256) 

  

（最高の） 結果、義人に属しています。 

（コーラン: 28/83) 

  

アッラーと言うだろう"これはときは正直な真実性からお越しの日です。それらのため、川

の流れの下に [パラダイス] で庭園です前記彼らは永遠に、彼らと彼らは彼に満足しているア

ッラーを遵守します。それは大成功です。 

（コーラン: 5/119) 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

その後、無駄はそれを作成することと私たちにあなたは返却することでしたか？ 

（コーラン: 23/115) 

  

  

 

 

巻頭言 

賞賛し、彼の好意と、イスラム教である特に彼最大の好意のため私は、コーランは、彼のメ

ッセージをリッスンするを有効にして私は彼の最後のメッセンジャーを作るためとも私はこ

の本を通じて真実を共有するを有効にするにアラーに感謝します。平和時に彼の使徒があり

ます。 

この本を構成する私たちの目標は、イスラム教について簡潔が包括的な情報を与えることで

す。それは最近イスラム教を熟知している人のために特に書かれています。我々 は、イスラ

ム教は同様に、特にイスラム教徒が尋ねた質問に答えるを知っている人のために役に立つと

期待します。 

この本の生産に非常に有用されている特定の人々 に感謝たいですね。 

私はまず私の作品の私の妻Naciye トスンと私の子供ムハンマド、メリエム Büşraイブラヒム

Eren彼らのサポートをありがとうございます。 



私はまた、イマーム氏Emrullah Hatiboğlu、氏ハサンカラ、氏 İshak Kızılarslan、すべての

muazzinsとスルタンアフメットモスクやる気の環境の準備のこの本を提供する彼らのサポー

トのための他のスタッフ。 

この本は、イスラム教のよりよい理解に役立つをアッラーを求めます。私はまたそれに起こ

った可能性があります任意のミスを彼の許しを求めます。 

エンダー トスン  

  

  

概要 

私たちの論理に基づくし、感謝と正義として私たち個人資格をに基づいてこの宇宙を観察す

るとき我々 は「どここれらの恩恵から来るか？」を求めることができます。我々 は慎重に

私たちの観察時に理由する場合我々 は 1 つのアクティブな創作者を作成し、すべてを支える

人を感知するかもしれない。 

たとえば、数十億のと同様のものを参照してください。すべてのシステムの一部であること

を参照してください。すべてが変更される可能性があることを参照してください。これらは

すべて 1 つの同じソースから来ることを理解することができます。すべて 1 つの作成者によ

って作成されます。この作成者が唯一絶対であること;他の何か彼の力の対象とする彼の意

志です。次何十億もの好意をする私たちは私たちに感謝する圧力を作成します。 

私たち私たちの通信を有効にこの創造私たちと人間の言語でも通信したかもしれないことを

結論があります。だから我々 彼は私たちを与えている可能性がありますどのようなの通信の

ために見えるかもしれません。確かに我々 クリエイターから、メッセージを受けたと主張す

る人々 をお知らせし、ノア、アブラハム、モーセ、イエス、ムハンマドとのすなわちメッセ

ンジャーのよう (平和は彼らに)。 

すべてのこれらのメッセンジャーを通して創造の必須のメッセージであることに注意してく

ださい:"信じてあなた真の 1 つの主は、良い作品とする"。これはイスラム教の中心的なメッ

セージです。 

彼のメッセージの作成者自身紹介慈悲、賢明なアクティブな彼の意志のやり手として。彼は

私たちを教えている私たちとこの宇宙はない作成し、理由もなく持続し、。 

その結果彼の好意と力は一時的にしか発生しない私たちの生活の現在の部分のように。我々 

は、私たちが住んでいる現在のフェーズの後がある永久的なフェーズ通知されます。このフ

ェーズでは恒久的な彼の好意と力を永久に実装されます。この次の段階でこのフェーズでは

何良いか悪いかの結果が表示されます。私たちの生活の存在の一部で私たちも彼の力の彼の

他の作成は程に味します。この部分では我々 我々 の「選択」真実についての私たちの見解

し、永久的な生活についてどのような私たちが望むについて作る。 



また我々 が成功するために私たちも自分自身と並行して私たちの主は、誠実、謙虚さ、感

謝、優しさ、正義などを愛する神の値を改善するあることこれらのメッセージで通知.だけ

でこれらの資格を有すれば、我々 によって愛されることがあります私たちの主は、彼を愛

し、彼の注意してください。だから、私たちは心から彼を愛していれば私たちが改善する;

私たちを向上させる場合は、私たちはもっと彼を愛する、彼に愛されます。 

これらの資格の面で自分自身を改善するには、我々 は私たちの創造のガイダンスに従う必要

があります。 

それに従うことによって、我々 彼に役立ったでしょう。我々 は、真実との調和になりま

す。我々 は、将来の永久の幸せな生活になります。アッラーは私たちと満足しているでしょ

う。我々 は彼の好意の義のしもべに準備に到達します。これらは、イスラム教によると私た

ちの生活の究極の目標です。したがって我々 だけ私達はそれらに達する場合満足するでしょ

う。 

これらのすべてとその詳細、我々 もう一度、永遠に聖クルアーン、預言者ムハンマドに明ら

かになったは私たちの創造主の最終的なガイダンスで言われていると (彼に平安あれ）、14 

世紀前。 

  

1          導入 

単語「イスラム教」アラーへ服従を意味します。[1]アラビア語で平和。また次の彼の指導、

慈悲深い神に提出することによって平和を意味します。宗教の名としては、感じ、どこに行

ってアッラー私たちとは知ることとしても定義できます。善行をすること[2];彼の喜びと彼

の慈悲を呼び出す意図の悪行から控えます。 

「イスラム教」はアラーによって彼自身にこの宗教はイスラム教の神聖な本に与えられた名

前です。それは縁のグループによって与えられた名前ではありません。 

イスラム教アッラー全知、最大の成功を導く賢明で見せて方法です。[3]. 

イスラム教の主な源であるコーラン[4]これはイスラム教の神聖な本です。この本は、預言者

ムハンマドにだけ明らかにされました。[5](彼に平安あれ）7 世紀における 23 年間。コーラ

ンの最初の人としてスピーカー アッラーと預言者ムハンマドだ （彼に平安あれ） 彼の言葉

を人類に関連。この本を通して多くの引用からクルアーンを読む機会があります。 

アッラーはコーランの言うように、イスラム教は人類の重要の好意は、です： 

この日はあなたのためのあなたの宗教を完成している、 

あなたは、私の好意を完了 

あなたのために承認している、 

イスラムの宗教として。[6] 



（コーラン： 5/3[7]) 

2          イスラム教の一般的な機能 

  

2.1     イスラム教ロジックに基づいてください。 

イスラム教の神聖な本では、アッラーは推論、知ること、観察、1000 以上の場所で理解ロ

ジックの概念への参照をなります。我々 は、質問には、理由があります。コーランでは、ア

ッラーは盲目的に私たちの社会と私たちの先祖の仮定次を禁じています。 

イスラムの教義はありません。イスラム教徒とのよいイスラム教である方法を開始し、ロジ

ックの使用を続けています。もちろん、この受け入れ知識関連論理的に信頼性の高いソース

からは除外されません。 

知性を持っている人だけがイスラム教で責任があると見なされます。 

イスラム教は、理解しやすいです。アッラーはコーランは言う： 

確かに、天と地の創造で、 

夜と日の交替の理解それらのための標識。 

誰がアッラーを覚えてください。[8]立って、座ってまたは [ながら[9]その両側に嘘について] 

反映天と [と]、地球の創造に 

「私たちの主、あなたこれあても作成していない」 

（コーラン： 3/190-191) 

  

我々 は、コーランを理解しやすいした、 

だから人を気に誰ですか？ 

（コーラン: 54/40) 

2.2     イスラム教アッラーを愛するとされている彼の注意に基づいてください。 

彼は[10]それらに彼を愛して愛しています。 

（コーラン: 5/54) 

  

「アラーを愛するし [アッラーあなたが愛しされますとあなたの罪を許すので] 私に従う場

合。 [O マホメット] を言うアッラーは寛容に、慈悲深くは[11].” 



（コーラン: 3/31) 

  

[まだ] 人々 の間ではアッラー以外同輩として [彼を] 取る人です。アッラーを愛するべきだ、

彼らはそれらを愛する。信じる者はアッラーのための愛に強いです。 

（コーラン: 2/165) 

イスラム教の信者は、アッラーのための彼の人生を与える準備ができています。彼は[12]彼

は彼の母親の胎内にいたときは彼の形をしたすべての創造主で人は慈悲、慈悲深く、近くの

人は何かを必要としないすべての強力な人は彼の約束を破壊しない、常に彼とは、人は決し

て裏切る、一人である、最愛の 1 つを持っています。 

この世界では 1 つのアッラーよりも愛しています。アッラーの愛は、イスラム教で大幅に行

使されます。イスラム教徒 1 日 5 回祈る、アッラーは彼の富を与える、食べることを与え

る、断食とは、アッラーを飲んで良いこと悪をアッラーの喜びを得るためにするからご遠慮

しようと。この方法ではアッラーのための愛がイスラム教徒によって強く感じられていま

す。[13].私たちはアッラーに聞く： 

言う、"確かに、私の祈り私の儀式の犠牲、私の生活と私の死のアッラーは、主に世界で

す。[14].” 

（コーラン: 6/162) 

その一方で、最初の人の注意をアッラーは： 誰が知っているすべてと人は彼の意志を行うこ

とができる主。 

コーランからの関連の詩のいくつかのとおりです。 

(義務) あなたの注意がアッラーは、 

そして、一緒に彼に収集されるものを知っています。 

（コーラン: 2/203） 

  

彼にとは、"（あなたの義務を） 注意してくださいアッラー"、彼によって傲慢 （より） 犯

罪を主導しています。だから十分に彼のため、地獄でと、最悪確かに残りの部分には、その

場所です ！ 

（コーラン: 2/206) 

アッラーの注意の重要な理由です。いくつかのコーランに記載理由のとおりです。 

(あなたの義務を） 注意してください、アッラー、あなたに感謝を与える可能性がありま

す。 



（コーラン： 3/123) 

  

(義務) あなたの注意がアッラー;確かに、アッラーは清算に迅速です。 

（コーラン: 5/4) 

注意する[15]アッラーを特には永遠に彼の愛と私たちが成功したらこの生活の中で最も重要

なのです。アッラーは来世のシーンを知らせてくれます[16]ここではイスラム教徒彼の感情

を状態。 

かれらは言う、"実際には、以前私たちの人々 の間で （不愉快アッラーの） 恐ろしい. 

だからアッラーは私たちに好意を授与、焼け付くような火災の罰から私たちを保護します。 

確かに、我々 は彼の前に嘆願する使用されます。 

確かに、それ彼は慈悲、慈悲深き御方です。" 

（コーラン: 52/26-28) 

彼の愛と嫌悪我々 の方法に依存するように、彼らの責任と責任の深い感情を作成します。   

だから、イスラム教徒彼に彼から避難を求めています。メッセンジャーの関連するメッセー

ジに関連するコーラン次にされている： 

"だからアッラーに逃げます。 

確かに、あなたに彼からクリア ワーナー私します。 

[等しい] しないでくださいアッラーと別の神。確かに、あなたに彼からクリア ワーナー

私」。 

（コーラン: 51/50-51) 

2.3      イスラム教は包括的です。 

我々 を本すべてのものについての明確化およびガイダンスと慈悲と吉報のイスラム教徒とし

て送信した。 

（コーラン： 16/89) 

アッラーは全知であるように、彼は私たちに我々 が成功する可能性がありますので、すべて

の関連する、最も重要な事項のガイドたちガイダンスを与えています。このガイダンスにつ

いて、高レベルの観点からのすべての説明をしてくれます。 

イスラム教は人間のすべての側面をカバーしています：、社会生活、私たちの秘密の生活、

私たちのビジネスの生活、私たちの祈り、考え方、何をする、どのように、科学、私たちの

過去、私たちの未来、私たちの成功の指標、倫理基準、精神的な開発、我々 の目標、私たち



の体、私たちの精神、私たちの宇宙、この人生、来世.それは人間、富、健康、心、貧しい

人々、豊かな、経済学、国、隣人、親戚、男性、女性、子供、家族を促進する. 

2.4     イスラム教は普遍的であります。 

[O マホメット] が言う、"O 人類、確かにアッラーの使徒にすべて、私はあなたから彼に誰が

天と地の大権します。神彼を除いてはありません。彼は人生を与える、死の原因は。」だか

らアッラーとその使徒は、アッラーと彼の言葉を信じている、蛮から預言者を信じ、彼はあ

なたが導かれることがありますに従ってください。 

（コーラン: 7/158) 

イスラム教人類に関連して開始した最初の男。そしてアッラーのメッセージを通して彼の使

徒のすべての人類にイスラム教をだった。たとえば、以下の詩でアッラー私たちアブラハム

と彼の子供はイスラム教徒であることについての彼の推薦の宗教を関連します。 

アブラハムは、彼の息子、同じ行うに指示し、て [言って]、ジェイコブ。 

「イスラム教徒の間 O アッラーは、あなたのためにこの宗教を選択、確かに私の息子ので除

いて死ぬことはない。」 

（コーラン: 2/132) 

イスラム教はどんな国家、人、期間または地理的な場所に制限はありません。 

イスラム教アッラーの使徒はすべての宗教で、イスラム教は彼らのメッセージの本質です。

一つの格言によると[17]預言者ムハンマド （彼に平安あれ）、124.000 預言されています。

[18]誰によって彼のメッセージを人類にアッラーを与えた[19].アダム、ノア、アブラハム、

モーゼ、イエス (平和は彼らに) それらの一部だけがあった。アッラーの使徒を信じるように

イスラム教の要件の 1 つです。たとえば、モーセやイエス ・ キリストを否定する人 (平和は

彼らに） アッラーの使徒として、イスラム教徒とは見なされません。 

使徒のすべてに同じメッセージを与えた：「信じて 1 つ True 神とは良い作品に」。これは

イスラム教の普遍的なメッセージの本質です。 

でも、名前「イスラム」我々 普遍性を見ることができる: イスラム教預言者ムハンマドの名

前の後に名前ではありません （彼に平安あれ） が、宗教は、それぞれの宗教のための最も

重要な人間の後は名前ほとんど。イスラム教はアラーへの服従と平和の普遍的な概念の意味

がある名前を持つという名前です。 

さらに我々 は次の節では、預言者ムハンマドを参照してください (彼に平安あれ） すべての

メッセンジャーとして割り当てられました。 

私たちはあなたを送信していません。[20]世界への慈悲として除きます。 

（コーラン： 21/107) 



異なり、宗教やイデオロギーのレースに基づいて、イスラム教を招待し、あらゆる種類の

人々 を歓迎します。イスラム教によると、すべての人間は 1 つだけの男と女の子孫でありま

す。これら多くの社会の豊かさとイスラム教徒の開放性に貢献します。[21]、彼らはイスラ

ム社会にすべての国からの人々 の入り口を促進するように。 

2.5     イスラム教が平和に基づいています。 

以下の詩で強調したように、人間の良いは貴重なものです。それを仕事に正と長期的な結果

が生成されます。 

彼は空、雨、そして谷フローに従って彼らの容量からを送信、急流上昇の泡を運ぶ。 

その鉱石からは彼らの装飾品や調理器具、望みの火災では、熱はそれのような泡です。こう

してアッラー 【 例 】 プレゼント真実と虚偽。 

泡についていえば、それは消えて、オフにキャストされる;しかし、これは人類の利点は、

に関しては、それは地球上のまま。 

こうしてアッラーの例が存在します。 

（コーラン： 13/17) 

イスラム教は平和を意味して我々 は、以下の節を参照するくださいとは、アッラーは私たち

が公正に振る舞うに招待[22]誰もが不信者を含む[23]: 

アッラーの宗教のための戦いはありません、彼らとの親切と公正それらに向かって演技を扱

うからあなたの家から追放するない人から禁止されていません。確かに、アラーは人の公正

行為が大好きです。 

（コーラン： 60/8) 

3          イスラム教の信念の必需品 

メッセンジャー[24]子孫だったのと考えられています。[25]彼の主から彼にして [ので]、信

者。 

それらのすべてはアッラーと彼の天使たちと彼の本と [と]、彼の使徒を信じています。 

「彼の使徒の間の区別は行いません」 

彼らは言った、 

"我々 を聞いて、私たちに従った。 

（我々 が求める)あなたの許し、私たちの主とする (最終的な) 宛先です"。 

（コーラン: 2/285) 

3.1      アッラー-1 つの本当の神- 



確かに、アッラーです。 

神性私を除いてはない、従って私を崇拝、私の記憶のための祈りを確立します。 

（コーラン: 20/14) 

  

3.1.1 神として信仰における一般的な概念 

3.1.1.1  信念の一般の概念 

それらの知らない人の方法に従っていません。 

（コーラン: 10/89) 

知識は成功にとって重要です。たとえば、彼の地に行きたがっている方法は、トラフィック

の意味を知っているドライバーのサイン、どのようにドライブだ.彼はこれらを知っている

場合は、彼は安全に彼の地に行くかもしれない;それ以外の場合は、彼はさらに死ぬかもし

れない彼は大きな事故をすることができるどこで間違った方法を入力してください。この単

純な例のように、我々 は目標を達成するために知識を持っている必要があります。 

ただし、私たちの知識は、すべての次元で限られています。[26].我々 は、過去、未来、マイ

クロ、マクロ レベルに関する一定の制限を超えるもの、物事の間の内部および外部の関係の

性質についての知識があります。[27].たとえば、我々 は未来を知っていること。しかし、ま

だ我々 我々 はリンゴは明日聞かせて場合落ちるだろうことを主張します。もう一度、何が

特定の素粒子レベルですは知っているいない;それにもかかわらず、原子の機能を定義し、

その定義を信じる[28].しかし、我々 は「すべて」の素粒子レベルを知っていない場合は、実

際には、例えば、我々 の原子についての確実な知識を必要はありませんつまり。原子に関す

る知識は、その後だけの信念です。[29];だから我々 の知識のすべてについてこのような基本

的な制限があります。 

さらに、我々 はこの宇宙の一部です。だから、いずれにしても私たちの知識は部分です。 

だから、最大関連知識と知識の限界を持っている必要が彼にどんな影響がありますすべての

ものについての信念プロファイルを形成するすべての人を強制します。 

私たちに影響を与えるもの私たち完全に包含または参照してくださいできるものだけを入力

できません。ある可能性がありますも表示として影響を与える目に見えないもの[30]次の詩

で強調したように： 

だから私はあなたが見るものによって誓う 

あなたが表示されません。 

（コーラン: 69/38-39） 

目に見えると目に見えない[31]1 つの別から隔離されません。 



また、我々 はすべて完全にわからない無神論者を含むすべての人間はの何を見る私たちの知

識自然は目に見えないについての信念に関連しています。 

次の詩で、目に見えるについての現在の知識にのみ満足を強調したように、目に見えないの

傲慢な拒否エラーにつながる可能性があります。 

むしろ、彼らは否定しています。 

それはないの知識を網羅します。 

そして、その解釈はそれらにまだ来ていません。 

（コーラン: 10/39) 

  

彼らはその知識はありません。彼らはない仮定を除いては、に従って、確かに、すべてに対

して真実ではない仮定を利用します。 

（コーラン: 53/28) 

  

使徒たちが明証をもたらしたとき、彼らは彼ら (自身) を保有知識に狂喜しました。 

（コーラン: 40/83) 

このように強い信念プロファイルを正しく形成すべての人間に直面している最大の課題の一

つです。[32]. 

だから、知識の限界と、明白なため、目に見えないについて考えを持っている人異なる信念

プロファイルがある必要があります： それらのいくつかの非常に目に見えないについて少し

気し信じるし、表示としてそれを楽しむ人の中でです。いくつかの人を期待して目に見えな

いについての知識を有するします。ある一部の人も非存在としてたとえば、目に見えないの

性質を知ることができると主張します。ある人の個人の判決なし過去や現代の信念プロファ

イルを採用します。すべての物理的な力、法律、および関係を借りている人もいる.ある特

定の人間にすべてを借りている人. 

イスラム教の方法論については目に見えないの知識の限界を認識することですし、目に見え

ない、目に見える、目に見えないを否定するのではなくに基づくについて控除を行います。

イスラム教では、いくつかのガイダンスは目に見えないから私たちに達する可能性がありま

す不可能が拒否されます。真実から指導の支援を受け入れ[33]. 

真実が私たちから独立として論理的にこれらの方法のいずれか、同じレベルの他のユーザー

と比較した場合の trueness にありません。 

主要なグループの信念と当社のコンテキストに関連する彼らの方法論の説明、イスラム教は

次の部分での方法論と比較されます。 



3.1.1.2  イスラム教と他の主要アプローチについて神 

この部分では、我々 は神についてのいくつかのアプローチのいくつかの側面を説明します。

概念神のイスラム教の理解を深めるためだけの予備的な情報を与えます。後半にアッラーの

非常に信仰を説明します。引数についてアッラーのイスラムの観点からの他のアプローチの

より良い理解を助けます。 

3.1.1.2.1 イスラム教と無神論者アプローチ 

確かに、あなたがアッラー以外に呼び出すあなたのようなしもべです。だから時にそれらを

呼び出すし、あなたが正直する必要がある場合はあなたに応答できるように。 

ある彼らの足は彼らか、歩いていると彼らの手を保持、やは、彼らの目であるを参照してく

ださい、あるいは、彼らが彼らは聞く耳？ 

言う： あなたの仲間、次に （勝つためには） 私を相手に闘争をし、私なしの猶予を与える

呼び出し。 

（コーラン: 7/194-195) 

無神論では一般的に特定関係および力問題の挙動の観測に基づいて決定されます。これらの

関係と力が原因として 1 つの製作者と支持を置き換えるためにどうなるか見なされます。 

例えば雨の滴は一緒に落ちる。無神論は、一定のパターンに従って液滴の落下導く引力と呼

ばれる関係をし、雨は、引力のために落ちると考えられています。[34].この関係はそこには

誰もがそれを変更することができますが絶対であると考えられます。 

しかし、イスラム教によると問題の行動私たち 1 対 1 での発見につながることはできません

複数との絶対的な力または関係、動作の実際の原因として定義します。このような思考観測

のエンティティの結果として完全に定義されている関係はこの観測の原因であると信じてだ

ろうではのみ、不適切な円形推論のことでしょう。彼らは調和して行動することができます

ので、我々 が観察の要素の目、耳、心、目標、および彼ら自身の中の恒久的な中央権力があ

るないために、これはまたです。[35].したがって我々 が観察の要素が自己定義されていませ

ん、彼らは自給自足と絶対識別子が 1 つ必要があります。[36]. 

イスラム教我々 を観察する行動と真の引力の関係では[37]独立した定義の結果と一人である

アッラーのデザインです。したがって観察することによってオブジェクトの動作方法を発見

するこの動作は、我々 の特定の方法私たちの観測と関連する結論の正しさの程度を動作しま

すが予測できます。同じ一人このイベント今、過去または将来可能であるために、この予測

と計算が可能です。各ポイントでそれを支配するものと同じです。アッラーは、液滴を完全

に制御しています。[38]直接および間接の方法では。 

このアナロジーはすべての素材の原因とその関係の前に効果を適用します。[39]、液滴のた

め発行効果[40]非常に機能[41]. 



アッラーは調和、予測可能性、一貫性、物事の美しさもの一般的なさまざまな機能を与え

た。共通/比較の枠組み、時空間、または一般的な機能を持っていない理解するは不可能な

まったく関係のないものを作成する分野があります。[42]… 

だから、絶対、排他的な自存万有引力が拒否された場合は、[を定義し、その原因と影響を

作成する 1 つの電源が必要[43]. 

無神論で;何も我々 の過去/現在の経験を通して私たちの感覚によって直接正当化することは

できませんが拒否されます。人間は上または直接私たちを参照してくださいの人間の上の個

人的な力はありません。このアサーションでは、目に見えないについての完全な知識が必要

です。 

再び無神論で目に見えるとして自給自足見です: 表示されているすべてのそれらの全体を形

成するよう、彼らは目に見えないから任意のサポートを必要はありません。物事可能性があ

ります存在する自分自身を維持する、移動、彼らが思うに、見る、聞くことを計画する能力

を持っていないにもかかわらず調和して行動だ.このアサーションでは、目に見えるについ

ての完全な知識が必要です。 

しかし、イスラム教で我々 は次のように見る人は全知であるアラーだけです。[44]: 

確かに、人々 はそれらに来ること [任意] 権限のないアッラーの印をに関する紛争 

ない誇りを除いて彼らの胸の内では、 

[範囲] は彼らに達することはできません。 

だからアッラーの庇護を求めます。 

確かに、それはすべての聴覚のすべて見ている彼です。[45]. 

（コーラン: 40/56) 

無神論の置き換えです神の概念についての別の例は偶然の一致です： いくつかのことが起こ

るまたは偶然のために存在します。たとえば、数十億の銀河、太陽系は偶然の一致で存在し

ないようなシステムとしてがあります;そのような惑星系の一部ではそれが私たちのような

惑星が存在することを考えられるです。私たちのような惑星のいくつかで、それが生活の条

件が存在する可能性です。いくつかのような惑星のそれは可能性の生命体が存在することで

す。… 

これは、次の前提に基づいています： シンプルなものを一緒に来ては、物事を複雑; 形成こ

とがありますここで完全に単純なもの、そのレベルでは条件が必要ないと彼らは自己持続可

能な自給自足のもののレベルです。我々 は、以下の節を参照するくださいとは、アッラーだ

け物事を複雑の神ではないとこの仮定、受け入れられない。 

彼はすべてのものの主です。 

（コーラン: 6/164) 



任意のレベルで物事にアッラーの作成と維持力が必要です。したがって、物事の任意のレベ

ルで特定の条件を必要とするので特定のレベルで物事は決して完全に「任意の」低いレベル

であることをまたは任意の以前の段階で物事が説明されるかもしれないし、下位レベルのも

のは、いずれの場合で効果的です。たとえば、動物の存在完全に進化と分子によりので説明

できないなし、分子の原子の DNAs は... 自給自足です。 

同様に、原子、分子、化学または生物学的イベントの量はすべての生き物の外観の究極の確

率を増加しない.次の詩に見られるように、天と地の創造より少なく人間や他の生命の作成

よりも複雑なものです。 

天と地の創造は、人類の創造よりも大きいですが、人類のほとんどにはわからない。 

（コーラン: 40/57) 

偶然の一致と確率を使用中に、多数の物に同様の制限要因として考慮する必要があります： 

1 つは言う場合： 銀河の数より、存在確率の我々 のような '; の惑星のシステムこれはのみ部

分的に真実があります。全体としては、銀河 1 つの方法の多くは我々 のような惑星系の存在

確率を増やすかもしれない;ただし、銀河の多数の大きい、条件の多くのより大きい必要は

ありません。また、各原子の惑星系の存在確率が向上するが、他の言葉では、原子の総量の

存在確率が減少します。[46]この追加の原子を含みます。 

3.1.1.2.2 イスラム教と柔軟なアプローチ 

不可知論者の信念と方法論です基づいての確認人間として我々 真理と、神を見てと私たちの

感覚に関連する私たちの過去/現在の経験を超えてに触れる網羅できないこと.このアプロー

チは何を超えて、目に見える、しかし、人間としての存在の可能性がありますによると我々 

それを知っている容量はありません。 、我々 任意人間は上記と我々 が参照してください上

記の個人的な力があるかどうかを知ることはできません。 

イスラム教と不可知論のアプローチ人間は目に見えないに関する知識の面で制限を持ってい

るという事実を共有します。 

しかし、イスラム教は根本的に異なる 2 つの点で不可知論からです： 

まず、上記のすべての作成を作成 1 つの作成者です。作成者と創造の機能的な関係があるの

で;したがってに表示に基づいて、目に見えないと作成者についていくつかの結論をするこ

とができます。 

例外部で見られるように第二に、以下の詩は、この作成者と人間が彼らのために関連してい

るいくつかの知識を共有する力を持っています。これを以下の詩で明らかに： 

彼の知識のないことを取囲みます。 

彼の遺言を除いては。 

（コーラン: 2/255) 

3.1.1.2.3 イスラム教と主に基づくコミュニケーション上の信念 



そしてそれはそれらにいうと、何はアッラーを明らかにした、""に従う 

彼らは言う、「ではなく、我々 は、我々 は我々 の練習の父が見つかりました従います」 

にもかかわらず、彼らの父は何も、理解も彼らを導かれたか？ 

（コーラン: 2/170) 

主に通信を用いた信念は、神聖な書籍や広範囲にわたって目に見えるから論理控除を考慮せ

ず伝統の過去の通信内容を受け入れることに基づく、偉大な程度です。 

イスラム教では話し言葉と書き言葉通信作成者のアラームや思考の方法論が含まれていま

す。元のメッセージの作成者の宇宙です。観察および判断は重要です。 とそれぞれの人につ

いての真実を見つけるために努力を過ごすため個別に責任があります。また、彼は彼の論理

を彼に彼の時代と彼の先祖からの通信をフィルターする招待されています。次の詩では、こ

の事実を参照してください。 

そしてそれらにアブラハムのニュースを暗唱する、 

彼の父と彼の人々 に言った、「何を崇拝ですか？ 

彼らは、偶像を崇拝し、それらに献身的のまま。 

彼は言った、あなたを嘆願するとき、彼らはあなたを聞くか？ 

または彼らはあなたの利益かまたは害を与えるか？ 

彼らは言った、しかし、このようにして私たちの父親を発見. 

（コーラン： 26/69-74) 

  

彼らの誰も彼に個別に復活の日に来る。 

（コーラン: 19/95) 

  

言う、"O 聖書の人々[47]、私たちの間に公平な、言葉に来て、あなたの我々 は礼拝はないア

ッラーを除いて何も彼と関連付けるはありませんし、1 つ別の領主アッラーの代わりとして

を取るない。」 

しかし、もし背きと言う、「[彼に提出] イスラム教徒である証人の熊」 

（コーラン： 3/64) 

1 つのグループは主に通信に基づく信念の多神教です。多神教の知識の真空は、彼/彼女の観

察に権限を割り当てることによって塗りつぶします。これらの権限が明示的に割り当てまた

は暗黙的に見るようなものを可能性があります聞いて、自己、自己組織化、通信. 



無神論、不可知論、汎神論を含むイスラム以外のほとんどすべての宗教はそのような一般的

な理由多神教と共有します。たとえば多神教特定勢力は偶像に、人間は割り当てられている

または太陽にムーンし、神々 として識別される特定の人間は人間にも。同様に、無神論に特

定の権限の問題、オブジェクトまたはエンティティに人間によって割り当てられます。無神

論者のアプローチを概括なります: 実験を行っているし、その結果は、普遍的に、一般化さ

れたその実験で使用されるエンティティの特定の属性を与えられます。特定の関係の名前で

す。そしてある特定の権限を持つオブジェクト。特定の状況、それから力や属性の下の前の

調査結果は、別の変更をテストする場合に再定義されます。何です発明し、ある程度知られ

て何以下で述べたように不明ですに拡張されています。 

」、彼が名前を付けた名前、あなたとあなたの父親以外にも成っていません。" 

（コーラン： 12/40) 

アッラーの信者からの引用はこの点に関連します。 

"彼のそばに神々 の設定私たちの人々 ここでは。彼らは彼らの立場をサポートする任意の証

明書を提供できる場合にのみ ！誰一人、嘘をし、それらにアッラーの属性よりも多くの悪で

すか？ 

（コーラン： 18/15) 

任意の人間が上または何人間を管理することができます上記の個人的な力の除去を必要とす

るこのアプローチは、人間にとって快適です。このアプローチでは、個人の力、人間よりも

高いに提出する必要はありません。それは偶像/法令目、耳の人間または力によって作られ

て、人間によって定義されている関係など人間が作られている事を絶賛していたが必要で

す.このアプローチは、物理的実体のレベルの人間がこの宇宙に存在することができる状態

します。ただし、このアプローチ自体は、それは非常に部分的な主観的なその結論は変わる

ことがありますとをサポートしている任意の証明書を持つことはできません。 

以下の詩でこのようなアプローチの基礎となる動機への参照を参照をしてください。 

彼の神として彼自身の欲求を取る人を見ているか？その後、あなたは彼のために責任でしょ

うか？ 

（コーラン: 25/43) 

3.1.1.3  誰もが 1 つまたは複数の神々 や神の概念に対応するものと考えています。 

各当事者はこれ自体での高慢します。 

（コーラン: 23/53) 

我々 は部分的に、以下の節から結論付けることができます、神の概念の定義の 1 つ「すべて

の原因」かもしれない。 

言う：「すべてはアッラーから.」 



（コーラン: 4/78) 

  

アッラーは、あなたの主です。 

彼を除いて神性はない、 

すべてのものの生みの親。 

（コーラン: 6/102) 

みんなは彼が何を観察するため特定の説明で信じています。つまり、無意識を除いてみんな

神に対応する特定の何人の信じています。最高レベルの個々 の説明のすべてを彼は観察の神

の概念に対応します。[48]イスラム教では。たとえば、ある特定のキリスト教を信じること

がそのイエス ・ キリスト （彼に平安あれ） 彼はから誰すべて付属しています。だからこの

ためキリスト教のイエス ・ キリストの神に対応します。たとえば、無神論者は、物理的な

力との関係のためのすべてが起こることが信じること;だからこの無神論者のこれらの物理

的な力との関係、神の概念に対応します。当然のことながらこれらすべての異なるため同時

に true にできません。 

神はすべての原因は、神が存在するかどうかの議論はならない上記の定義に従って、に基づ

いて[49].むしろそれは、本当の神が誰であるかについてする必要があります、誰が本当の原

因のすべてです。本当の神関連または非関連の物理法則のグループと力、太陽の神や神の

月、... 人間または彼は自給自足ですべてのこれらの事で比類のない人ですか？ 

3.1.2 神は、アッラーはないです。： この宇宙とその部品は、絶対ではなく、1 つだけの絶対

的な力があります。 

だから、知っている： 

神は、アッラーはありません。 

（コーラン: 47/19) 

  

アッラーは、サーブ、彼に参加します。 

（コーラン: 4/36) 

  

[言及、O ムハマド] Luqmanの言ったとき彼の息子に彼は、彼に指示されたが"O 私の息子、

関連付けることはありません [何] アッラーと。確かに、協会 [彼] のと偉大な不公平です。

[50].” 

（コーラン: 31/13) 

  



パートナーかれ帰されるべきはないとアッラーの許し[51]. 

彼は (すべて) は保存に適う許してください。 

者がればアッラーにパートナーのせいに、彼は確かに途方もない罪を発明しました。 

（コーラン: 4/48) 

部分的上記、アイドル、または太陽または月の形式で複数の神々 の説明や神々 の物理的な

力や関係の形ですべての根拠を持っていないと強くイスラム教で拒否されます。 人間または

この宇宙の他の部分がない部品、代表者、フォーム、およびアッラーのバージョン。 

偽りの神々 を拒否する場合は、我々 の真の神、アブラハムの経験のように一緒になります 

(平和は彼にある)。 

従って私達は天と彼間では、[信仰] で特定する地球のレルム アブラハムを示すでした。 

夜彼「闇」で覆われたとき彼星を見たので。彼は言った、「これは私の主です.」しかし、

それは、彼は言った、設定、「これらのことは消えるように」 

彼は、彼は言った、「これは私の主です」上昇ムーンを見たときしかし、それは、彼は言っ

た、設定、「わたしの主のガイドは私がない限り、私はきっと道に迷ってしまった人々 の間

ででしょう」 

彼は、彼は言った、「これがわたしの主は朝日を見たときこれは大きいです。しかし、それ

は、彼は言った、設定、"O 私の人々 実際には、アッラーと関連付けるから無料だ. 

確かに、彼は、天と地、真実に向かって傾斜作成に向けて私の顔を変えたし、人が他の人は

アッラーとを関連付けるない。」 

（コーラン: 6/75-79） 

そこに皆の奥深くであるか、アッラーを信仰だった: 特定の段階で我々 はアッラーの存在に

私たちの魂をもたらした偽りの神々 を発明したない間、疑問、私たちすべてが私たちの主で

ある彼に目撃しています。これは、以下の詩で説明されています： 

[あなたの主アダムの子供たち彼らの背中からから彼らの子孫を取り、彼らに言それら自身

の証言をしたときは、「私はあなたの主はない？」言及]彼らは言った、「はい、我々 証言

している」[この] 復活の日に言う必要がありますしないように「確かに、我々 これを気づい

ていなかった」。 

（コーラン: 7/172) 

3.1.3 アッラー人を理解するには、方法彼に我々 は我々 の宇宙の観察に関するいくつかのキ

ーの事実 

言う： 

"これは私の方法です。 



確かな知識がアラーに呼ぶ 

私、誰が私の後に続きます。 

（コーラン： 12/108) 

3.1.3.1   一般的な方法 

イスラム教でアッラーを理解する方法論の感謝、注意深さ、宇宙の観測感情推論を開始しま

す。 

感謝して、慎重であるほぼすべての人がこれらの質問を求めるだろう： 我々 経験好意はど

こから来るか？痛みを伴うものどこからですか？なぜ生まれたのか？生きるかなぜ論理のほ

ぼすべての人を求めるだろう： なぜ我々 が観察するそれは方法ですか？ 

我々 はいくつかの努力を割り当てるし、観察し、我々 が観察するものを推論します。 

この宇宙も私たちは信者その作成者について考えを与えるので、製品私たちそのプロデュー

サーについての考えを与えます。1 つは、スルタンアフメットのモスク、彼はその建築家に

ついてのアイデアを持って、彼は数学、美容、チーム ビルディングについて確かな能力を持

っていることを見ているときなど、企画融資。このように、我々 を観察する宇宙もその作成

者についてのアイデアくれます。 

作成者は私たちのためではない、我々 の作成者は、したがって、彼は我々 の期待に従って

いません。自分自身によると、私たちがすることができる、正しい結論によると、宇宙で私

たちを客観的に観察についての彼の指導の下でです。アラーが言います。 

しかし、台無し真実自分の欲望に従っていれば、天と地とそれらのいる人が誰にされている

でしょう。 

（コーラン: 23/71) 

この点では、コーランでは、アッラー、生物物理、天文学的な事実やイベントへの参照の多

くなります。 

この宇宙のすべては、私たちは団結、力とアッラーの特定の属性を示しています兆候です。 

アッラー以外のどちらもです何も自給自足も創作者、すべてはアッラーの属性の結果です。

したがってすべて私たちアッラーの特定の属性を示しています[52].以下はいくつかの例で

す。 

3.1.3.2  例 

3.1.3.2.1 多くの似たようなもの 

彼は誰 trellised 庭園とuntrellisedとdatepalms、生産し、作物の異なる形状と味 （その果実と

その種） とオリーブとザクロ、類似または異種の。 

（コーラン: 6/141) 



我々 の宇宙に匹敵するか複数のものを観察します。たとえば、電子、原子と同様、植物およ

び動物の数十億の十億があります.例えば、電子は、異なるエンティティですが、彼らは似

ており、同じ規則に従います。 

この宇宙は数学です。[53]、我々 はミクロまたはマクロのレベル; 見てかどうかまたは、過

去または将来的には、我々 は常に同じ状況すべてで観察。スケールとあるものは何でも、別

の次元で分割し、個別で、同じまたは同等の部品があることがことができます。 

これはすべてのソースが同じであることすべてが作成され、デザイナーは同じ作成者が持続

的なことを示しています。それ以外の場合は、私たちも 2 つの同様の電子を観察することは

できません。 

3.1.3.2.2 システムの部品の因果関係を含むもの 

祝福彼誰の手にドミニオン、彼はすべてのもの主務です。 

[彼] 人は死と生命あなたのどちらかをテストする作成行為で最高です 

彼は壮大に、寛容です [と] 人のレイヤー 7 つの天を作成します。 

最も慈悲深いの作成では、どんな矛盾も表示されません。 

だから (空に）; ビジョン （あなたの） を返すすべての改行を参照してくださいか？ 

[2 回もう一度 （あなた） のビジョンを返します。 

疲れが （あなたの） ビジョンを謙虚が返されます。 

（コーラン： 67/1-4) 

すべての創作者の団結の別のサインは、この宇宙のすべてのシステムの一部です。 

私たちの目の電子の太陽電池システム...、私たちの体の私たちの頭の我々 の目のセルの 

atom の一部かもしれないまたは他のシステムの一部になることがあります。 

私たちの目、耳、地球、月、太陽、石、鳥... 彼らはシステムのすべての部分です。我々 を取

るどのようなサンプルは、どんな絵を我々 を取る我々 のシステムの一部であることが表示

されます、システムとシステムの部品が含まれています。すべては、多くのことに関連して

機能です。 

彼らはすべての機能の面で、他の人との関係の意味があります。我々 はこの同時もので私た

ちを取る写真内でも確認できます。因果関係もこの全体の一部だけとだけ団結の結果上記の

すべてです。 

その一方で、部品を計画する力はありませんが、整理または分析する彼らの存在し、彼らの

調和自分自身の外に行動。 

彼らは 1 つの作成者によって定義されていることとは、製作者と支持のコントロールの下で

彼らはシステムの形成し、調和して行動することを示します。それ以外の場合ないシステム



その存在を保つことができるし、私たちを発明する計算する予測する何かを理解し、科学を

行うことはできません. 

我々 は次の節で見るように、すべてはアッラーの「件名」に行為です： 

その後彼らラクダで作成された見ていない？ 

空がどのように発生したか？ 

山では、どのように彼らは建てられた？ 

そして、地球では、どのようにそれを広がっていた？ 

思い出させるだから [O マホメット];あなただけのリマインダーです。 

あなたそれらの上にコント ローラーです。 

（コーラン: 88/17-22) 

再び、我々 は次の詩、我々 の聴覚の能力、目、心と地球を参照してください。すべての理

由。この意味で彼らは 1 つの一体です。  

そしてそれは彼はあなたを聞くとビジョンと心の生産です。少しあなたは感謝しています。

彼は、地球全体を掛けているは、彼を収集します。 

（コーラン: 23/78-79） 

同様に、多くの理由のすべての生き物の存在し、彼らは私たちに、次の節で述べたように、

特定の側面に似ています。 

生き物がない [以内] 地球または彼らはあなたのようなコミュニティであることを除いてその

翼で飛ぶ鳥。 

（コーラン: 6/38) 

我々 は次の節に気づくように、すべてが、彼を称揚しすべてアッラーのしもべであるし、彼

らはアラーによって持続します。 

7 つの天と地とそれらであるものは何でも彼を称賛します。ものはない、ことを除いてそれ 

[アッラー] 彼の賞賛によって称揚しますが、自分の道を理解していない信奉します。確か

に、彼はこれまで柔和と寛容です。 

（コーラン： 17/44) 

3.1.3.2.3  シーケンシャルの統一 

彼は彼の慈悲の前に吉報として、風を送るは、我々 純粋な水の空から我々 が生活にはそれ

により死んだ土地をもたらすと、それそれらの我々 は男性の多数の家畜と作成の飲み物とし

てを与える送信。 



（コーラン: 25/48-49) 

物事他の人に時間のディメンション内で関連する当社の能力も私たち団結すべての上に示し

ます: 雨の滴、種子を分割し、植物の成長と、動物は植物を食べるし、.シーケンシャルの調

和のとれたイベントはすべての上に 1 つの電源を表示します。すべての方向、目標を持って

います。 

雨が降ると、アッラーは既に目標は雨の中があります。しかし、信じられないアプローチに

よると雨だけ分離された物理的なイベントです。雨が降るとき、だれも雨に制作を任意の目

標があります。 

ただし、実際の生活の映画錯覚のようではないです。別の後に一定の速度で来るちょうど静

的な写真が映画で我々 例えば我々 は飛ぶ鳥を参照してください感じています。我々 は雨の

降下を実質の時間が足りない詳細にズームインした場合我々 は本当に到達できないレベル

が、唯一の画像。すべてのレベルでは、運動、エネルギー、方向です。我々 の時間のディメ

ンション内でズームイン、そう、実際には、私達常に原因と結果が一緒にいることくださ

い。レベルで我々 だけ成果、または原因だけを表示することができません。したがって、原

因を考慮することはできません成果から孤立[54];彼らは我々 が観察の究極の起源としてと見

なされることはできません。 

だから、未来は過去に基づいているように、過去未来に基づいています。次の詩の例を参照

するくださいとすべて 1 つアッラーの意志に基づきます。 

（我々 は） 水を注ぐ雨の雲からダウンして送信;我々 前後にそれにより穀物、ハーブをもた

らす可能性があること。 

（コーラン: 78/14-15) 

あなたはさらに詳細にシーケンシャル団結 3.6「運命」の見出しの下の部分に関連を見つけ

ます。 

3.1.3.3  物事は変わることがあります。 

言う、 

"おおアッラー、主権所有者必要になります主権を与えるし、誰あなたが離れてから主権を

取る。 

あなた誰あなたと謙虚にあなたが誰を名誉します。 

あなたの手には、[すべて] の良いです。 

確かに、あなたは凡てのことで有能です。 

入力して 1 日、夜、夜を入力する日を起こす; 

死者からの生活をもたらすと死者の生活からをもたらします。 

規定なしのアカウントのことを与える"。 



（コーラン: 3/26-27） 

我々 は宇宙を観察するときは、その部品が変更される可能性があることを参照してくださ

い。たとえば、死、生命がある;夜、日です。これは素粒子レベルと銀河のレベルでの状況

です。 

そして、全体の部品変更される可能性がある場合は、その全体像も変更される可能性です。

たとえば、溶けにして、車のパーツを変更できる場合、することができますを再設計して車

を変更します。したがって、その物質、その物理法則、その生物学的ルールは全体のすべて

を含むこの宇宙を設計されて、別の形で構造体を作成できます。 

一部の人々 は、彼らはすべて物理法則、関係と説明できると主張します。彼らによれば、物

理法則と、ためいたのもののこの宇宙です。したがって、任意の神のための必要はありませ

ん。 

コーランによるとしかし、アラーだけ絶対あり何か意志の対象です。コーランに沿って変化

の概念から上記の引用で下線付き彼はどんな彼の意志を行うことができます。何も我々 は物

理的なルール、リレーションシップを含む我々 の宇宙の観察は絶対です。アッラーを作成可

能性があります。 または物理的なルール、リレーションシップが異なりますユニバース作成

可能性があります。だからそのような物理的ルールまたは関係は最終的に我々 が観察するが

起こる理由を説明するために使用できます。したがって、この宇宙全体しなければならなか

った構造です。 

コーランには何もアッラー以外に絶対であることを示す例があります。それらの 1 つを次に

示します。 

（アッラーと述べた：） 

"とは、右の手で、ムーサーは何ですか？「 

彼は言った、 

"それは私のスタッフです。その上に傾くと私の羊の葉ダウンをもたらすと私はそこに他の

用途がある。」 

[アッラー] は言った。「それはダウン、ムーサーを投げる」 

彼はダウン、それを投げ、そこでそれがスピーディーに蛇だったので。 

[アッラー] は言った、「それをつかむと、恐れることはないです。 

我々 は元の状態に返されます。" 

（コーラン: 20/17-21) 

物理のルールで私は何かでドイツはトルコで説明する場合は、[このルール物理ルールを完

全に有効実際にはありません。同様に、この規則は絶対的なルール ルールで私はこの宇宙

が、何もこの宇宙の外でのみの何かを説明する場合をされません。 



この宇宙そのものは、特別に設計された宇宙です。この宇宙は単にアッラーの選択です。全

体と絶対の真実ではないです。 

だから宇宙のさまざまな種類が存在しない場合は、現在の科学的な説明は常にローカルの説

明です。彼らは絶対ではありません。我々 は絶対にそれらを取る場合は、このアプローチ

は、科学的されません、それが我々 の知識の潜在的な人為的に制限されます。 

科学に関連する知識は私達の観察に依存します。我々 の観測が異なっていた場合は、我々 

の科学的知識にも異なるでしょう。たとえば、科学はそれをしようペンを下方へ行く理由を

説明する主張しています。ときに私はそれを聞かせてそれは上向きになった場合、しかし、

科学は再びそれを説明する主張するでしょう。我々 の科学的知識は自然の中で反応性であり

ます。それは、物事の道である理由を説明しないように彼らですが、それはある程度どのよ

うに物事が起こるについて説明します。 

イスラム教によるとアッラーは、彼の生き物が彼らの機能を与えるし、それらが起こるにな

ります。だから、物理的、生物学的... 規則は実用的な理由のため必要とアッラー、美しさで

私たちが観察する調和の芸術の偉大さを高めます。我々 は、これらのルールと機能の問題を

解決できるように、マシンを発明することができますので、我々 はそれらを使用することが

できます「どのように」物事が起こる理解を必要と.しかし、彼らは絶対ではありません。

経験豊富なイベントの部分的な説明です。 

イスラム教によると、我々 が観察してどのような我々 の観察していないの究極の原因は、1 

人の作成者と 1 つの支持者です。したがって絶対として、異なる設計することができます特

定の関係を検討し、それらを我々 が観察を借りては受け入れられません。 

だから、この宇宙の選択肢の 1 つだけである場合は現在の代替を選択している人だけが絶対

ではそう「がない神」"を除く各ことで全体的な力を持っているアラーは」。 

3.1.3.4  物事はパッシブの関係のアッラー - 力を作成するには 

太陽または月がサジダない、 

しかし、それらを作成アッラーにサジダします。 

（コーラン: 41/37) 

  

彼らによって彼らの歩く足がありますか？ 

または彼らは手で彼らをストライクを持って？ 

または彼らは、彼らを見る目を持って？ 

または彼らは、彼らは聞く耳を持っているか？ 

、と言う [O ムハマド]、 

"あなたの 'パートナー' を呼び出すと、私に対しての共謀し、私なしの猶予を与えます。「 



（コーラン: 7/195) 

各事は意志、力および知識アッラーのために存在しています。この事を含むシステムの要素

はまた意志、力とアッラーの知識のためこのような存在があります。アッラーは、何かの間

のこの関係はユニークです。アッラー以外のものの間で似たような関係はありません。これ

と並行して以下の詩で述べたイスラムの基本的な事実です： 

神は、アッラーはありません。 

（コーラン： 3/62) 

その結果我々 を観察するオブジェクトには自給自足または絶対はありません。「この表は小

さなだ」を言うとき、小ささの特徴も実際にはこのテーブルに属していません、この機能

は、このテーブル内ではありません。テーブルは比較的小さいです何か他に。同様のテーブ

ルの部品を同じ当てはまります。このアナロジーは同様に、テーブルの他の機能は、その質

量、エネルギー、その機能、その色を含む適用されます.これだけは私たちの理解が非常に

されておよび非常にテーブルの属性です。 

テーブル同じデファイナーによって定義されて、そのすべての部分で定評のある座標システ

ムの一部として他のものと共に定義されて場合を除く他の何かを任意の関数がありません。 

だから、それぞれの我々 の観測クリエイター"1"と"1 つ"支持者それらの上の団結が存在する

ために、何も意味するために必要なものの。 

アッラーの統一上記のすべて、次の詩で簡潔に説明されています： 

言う： 

"彼は、アッラーは、1 つは、 

アッラーは、自給自足は[55] 

彼はどちらもを生むも生まれています。. 

どれも彼に匹敵です」。 

（コーラン: 112/1-4) 

我々 は、以下の節を参照するくださいとは、存在するすべてアラーの視力のメジャーがあり

ます。 

彼のすべては （原因で） です測定します。 

（コーラン： 13/8) 

したがって、のみ 1 つの神です上記のすべての彼の団結をなし何も存在しないことができ

る、何も何かをしないすることができます、何も任意の属性を持つことができます。同時に

または連続して、他の神々 はありません。彼はすべての包括的の神です。彼はすべての究極

と即時の原因です。彼は部分的な原因ではないです。 



3.1.3.5  私たちが上記のすべてアッラーの団結を見るいくつかの他の事実 

なく欠席あなたの主から任意です [の一部は] 地球内または、天国や [何] より小さいまたは大

きいそれクリア レジスタにですが、その内の原子の重量。 

（コーラン: 10/61) 

  

祝福彼誰の手に主権であり、彼はすべてのことを行うことができます。 

（コーラン： 67/1) 

それぞれのものの上、上記のすべての団結を示す他の例を確認できます。地面にペンをドロ

ップすると、たとえば、地面に達すると、地球を特定の角度に回転しますまたは星の光子を

一定の距離を行くまで分かってる。光子は、ミリ、一定の距離を進むペンなし続行できませ

んし、その逆。 

しかし、深く我々 はマイクロ レベルで行く、しかし後方我々 は時間に行く我々 は同じ状況

を観察します。 

時空間と我々 の能力を計算する、比較を予測し、楽しむことの調和上記のすべての団結を示

します。この宇宙では、多重度がこの調和はすべて 1 つの All-Powerful 神の力と意志対象で

あることを示しています。 

3.1.4 アッラーの名 

彼はアッラーは、誰がない以外神、全知、目に見えないし、目撃したのです。彼は慈悲、慈

悲深き御方でです。 

彼はアッラーは、誰がない以外の神の主権、純粋な平和、信仰、司令官、壮大な Compeller 

は、優れた賜うです。 

アッラーに讃え ！（彼は高だ） 上記のものは何でも彼らは彼と関連付けます。 

彼はアッラーの創造は、イニシエーター、デザイナーです。最も美しい名前は彼に属しま

す。 

天と地にあるものは何でも彼が信奉です。彼は雄大、賢明です。 

（コーラン: 59/22-24) 

コーランでは、アッラーは彼の属性の多くを知らせてくれます。たとえば、もの、創造主、

デザイナー、全知では、慈悲、慈悲深くは寛容、近く、真実、強大なやり手のしめし、. 

彼の結束は、彼のすべての属性の面で非常に重要です。たとえば、神は全能ではないクリエ

イターすることはできません。知識がない神は、慈悲をすることはできません.したがって

イスラム教ではない異なる属性を持つ別の神です。この参照は次の詩です： 



内天と地球の神々 にアッラー以外に行ったことがある彼らは[56]台無し両方にされているで

しょう。アッラーは、高貴なのでです彼らが記述する上記の玉座の主。 

（コーラン: 21/22) 

彼は私たち彼は比類のないであることをまた知っていることができます。彼が生むはない、

また、彼はひとりです。彼はどちらも、男性も女性です。彼は、スペース、または時間制限

はありません。だからこれは、なぜ彼の絵を描くことができません、アッラーのモスクや他

のイスラムの場所の写真がないです。 

アッラーはまた最大の愛の源である私たちの親友です。[57].彼は私たちの恒久的な友人で

す。彼の名前は友人です。彼は私たちとどこ我々 です。彼は完全な知識について私たちと彼

は我々 の上に全体の力を持っています。アッラーは私たち知っている私たちは私たちの母親

の胎内にいたとき、私たちが死ぬとき、彼は私たちを知っています。彼は私たちの秘密を知

っている、彼は我々 の弱点を知っています。彼は私たちから何かを必要はありませんが、彼

は私たちの好意の 1 秒あたりの数十億を与えます。彼は彼の慈悲と恩恵に私たちを呼び出し

ます。しかし、我々 は彼のコールへの応答に制限されます。  

アッラーは賢明です。 

すべてが最終的に来る彼から。章 53 節 43 コーランで言ったように、彼は笑いを作る人であ

るし、彼は泣くになります 1 つです。[58].しかし、彼の慈悲が大きいです。 

アッラーの近くです。彼は私たちに近づいて私たちの両親よりもです。私たちとアッラーの

間の仲介者はありません。したがって、宗教的な階層もイスラム教の宗教のクラスです。モ

スクで祈りを導く人はイマームが存在しない場合、エンジニアやセールスマンや知っている

別の人などどうやって祈る祈りにつながる可能性があります。したがって、イスラム教徒と

直接のみアッラーに祈る。 

3.2     来世 

その後、無駄はそれを作成することと私たちにあなたは返却することでしたか？ 

（コーラン: 23/115) 

3.2.1 説明 

その上日我々 の文章のスクロールのような天ロールアップしなければならない;ちょうど私

たち最初の創造の起源としては、だから我々 は再び生成しなければなりません。 

それは私たちの約束と私たちがそれを達成します。 

（コーラン： 21/104） 

  

[なる] 地球は、別の地球によって取り替えられる日 

天 [も] 



すべての生き物、卓越 1 アッラーの前に来る。 

そして一日が足かせで一緒にバインドされて犯罪者」と、 

（コーラン: 14/48-49) 

  

ある [ない] きた男のとき彼は [も] 言及したものではなかった期間に？ 

確かに、私たちが彼をみて精子ドロップ混合物から男を作成;我々 は彼を聞いて、見てをし

ました。 

確かに、我々 への道に彼を導いた、彼は感謝している、または彼は感謝されます。 

確かに、私たちは不信者の鎖で束縛と炎のためを用意しています。 

確かに、義人カーフールの混合物である [ワイン] のカップから飲むことになります。, 

[義人] 公務員アッラーを飲むことは、春は; 

彼らはそれが噴出に規定力 [と豊富] なります。 

彼ら [それらです人] [の] の誓いを果たすし、その悪は広範囲になる日を恐れます。 

彼らは食品にもかかわらず、孤児や捕虜の貧しい人の愛を与える、 

[と]、"我々 はのみアッラーの表情をフィードです。 

我々 は、あなたの報酬や感謝の気持ちからない願っています。 

確かに、私たちから私たちの主を恐れる緊縮、悲惨の日。「 

だからアッラーそれらその日の悪から保護する、 

それらの輝きと幸福を与える 

何彼らは辛抱強くシルク [衣類] と [パラダイス] で庭耐えての報酬を与えます。 

[彼らはなります] にそこにリクライニング ソファ飾られて。 

彼らはそこに任意の （燃える） 太陽または [凍える] は表示されません。 

そして、その陰である近くそれらの上、 

コンプライアンスのピックアップするのにはクラスター化されたフルーツを低くなります。 

そしてそこそれらの血管の銀と結晶のゴブレットの間で配布されます、 

彼らは、メジャーの決定がクリスタル クリアな銀製のゴブレット。 

ジンジャーの混合物である [ワイン] のカップを飲むは与えられる 



楽園内の噴水からSalsabeelをという名前. 

それらの間で行われた永遠の若い男の子を循環します。 

それらを見るとき、あなたはそれらが （ように美しい) 思うだろう散らばって真珠。 

そこにおける「楽園」見ると、喜びと偉大な支配が表示されます。 

住民には上質なシルクとブロケードの緑の衣服になります。 

そして、彼らは銀のブレスレットとで飾られる、 

彼らの主を浄化飲み物を与えます。 

[とそれが言うこと]、"確かに、これはあなたの報酬です 

あなたの努力を感謝しています」。 

（コーラン: 76/1-22) 

  

確かに、犯罪者は永遠に遵守、地獄の罰でされます。 

(苦痛) を彼らのために、軽くない、彼らは破壊深い後悔、悲しみと絶望の中にそこに突入さ

れます。 

私たちがそれらを間違っていないが、それは彼らの犯罪者たちだった。 

彼らは"O マリク電話します[59]、あなたの主は私たちに終止符を打つことができます ！" 

彼と言うだろう"確かに、残るでしょう。「 

"我々 は確かにあなたは真実を持っていたが、真実をあなたのほとんどが嫌っていた。「 

または彼らは [一部] を考案した事件ですか？しかし、確かに、我々 は [計画] 考案していま

す。 

または、彼らは我々 がない彼らの秘密と彼らのプライベートな会話を聞くと思いますか？ 

はい、[我々 は] と私たちの使徒彼らといる記録。 

（コーラン: 43/74-80） 

  

我々 は地獄に言うだろう日には、「あなた満たされているか？」、それ、「いくつかの詳細

は」言うだろう 

そして、パラダイス義人遠くない近くに持って来られる、 



[は言うだろう]、"何があなたが約束されたすべての [アッラー] への復職と [契約] のキーパー

です 

誰が最も慈悲深い目に見えない恐れし、[悔い改めに] 戻って心を付属します。 

それは平和に入力します。これは永遠の日です。 

彼らは彼らがそこに望むあらゆるものになるだろう 

私たちともっとです。 

（コーラン: 50/30-35) 

  

それらの彼らが得ている共有、アッラーのアカウントで迅速です。 

（コーラン: 2/202) 

我々 はいつか死にます。1 日現在のフェーズの終わりになるだろう我々 の宇宙という新しい

スタートアップのための安定した最終的な永続的なフェーズ崩壊します。[60].この最後の段

階は、来世と呼ばれます。 

来世は、現在の生活の続きです。それは、両方の物理的および精神的です。現在のフェーズ

の終了時間は、アッラー以外のだれでもによって知られていません。 

いくつかの一般的なと異なる要素現在のフェーズと最終工程フェーズの間があるでしょう。

物理・化学・生物学的ルールにある程度異なるこれらの現局面が経験されます。 

現在の宇宙に我々 が見る善悪の混合物を削除して彼らが次のフェーズで識別されます。善と

悪の場所は異なるでしょう。良いの結果良い doers を結合して悪の結果と犯罪者結合されま

す。最初の楽園または庭園と呼ばれる部分で起こるし、後者は地獄と呼ばれる部分で発生し

ます。アッラーは、何は最終段階で他の部分になります知っています。 

次の節で述べたように、アッラーの報酬、来世で良い doers を不義の罰と比較するとはるか

に多くなります。 

誰でも悪の行為は除くようでその償わするでしょうない;誰でも義、男性かどうかはまたは

彼は信者の中の女性、それらのパラダイスをアカウントなし規定がそこに与えられている入

力します。 

（コーラン: 40/40) 

3.2.2 来世の兆候 

我々 はその彼を与えるこの世界の報酬を望む誰; 

今後我々 の報酬を望む誰彼そのを与えます。 

我々 は感謝して報酬を与えます。 



（コーラン： 3/145) 

我々 上記の詩で見るように、我々 この生活の中で、来世に関連して決定に招待されます。

だから、この決断にそれについての真の知識が必要があります。 

来世人間の観点から未来についてです。 

だから、それを理解するには、我々 は未来を予測する使用する一般的なツールを使用できま

す。 

世俗的な用語では、一般化することによって、将来を予測します。たとえばときに、私達は

それを何度も何度も聞かせて我々 は次の時間を我々 はそれを聞かせて落ちることを言う

し、石何度も落ちることを参照してください。だから、同じ状況下で発生する、同じイベン

トを期待します。 

また、私たちの予測での重要な概念は、「バランス」の概念です。たとえば USD200 価値の

あるものを買ったら、これ将来 USD200 特定条件の下で支払うならないことを意味します。 

我々 は未来を知っているを使用して別のツールは、将来の出来事についての能力を持ってい

るものによって与えられた情報です。たとえば我々 知っている将来の気象条件については、

気象学の専門家に聞くし、我々 は彼らの言うことによると計画。 

私たち人間としての来世観測を経験しない限り、我々 は未来を予測する上記のツールを使用

するがあります。したがって、コーランと並行して、来世についての私達の説明は次のとお

り進行します： 我々 は最初のアッラーは我々 の宇宙での我々 の観察に基づく行為について

の結論に達するそれらのバランスの概念などに関する一般的な説明になる;我々 はこれらの

彼の言葉が確認されます。 

我々 は宇宙を観察するとき、アッラー アクティブ、彼は能力と再現する意志があることを

参照してください。次の詩は、これらの事実を状態します。 

彼は、天と地、それらのようなを作成することができる作成ではないか。はい確かに。彼

は、創作者、凡てです。 

（コーラン: 36/81） 

  

私たち最初の創造の起源としては、だから我々 は再び生成しなければなりません。 

それは私たちの約束と私たちがそれを達成します。 

（コーラン： 21/104） 

何でもこの宇宙で私たちを観察する私たちすべての上に無制限の権限の所有者を示していま

す兆候です。私たちの観察私たちは結論を与える好意の数十億のソースが、このすべての強

力なと、彼は彼の力の行動に置きます。そしてまた私たち彼はまた彼の力をより広範囲に使

用することがあることを締結します。 



我々 は宇宙を観察するときは、レクリエーションの 2 つの決定要因は、アッラーに関連を参

照してください： これらの最初を再現するには、アッラーの能力、2 番目の再作成に彼の意

志です。2 番目に再現する特定の理由や目標の存在彼のために関連されます。 

「人」、「手段」と""何かを理由がある場合と""彼は整合性がある場合はその人を行うに

は、約束の場合、おそらく彼はそれを行います。この宇宙で我々 は明らかにアッラーが彼の

実際の計画の実行に非常に厳しいですが参照してください。 

だから次の部分で我々 は手段と来世についての理由を分析します。 

3.2.2.1  アッラーは、再度作成することです。 

もちろんアッラー人を作成し、人を作成はまた我々 の次の詩を参照して再作成することがで

きます。 

男は、私たち彼の骨を組み立てるできないことと思いますか？ 

はい確かに。我々 は彼の指先を再構築することです。[61]. 

（コーラン: 75/3-4) 

我々 は次の節で見るように、私たちを作成した作成者は最初の場所で自然私たちを再作成す

ることができるです： 

彼らは言う、"私たちの骨とを砕いた粒子は、我々 [真] が復活、新しい創造としてですか？" 

"石や鉄; ことは、言うまたはあなたの胸の内で素晴らしいですが [任意] 作成。"彼らは言う

だろう、「人は私たちを復元するか？」 

言う、「彼は最初の時間を甦します。」 

（コーラン： 17/49-51) 

我々 は次の詩を作成するを参照して 1 つの単一の魂や人類全体任意アッラーのしやすさの面

で違いがないです。 

あなたの創造とあなたの復活として 1 つの魂です。 

（コーラン: 31/28) 

過去には、レクリエーションの不可能性来世についての議論されています。しかし、今日で

は、この引数の遺伝学の発見とともに非常に持続可能にいません。 

絶対この All-Powerful 神の「連帯」のため上記のよう誰もが彼力制限があるでしょう。 

だから我々 は彼を自分の唯一の一時的な結果を 1 つだけの宇宙を作成することを制限するを

期待できません。 

これらは、我々 現在の宇宙の私達の観察にベースにすることができますすべての結論です。 



3.2.2.2  アッラーがあります理由を再作成します。 

彼は彼の意志を作成します。 

（コーラン： 30/54) 

私たちが住んでいる宇宙は、無制限の数の選択肢の間で宇宙のだけの特別な構造です。これ

は宇宙の唯一の可能な形であることを信じることを義務づけている事実はありません。可能

な宇宙の形だけではない場合、それは存在に入って来た場合実際に全体の状態の個人の選択

は、存在しました。我々 は上記の部分で説明したように、私たちがそれ以上の 1 つの力を示

す十分な証拠があります。 

この宇宙の個人的な結果場合は、この宇宙のより高いレベルの人関連の人のレベルでそれの

ための目標、なりません。  

我々 はこの宇宙のすべての部分は、特定の目標で、それ自体の統一を構成する観察するが、

その一方で、我々 もそれ一時とない自給自足が表示します。したがって、それも完全に自己

もその非常に自身の存在のための目標の面でそれ自体で完全に完全なです。 

したがって我々 はより高いレベルの個人の目標を達成する多少異なる自然の連続的な段階を

期待可能性があります。 

私たち今はある程度再現する理由を考えて、再作成するアッラーの能力以上を考慮しまし

た。次のように我々 我々 の観察が来世理由を理解するにつながる方法を考慮します。 

3.2.2.2.1 アッラーは賢明です: 彼は理由に基づいて行動します。 

彼はしもべの上が全能、 

彼は賢明なは全知です。 

（コーラン： 6/18) 

  

O 復活について疑問がある場合、[を考慮して] 人々 は、実際には、 

埃、それから精子ドロップからし、しがみつく血栓や、肉の塊からを作成形成され、私たち

はあなたを示すことが形成されていません。 

あられる特定の用語の胎内に解決し、幼児として私たちをもたらすし、[私たちはあなたを

開発] [時間の] 成熟度に達する可能性が。 

あなたの間で彼の人の早期の死亡を撮影し、あなたの間で彼は彼が知っている [した後一度] 

人最も老朽化した [古い] 年齢に返されるだ知識は、何も。 

不毛の地球を見るが、私達送るとき時に雨が降る、うねり矢筒し [何か] 成長のペアごとに美

しい。 



アッラーは真実があるので、彼は、死者に命を与えるので、彼は主務凡てのことであり、彼

らが知ってることがあります] それについては疑い、時間が来ていないと、アッラーのそれ

らの墓復活です。 

人々 は、彼はアッラーについての知識やガイダンスや、啓発の本 [彼] からなし紛争 

（コーラン： 22/5-8） 

私たちが宇宙を観察し、我々 上記の詩を参照するくださいとは、物事が特定の理由から、特

定の目標に向かって起こることを参照してください。上記の詩にアッラーは人間の作成の例

この作成、および特定の目的へのさまざまな段階の中に作成された別のものを与えます。こ

れらの段階では何も偶然の一致は、何も役に立たない。すべての非常に自然でアッラーすべ

て少なくとも 1 つの理由のためですこの機能を入れており、アッラーはこのすべての機能を

支えます。私たちが観察するものは何でも私たち創作者および支持者は賢明なと彼の属性を

準拠のものは何でも彼は作成を示しています。 

だから我々 はその全体性のこの宇宙は目標がないことを言うことができます？ 

3.2.2.2.2 この宇宙の理由があります。 

その後我々 あなたに無駄で作成したと思う 

私たちにしない返されるでしょうか？ 

（コーラン: 23/115) 

  

我々 はない天と、地球とすべてのそれらの単なる再生のための間作成、 

私たちを除いてそれらに真実を作成していないが、それらのほとんどは知らない。 

（コーラン: 44/38-39） 

すべては、少なくとも 1 つの理由として、アッラーが賢明であることを理解します。したが

って、この宇宙全体の創造との理由も必要です。 

これは明確に例としては、ペンはどこかを見つけることと仮定します。あなたの書き込みに

使用するので、これが作られた知っています。なぜですか？まず第一に、その図形に設計さ

れたため;第二にそれを作るにいくつかの材料が消費された;第三に、それのために使用され

る材料は別の目的のために使用できる;第四に、それをしたは、ペンのことについて知って

いる知っているについて書く;第五に、このような理由がない場合の設計に努力をして過ご

したとそれを作るに適度な何かではない、単に無駄だろうが、それを作ることができる人

は、合理的なする必要があります。 

我々 は宇宙を観察するときこの例のように、我々 の体制、その美しさとは、芸術とその物

理法則とその生活とその惑星とその銀河にそれ無駄ができないこと参照してください。私た



ちのためにも同様です。私たちは分析する当社の能力を考慮すれば、私たちの耳、目... 我々 

我々 だけ食べて、飲んで、睡眠、永久に消滅する作成されていないこと結論があります。 

したがってこの宇宙の一部が一時的なものとして、巨大な製品としては、それが特定の目標

が作成されることが明らかです。それ以外の場合それは無駄であります。 

その一方で、サウンド死は終わりであることを主張する理由がありません。死の段階の 1 つ

だけです。私たちの地球、頃またはその前にも私達のそれぞれについてアッラーの意志だっ

た;したがって我々 は段階を経なければ。死は、私たちが地球に戻りがの段階が完了してい

ること明確な証拠はないです。私たちは形成の段階は決定的な段階まで継続する次の詩では

ありません。 

ステージのステージは、（この生活と来世） 確かに旅行しなければなりません。 

（コーラン: 84/19) 

  

すべての魂の死、味がして、復活の日にあなたの [フル] 報酬のみ与えられます。 

彼は火から離れてを描画し、楽園に認めたが成功しているので。 

妄想の楽しさを除いて、この世界の生命とは何。 

（コーラン： 3/185） 

コーランの人生のこの一時的な世界のこの部分から次のステートメントを参照するください

とだけ特定の理由は、で、人生のこの段階は、生活の不可欠な一部ではありません。 

彼は言ったと信じて："O 私の人々 ！私に従ってください、私は、右側のコースを案内する

でしょう。 

O 私の人々 ！この世俗的な生活だけ、(最後の手段)、です。 

しかし来世の安定性の住所である」。 

（コーラン: 40/38-39） 

いくつかの理由のとおりです。 

3.2.2.2.2.1   アラーの好意の実装 

彼は （アッラー） は、慈悲、慈悲深き御方でです。 

（コーラン: 59/22) 

  

あなたの主は、彼の意志の主権のやり手です。 

（コーラン： 11/107) 



  

この世界の生命アミューズメントと転用と装飾が知っている、 

1 つの別と富と子どもの増加で競争を誇る、 

雨の例のような植物の成長が [結果] 分げつを喜ばす; 

それを乾燥、それは黄色になって参照してください。 

それ [少数] 破片になります。 

来世で厳しい処罰と赦しをアッラーの承認からです。 

何妄想の楽しさ以外の世俗的な生活です。 

（コーラン: 57/20) 

アッラーの慈悲と彼の意志の強大なやり手場合、彼は彼は彼の好意を授けることができる環

境を作成することがあります。 

アッラーの慈悲は意志の恒久的な恩恵を与えることができるだと告げています。これらの恒

久的な支持の場所は、アッラーの意志が完璧な楽園です。この場所ではない痛みない恐怖、

敵ではなく、ない希少資源のない悲しみです。この場所では、幸福と平和[62]. 

アッラーがそこに置く意志はまた特定の知識と力がある人間。彼は人間はポテンシャルと良

いかの悪を選択する能力を作成;行うに、良い以下の節を参照してください悪として私たち

を知っています。 

我々 は言った"O アダムは、あなたとあなたの妻の楽園に住むし、そこに食べる [やすさと] 

どこにあなたがから豊富。 

しかし、このツリーは、犯罪者の間でのようにアプローチはありません。" 

（コーラン: 2/35) 

しかし、またアッラーが悪い、虚偽、傲慢と恩知らずの楽園での入り口を禁じています。次

の詩でこの事実への参照です。 

しかし、救世主は言った： 

"崇拝アッラーは、私の主は、あなたの主はイスラエルの子供たち。彼は仲間のアッラー

は、アッラーと何かが確かに火災の禁断の楽園、彼と彼の住まいになりません。 

犯罪者のヘルパーを有しない。" 

（コーラン: 5/72) 



したがって、彼は入り口この楽園で心からを選択する人間が、人に調和した神の値を入力

し、人の善行を行うできます。だから、彼の好意が起こるか本質的な恒久的な場所の楽園

は、次の節で説明したようです： 

ユーザーにとっては良い （行為） の良さとエキストラです。 

暗闇も自分の顔も屈辱をカバーします。 

楽園の仲間です。彼らはそこに永遠に従います。 

しかし、彼ら悪の所業は悪い行いの報いを得るそれと同等であるし、屈辱は、それらがカバ

ーされます。 

彼らはアッラーから必要がありますないプロテクター。 

それは、彼らの顔 [彼らは] とても暗い夜の部分と覆われているかのようになります。 

業火の仲間です。彼らはそこに永遠に従います。 

（コーラン： 10/26-27） 

アッラーの永久の好意のコンテキストを彼は私たちこのフェーズではこの宇宙で作成してい

る理由の一つは私たちの現在および最終的な段階としての我々 の選択を行う機会を与えるた

めです。次の詩で彼はこれを明確に： 

我々 はその彼を与えるこの世界の報酬を望む誰; 

今後我々 の報酬を望む誰彼そのを与えます。 

我々 は感謝して報酬を与えます。 

（コーラン： 3/145) 

  

言って、"真実の主から、ので誰でも彼を信じて; 遺言を聞かせてです。誰が彼を信じない遺

言を聞かせて"。 

（コーラン： 18/29) 

  

確かに、我々 への道に彼を導いた、彼は感謝している、または彼は感謝されます。 

（コーラン: 76/3) 

アッラーの永久の好意のコンテキストでは、2 番目の理由を彼は私たちのこの段階で作成し

ている客観的な基準は悪でありものアッラーに従い、神の値傲慢されているものから謙虚に

されているものがないものからを遵守しようとするものから良いされているものと区別する

ためには、などなど。次の詩は、これに言及： 



アッラーは、彼はあなたに [宗教にユナイテッド] 1 つの国をしただろうが、彼は対象] でテ

ストするのに彼に与えて had;だから [には] レースすべて良い。アッラーはすべて一緒に、あ

なたのリターンですし、彼は [その後] あなたは上に異なる使用に関するを通知します。 

（コーラン: 5/48) 

その結果、アッラー誰アッラーのメッセージから恩恵を受けるし、人は神の値と適合を選択

彼永久的な好意誰が彼らを信じることを選択、それらは、場合に与えるで 。 

これらは、慈悲とアクティブです神のすべての自然な結果です。 

楽園でそれ永久にアッラーの慈悲が目撃されます。 

3.2.2.2.2.2   真実の実装 

アッラーは真実です。 

（コーラン： 22/6) 

  

彼は、真実を真実だと証明する必要があります、 

False に、false、 

犯罪者はそれを嫌っていても。 

（コーラン： 8/8) 

  

「と確かに、私たちまたはあなたのガイダンスまたは明確なエラーのいずれかです。」 

（コーラン: 34/24) 

  

確かに、我々 は、天と地と、山への信頼を提供して、彼らはそれを負担する減少し、それを

恐れていた;しかし、男が [することを約束] それを負担。 

確かに、彼は不当な無知だった。 

[は] アッラー偽善者の男性と偽善者の女性と男性と女性は、他の人は彼と交際を罰するかも

しれないので、アッラーから男性を信じることと女性を信じて悔い改めを受け入れる可能性

があります。 

アッラーの寛容と慈悲はこれまでです。 

（コーラン: 33/72-73) 

  



だから、真実は設立され、廃止は、何をしていただった。 

（コーラン: 7/118)。 

真実が非表示または知識の状態では永遠に滞在？ 

について私たちの目的です。我々 は、真実の実行のためのシーンの一部です。 

アッラーは真実を知っています。しかし、真実の結果も実行されます。彼はこの宇宙を作成

した、彼は彼の力と彼の慈悲の味、多くの生き物を作成、彼は私たちを作成しました。彼は

私たちの間、右と間違っている、悪いと良いを区別するために有効に。彼は地球と空私たち

の自己の真実についての兆候の数十億を作成します。彼は私たちは真実と右のパスを彼は彼

の使徒を送った彼のメッセージで示しています。彼は私たち私たちをしパスを選択する自由

を与えた。私たちは真実を見つけるので、彼は私たちが特定の時間を与えた。 

彼は私たちの信念、言動に真実の調和を必要しました。 

今、この世界で人のさまざまな意見、信念、およびアクションがあります。ある日、私たち

は死んでしまいます。一日 - 私たちがそのタイミングがわからない - 新たなスタートをこの

宇宙は崩壊するでしょう。次に置き換えられます。再、誰もが物理的にも精神的に作成され

ます。誰もが何彼または彼女は信じた、言った、私たちの生活の存在部でやったのレコード

が与えられます。そして判決アッラーが完全な正義を判断するとき日があるでしょう。 

自分の信念、言葉と行為の真実と調和しているそれらの人々 を報わし、パラダイスの関連す

る場所に指示します。真実と準拠していないこれらの人々 は処罰、地獄の関連する場所が指

示されます。 

この方法は、真実をその結果生産してなるし、真実が実行されます。マイナス掛けるマイナ

ス プラスになりますプラス プラス、プラス回になります。このような真実の trueness と 

false の不誠実の両方明らかになります。その結果が実行されます。悪行の罰と善行のための

やりがいのでに発生します。そして、コーランで言ったように： 

だから誰でもは原子の重量の良いそれ見る;誰でもは、原子の悪の重さは、それが表示され

ます。 

（コーラン: 99/7-8) 

この結果、すべてのディメンションとすべての度では、真実は明らかにすべての実行にあり

ます。ここではアッラーの名の 1 つが真理である私たち思い出させる[63]. 

真実は永遠であるように、永遠に準拠または非 - それを信念の準拠の結果がされます。 

3.2.2.2.2.3   バランスの確立 

しかし、人を信じないと言う、「時間私たちに来ないでしょう」 

言う、"はい、私の主は、それ確かにあなたに来る。[はアッラー] は幽玄の全知"。 



ない彼から欠席は原子の重量または地球か [もの] 内の天内より小さくまたは大きいクリア 

レジスタに除いては。 

彼は信仰して善行を行うに報酬を与える可能性があります。 

これらは、赦しと高貴な規定があります。 

それらの人の努力に対する我々 の詩 [募集] 失敗の原因をファウル自然の痛ましい懲罰にな

ります。 

（コーラン: 34/3-5) 

  

それは、彼は、地球の継を任命しているし、彼は彼があなたに与えているあなたを試みるか

もしれないといくつかの他、上記ランクを調達しているです。確かにあなたの主は報復で迅

速です。確かに彼はすべての寛容は、思いやりのすべて。 

（コーラン: 6/165) 

  

すべては彼に属しています。 

（コーラン: 27/91) 

  

彼は上げ、バランスを設立天国。 

（コーラン: 55/7) 

アッラーはこの宇宙のバランスを確立しています。たとえば、任意の物理方程式や化学方程

式、実験を行うとき本当来る。それは本当に付属していない場合は、我々 は「我々 は」間

違いを犯したことを言います。これらは私たち創作者のバランスの重要性を示しています。 

したがって、我々 のバランス、物理的な世界で認められて取る。これはアッラーの意志し、

詳細でバランスを確立することができることを示しています。だから、アッラーは誰ができ

る人はこの物理的な世界でバランスを確立するために意志はもちろんの善と悪の宇宙のよう

なバランスを確立することです。彼は彼がこのようなバランスを確立することに断固とした

であることを私たちに通知[64]次の詩で我々 が気づくよう。 

だから誰でもは原子の重量の良いそれ見る、 

誰でもは、原子の悪の重さは、それが表示されます。 

（コーラン: 99/7-8) 

  



アッラーは、天とそれは獲得しているため、すべての魂を償わかもしれないこと地球の真実

とそう作成し、彼ら不当に扱われることはないです。 

（コーラン: 45/22) 

3.2.2.3   コミュニケーションとアッラーからの約束 

確かに、このコーランは、これは最適なガイド、 

人の善行を行う、信者たちに吉報を与える彼らは偉大な報奨があります。 

来世を信じていない人 

私達はそれらの痛ましい懲罰を準備しました。 

（コーラン： 17/9-10） 

アッラーの権威について確信している人は、アッラーは、全能、全知のメッセージ、来世へ

の直接の論理リンクです。 

アッラーは、ので、唯一の彼は私たちに完全に下線の次の詩で、来世について知らせること

ができる何が起きるは最高の全知は。 

どれもあなたはすべて知っているようなものを知らせることができます。 

（コーラン: 35/14) 

また、全知、全能の神の信者の任意のコーランのようなメッセージはそのような神の知識さ

れない可能性があります。コーランのような律法と福音の両方で同様の来世への参照です。

全知、全能の神を防ぐまたはこれらのメッセージは誤解を招くされていた彼の名前でいくつ

かの人々 によって与え来世について広く受け入れられているメッセージを修正する力を持っ

ています。強力な神、全知すべての信者のため、神が彼の名前で話されている広く虚偽を排

除していませんが可能でしょうか？アッラー、次この問題については言う： 

または、彼らが言うこと、「彼は嘘についてアッラーを発明した」？ 

しかし、アッラーの意志と、彼はあなたの中心をシールできます。 

そしてアッラーは虚偽を排除し、彼の言葉には真実を確立します。 

確かに、彼は胸の内を知ることです。 

（コーラン: 42/24) 

  

または彼らは言うこと、「彼はそれを発明したか？」 

言う、"それを発明した場合は、無価値のため [保護] を持っている私アッラーから。彼は、

ほとんどのそれはあなたが関与しているを知ることです。 



彼は証人として、私との間十分なであり彼は寛容に、慈悲深く"。 

（コーラン: 46/8) 

  

彼はアラーについて嘘を発明したか彼の狂気？ 

むしろ、彼らの来世を信じない者に処罰される、[である] 極端なエラー。 

その後、彼らはそれらの前に何があると、天と地のそれらの後ろに何がある見ていないです

か？ 

我々 がする必要がある場合は、それらを飲み込む地球を引き起こす可能性し、それらのフラ

グメントに空から落ちることができます [こと]。 

確かにでサイン後戻り [アッラーに] すべてのしもべです。 

（コーラン: 34/8-9) 

3.2.3 来世の実用的な結果[65] 

そして我々 の使用人、アブラハム、イサク、ヤコブは - これらの強度と [宗教] ビジョンを覚

えています。 

確かに、我々 は排他的な品質のためにそれらを選んだ。 

[以下] のホームの記憶。 

（コーラン: 38/45-46) 

個人と社会の両方のため、以下に説明と、来世では、信じることの実用的な結果です。 

3.2.3.1  安定した生活を知る 

彼は言ったと信じて："O 私の人々 ！私に従ってください、私は、右側のコースを案内する

でしょう。 

O 私の人々 ！この世俗的な生活だけ、(最後の手段)、です。 

しかし来世の安定性の住所である」。 

（コーラン: 40/38-39） 

  

イブリース[66]彼らは彼に、信者たちのパーティーを除いて続くので既にそれらを介して彼

の前提を確認していた。 

彼はそれらの上を除いた権力がなかった [定めていた] 私たちと考えている人から人その疑い

では、来世で明らかにするかもしれないこと。 



あなたの主は凡てのこと、ガーディアンです。 

（コーラン: 34/20-21) 

  

この世界の生命の提供ですが、来世と比較して少ない。 

（コーラン： 9/38) 

  

彼らは言うだろう、 

"アッラーは、私たちから [すべて] を削除していますへの賛美の悲しみ。 

確かに、私たちの主は寛容と Appreciative です。 

人は彼の恩恵に前記飽き私たちどちらも疲労連発ない永遠の命のすみかに住む私たちしてい

ます」。 

（コーラン: 35/34-35） 

  

この世俗的な生活転換や娯楽がないです。 

確かに、彼らは知っていた場合にのみ （永遠） の生活は、来世のホーム。 

（コーラン： 29/64) 

いずれか一方我々 は、巨大な時間枠を比較すると、ポイントのような有効期間があり上の他

の巨大な努力を私たちの中永遠に。和解ではない場合は、この競合は悲しみと真実との不調

和のソースになります。 

この世界で私たちの生活は、私たちが想像することができますと比較すると非常に少ないで

す。我々 を楽しむ、どんな世俗的な喜びと我々 がこの生活の中で苦しむどんな痛みに取り

残されます。最高の記事を占めるかどうか我々 は最も豪華な家庭では、住んでいるかどう

か、それらのすべてを置き去りにされます。だから我々 我々 は不滅です忘れないようにし

たい場合でも、または我々 は覚えていない場合でも、我々 の知識が私たちの喜び、喜び、

私達の旅行、私たちの会議は終わりがある私たちの意識の奥にある. 

その一方で、何であれ私たちが、私たちの思考、感情、器官など永遠の目的を細胞します。

火の私たちの手に触れる場合は、たとえば、我々 は後方喜んだりをプルします。 

メカニズムは永遠の真実を一貫性を目指して自分自身の中でまたは彼らは単なる幻想です、

しなければならない我々 は終了し、永遠に消える？ 

永遠とこの人生はあまりにも限られている知識を私たちに動機は、巨大な悲しみと競合可能

性があります。確かに、私たちはこの世界で楽しむアラーの好意の結末、巨大な損失があり



ます。すべての死で終了します、その 1 つの日を信じながら彼/彼女を参照してください

に、聞くこと、息をする、移動するできなくなります信じながら幸せになる人は難しい永遠

に。 

そう、この人は死を忘れしようとしてこの人生の喜びを楽しむしようとします。死を忘れる

しようとすると、いくつかの闘争が必要になります。また、この人生の限られた喜びと無限

を理解する有効になっている魂を満たすは困難です。だから、世俗的な快楽を最大化するだ

けで 1 つを満たすしようとすると、重大な障害が発生します。 

したがって我々 しばしば数百万人彼らははるかに役立つない飢えている人が彼らは数十億ド

ルを持っているが、彼らの富を倍増をめざす人々 の例を参照してください。また人は合法的

に彼らの世俗的な富を増やすための努力に失敗して人は違法な方法で、他人の権利を取得し

ようとする人々 を参照してください。もう一度、彼らは彼らの世俗的な快楽を満足していな

いことを参照してくださいので、この生活が、自殺のすべての喜びを味わった人を聞きま

す。 

彼がのために行く知っている人が人はこの生命、来世のための準備段階であること、死が渡

されるだけのステージが和解しているだろう彼の願望と永遠のいのちを現実と思考の両方で

あることを知っています。この方法では、彼が目指すものは何でも彼の自然のすべてのディ

メンションと重複します。この人は、アンバランス方法では、この人生の喜びを楽しむこと

ができず、クリエイターに感謝を与えている間この生活のバランス、平和、幸福の喜びから

ご利用いただけます。 

3.2.3.2  アカウンタビリティ 

我々 は、復活の正義のスケールを確立、 

だから魂不当に扱われることがなく。 

ある場合 [も] マスタード シードの重量などもたらすでしょう。 

我々 は会計士として十分です。 

（コーラン： 21/47) 

  

彼はあなたとどこにいてもです。 

アッラーは何をすべきかの米シアーです。 

（コーラン: 57/04) 

この世界では、時々 他の人に対して犯罪を犯す人罰を免れます。未知の処罰し、取得の希望

何人かの人々 がコミットまたは彼らの犯罪を続けることができます。しかし、すべてが記録

され、償われるという事実からコミット犯罪、多くの人々 を落胆させ、多くの善行を行うこ

とを奨励しています。この点で多くの実際の例があります。 



他の犠牲と苦痛これらの善行のため必要な善行報われていないの絶望の人々 の善行をしてか

らできない場合もあります。 

したがって、善行と犯罪者の徒には彼らの行為の結果参照してください状況善行のための正

義を奨励し、悪事を働く悪行を阻止します。結果として、来世での信念の原因し、原因、世

界をより良い場所になります。 

3.2.3.3  神の正義の幸福 

投稿者、犯罪者のようなを治療しなければならない？ 

（コーラン： 68/35) 

多くの人々 を混乱させる人は数十億ドルを盗む、人、数千を殺す犯罪者です。最後に、この

世界は、彼らはすべて義人のような墓地に行くことです。多くの場合、これは正義について

気にする人を混乱させることができる状況です。 

したがって、審判の日は、次の手順と結果は励みに正義について注意ものの事実は重要で

す。 

3.2.3.4  改善のためのインセンティブ 

すべての魂は死を味わいます。 

次に、返されます。 

（コーラン： 29/57) 

  

ステージのステージは、（この生活と来世） 確かに旅行しなければなりません。 

（コーラン: 84/19) 

この世界は、我々 の研究、私たちの経験を高めます。しかし、すべての知識の人々 は、彼

らは死ぬ、彼らは彼らの知識と経験を離れて行きます。これら継承され、いくつかのケース

では、個人的な視点から、将来の世代によって使用が盲目の路地の改善の面では。 

信じないは個人的な観点から、以下のすべての改善は何もため、関係者の死の時点でになり

ません。 

しかし、来世の信者にとって死だけの段階です。彼のために、アッラーの喜びを得ることの

究極の目標とのすべての開発と目標が支配されます。この目標を 1 つの良い作品を最大化し

て良くなるように必要としより良い。そして、この作品は、この改善も死ぬまで続ける必要

があります。 

死後もと来世、我々 は、以下の節を参照してください、任意の残りの悪い感じ良い doers の

心から削除されます、彼らはアッラーの助けを借りて究極浄化に達する。 



我々 がそれらの下に流れる川 [] ものは何でもその恨みの胸内が除去されます。 

  

彼らは言う、"アッラーは、私たちがこれに; を誘導しているを賛美しますそしてアッラーは

私たちを導いていたいない場合我々 は決して導かれているでしょう。 

  

確かに私たちの主の使徒の真実を来ていた。"彼らが呼び出されます、「これは継承を使用

するためになされた楽園です.」 

（コーラン: 7/43) 

死は終わりではないと、来世での信者のため開発も不要なも無益です。 

3.2.3.5  思考との選択のためのインセンティブ 

これらのエラーのためのガイダンスと罰の赦しを交換しているものです。どのように患者彼

らは追求火災です ！ 

（コーラン: 2/175） 

特に、耐えられない場所です地獄の約束とパラダイスの約束、人間は何アッラーが必要かに

従うこといずれか最終的な決定を取るに駆動されます。それ以外の場合、1 つ彼は罰を耐え

ることができなかった、それは多くの死の後、期間、または神について考える価値があるで

はないを決めることができます。したがって、彼は彼の不信彼忘恩のためではなかった論争

できるが、彼はより重要に動作するようにあまりにも忙しいので。耐え難い処罰の約束な偽

善への扉を閉じます。 

結果として来世アッラーの招待対象とされている人は関連するいずれの場合も、決定するの

で、彼を拒否した場合、彼は次の詩で行う人のようなリスクを撮影してされます： 

信じる男は言った、彼の信仰を隠していたファラオの家族から「ただ男を殺すかと彼は言う

ので、'私の主アッラーは' 彼が持っている間あなた主から証拠オフですか？ 

彼はうそになる必要がある場合は、彼に [結果] です彼のうそ;しかし彼は正直である必要が

ある場合は、そこ彼はあなたを約束のいくつかを攻撃する"。 

（コーラン: 40/28) 

  

禁止している人を見ている、 

彼は祈るとき、しもべですか？ 

彼はガイダンス時の場合、あなたが見ています。 

または enjoins 正義か？ 



彼は （信じない） （アッラーの指導） を否定し、すぐになる場合あなたが見ています。 

彼はアッラーを見ている分かっていない？ 

いいえ ！彼は排除措置命令しない場合は、我々 は確かに彼の額がドラッグします、 

横になっている、罪を犯す額. 

（コーラン: 96/9-16） 

地獄は、いくつかの不当な聞こえるかもしれませんが。不信者は、アッラーとを交換するす

べてのものが何も、それが表示されますので、来世でのように見えます可能性がありますこ

の世界でそれはないが、しかし、すべてはアッラーから来る。彼らが"彼らは明らかに"アッ

ラーの印を見た、彼らは"地獄に入ること"分野の証人を負担します。アラー、偶像、人間

は、自然の力、物理的な関係、オブジェクト、およびようと置き換え人それらの事力を全然

有しなかったことが表示されます。 

コーランからのこれについて 1 つの例は次のとおりです。 

[用心日] アッラーと言うとき、"O イエス、メアリーの息子、かあなたが言う人々 に '取る私

と私の母にアッラー以外の神々 として？'" 

彼は言う、"高貴なあなたです ！それは私に私は権利がないと言うことでした。 

言っていた場合は、それを知っているでしょう。 

自分の中のものを知っているし、自分の中では何かわからない。 

確かに、それは全知で、目に見えないのあなたです。 

  

私はそれらにない何を除いて私は、アッラーは、私の主、あなたの主を崇拝するを命じたと

述べた。中でだった限り、私はそれらを証人だった;しかし、地球上の私の人生を終了する

と、それらの上に、オブザーバーをしたし、すべてのもの、証人のです。 

  

確かにそれらを罰する必要がある場合、彼らはあなたのしもべです。実際にそれらを許す場

合はあなたの壮大に賢明である." 

  

アラーが言う"これはときは正直な真実性からお越しの日です。それらのため、川の流れの

下に [パラダイス] で庭園です前記彼らは永遠に、彼らと彼らは彼に満足しているアッラーを

遵守します。それは大成功です。 

（コーラン: 5/116-119) 



来世で不信者は誰もが自分自身を非難できません。彼らではすべての彼らは自分の信念に偽

りの神々 に合理的であったことが表示されます任意の引数は必要はありません。この状況

は、次の節で説明されています。 

我々 は確かに我々 の知識によって - ガイダンスと人々 に慈悲として信じる者 - 詳細本にそれ

らを持って来た。 

彼らを除く結果を待機？それを無視していた人が来る日その結果言う前に、"私たちの主の

使徒に来ていた真実は、[今すぐ] 私たちのための仲裁を任意のとりなしはまたは可能性が私

たちに送信されます戻る以外が行う私たちに使用する？" 

彼らは自分自身を失っているだろう、 

彼らから失われた彼らが発明を使用です。 

（コーラン: 7/52-53) 

  

あなたの主の懲罰の息吹がそれらに触れるべきである [できるだけ多く]、彼らは確かかどう

言う、"O 災い私たちに ！確かに、我々 はワルされている。" 

（コーラン： 21/46） 

  

[真の約束に近づいたとき];突然「は言いつつもホラー」での人々 の目を見つめているでしょ

うし、"O 災い私たち;我々 はこれを意識していた。むしろ、我々 ワル." 

（コーラン： 21/97) 

その一方で、イスラム教徒がアッラーと楽園地獄からの保護の入学から要求します。これは

義務、祈り、彼の謙虚さと彼の servantship の一部の結果としてと見なされます。 

3.3     天使たち 

背信アッラー、彼の天使たち、彼の本、彼の使徒と最後の日は確かに迷ってしまった。 

（コーラン: 4/136) 

  

確かに私たち （天使） の使徒アブラハムに吉報と来た; 

彼らは言った、「平和」。彼は言った、「平和」、[それら] 焼いた仔牛こと遅れはないで

す。 

しかし、彼はそれのために達していない彼らの手を見たとき、彼を信じなかったために、そ

れらから感じた不安。 



彼らは言った、"恐れることはないです。我々 は、多くの人々 に送信されています。「 

（コーラン： 11/69-70) 

  

そしてアッラー prostrates、天にあるものは何でも、生き物、そして [も] の天使は地球上に

あるものは何でも、彼らは傲慢ではないです。 

（コーラン： 16/49) 

天使たちは、アッラーは我々 が知っている、物理的または生物学的・ ルールが定義されて

いない作品です。性別はありません。彼らは再現しない、食べていないと飲んではいけな

い。彼らはアラーによって与えられた特定の義務を実行します。彼らはアッラーに反するこ

とを選択します。 

3.4     アッラーの使徒 

食品を食べたと、市場で歩いた私たちを前に、[O マホメット] 任意の使徒を送信しませんで

した。 

そして、あなたの試用版として [人] のいくつか他の行った、 

忍耐がありますか？ 

これまであなたの主を見てです。 

（コーラン: 25/20) 

アッラーは、彼が選んだ彼のメッセージを人々 を通して人類に本質的に関連います。これら

の人々 は、アッラーの使徒と呼ばれます。 

使徒は、他の人間のような自然です。道徳的な値など、特定の人間資格の面で高いレベルで

す。彼らは神のメッセージを受信している主な理由は、アッラーの選択です。次の詩でこの

事実への参照です。 

彼は偉力ならびなく [すべて] 度上王位; の所有者彼のインスピレーションの会議の日の警告

するために誰が彼はしもべの意志彼のコマンドを配置します。 

（コーラン: 40/15) 

3.4.1 メッセンジャーとしての役割モデル 

我々 の次の詩を参照して値が真実性、優しさ、感謝、義を大部分として使徒も人類のための

役割モデルです。 

確かにされているあなたのためにアッラーの使徒、その希望は、アッラーと最後の日で、

[人] 頻繁にアッラーを覚えているだれでものための優れたパターン。 

（コーラン: 18b） 



  

確かに、（ムハンマド） は、あなたの偉大な道徳的なキャラクターです。 

（コーラン： 68/4) 

  

我々 はアブラハム、イサク、ヤコブは-それらのすべてを与えた私たちを導かれます。ノア

は、私たちの前に導かれています。彼の子孫、ダビデとソロモンと仕事とジョセフとムーサ

ーとハールーンの間で。このように我々 の良い doers を報いますか。 

ザカリヤ、ジョンとイエスとエリアスとすべて正しい者であった。 

イシュマエルとエリシャ、ヨナとロット - とすべてのそれらの世界以上を好んだ。 

[いくつか] 自分の父親と彼らの子孫と彼らの兄弟の間で、我々 は彼らを選んだし、私たちは

それらを正しい道に導かれて。 

それは、アッラーは、彼は遺言彼の使用人の誰でもをガイドのガイダンスです。しかし、彼

らは他の人にアッラーと関連付けられていた場合は、[何が彼らをしていたそれらの価値に

なります。 

これらは、ものです誰が私たちを与えた聖書と権威とprophethoodに。しかし、それは不信

者を拒否すると、我々 すでにそれ不信者は、そこにではない人に委託しました。 

誰がアッラーが導かれたものです、ので彼らの指導から例を取る。 

言う、"私はあなたのこのメッセージの支払い求めるありません。それは世界のためのアラ

ームがありません。" 

（コーラン: 6/84-90) 

アッラー彼誰が彼は人間の中から割り当てられているメッセンジャーを介してメッセージを

送信することは非常に重要です。彼は私たちのような人間を選択しているし、彼はそれらの

例として私たちを示している私たちの動機、私たち私たちがアッラーが私たちを示して 方法

で成功することができます希望を与える重要な事実です。それ以外の場合は、我々 は成功し

ているを期待してできませんでした。 

また私たちと例のイベント、彼らの経験、課題とその反応としての人間のようなされた使徒

のおかげで我々 はどのように我々 は人間として動作する必要がある理解できます。[67].こ

の理由のためアッラーはコーランと他の神聖な本でこれらの人間の多くの例を与えた： 我々 

どのように苦しんだ人としては間違いを犯した者としてアラーの使用人としての裁判官とし

ての政府役員としての家族の一員としてのリーダーとして、友人として行儀でコーランを見

ることができます、古い者としての若者として.特に最後の預言者ムハンマドについての歴

史的な記録 (彼に平安あれ） 非常に詳細に彼は教師としての隣人としての政治家としての夫

としての実業家としての行儀方法を示す.我々 も感謝のような有用、患者が、ちょうど、謙

虚な方法でそれらを参照してください. 



アッラー自分のメッセージをちょうど天使や書籍関連している可能性があります。この場

合、我々 アッラーによって承認された例として... ビジネスマンとしての家族のメンバーのリ

ーダーとして、友人としての父親として見つけることができません。その一方で、この場合

はたとえばと言うかもしれない「がこれら天使たちと我々 は天使たちは、どのように我々 

が成功するために望むことができるされていませんか？」しかしアッラーはビジネス、許し

を求めて死んだ...、健康上の問題があったし、我々 が我々 のメッセンジャーと同じ性質のア

ッラー彼らが成功した教えてくれるので、成功するために望むことができると同様の強みと

弱みを食べている、結婚、でした、役割モデル人として、自分自身の中から選択していま

す。 

3.4.2 いくつかの使徒予測確認し、は 

使徒の預言者ムハンマドについての予測を参照してください特定の将来の使徒予測 (彼に平

安あれ）。これらの予測のいくつかのとおりです。[68]: 

申命記/18/18-19/旧約聖書で私たち次のステートメントを参照してください："私はそれらを

彼らの同業者の中から預言者ようなた上げるし、私の言葉; 口の中に置く彼は彼をコマンド

しなければならないことにそれら全てを話すものとします。そして、それを渡すには、誰で

もあなたがた私の名前で話をしなければならない私の言葉聞かずはない、私は彼がすること

来るもの。[69]” 

預言者ムハンマド （彼に平安あれ） ユダヤ人ではないが、彼は彼の息子イシュマエルを通

して預言者アブラハムの子孫から来た (平和は彼らに)。したがって、将来のメッセンジャー

から「の間で彼らの同業者」、「子孫」中からも"自分自身"の中から発生するといいます。 

とその預言者になる「モーセのように言われた」（彼に平安あれ）。預言者ムハンマド （彼

に平安あれ） 確かにモーセのようだった （彼に平安あれ） なども、世俗的なリーダーであ

ること多くの方法で。 

またアッラー彼の「口」と「彼は彼の人々 に話した」すべてはアッラーが，「命じ」彼の言

葉を置く: 預言者ムハンマド （彼に平安あれ) 何も読んだことががない彼の人生で何かとし

て書いたことはない彼コーランは、アッラーの言葉を唱えたと予測。この本は彼の記憶に書

かれました。[70]そしてそれはそれを書いたダウン筆記者だけだった。 

再び預言者ムハンマド （彼に平安あれ） も"それ凡そあなたがた私の名前で話をしなければ

ならない私の言葉聞かずはない、私は彼がすることを渡すために来るものとして"申命記の

上記の詩で言われているを確認する彼の反対派の勝利を持っていた 

また、新約聖書のヨハネの福音の 16 12 13 イエスキ リスト詩 （彼に平安あれ） 彼は彼に関

連することができなかったことを言うように彼らはそれを負担することができませんでした

特定の真実の人々 します。彼はすべての真理につながる別のメッセンジャーが来る良いニュ

ースを与える："私はまだそれらが今耐えられないが、わたしの言うことがたくさんがあり

ます。その方とき彼は、真実の精神[71]、来ている彼はすべての真理に導く: 彼は彼自身の; 

は言えないもののしかし、聞、話をしなければならないこと： 彼はあなたのものに来て表示

されます"。 



これらの予測も何が丁度起こったの預言者ムハンマド （彼に平安あれ） なかった文字コー

ランにはっきり見るように。 

メッセンジャー、蛮から預言者に従う者人は彼らを見つけるの律法と福音書は、彼らに何が

正しいかを enjoins と何が間違っていることを禁止と良いものが彼らのために合法的になり

ますとそれらの悪を禁止するとそれらの彼らの負担と彼らにされた束縛を軽減している書か

れました。だから、彼らは彼の考えを持っては彼を光栄、彼を支えたし、彼とは、成功する

人です送られた光続きます。 

（コーラン: 7/157） 

  

どちらもあなた （ムハンマド） この （クルアーン）、前に任意の本を読みましたかも右手

で (全く) 任意の本を書いた。その場合は、確かに、虚偽の信者を疑っている可能性がありま

す。 

（コーラン： 29/48) 

  

私たちはあなたになる暗唱 （クルアーン）、[O マホメット] とあなたを忘れないだろう、 

（コーラン: 87/06) 

奇跡は、ムハンマド （彼に平安あれ） 誰が知って書いても読んでも関連本コーランとし

て。本やおそらく唯一の包括的なテキストを書かれている人どのように本を書くことも読む

ことができることなくが作成するためは不可能だろう想像することがあります。コーランの

ような本を書くことも誰の挑戦は次の詩で述べたように読み書き可能になります。 

我々 は当社の使用人に [マホメット] 送信した確かでない場合は、シュラーを作り出す[72]よ

うなその場合はあなたが正直する必要がありますを呼び出すあなたの目撃者アッラー以外

に。 

（コーラン： 2/23) 

ムハンマドの到着 （彼に平安あれ） またモーセとイエスの確認です (平和は彼らに) 彼らの

予測は無駄ではなかったという。 

だから、以前のメッセンジャーの予測との調和では、約 1400 年前、アッラー、関連人間に

彼の最後の時間は、ムハンマドと呼ばれるすべての人類に彼の最後のメッセンジャーを介し

て音声メッセージ (彼に平安あれ）。以下の詩でこの事実への参照があります。 

ムハンマドは [任意] あなたの男性の 1 つの父ではないが、彼はアッラーの使徒と預言者の最

後の。アッラーはすべてのものの完全な知識があります。 

（コーラン: 33/40) 



として預言者ムハンマド （彼に平安あれ） が正常に任意のあいまいさのない人類にアッラ

ーの最終的かつ完全なメッセージを配信し、このメッセージは、歴史的に保護されるので、

さらに使徒はありません。確かに彼の後がない来て彼またはモーセやイエスのような任意の

メッセンジャー (平和は彼らに) 奇跡とサイン オフします。 

使徒は、彼らと彼らをもたらしたメッセージ絶対であるし、人は凡てのことで力を持ってい

るアッラーによって承認されていることを示す奇跡で来た。預言者ノア、アブラハム、モー

ゼ、イエスの奇跡 （かれらに平安あれ） 広く知られています。アッラー、使徒がこれらの

奇跡を生み出すパワーを持っていないが。 

預言者ムハンマド （彼に平安あれ） もアッラーの力で多くの奇跡の対象となった: 歴史的記

録された奇跡の何百もの中で最も重要な本の知恵に満ちているコーランです。コーランの人

間によってそれが明らかになった時代に知られていなかった多く科学的事実も含む[73].コー

ランの預言者ムハンマドの時間の前に多くの世紀に起こったイベントについての情報は （彼

に平安あれ）、彼の時間の秘密と秘密のイベントについて、将来について奇跡の別のグルー

プだった。預言者ムハンマドの言葉で （彼に平安あれ） も我々 は臨時の同様の情報を参照

してください。 

月の癒しの通常、食料や水の増加に関連する奇跡の治癒することは不可能の場合に関連する

奇跡の分割のような超自然的なイベントに関連する奇跡、奇跡のメッセンジャーの保護に関

する歴史的記録と目撃された奇跡の人々 の何百ものいくつかの他の種類です。それらのいく

つかのコーランに記載されます。  

3.4.3 使徒のいくつかの他の属性 

人類に使徒に来たし、キリスト教またはユダヤ教または任意の特別な民族性に基づいて識別

されません。以下の節でこれについての説明があります。 

または、アブラハムとイシュマエルとイサクとヤコブ、子孫はユダヤ人やキリスト教徒であ

ったことを言うか？言う、「もっと知っているまたはアッラーは？」誰がアッラーから彼が

証言を隠しているものよりもより公正ですか？アッラーはあなたがたの行うことに気づいて

いないです。 

（コーラン: 2/140） 

  

アブラハムはどちらもユダヤ人も、キリスト教が彼は 1 つ (アラーに提出）、イスラム教徒

の真実に向かって傾斜だった。彼は多神教徒ではなかった。 

（コーラン： 3/67) 

すべての人は使徒の男性としてのコーランに記載。これは、messengership は非常に危険な

仕事は、自然です。ほぼすべてのケースでいくつかの不信者は、アッラーをテストしようと

すると、または害を彼の使徒は、侮辱、脅迫、負傷、ボイコット、それらは、彼らの友人、

親戚を殺害で彼のメッセージのプロモーションを停止しよう.アッラーへの招待で絶え間な

いハード作品を昼と夜が必要。すべてのこれらの追加の問題、耐え難い痛みとメッセージの



通信を受ける女性のメッセンジャーを可能性があります。特別な属性と状況のために、我々 

はたとえば女性主建設など、多くの困難な分野で働くことを好むはありません観察マイニン

グ.国際労働機関は、規制、制限、夜に仕事、危険な作業、妊娠の葉、そしてプライバシー

要件に関する女性のための推奨設定.賢明なので、アッラー messengership 女性の制限。 

ただし、アッラーがコーランで彼が選んだ、設定例として言及特定の女性。メアリーとファ

ラオの妻 （かれらに平安あれ） のコーランに記載例この点です。 

3.5     アッラーの書籍 

3.5.1 一般的な神聖な書籍に 

彼はあなた [O マホメット] 真実では、本に前にそれがしたを確認送信。彼は、律法と福音を

明らかにしました。 

（コーラン: 3/3) 

  

あなた、[O マホメット] 最高のあなた、それを前に、気づいていない間であったが、我々 は

このコーランを明らかにしたの話に関連します。 

（コーラン： 12/3） 

  

言う、"あなたの考えがある: それ （クルアーン） はアッラーからです、それは、1 つ以上を

極端な意見の相違であるより迷うだろうで疑ったかどうかですか？" 

（コーラン: 41/52） 

  

確かに我々 が qur ' an は理解しやすい、したが、気になる人は？ 

（コーラン: 54/17) 

我々 は、上記の詩で見るイスラム教アッラーの神聖な書籍の信念が必要です。コーランは、

ムハンマド、イエス、ムーサーとダビデを通じて関連神聖な書籍に (平和は彼らに) 名前; で

言及されています。しかし、我々 は預言者ムハンマドのことわざを知っている （彼に平安

あれ) 多くの他の使徒されています。彼らはまた、アッラーのメッセージを関連。 

アッラーの本は、彼の使徒を通して人類に関連する盲目の信仰に従っていないので、彼らは

時と反映可能性がありますように、ガイド、彼らが成功する可能性があります人類の基本的

な知識を与えるために彼のメッセージです。次の詩は、これに言及： 

この [コーラン] は私たちを [O マホメット] 彼らはその詩に反映する可能性があり、それらの

理解のことを思い出しただろう明らかに持っている祝福された本です。 

（コーラン: 38/29) 



この知識はアッラー、人間、宇宙、真実、生命、来世、目標、方法、どこで我々 はどこで、

我々 が行う必要がある、我々 がどのようにしている、関連の例から、来て、成功といくつ

かのあなたは読む本を参照してください他の多くの重要な問題に関連しています。アッラー

の言葉でそのスタイルまたはそのコンテンツ私たち目的と自分自身オブジェクト、生き物、

および正または負のイベントと同様の情報を与えます。この知識は、この世界とアラーの視

力の成功に役立ちます。 

アッラーはコーランの詩、入門言います。 

これについては疑いを正義の指導がない本です。 

(Quran:2/2)。 

この知識のいくつかの側面が人間によって知られていた。次にこのへの参照です。 

読み取りとあなたの主は、最も寛大なです。 

誰が教えたのペンによって 

人間は、彼は知らなかった教えてください。 

（コーラン: 96/3-5) 

コーランの前に神聖な書籍は、人間の介入の対象とされています。次の節では、このへの参

照があります。 

彼らが言ったとき彼らは真の評価とアッラーを鑑定できませんでした、「アッラーは人間に

何も明らかしなかった」 

言う、"人はモーセ光とガイダンスとしてもたらした人々 に聖書を明らかに？ 

あなたは [ユダヤ人] [いくつかの] 開示ページにそれを作るそれは、多くを隠します。 

あなたもあなたの父親知っていない - を教えられました。「 

言う、"アッラー [それは明らかに]."その後それら自身を面白い [空] の談話で、残します。 

（コーラン: 6/91) 

  

切望しないでください [希望、O 信者]、彼らはあなたのためアッラーの言葉を聞くために使

用彼らのパーティーしながら信じること[74]そして彼らは知っていたが、彼らはそれを理解

していた後にそれを歪める？ 

（コーラン: 2/75) 

  



その中で彼らの神聖な本を知っていないいくつかの文盲がある;彼らは、自分の欲望に従う

と臆測。 

だから苦悩し、人が自分の手で聖書を書く、言う、「このですからアッラーは、」小さい価

格のためにそれを交換するために。何が彼らの手を書かれているために災いと何を得るため

に災い。 

（コーラン: 2/78-79） 

しかし、として預言者ムハンマド （彼に平安あれ） の使徒は、アッラーは、彼が持ってき

た本を保護するために保証を与える次の詩で最後だった。 

確かに、それは私たちはコーランと確かに、我々 はそのガーディアンになります送信です。 

（コーラン： 9/15) 

歴史的に、コーランが保護されています。 

3.5.2 コーラン 

これについては疑いを正義の指導がない本です。 

(Quran:2/2)。 

イスラム教徒でコーランを信じています。彼は彼らの元のフォームで、律法、福音を信じて

いるし、詩篇またアッラーの言葉であります。 

3.5.2.1   コーラン完全なガイダンスです。 

コーランの特徴の一つは、それが明らかに特定の基本的な側面のすべてに説明です。これは

次の詩で示されています。 

コーランを発明した、ナレーションが、それは、すべての物事やガイダンスと慈悲の詳細な

説明を信じる人々 のための前にだったものの確認はなかった。 

（コーラン： 12/111) 

  

我々 を本すべてのものについての明確化およびガイダンスと慈悲と吉報のイスラム教徒とし

て送信した。 

（コーラン： 16/89) 

この詳細レベルの必要性をアッラーと根本的な問題を解釈する個々 の仲介をキャンセルしま

す。[75].練習の預言者ムハンマド （彼に平安あれ） にアッラーを参照は最終的なメッセー

ジの完全性の点で役に立つまた明らかになります。この完全性はまたさらに使徒の必要がな

くなります。 



コーランの本当の源と律法と福音の元のテキストは同じですので、多くの今日の聖書とコー

ランの内容の類似点です。彼らはすべてはアッラーと善行を招待します。ただし、以前の神

聖な本は、変更の対象とされているとおり、また、新約と旧約の内容とその信者とクルアー

ンによって彼らの解釈の基本的な違い。三位一体はほとんどクリスチャンによると、現在の

福音のためありますがたとえば、コーランに三位一体明確に、拒否されます。イエス （彼に

平安あれ） どちらも神も神の息子によると、この問題に関連するコーランの詩のいくつかの

通りです。 

[用心日] アッラーと言うとき、 

「O イエス、メアリーの息子、あなたが言う人々 に、' 私と私の母にアッラー以外の神々 と

してかかりましたか？ '」 

He(, Jesus Christ) は言う、 

"あなたは高貴なです ！それは私に私は権利がないと言うことでした。言っていた場合は、

それを知っているでしょう。自分の中のものを知っているし、自分の中では何かわからな

い。確かに、それは全知で、目に見えないのあなたです。 

私はそれらにない何を除いて （） 言って私を命じたと述べた："アッラー、私の主、あなた

の主を崇拝します。中でだった限り、私はそれらを証人だった;あなたは私を取ったとき

は、それらの上に、オブザーバーをした、すべてのもの、証人のですが." 

（コーラン: 5/116-117) 

コーランの内容と聖書の間いくつかの他の違いは、質問と回答の一部で検索できます。 

3.5.2.2  コーランが保護されています。 

コーランでは、アッラーは私たち彼はそれを降りて、彼は彼がそれを保護する保証を与える

通知します。コーランはまず預言者ムハンマドのメモリに書かれた （彼に平安あれ） 恒久

的に我々 の次の詩を参照してください。 

私たちがあなた [O マホメット] を暗唱することし忘れられない、 を除く何アッラー必要があ

ります。確かに、彼は何が宣言され、何が隠されている知っています。 

（コーラン: 87/6-7) 

  

ないあなたの舌を [O マホメット] は、コーランの暗唱を早めるために移動します。 

確かに、我々 にはそのコレクションで (あなたの心） ですと (可能にするには） その朗読。 

（コーラン: 75/16-17） 

預言者ムハンマド （彼に平安あれ）、コーランの暗唱し律法学者たちはそれを書いていた

し、彼の友人の多くはそれを暗記しました。ラマダン天使ガブリエルと預言者ムハンマドの

ヶ月で （かれらに平安あれ） 相互暗唱とそのラマダンの月まで明らかにコーランの部分を



聞いていた。預言者ムハンマドの前にラマダンの最後の月で （彼に平安あれ） が死亡、こ

れは 2 回起きた。既に全体コーラン暗記していた約 10 人だったときに預言者ムハンマド 

（彼に平安あれ） 死亡しました。また、多くの章を暗記していた他の多くの人々 だった。 

直後に預言者ムハンマド （彼に平安あれ） 死亡した、全体のコーランの書かれたコピーを

単一の境界ボリューム修飾の目撃者の確認と収集されました。そのボリュームからいくつか

の他のボリュームにコピーされました。コーランは、その初期の形で保護されている、これ

は歴史的な事実です。世界のいたるところにコーランの 1 つだけのバージョンです。オリジ

ナルと今日も、コーランの利用可能なテキストは、今日の生きた言語はアラビア語でです。

その単語、文、章のすべては、彼らが今日明らかにされている場合は、元の形で利用可能で

す。 

3.5.2.3  コーランのスタイル 

コーランのスタイルで最初の人としてスピーカー アッラーは[76].このスタイルではないの

で、理解または任意の人間の解釈を反映します。預言者 (彼に平安あれ） まさに何彼は追加

または何も削減せずを受けたと述べた。たとえば、"と言う私はあなたのような人間だけだ"

として詩を開始します。[77]…これは、作家、それを書き留めて、預言者関連しているの

で。預言者 (彼に平安あれ） は言っていない「私はあなたのような人間だけです」、正確に

何彼だったと彼は言うを明らかにしました。人間の介入はそれには、メッセンジャーのこと

も、任意の介入が存在しないように、コーランのスタイルです。すべてのコーランの預言者

ムハンマドの口を通してだけ来た （彼に平安あれ） が人間として。 

このプロセスとしてイエス ・ キリスト正確だった (彼に平安あれ） ジョン 16/13 の福音の予

言:「その方とき彼は、真実精神[78]、来ている彼はすべての真理に導く: 彼は彼自身の; は言

えないもののしかし、聞、話をしなければならないこと： 彼はあなたのものに来て表示され

ます"。預言者ムハンマド （彼に平安あれ）、「すべて」の真実に彼の心と彼の記憶は真実

の精神と、コーランとガイドします。彼は「自分の話すことはありません」が、彼は全く彼

は「聞く」話します。彼はアラー、イエス ・ キリストのソースと同じソースからの啓示を

受け取る （彼に平安あれ)、次の節で述べたように： 

このように我々 に我々 のコマンドの精神を明らかにしました。 

何本か 【 は 】 知らなかった、信仰が、私たちそれを作ったで私たちガイドあられる我々 の

使用人の光。確かに、[O マホメット] を正しい道にあなたをガイドします。 

（コーラン: 42/52） 

3.5.2.4  コーランは独特です。 

我々 は次の節で見るように、アッラーはコーラン コーランとして強い本を作成して十分な

人の証人によって証明するためにについて疑問がある人を招待： 

我々 は当社の使用人に [マホメット] 送信した確かでない場合は、その章のようなその生成

し、あなたの目撃者アッラー以外に正直であるべきである場合を呼び出します。 

（コーラン： 2/23) 



  

または、彼らが言うこと、「彼はそれを発明した」？言う、"発明されているし、時を呼び

出してそれのような 10 の章をもたらす「援助」を誰でもすることができますアッラー以外

場合は正直である必要があります。" 

彼は彼らはいないあなたに対応して、コーランは、アッラーの知識を明らかにされ、神性は

ない知っているかどうかを除き。その後、イスラム教徒だろう [ない]。 

（コーラン： 11/13-14) 

過去には、コーランの章のように、章を生成するためにいくつかの試みがあったが、彼らは

失敗しました。 

別の招待を以下の詩であります。信じない以外に値する信じるとに従うことよりなるコーラ

ンの本を提案して、次の質問を答える必要があります。 

この後どのようなメッセージを信じてそしてそれら意志ですか？ 

（コーラン: 7/185） 

コーランにいない知られていた多くの科学的事実や科学的信念に対して最近までいた。しか

し、何世紀後それ言われたものが、コーランで正しかった発見されています。インターネッ

ト上「、コーランの奇跡」として、キーワードを検索して 1 つ多くのような例を簡単に見つ

けることができます。 

下にコーランに存在していた事実のほんの一例です。[79]何世紀にも、それが科学的にちょ

うど最近発見されています。 

宇宙の膨張: 

天我々 の強さで、構築し、確かに、我々 は [その] エキスパンダーです。 

（コーラン: 51/47) 

ビッグバン： 

信じない人は、天と地を結合エンティティいたと我々 はそれらを分離してあらゆる生きてい

る事の水から作られたと考えている？その後彼らは信じられないでしょうか？ 

（コーラン： 21/30) 

海の間の障壁： 

彼は 2 つの海では、[サイド バイ サイド]; 会議リリース 

[それらのどちらも違反するので] それらの間の障壁です。 

だからあなたの主の好意を否定するだろうか？ 



それらの両方から真珠を emerge し、サンゴ[80]. 

(55/19-22) 

これらはちょうど少数はの私たちは、コーランを送信 1 つの完全な知識があることを示す例

です。 

3.6     運命 

これまでアッラーのコマンドの運命です。[81]定めています。 

（コーラン: 33/38) 

  

彼は誰に天と地と人の息子を撮影していないとドミニオンのパートナーを持っていないの大

権しそれぞれのものを作成、[精度] の測定を。 

（コーラン: 25/2) 

  

なく欠席あなたの主からは原子の重量地球内または天の内の任意の [部分] または [何] より小

さいまたは大きいそれは明確であることが登録します。 

（コーラン: 10/61) 

  

彼らは言う、「我々 の問題を行っている可能性が何かがあった場合、いくつかの私たち右こ

こで殺害されているだろっていない」言う、「あなたの家の内部をされていた場合でも、そ

れらに殺される彼らの死のベッドに出てくるだろう定めています」 

（コーラン： 3/154) 

  

言う、「決して私たちを除いてアッラー私たちを布告していますをによって殴られるだろ

う」 

（コーラン： 9/51) 

3.6.1 説明 

運命はアラーによって行われます、それは包括的で明確なレコードの作成とアラーによって

作成されるイベントです。運命には多くの異なる側面があります。 

1 つの方法でそれも両方の世俗的な宗教的な原因と効果の関係と定義が含まれますレジスタ

です。オブジェクト、物理法則と関連性の高い関係または悪い行為と関連する罰との関係の



物理的、生物学的定義は、この点で例として引用可能性があります。これは、部分的に次の

節で説明しています。 

最も高いあなたの主の名を讃えて、 

作成し、均整 

決定し、[その後] ガイド付き。 

（コーラン: 87/1-3) 

  

[パロ] 言った、だから誰ですあなた 2、ムーサーの主？ 

彼は言った： 私たちの主は彼はすべてその性質を与えたし、それを導いています。 

（コーラン: 20/49-50) 

  

彼はアッラーについての知識がなくても紛争、次のようにすべての反抗的な悪魔の人々。 

それは、誰が彼の友人を取るダウン書かれている彼のため彼は本当に彼を欺く、彼は炎の罰

をご案内します。 

（コーラン： 22/3-4) 

以下の節から分かるように、アッラーの行為に関する運命は計画のようです。 

すべての国の [指定] の用語です。 

だから、自分の時間が来ると、彼らは 1 時間の背後にある残ることはありませんも彼ら [そ

れ] 前に表示されます。 

（コーラン: 7/34) 

  

だから彼は[82]彼の主を呼び出す 

「確かに、私は克服するんだ、だから助け」 

天国の門を開いて、それから[83]どしゃ降りの雨では、 

ばねのバーストを地球の原因 

既に predestined 問題の海域に会った。 

（コーラン: 54/10-12) 

  



アッラーは、ダウン書かれている： 私が最も確かに勝つ、私は、私のメッセンジャー。 

（コーラン: 58/21) 

さらに、運命の予算を次の節で述べたように資源の分布の特徴があります。 

地球上の生き物はありませんが、アッラーには、その規定と彼はその住居の場所のストレー

ジの場所を知っています。 

すべてクリア レジスタに。 

（コーラン： 11/6) 

その一方で、運命のような歴史的な記録です。[84]アッラーは知っていると、時間制限なし

で将来の証人の観点から。私たちはある程度の自由意志があるが、すべてが今までアラーに

よって知られています。次の詩は、アッラーのような知識への参照です。 

それが明日を獲得しなければならないを知っている魂、魂はどのような土地で死ぬは知って

います。確かにアッラーは全知に、すべて認識です。 

（コーラン: 31/34) 

  

彼は前にそれらのものし、それらの後は何を知っているし、彼の知識を除いて彼の意志のな

いことを取囲みます。 

（コーラン: 2/255) 

  

確かにアッラーはこれまでに、証人凡てのこと、です。 

（コーラン: 4/33) 

  

アッラーはすべてのものを網羅します。 

（コーラン: 4/126) 

  

アッラーにコマンドの前に、と後に属しています。 

（コーラン： 30/4) 

また、運命アッラーの前部と後部の許可任意の意志と行為の彼の作品のためのプロパティも

あります。何が起こる次の詩に見られるように彼に反してをすることができます。 

アッラーの許可によって以外を信じるように魂のためではないです。 



（コーラン: 10/100） 

3.6.2 人間の運命の結果 

アッラーの行為すべての記録された計画がない場合でも我々 はいずれの場合では、完璧な計

画のすべての肯定的な側面があることを仮定することができます未来を含む知っている人で

す。我々 はすべてを期待することができますように彼は何かを完全に計画通りにある一貫し

たとのバランスを行います。アッラーは、作成または何かを維持するために運命を必要はあ

りません。ただし、人間の視点からの特定の意味は次の節で説明したようには。 

我々 はそれが生まれる前にそれがレジスタにあることを除いて、地球や自分の間で災害ない

です。確かに、アッラーのため簡単です。 

上絶望しない順序で何目を逃れているし、[誇り] 彼があなたに与えているない勝ち誇る。 

アッラーみんな惑わさと自慢好きではないです。 

（コーラン: 57/22-23) 

このレジスタは重大な結果私たちのいる： 

我々 は well-determined のフレームワークでは、運命に即して、我々 も計画することができ

ます、我々 の目標を決定することができます。このおかげでと思うし、自分の意志を持って

います。それ以外の場合は、我々 は我々 と思うと （a） はイベントをリンクする必要があ

る継続性 (b) または手段に目標ができませんでした。 

またこのようなフレームワークなし、我々 非常に安全でない感じるでしょう。例えば、我々 

数千キロ/時間の速度を持つ移動地球上に住んでいます。何百万もの多くの変数の場合は少

し逸脱私たちすぐに消滅する原因となります。ただし、セキュリティの強い感情を有するよ

うにすべて管理下です。我々 は次の時間に、次の日、次の年では、ライブを期待し、計画を

立てることができます、選択を行うことができます。一方、ある場合でも災害[85]、我々 は 

1 つの賢明な人は、神の計画の一部であることを知っているだろうが起こる;彼らは偶然の一

致です。彼らは少なくとも全能、全知既知こと;そして彼らはある特定のより高い目標にな

ります。 

その一方で、運命のおかげで、我々 我々 は絶望的ではありませんのですべての私たちの最

愛の 1 つの神、制御下にあることを知っています。これのおかげで私達は私達が逃す何か彼

の使用人の別の 1 つに行くことがあります知っています。我々 はすべて、レジストリとレジ

ストリをそのメーカーとに自分自身にこのメーカーに関連付けることができます。 

我々 は運命、自由意志、責任、報酬と罰の部分 8.3 についての質問を検討します。 

4          イスラム教によって人間に与えられた目標 

今後我々 のホームは、地球や破損時にもっとも希望しない人に割り当てます。 

（最高の） 結果、義人に属しています。 



（コーラン: 28/83) 

イスラム教は宗教に基づいて結果です。全体コーラン結果への参照の多く、アッラーは、そ

の結果に集中する私たちを招待;以下の詩のように一時的なだまさに対する警告。 

義人が約束されて、下に川の流れは楽園の例です。その果実を持続しているとその陰。 

それは正しい結果で、不信者の結果、火災です。 

（コーラン： 13/35) 

イスラム教によると人間を作る必要がある最も基本的な選択かどうかイスラム教を選ぶこと

です。その後すぐに大きな問題が発生: イスラム教は何が人間を与えるか？または他の言葉

では、1 つイスラム教を選ぶ必要がありますなぜですか？イスラム教の目標人間については

何ですか？ 

だから、この部分での主な目標とイスラム教を人間に与える利点を解明します。またイスラ

ム教によると私たちの生活の最大の成功についての詳細を与えます。 

無駄は人間では作成されません、彼/彼女が特定の目標を達するように、彼が作成されま

す。これはアッラーの大切なメッセージを私たちは、我々 は明確に以下の節を参照してくだ

さいです： 

その後、無駄はそれを作成することと私たちにあなたは返却することでしたか？ 

（コーラン: 23/115) 

以下の詩で目標と、最大の成功の不可欠な要素を参照してください。 

アラーが言う： 

これは、ときは正直な真実性からお越しの日です。 

彼らのため庭園 [パラダイス] では、川の流れの下には、 

前記彼らは永遠に従う、 

アッラーと彼らは彼に満足しています。 

それは大成功です。 

（コーラン: 5/119) 

これらの目標は、アッラーの喜びを得ることです。満足していると彼は約束したし、の楽園

を入力するの義のしもべに準備恩恵に満足します。真実と調和します。 

4.1     アッラーの喜びを得るために 



イスラム教徒の生活の究極の目標は、アッラーの喜びを得ることです。達成される場合は、

この目標にも、次の目標をもたらす： 彼の楽園を入力して完全に満足のこの世界と来世に到

達するために喜ぶこと。 

4.1.1 アッラーの喜びへの道 

サブ目標とこの主要な目標につながる方法次のとおりです： 

4.1.1.1  神の値の遵守 

アッラーは、特定の値があります。彼は特定の値が大好きです。だからアッラーを愛し、彼

の愛を呼び出したい、人、またそれらの値を運ぶし、それらとの調和自分自身を向上してい

ます。 

次の詩で私たち彼は愛する資格のいくつかから彼自身の言葉を見る。 

アッラー良い doers を愛しています。 

（コーラン: 2/195) 

  

確かにアッラーは （彼に）、あまり有効に人を愛している、彼は自分自身を浄化する人を愛

しています。 

（コーラン: 2/222) 

  

アッラーは正義を愛しています。 

（コーラン： 3/76) 

  

アッラーは、患者が大好き[86]. 

（コーラン： 3/146) 

  

確かにアッラー [彼の] 信頼人が大好きです。 

（コーラン： 3/159) 

  

確かに、アラーは人の公正行為が大好きです。 

（コーラン: 5/42) 



我々 はこのような資格の解消を取得する、またはそれらを制御するを持っているのでまた、

アラーが愛していない資格です。次の詩で私たちはアラーが愛さない資格のいくつかを参照

してください。 

確かにアッラーはない侵略者を愛しています。 

（コーラン: 2/190) 

  

確かに、アッラー誰もが裏切りと恩知らず愛していません。 

（コーラン： 22/38) 

  

アッラーは不義を愛していません。 

（コーラン: 28/77) 

  

確かに、彼は傲慢愛していません。 

（コーラン： 16/23） 

  

アッラーは、不義を愛していません。 

（コーラン： 3/57) 

アッラーを愛する他の神の値について、彼はしない愛の資格についての詳細は、コーランか

ら学ぶことができます。 

そう、まず、最も一般的に人間は非イスラム教徒を含む普遍的な神価値について気にアッラ

ー愛し彼らはアラーによって導かれて候補者かもしれないそれらに関して自分自身を改善す

るために努力を過ごすになりません。悪事を働く、不当な傲慢な人は、アッラーの指導に権

利はない、アラーによって受け入れられない。だからの実質の信者であるために成功するた

めに、1 つそのような否定的な資格を克服する必要があります。次の詩は、このコンテキス

トで例を示します。 

アッラー導か不当な人々 をガイドをしていません。 

（コーラン: 2/258） 

  

右のなく地球に傲慢な人から離れて私の兆候が変わります。 

（コーラン: 7/146) 



  

確かに、アッラーは一人は罪人とうそつきを説明しません。 

（コーラン: 40/28) 

これらの負の資格も、全能の信仰を妨げる大きな心理的障壁を形成する全知神。たとえば、

意識的または無意識のうちに彼が最も重要だと考えている人と、最大は、個人として、また

は特定の国の市民またはを特定の国のメンバーまたは人間として想像します。このような人

は、自分よりもっと全知神を信じることで心理的な問題があります。残念ながら、現在の教

育システム、ライフ スタイル、ゲーム、および環境の他の要素はほとんどこのような傲慢な

考え方を促進します。また多くの宗教は同じような考え方によって deifying の人間や法令と

神々 の人間によって作ら人間によって発見された物理法則を促進する. 

4.1.1.2  客観的な措置は、アッラーの喜びを得るために達成されるべきで 

彼に良い演説を上昇、 

正義の仕事はそれを発生させます。 

（コーラン： 35/10) 

成功するために彼自身によってアラーを愛して値に関する改善し、心から要件を実行する信

念と行動の側面を通じてこれらの値に準拠する必要があります。 

彼らは客観的なメジャーなので、これらの要件は非常に重要です。アッラーは私たち私たち

の単語に基づいてだけではなく、また私たちの信念と私たちの行動に基づく彼の値遵守のレ

ベルを測定します。私たちの言葉は、主観的な誤解を招くかもしれない。次のステートメン

トで我々 を読むと、アッラーは私たちを評価する客観的な基準を使用します。 

それはあなたの欲望 [イスラム教徒] もこれらの人々 [ユダヤ人とキリスト教徒]; 聖書のに従

ってないでしょう 

誰でも悪、意志に動作又はその報いがあるし、彼は任意のプロテクターやヘルパーにアッラ

ー以外見つけることができません。 

（コーラン: 4/123) 

  

その人の一部と言う人 

「我々 はアッラーと最後の日を信じて」 

しかし、彼らは信者ではありません。 

（コーラン: 2/8) 



したがって人の彼の信念および/または彼の行動で完全なエラーの場合、アッラーの喜びを

得ることは可能ではないです。義人、謙虚な公正、超然感謝、人の調和真実の信念と行動の

両方のカテゴリのいくつかの努力があります。 

だから、不当な傲慢、恩知らずの意志だけの人が成功して、彼は彼の内で資格不要なこれら

を克服する場合は、信念とアクションの両方の要件を実行[87].次の詩は、この点で例です。 

右のなく地球に傲慢な人から離れて私の兆候が変わります。 

（コーラン: 7/146) 

だから、1 つの手で私たちの信念と真実を遵守行動のおかげで、自分自身と並行して、神の

値を向上させることができます、我々 は神の愛と楽園に権利がすることができます。私たち

の信念と行動を観察する一方で、我々 が宇宙でそれらの値の測定することができます。 

まず神値が準拠している人に向かって彼の作成者の職務を実行します。だから、彼は彼を認

識;彼は彼のメッセージ、彼の使徒と彼の約束を信じる;彼は彼を崇拝します。そのような人

は彼の職務の他、すなわち、人間は、生き物は、環境へもを実行します. 

彼は彼の関連知識、信念と行為によると度の次の詩で言ったように進められます。 

見てどのように我々 [提供で] それらのいくつか他のものより支持しています。しかし来世度

がより大きいと区別がより大きいです。 

（コーラン： 17/21) 

  

すべての彼らがやっていること度あり、ので、彼は完全にそれらを彼らの行為を補う可能性

があります、不当な扱いをされるでしょう。 

（コーラン: 46/19) 

  

しかし、それらのために善行を行うことは信者最高度になるので、誰でも彼に来る。 

（コーラン: 20/75) 

  

アッラーは、あなたの中で信じている人と知識は、度で与えられた人たちを発生させます。

そしてアッラーは何の Cognizant です。 

（コーラン: 58/11) 

我々 は本当に必要な値と資格がある場合は、アッラーは私たちが大好きです。アッラーの次

のステートメントのシェアがあり、最大の成功に達しています。 

(義人の魂には言うだろう：） 



"O は魂を完全に満足 ！ 

戻るあなたの主を十分に満足して、喜ぶ [彼] を 

私 [義人] 公務員の間で入力してください。 

ぼくの楽園を入力してください"。 

（コーラン： 89/27-30) 

  

どのような良いしもべ ！ 

（コーラン: 38/44) 

  

Verily、庭園と川の中で、正義に住むもの。 

真実の席では、 

強力な王の存在下では。 

（コーラン: 54/54-55) 

4.2      アッラーの恒久的な好意に到達するための正しいしもべに作られました。 

彼は私たちと満足している場合は、彼は私たち彼は約束し、準備の義のしもべに好意はまた

完全に満足するでしょう。彼の属性の 1 つは、Appreciative です。 

イスラム教徒は、アッラーはコーランの次のステートメントで言ったように信じている： 

どのような良いパトロン ！ 

（コーラン: 8/40) 

彼の慈悲が広大であること[88]: 

私の慈悲は、すべてのものを取囲みます。 

（コーラン: 7/156) 

現在の生活ではまた、神の愛、アッラー、値およびアラーによって必要なアクションで信念

私たちを満たすことができる唯一のものです。 

そして、パラダイスどこ我々 は完全に、完全に満足する可能性があります場所です。 

4.3     真実との調和に 

アラーが言う： 



これは、ときは正直な真実性からお越しの日です。 

彼らのため庭園 [パラダイス] では、川の流れの下には、 

前記彼らは永遠に従う、 

アッラーと彼らは彼に満足しています。 

それは大成功です。 

（コーラン: 5/119) 

上記の詩で真実性に作られた重点を参照するくださいとは、大成功の重要な要素は真実との

調和に正直であることです。私たちの信じるものの私たちの真実と調和している私たちが言

う何なら、これは、最大の成功に向かって大きな一歩です。 

正直に調和最も重要な真実であることが必要です。 

我々 は、以下の節を参照するくださいとは、アッラーの名の 1 つの真実です。 

アッラーは真実です。 

（コーラン： 22/6) 

4.3.1 私たちは信じるもので真実と調和するには、 

真実は、私たちの個人的な信念の結果ではない、それは私たちの個人的な信念から独立して

います。多くの異なる信念プロファイルが全体の真実は 1 つです。したがってすべての異な

る信念プロファイル真実との調和で同時にすることはできません。真実との調和ではイスラ

ム教徒である場合、たとえば、多神教はない;多神教の真実と調和場合はイスラム教徒はな

いです。論理的に両方完全 true することはできません。[89]. 

イスラム教によるとそれは非常に役に立つと私たちの信念は、真実と調和で、真実との競合

があると非常に危険ですが必要です。次の詩でアッラーは、ソースと真実のメイン チャンネ

ルについて物語っています。 

確かに、私たちあなた [O マホメット] 真実を送りました[90]吉報と、ワーナーの運び手とし

ては、業火の仲間について尋ねたいません。 

（コーラン: 2/119) 

  

真実は、あなたの主からは、 

Doubters 間こと。 

（コーラン: 2/147) 

4.3.2 我々 が言うし、私たちは何の真実と調和する 



私たちが言うことは、次の節で述べたように、真実と調和する必要があります： 

だから、人は一人についてアッラーに位置し、それは彼に来ているとき、真理を否定よりも

よりちょうどだ？そこではない地獄は住居の不信者ですか？ 

（コーラン: 39/32) 

私たちを信じているし、我々 はそれに応じて行動しなければならないし、何か言い。それ以

外の場合は、我々 は、私たちは何し、言う間の差異の原因を考える必要があります。たぶん

私たちすべて真実について気にしない、多分、我々 は我々 の言うことに誠意がないまたは

多分私達は嘘つきです。これは大きな問題です。この参照は次の詩です： 

O あなたはなぜあなたの言う何あなたはしないと考えられている？ 

（コーラン: 61/2) 

かつて我々 は信じているし、真実に従うと主張する、その後何の信じるものの我々 と我々 

は次の詩のように言うとの調和必要があります。 

義は、あなたの顔に向かって、東または西、ターンが、アッラーの最後の日、天使、本、預

言者とを与えるの富にもかかわらず、親族、孤児、貧しい人々、旅行者は、人の質問 [のヘ

ルプ]、および奴隷を解放するため、それのための愛を信じる人の義とはありません。[と] 祈

りを確立し、必須の慈善を与える[それら人] 彼らは約束ができます; 彼らの約束を果たす[そ

れら人] 患者の貧困と苦難との戦いの間です。 

彼らは正直です。 

義人は人です。 

（コーラン: 2/177) 

これは大成功する唯一の方法です。 

だから次の部分でイスラム教のアクション必需品に関する重要な情報を見つけるでしょう。 

5          ESSENTIALS のアクション ＆ 5 つの柱 

  

5.1     ESSENTIALS のアクション 

彼らはアッラーと最後の日を信じ、彼らは何が正しいかを命しること何が間違っているを禁

じるし、善行を早めます。 

そしてそれらの中で正義です。 

（コーラン： 3/114) 



イスラム教の信念だけではないです。イスラム教はまたアクションが必要です。[91].必要な

動作が「良い行い」を行うことです。[92].コーランでは、信念は、一般的に善行と共に記載

されています。 

善行真実と一貫している行為です。たとえば、それはアッラーの属性の 1 つの彼は「1」で

あるし、彼の属性の 1 つは「近く」ですが前述しました。彼はすべての神です。彼は私たち

に近づいて私たち他の最高の友人よりも、私たちの親よりもです。だから我々 はすべて同じ

神がある場合と、彼はすべての私たちの私たちの親よりも近いです、この真理私たちの兄弟

と姉妹のようななります。兄弟や姉妹、アクションの面でのような場合、たとえば私たち他

の必要なとき助ける必要があります。他の人に害を避けるため必要があります。空腹孤児を

与えればし、その人それぞれの私たちの私たちの親よりも近いです同じ製作者のしもべであ

るためしたがって、これは良い行為です。しかし、我々 だけの理由がなくて誰かを害する場

合同じロジックでは、これは悪い行為です。これらは我々 が良い行為か悪い行為を判断する

方法を示すだけの例です。 

良いアクションは広くそのような方法で決定することができますが、アッラーはコーラン、

異なる詳細レベルでの多くの良いアクションの状態します。 例えば、1 つの詩は、アッラー

言う： 

挨拶を迎えているときより良いよりもそれを挨拶またはそれを返す;確かにアッラーはすべ

てのことを考慮します。 

（コーラン: 4/86) 

または、我々 が表示次のように互いの方に親切にすることと暴力を控えるように非常に重要

です： 

善行と悪いないでしょう。[悪] その [行為] によって撃退どちらが良い;彼は暖かい友人だった

が、そこで一人あなたと彼の間の敵意であるになります。 

（コーラン: 41/34) 

  

許しをあなたの主と、天および地球、使いやすさと苦労と人は怒りを抑制し、に向けて人類

を許しているの中に過ごすアッラーの原因正義のために準備として幅の楽園から早める;そ

してアッラーの良い doers を愛しています。 

（コーラン： 3/133-134) 

5 つの柱を含む善行[93]多くの点で便利です。 

彼らは、アッラーと彼に私たちの servantship に私達の服従を表しています。 

かどうか人は本当に神の値をまたはない準拠についての客観的なデータを作り出す;人が本

当に良いかどうかについて[94]. 



彼らは並行して神の値の改善に役立つ: たとえば絶えずアッラーは、おかげで人が感謝の向

上や慈善事業をする人の寛大さが向上します。 

彼らは私たち様々 な点で存在する可能性があります私たちの弱点を克服する: 方法でアッラ

ーは、ドルの何千もを与える可能性があります人は、一定期間またはその逆を食べることを

与えることができるかもしれません。人は、アッラーのための食事を放棄することができる

場合がありますが、アッラーを崇拝するために、地面に彼の額を入れて傲慢の問題がある可

能性があります.これらの人はイスラム教の要件を実行すると、彼らは自分たちの弱点を克

服するための重要なステップを達成しました。 

善行もアッラーのために愛を向上させるため、善行を通じて私たちいくつかの困難彼を受

け、我々 感じることとしてこの愛行動に私たちを置きます。 

彼らは心理的、社会的、経済的、環境、その他の寸法にも役に立つでしょう。関連する例の

次の部分を与えます。 

これらの要件への遵守は、私たちの現在の生活面での成功にも役立ちます[95]: たとえば気に

正義、一般的に彼のビジネスのより成功した実業家;合計でこの現象は、多くの人々 は良い

だろうと。我々 は、以下の節を参照するくださいとは、賢明なのアッラー私たちを容易にし

ようとします。 

アッラーはあなたを容易にしようとしてあなたのため苦難を意図していません。 

（コーラン: 2/185） 

この生活面での成功はアッラーの喜びを得るための要件のパフォーマンスの成功に貢献する

かもしれない： たとえばは強いのイスラム教徒の世俗的な用語がより多くの慈善団体を与え

る可能性があります[96]. 

ただし、善行の最大使用アッラーの喜びを得るために彼らの貢献になります。彼の義のしも

べに準備を彼の好意に到達します。 

5.2     イスラム教の柱 

イスラム教の全体的な要件は、非常に包括的で、普遍的に承認され、必要な動作の多くを構

成します。我々 は、例の動作として、親、近所の人、環境に向けて親切にこの点で言及があ

ります;懸命に仕事を。以前によると生活する謙虚さ、誠実、優しさ、正義などの値を記載;

嫉妬されて回避するには;浪費を避けるため、善行と真理に招待する、きれいにするには。

イスラム教徒は、アッラーの喜びを得ることを意図してこれらのすべてを遵守するがありま

す。彼はこれらの要件に準拠していない場合はイスラム教のための成功するために非常に困

難です。 

我々 は人類のために便利ですこの点で非常に重要です次の節を参照するくださいとは： 

彼は空、雨、そして谷フローに従って彼らの能力から送信、 

上昇の泡の急流を運ぶ。 



その鉱石からは彼らの装飾品や調理器具、望みの火災では、熱はそれのような泡です。 

こうしてアッラー 【 例 】 プレゼント真実と虚偽。 

泡についていえば、それは消えて、オフにキャストされる; 

しかし、それは、人々 の利点、 

それは地球上に残っています。 

こうしてアッラーの例が存在します。 

（コーラン： 13/17) 

これらの要件の中でもそれらをイスラム教に固有で、巨大な部分があるし、練習のイスラム

教徒の生活に影響を与えるです。イスラム教に固有の要件は、かなりの程度までイスラム教

の上記の基本要件の実装に貢献します。その一方で彼らの従順アッラーと彼を提供する非常

に特別な部分です。 

コーランにイスラム教に特定の主な要件を強調している、彼らは公イスラームの 5 つの柱と

して知られています。彼らの証言です-軸受の証人にアッラーの団結とムハンマドの 

messengership のステートメント （彼に平安あれ）-、毎日の祈り正規の慈善団体、断食、巡

礼。これら他の要件に加えて、アラーによって強調されています。次の詩は、この点で例で

す。 

確かに、イスラム教徒の男性とイスラム教徒の女性 

男性を信じることと信じて女性、 

従順な男性と従順な女性、 

正直な男性と女性の真実、 

患者の男性と患者の女性、 

謙虚な男性と謙虚な女性、 

慈善の男性と女性の慈善、 

空腹時の男性と女性は空腹時、 

ガード自分のプライベートの部分とそう女性男性は、 

アッラーを覚え、多くの場合、男性と女性は、そう 

それらのためアッラーは用意赦しと偉大な報奨。 

（コーラン: 33/35) 

そう次の部分では我々 これら柱関数条件、方法、利点、その他の要件との関係に関するいく

つかの詳細を与える： 



5.2.1 アッラーの結束をベアリングの証人の声明 

彼に良い演説を上昇、 

正義の仕事はそれを発生させます。 

（コーラン： 35/10) 

イスラム教の最初の柱があかしです。[97]アッラーの団結と servantship と messengership の

預言者ムハンマド （彼に平安あれ）。これは真実の一部の重要な 1 つの真実の周り人類の団

結の可能性があるステートメントです。それはこのようです：「私はアッラー以外に神はな

いと私はムハンマドが彼の使用人および彼のメッセンジャーであることを証言証言.」 

ステートメント「アッラー以外に神はない」（ラ ILAHA ILLALLAH） の元のアラビア語のテキ

ストでは、すべての神聖な書籍の要約のような。これはアッラーと楽園に入るの喜びを得る

ために最初の条件です。自然人で彼を信じていない、誰かの喜びを得ることも誰に彼は信じ

ていない作成者によって作成された楽園を入力する期待したいです。 

また、地獄からアッラーのメッセージを受けている人のための保存の状態です。 

信じないとそれら業火の仲間になる私たちのサインを拒否;彼らはそこに永遠に従います。 

（コーラン: 2/39) 

さらに、ステートメントについて説明「がない神アッラー以外」一部 3.1.1 が存在します。 

証言の第 2 部アッラーの最後のメッセージに関連する最後の使者アッラーへの参照はすべて

明らかになります。信念のこの側面は、預言者ムハンマドについて知られている誰かのため

に必要です (彼に平安あれ）。預言者ムハンマド （彼に平安あれ） は人間であり、アッラー

のしもべです。彼は神、また神の一部ではないです。アッラーは、彼の彼のメッセージは私

たちに関連する選択しています。彼は彼は良い例として私たちを示しています。 

人の証言は、その人を考えている場合はイスラム教徒としてと見なされます。これは、アッ

ラーと、関係者の間です。イスラム教で洗礼はありません。提出アッラーを受け入れること

がありますアッラー以外は誰もです。いずれか公然とこの証言を宣言すると、自然彼もムス

リムとしてイスラム教徒の社会によって見なされます。 

証言はアッラーとイスラムを受け入れる者間の契約の署名のようなものです。このコントラ

クトに人に対して神の規則や値の遵守彼/彼女の主の喜びを取得し、楽園に権利があるを選

択します。 

また、彼の主のしもべによっての認識です。アッラーの認識の思考と実践で大きな違いにな

ります。彼の主を認識し、しもべにも自分自身を認識します。個人のような何もないような

認識と、永遠にリンクせず、この広大な宇宙と時間枠でです。たとえば、おそらく誰も彼を

いくつかの世紀の後、彼は死んだと彼は覚えても、この記憶彼恩恵はありません覚えてされ

ます。誰もが彼が生まれただけでも 1 年間彼を知っていた。したがって、彼のクリエイター

を認識しない人の観点から、彼は何もようです。 



5.2.2 毎日の祈りS 

祈りと [強制] 与える慈善と前方置く自分のためどのような良いアッラーとそれを見つけるこ

とを確立します。確かに、アッラーのあなたが何を見てください。 

（コーラン: 2/110) 

毎日の祈りのイスラム教の第 2 の柱のです。[98].5 毎日の祈りイスラムであります。これら

の各約 10 分、彼らは時間の角かっこで実行します。たとえば、13.00 では正午の祈りの開始

時間ですと午後の祈りのスタート時間 17.00 であるし、1 つは、正午の祈り 13.00 から 17.00 

までを実行するいるとします[99].それ以外の場合、それは罪として考慮されます。毎日の祈

りだけでなく、モスクきれいですどこでも実行できます。[100]. 

毎日の祈りと追加の部品の義務の部分で構成されています。追加パーツは、本質的に預言者

ムハンマドの練習によると (彼に平安あれ）。これらの部品が似ており、彼らのサブユニッ

トから構成される立って、おじぎダウン、虚脱としてユニットの構成されています。毎日の

祈りの意図を開始します。[101]そしてその後、ステートメントは、"アッラーは、最大

[102](この知識は、彼の力の最大の手段を助けるように)」、および各遷移で一般的にこれは

言いなおします。立っているときに、最初の章の「オープニング」と呼ばれるコーランを唱

え、この章私たちにアラーによって与えられた特別な嘆願です。この章は次のとおりです。 

で[103]アッラーは、慈悲、慈悲深き御方の名前。 

賞賛[104][とのおかげで] アッラーは、主に世界 （予定） です。 

慈悲、慈悲。 

審判の日のマスター。 

私たちの礼拝と、我々 は助けを求めます。 

正しい道に導いて、 

誰が、皆さんにそれらのパスは、それらの誰に怒りはないのも道に迷っている人の優先され

ます。 

（コーラン: 1/1-7) 

これは、完全な通信私たちの間です、私たちがそれを暗唱しながらアッラーで我々 はアッラ

ーのいうことを聞く 1 つの方法で、他のアッラー私たちとしての嘆願が言うに待機します。

そしてこの後、いくつかのより多くの詩を読誦しています。次の部分では、ステートメント

の感謝、助けを求めるを賞賛している読誦します。 

毎日の祈り部分的に個別に、一部の集会で実行されます。 

男性は、会衆の毎日の祈りの義務の部分を祈るために強く推奨されます。女性にそのような

要件はありません。[105]、しかし、彼らは一緒に行って祈りに参加することができます。祈

りの時間の間に 2 つ以上の男性を一緒にいる場合、彼らは「イマーム」として、それらの 1 



つを選択してください。 [106].イマームは指導者を意味します。イマーム暗唱クルアーンと

宗教的な知識の最高の知っている人の 1 人であることが重要です。イマームは蒲として他の

人に直面して前に祈る。他の人は彼の後ろのラインで祈る。蒲モスク メッカ/サウジアラビ

アの中央です。最初の単語の変遷と祈りの次の部分を渡すし、他の人は彼に従うイマームを

声を出して言う[107]調和。 

秩序は一緒に行ったの祈りで非常に重要です。1 つの方法でこれは、宇宙の調和を反映して

いる： アッラーの意志としてどのように整然とした各波のラップトップから別のラップトッ

プに、地球の反対側に達するを覚えています。 

男性と女性の一般的には別の場所にモスクで祈る[108].金曜日の祈りを除いては、祈りにも

完全に個別に実行できます。私たちの集会で祈るとき、我々 多くのですが、私たちの主は 1 

つであることを感じる。我々 は個別に祈る時、アッラーとより 1 対 1 の関係を感じる。 

毎日の祈りは、多くの点で便利です。 

•                毎日の祈りのおかげでは以下の詩で強調としてアッラーを覚えなさい。 

確かに、アッラーです。私は従って私を崇拝し、私の記憶のための祈りを確立する場合を除

き、神はありません。 

（コーラン: 20/14) 

イスラムのアッラーの近さについての強い意識を持つことが重要です。だからアッラーの記

憶は非常に重要です。アッラーは 1 日に 1 回または週に 1 回または月に 1 回を覚えてするの

に十分ではありません。1 日 5 回アッラーにのみ特定の時間を割り当てるように私たち間近

の私たちの気持ちを改善し、アッラーを愛することができます。アッラーが表されるまたは

人間または法令または別のオブジェクトを想像されていない、彼は、スペース、または時間

制限されていないため、祈りではイスラム教徒自身とアッラーの間の距離の感情はありませ

ん。我々 は以下の節を参照してこれらの事実は間近の感情を許可します。 

男が既に作成されているし、彼の魂が彼にひそひそ声を知っている、我々 は [彼の] 頸静脈

よりも彼に近づいています。 

（コーラン: 50/16)  

アッラーの記憶より良い方法を我々 は世界での生活を見て根本的に変更します。私たち肯定

的になります。我々 はこの例を次に説明すること: まず、ペンを購入していることと仮定

し、第二に、同一のペンあなたに贈り物としてあなたのために非常に特別な誰かによって与

えられたことと仮定します。最初のペンも同じ物理的機能を持っているにもかかわらずおそ

らく 2 番目の状況でペンをはるか幸せにします。 2 番目の状況でペン、ペンだけでも注目の

代表であるため、その特別な人あなたの方の愛と良い。 

私たちは私たちの毎日の祈りを行うとき、アッラーを覚え、多くの場合、このようにより有

意義な貴重な美しいすべてをなります。たとえば、私たちの目を参照してください、私たち

も、もっと重要なは、彼らは私たちの創造私たちの全能のアッラーの慈悲と注目を表示しま

す。我々 は覚えている場合アッラーは、多くの場合、太陽、月、空気、水、私たちの家族、



友人...、同じ理由で、はるかに意味のある、美しいになります。もう一度、この記憶のおか

げで感知し、調和と連帯の 1 つの団結、知恵と制御の下で全体を形成することを覚えている;

したがってその美しさはさらにもっと私たちのため強化されています。また、この記憶とア

ッラーの愛のおかげで我々 は継続的に私たちの愛の感情を行使、これは私たちすべてに向け

て強い肯定的な感情を持つことを助けます。同様に、我々 はこれらのすべての美しさで、ヘ

ルプの継続性と電源アッラーの全能のと永遠の希望に満ちたことができます。 

•                毎日の祈りの神の値が通知されます。毎日の祈りのおかげで自分自身を向上より良

い人間になることにさせる: 1 つは慈悲、慈悲深く、彼/彼女の作成者によって観察されてい

ることを知ることの 1 つ良くなると、良い、悪い行いをすることから控えるを助けます。

我々 は、以下の詩でこの事実への参照を参照してください。 

確かに、祈りは不道徳と不正行為を禁止して、 

そしてアッラーの記憶は大きいです。 

（コーラン： 29/45) 

•                毎日の祈りでアッラー、感謝、感謝とない恩知らずになることに自分自身を向上さ

せます。これらは、コーランの強調の重要な値です。 

いや ！しかし、アッラーだけでサーブし、の感謝します。 

（コーラン: 39/66) 

  

(あなたの義務を） 注意してください、アッラー、あなたに感謝を与える可能性がありま

す。 

（コーラン： 3/123) 

  

私に感謝します。私に向かって恩知らずことがないです。 

（コーラン: 2/152) 

•                毎日の祈りで、地面に私達の額を置きます。イスラム教では 1 つの最大の罪は傲慢

さです。我々 は謙虚に向かってアッラーと彼の使用人をに向かってする必要があります。と

きおじぎを我々 と我々 が私たちより大きな力がある、毎日の祈り、我々 は状態にサジダ;

我々 は、我々 すべての上にはないこと状態;私たちは私たちの主対象を上記のすべての中に

他のユーザーと等しい状態します。この方法は： 我々 は謙虚に、次の下線付きになること

に自分自身を改善しよう 

忍耐と祈りで助けを求めます。 

謙虚なものを除いて、ハードです。 



（コーラン: 2/45) 

•                上記の詩でも述べたように、毎日の祈りで私たちアッラーから助けを求めます。ア

ッラーの助けを求めてイスラム教の重要な要件は、この本の関連する部分で説明したようで

す。 

•                毎日の祈りは、しもべは彼の作成者に最も近いを取得します。それは彼の使用人を

愛する彼のクリエイターと彼の創造を愛している僕の継続的な会議です。 

イスラム教では、我々 はアッラーに私たちの存在と祈る。毎日の祈りでは、私たちが祈る私

たちの心を持つだけでなく、私たちの精神と体のすべての私たちの筋肉、セル。我々 スタン

ド、おじぎを我々、我々 サジダ、我々 は彼の存在下での意識と座っています。我々 は、コ

ーランを暗唱、助けを彼を求めます。私たちは私たちに彼の慈悲を覚えて、我々 は彼の近さ

を感じる。 

•                毎日の祈りのおかげで人は知り合いになると彼らは他の人の幸せなのか悪い開発に

ついて知っています。 

•                毎日の祈りは、私たちの健康にも貢献します。崇拝者は彼/彼女の手、顔、腕、足

の祈りの前に洗います。これらは衛生のために便利です。祈りの形での動きは、完璧な定期

的な演習とも健康のために便利です。 

•                毎日の祈りは、不動の人間と時間意識と規律のための同情の改善に役立ちます。 

毎日の祈りは、多くの他の方法で便利です。毎日の祈りの最も重要な結果を感じそして知識

のどこに行って私たちとすべての創作者であるという事実です。 

5.2.3 正規の慈善団体 

O あなた信じている過ごすはからは、ない exchange とない友情と仲裁にない日が来る前に、

私たちはあなたのために提供しています。 

彼らは犯罪者は不信者と。 

（コーラン: 2/254) 

哀れみ深い慈悲深さ、寛大さ、善行は、神の重要な値です。そのためアッラー私たちに寛大

な慈悲深い優雅にお勧めします。預言者ムハンマド （彼に平安あれ） をほぼ何でも彼が貧

しい人々 に与えたし、アラーの方法でこの点で良い例をされています。 

すべての作成とアッラーのしもべとして他の人と社会についての世話はイスラム教では、非

常に重要です。 

以下の詩で強調したように、人間の良いは貴重であり、それを仕事に永続的と肯定的な結果

が生成されます。 

確かに、天と地、夜と日とは、人とアッラーは雨の天から下されたものに利益をもたらすと

海を航海 [大] の船の交替の作成では、人生によりをすべて [の種類] の移動の生き物をそこに



分散の生気の後の地球に与えると [彼の] 風と雲の天と地球間の制御の演出の兆候がある、理

由を使用する人。 

（コーラン: 2/164) 

したがって、イスラム教の 3 番目の柱は、正規のチャリティーです。イスラム教では、すべ

ての私たちの存在とアッラーを祈る。正規の慈善団体は、私たちの富を行う祈りです。我々 

はアッラーに与える優先順位は我々 お金を与える優先順位よりも高くする必要があります。 

すべてのイスラム教徒は、基本的な貧しい人々 は必要後、彼/彼女の修飾の富の 40 分の 1 を

与える必要があります。これは、再び、統一の彼らの兄弟や姉妹は、一緒にすべての彼の創

造をもたらすアッラーに関連します。この事実と他人に対する思いやりの結果としてのアプ

ローチ、慈善団体の根底にあります。必須の慈善事業に加えて、我々 も我々 を意味してい

るの詳細を与えるために推奨されます。 

その一方で、アラーは言います。 

[アッラーの道] を過ごすまであなた良い （報酬） があなたを愛することから達成するない

です。 

（コーラン： 3/92) 

私達が自分のことだけを考えれば、したがって我々 良いことはできません。 

またイスラム教のバランスが重要です。コーランで言ったように： 

彼は高揚している空;彼はバランスを確立しています、 

あなたのバランスに違反しないこと。 

（コーラン: 55/7-8) 

だから我々 は我々 自身の自己、社会内と私たちとアッラーの間のバランスに向けた事前に

あります。 

もし我々 は常に"私には、私に"我々 はこのバランスに到達することはできません、我々 の

幸福に到達することはできません。しかし、我々 はアッラーの世俗的な見返りを期待せずを

与える場合は、私たち私たちの魂を社会内と私たちとアッラーの間でバランスを近づくこと

ができます。 

この方法では、我々 だけ「私に、私に」; ということがないので、しかしも「私に、私にそ

れらから誰が必要でいる」。だからこれは私たちの中のバランスに役立ちます。この方法を

再び動作私たちの欲のための富を制御するに役立ちます。我々 より良い社会と共感すること

ができますこの方法です。 

義務の慈善団体を通じての社会に関するできる人が必要である人に与えているでしょう。こ

の方法は、金持ちと貧しい人々 の間のギャップが削減され、我々 は社会のバランスに向か

って進んでいるでしょう。次の詩は、この点に関連します。 



それらは国の富右知られて内 

申立人と奪われる 

（コーラン: 70/24-25) 

  

それらのプロパティが [貧しい] 申立人と奪われるの右。 

（コーラン: 51/19) 

前の詩は非常に困難不可能ではない人間のイデオロギーまたはシステムによって到達するこ

とは高い社会のレベルを反映しています。これは、金持ちと貧しい人々 自身異なる当事者と

して人間の視点から検討してください、彼らは、公平なできないためにです。それが貧しい

人々 彼の富の一定の権利は、リッチで認識されている場合でも、これはおそらく金持ちに貧

しい人々 のおかげのような見られるでしょう。金持ちの富から権利を得るために、貧しい

人々 が苦闘すれば、この競合が発生します。しかしアッラー究極の所有者といくつかに与え

る者と人はいくつかの富とその意味はありません 1 つです。そして、彼は権限を与える人間

の平和とバランスを確立することを推奨します。したがって彼の公平な宣言と金持ちの富の

貧困層の権利の認識は、有効であり、決定的なものがあります。したがっての協力とアッラ

ーの遵守、貧乏人は金持ちに劣っている感じることはありませんし、豊かな富を共有すると

傲慢感じることはありません。これだけを通して理解と我々 の競合との数百万人の痛みを減

らすことができます関連手順バランス[109]人類の間で。 

アッラーとの関係に関するバランスも重要です。アッラーは私たち彼の好意の 1 秒あたりの

数十億を与えます。これらのすべての恩恵の見返りに、私たちの感謝を示すため我々 も何か

を彼にあげる必要性を感じる必要があります。しかし、彼は、金持ちと彼は何かを必要はあ

りません。したがって、私たちの感謝を示すため彼の使用人を与えることができます。何

我々 は彼の方法を与えることはありません彼の好意に等しくなります。我々 完全に彼は私

たちを与えるために支払う、この方法でバランスに到達することはできませんを与えること

によって彼の方法でどのような我々 我々 彼感謝示していることができます。彼の慈悲によ

って彼は私たちが与えるものを受け入れる可能性があります。 

したがって、慈善団体を与えることによっていくつかの神の値との調和があります。また、

このように我々 バランスと自分自身内の社会内と関係の中で平和に向かって私たちとアッラ

ーの間進んでいるされます。もう一度、このように私たち私たちの短期的な欲望と弱点に関

するお金や富をより詳細に制御があります。さらに、このように私たち私たちが実際にを参

照してくださいに自分自身をテスト可能性があります。 

5.2.4 断食 

ラマダンの月であることで、コーランだった子孫、男性と明証の指導と区別; への指導 

したがってあなたの誰が月の存在は、彼はそこに速くしなければならない、 

誰が病気や旅行には、類似した日数後に高速しなければなりません。 



使いやすさをアッラーの欲望し、彼ための難しさを希望されない、 

（彼の欲望） あなたが数を完了する必要があります と彼は, 導かしたためアッラーの偉大さ

を讃えてください、おかげで、あなたを与える可能性があります。 

（コーラン: 2/185） 

第四の柱は断食であります。高速ラマダン月の今月の共有とも呼ばれる中にはイスラム教徒

が[110].これは旧暦の月です。 

イスラム教によると断食を食べていない、また、飲酒、構成も昼間とより良い行い、悪い行

動から控えることに非常に慎重にされての性交を持っています。 

断食の重要な成果のいくつかのとおりです。 

まず、断食、によって我々 はアッラーには、最初の優先順位を与えると我々 を向上させる

と状態の私たちの愛と尊敬をアラーのため。この方法は、我々 は、アッラーの喜びを取得ま

しょう。それは直接と具体的に自分自身に関連では、断食は非常に重要です。たとえば 1 つ

の慈善団体、彼の生きている標準を与えるときは同じまま可能性があります。彼は断食する

ときに、しかし彼自身の内で彼はアッラーのために何感じる。我々 の高速とは、おいしいラ

ンチを持っていることができるにもかかわらずちょうどアッラー私たち高速して彼の喜びに

到達したいので、我々 は飢えているにもかかわらず私たち食べてはいけない。本当の愛は彼

を愛する人のための困難を受ける準備ができて恋人が必要です。断食、我々 はアッラーは私

たちから何かを与えるし、私たちは何もアッラーよりも重要であることを感じる。 

第二に、断食、によって共有し、貧しい人々 の感情を感じる。できません食べたり飲んで健

康基準で必要な人は地球上の数百万の何百ものです。私たちが知っている場合は、それが良

いですが、我々 も我々 より速く行動により少ない不平等の世界を確立するために得ること

ができます自分の感情を共有しています。アッラーが権限し、私たちの平和と平等を確立す

るためにお勧めし、彼は私たち彼と一緒に次の節で説明したようにこの点で協力する機会を

与えています。 

[O ムハマドの言及]、ときにあなたの主は、天使たちに言った"確かに、地球上になる、総督

[111].” 

（コーラン: 2/30) 

  

アッラーいくつかの他の上の規定を支持しました。しかし、人の支持された彼らはそこにそ

れらに等しいだろうので、右の手を持っている人への彼らの提供を引き渡すだろうありませ

ん。その後それは拒否するアラーの好意ですか？ 

（コーラン： 16/71) 

第三に、断食で我々 どのように限られた私たちはアッラーの恩恵を鑑賞では理解します。欲

しいものは何でも、我々 は欲しいものは何でも飲むことができるとき、食べ物と水、私たち



にとって非常に普通になる私たちが食べることができるし、我々 はその重要性を感謝するこ

とはできません。しかし、私たちが食べるし、ラマダンの夜を我々 も食べても何も、他の時

間よりもはるかに良い味が同じ食品と同じ水飲み昼間後に飲みます。とき我々 は他を感じた

こととして、我々 を感じる高速倍我々 できなかった場合の日で数日間のドリンクや我々 健

康上の問題だろうかたぶん私たちが死ぬでしょう。断食で我々 はどのように大きな規定経

験、アッラーの恩恵です。 

同様に、我々 を参照してください、私たちを聞く、私たちが呼吸が、我々 一般的に適切に

どのように重要なこれらは、感じることはありません、これら私たちの主の恩恵を十分に感

謝しないでください。我々 はいくつかの分間息ができない場合は、ただし、我々 は息をす

る我々 のすべての富を与えるでしょう。断食でこのような類推を行うことができますので、

我々 を理解することがあります我々 は、どのように限られた私たちアッラーとどのように

ハードの好意を鑑賞では感じることがあります我々 は彼に感謝を試みる必要があります。 

これらの思考や感情の賞賛と感謝一緒にアッラーのため追加特定の祈りのラマダンの月に来

る;だから、イスラム教徒はアッラーの愛と気持ち良さのラマダンは最高レベルに達する。 

ラマダンでは、人々 に友人、隣人、親戚と一緒に一般的にお食事します。ラマダンの終わり

には、お祝いの祈りの集会に行ってし、人々 は、お祝いの日にお互いを訪問します。貧しい

人々 一般的に慈善団体のラマダンを与えられます。だから、感謝の気持ちは、この方法が乗

算されます。したがって、断食多く巨大な個人と社会の肯定的な結果も生成します。 

我々 の高速と、さらに、私たちの体に休憩のために健康のために便利です、期間かかりま

す。 

5.2.5 巡礼 

[言及、O ムハマド] 

とき私たちアブラハムの家のサイトを指定、 

[と] 

何か私とを関連付けることはありません。 

それらに歩いて私の家を浄化 

[祈りの中] に立つ人 

それらの人は、弓し、サジダ 

そして、人々 に巡礼を宣言する; 

あなたに足とあらゆる無駄のないラクダ来る; 

彼らはすべての遠くのパスから来る 

彼らは彼ら自身のための利点を立ち会うことができます。 



彼は彼らのために提供している牛を既知の日アッラーの名前を言及します。 

だからそれらを食べるし、悲惨と貧しい人々 を養います。 

（コーラン： 22/26-28) 

第五の柱イスラム教の巡礼です。巡礼は、少なくとも 1 回で彼の人生を実行するための手段

がイスラム教徒をしています。巡礼メッカ/サウジアラビアといくつかの祈りの神聖なモス

クへの訪問で構成されています[112]それとその周辺の特定の場所。 

メッカにアッラーと彼の使用人のいくつかの強い関係を思い出させるアラームがあります。

これらの関係の記憶はアッラーについての私たちの意識の向上に非常に便利です。 

多くのそこのリマインダーの預言者アブラハムの私たちを思い出させる （彼に平安あれ） 

と彼の家族。 

預言者アブラハム （彼に平安あれ） 数千年前に住んでいた。彼はアッラーの主に異教の国

の団結を宣言する任務を与えられました。彼の国の支配者、彼を罰するし、彼の潜在的な信

者のためのレッスンを与える両方に巨大な火災に彼を投げることによって彼を殺すことを決

めたので、彼は彼の義務でした。アブラハム （彼に平安あれ） 彼の方法を変更しない、彼

は何もアッラーの交渉ないも人を殺したいと思った、彼と彼はアッラーを信頼します。ルー

ラーをカタパルト設立し巨大な火災をする、彼らは彼にそれを投げた。アッラーの恩恵によ

って、火をプールになってください。預言者アブラハム （彼に平安あれ） が保存されまし

た。この非常にカタパルト、この非常にプールでŞanlıurfaです/Turkiyeとオープンを訪問しま

す。 

後で彼は彼の妻と彼の幼い息子とが誰もその当時住んでいたメッカへ行った。任意の水の源

でした。彼らはそこに行って、彼はそこに置いていた。彼は、彼は彼の家族を守ることアラ

ーに嘆願しました。彼の妻はアラーに提出、彼女が彼女の子をとどまった。アブラハム （彼

に平安あれ） 左、彼女は彼女は子供に一人で。彼らはすべて完全にアッラーを信頼しまし

た。しばらく彼女はここにあるいくつかの水を見つけるために歩いた。彼女は子供をそばに

来たとき、彼女は砂から彼女の息子イシュマエル近く見たし、（彼に平安あれ） いくつかの

水が登場します。その水は、アッラーと彼らの嘆願への応答で彼らの信頼のための報酬だっ

た;その水は今日の巡礼者の数百万に豊富に提供しています。巡礼者は、水、ホームの国に

ももたらします。 

その後、アブラハム （彼に平安あれ） 人がメッカに帰って蒲、聖なるモスクのメッカで

は、彼の息子イシュマエル設立 （彼に平安あれ）。そのモスクのイスラム教の中心地です。

すべてのイスラム教徒の毎日の祈りを実行中には、世界でこのモスクに直面します。この中

心的な場所の 1 つの理由は、祈りの秩序を促進するためにです。アッラー スペースや場所に

よっては次の詩の比喩で説明したとおり制限されません。 

そしてアッラーは東と西に属する。だからターン [可能性] どこに、アッラーの顔です。確か

に、アッラーは、すべてを網羅したと知ることです。 

（コーラン: 2/115) 



メッカである思い出させるアブラハムの信頼の他の多くのアラーム （彼に平安あれ） と彼

の家族にアッラーは、彼の愛と恵みを。私たちそれらのアッラーと彼の使用人の純粋で誠実

な関係の例を参照してください。誰に誰もがあったのでアブラハム （彼に平安あれ） と彼

の家族を表示または何でも; を示すだろうあったアッラー以外は誰も彼らの助けを求める可

能性があります誰から。 

数千年後、メッカを入力になった。しかし、これらの人々 は一般的に多神教徒でした。この

ような環境では預言者ムハンマド （彼に平安あれ） の西暦 571年は生命に来た[113].および

彼の友人で、我々 はアッラーとそのしもべ多くの寸法の間に強い関係の例を参照してくださ

い。巡礼の間に私たちを訪問するすべての場所でこの点で覚える事があります。 

預言者ムハンマド （彼に平安あれ） 難しい条件内環境で生まれた。前にも彼が生まれ、彼

は 6 歳だったとき、彼は彼の母親を失った、彼は彼の父を失っていた。彼はいつ学校に行っ

ていない;彼は、どちらを書いても読んで知っていた。しかし、彼は非常に高い道徳の人だ

った。Messengership に来る前に、彼は信頼できると愛称で呼ばれました。 

40 歳で、彼は最初の女神異聞録アッラーの啓示天使ガブリエルを通してから受けた (彼に平

安あれ）、山の洞窟で。最初の啓示の衝撃的な影響を彼はホーム震えと非常に冷たい感じを

行った。彼は彼の妻に言った「私をカバー、私をカバー ！」と彼の妻は彼をカバーします。

彼は彼が恐れていた彼の妻に言った。彼女は答えた："アッラーはあなたが不名誉されます

は決して。あなたは、親類縁者と良好な関係を保つ;あなたの弱いの負担を負う;あなたは貧

しい人々 や貧しい人々 を助ける;あなたのゲストを楽しませるし、真実のパスに苦難に耐え

るは"。 

最初の啓示の影響が終わったとき、彼は彼女に何が起こったかを語った。彼の妻はクリスチ

ャンの知識がある人に彼を取った。彼は何が起こったかと言った。キリスト教の人では、こ

のモーセに来た同じ精神だった (彼に平安あれ）、彼が彼の人々 ターン彼時間ライブをした

いと思います。預言者ムハンマド （彼に平安あれ） が彼の人々 彼判明かどうかを尋ねた。

はい、そして、誰も彼が何をもたらす似た付属敵意で扱われていたと彼は言った。彼はその

日まで生きているだろう場合は、その後彼は彼を強く支援すること。 

確かに、それは途方もない作業だった。1400 年前、砂漠の真ん中を想像し、人々 は偶像を

崇拝が効率的な法律ではない、ない信頼性の高い法執行機関。もたらすとは全くの信念、行

動、経済秩序、あなたのコミュニティの政治に対するメッセージを広げてみてください。こ

れは自殺をコミットするとほぼ同等です。しかし、アッラーは彼の人類から彼を保護する彼

に伝えていた。確かに、私たちが預言者ムハンマドを参照してください (彼に平安あれ） 当

番のイスラム教の最も弱い、最も困難な段階で、彼は自然死死亡しました。たとえば、いく

つかの預言者ムハンマド後次の指導者が （彼に平安あれ） が死亡しました。 

女神異聞録の彼はアッラーの統一人類に宣言する必要があった。 

不信者は非常に初めに気にしませんでした。しかし、詩は非常に強かった、彼らは彼の人々 

の崇拝神々 を参照してくださいに、聞くことを作成する、任意の良いか悪いかにできなかっ

たことを述べていました。しかし、政治、ルール、当時の経済すべての多神教を基づいてい

た。 



それから、メッカの指導者は彼を停止する方法を模索し始めた。彼らは彼のお金を提供は彼

はその時の最も美しい女性と結婚する彼を提供、彼らは彼を変更または停止宣言の啓示の見

返りとしていくつかのリーダーシップを提供します。預言者ムハンマド （彼に平安あれ） 

彼は変更、またはできませんでした彼はアッラーからであったことを信じたので、メッセー

ジの配信を停止ことを言った。 

その時、彼のコミュニティとその他の不信心者の指導者を開始した預言者ムハンマドを停止

する力を使用する (彼に平安あれ） と彼の友人。彼らを拷問、彼らをボイコットした彼らを

侮辱、彼らは殺される、彼らがするものは何でも彼らはイスラム教を停止することができま

す。 

特定の段階では、アッラーはイスラム教徒の都市メッカからほぼ 500 キロメートルがメッカ

からメディナに移住する許可。ほとんどのイスラム教徒の移住、そしてその後、彼らは安全

に預言者ムハンマドを移住したことを確かめる (彼に平安あれ） も彼の友人の 1 つに移住し

ました。彼らは両方 1400 年前に、それらの背後にある人々 はそれらを殺すために強く喜ん

でを通して砂漠を旅を想像します。大きな報酬は、誰が死んで彼をもたらすだろうを提供ま

たは生きていた。しかし、彼らは約彼を殺すためだったたびに彼は奇跡的に、アッラーの保

証に従って保存されました。 

メディナのも信者に不信者によって何回も襲われました。しかし、イスラム教が速度と育っ

た。イスラム教を受け入れた人々 の間で多くのユダヤ人とキリスト教徒の人の期待には、地

域から来て、重要なメッセンジャー預言者ムハンマドのような形に彼の messengership の兆

しを見たが （彼に平安あれ） と多くの奇跡。いくつかの年後、イスラム教徒が不信心者の

メッカ、劣勢し、イスラム教徒は、預言者ムハンマドのリーダーシップのメッカを征服 （彼

に平安あれ）、彼らの力の間に大きな違いがあったとせず、任意の抵抗に直面しています。

預言者ムハンマド （彼に平安あれ） 拷問、侮辱、彼と彼の友人を殺すしようとすると、不

信者は、許し、人はそのプロパティを家宅捜索します。 

イスラム教は急速に普及し、預言者ムハンマド （彼に平安あれ） と彼の友人は歴史の中

で、現時点では高名があった。彼らがアラーで信頼し、アブラハムと同様、最大の成功を得

た (彼に平安あれ）。 

巡礼では、我々 すべてのアラームを見るので、同様にそれら。 

巡礼についての最も興味深い事の 1 つは、アラファト議長の滞在です。ほぼ 25 離れたメッ

カ アラファトと呼ばれる場所です。それはあらゆる建物のなく砂漠のオープン エリアで

す。その場所が、アダムが宿るとイブ (平和は彼らに) この地球上に初めて会った。今、各年

は、特定の日の 4 または 500 万人一緒にその場所に来る;黒、白、貧しい人々、豊かな、古

い、若い...; の人々 のすべての種類。 

それについて、グランド ・ グランド-グラン. 子供の非常に最初の男性と女性の会議は非常

に最初の両親に会ったと思います。そしてそれが金持ちから貧しい人々 を区別するために困

難です。労働者からボス.すべての人が白いタオルを着ている、すべての女性はシンプルな

服を着ている、誰もが簡単なテントの下での滞在します。人間の兄弟や姉妹の例としては何

もこの世界でこのイベントに近いです。 



主の巡礼巡礼者彼の人生の残りのために思い出に残ると比類のない印象や感情を残します。

どこにも私の経験によると 1 つは人間の兄弟や姉妹の巡礼のように感じることがあります。 

上記は、イスラームの 5 つの柱をまとめていますように： 証言、毎日の祈り、正規の慈善団

体、断食、巡礼。 

6          成功に向けての手段 

私たちを与え、それらの理由の好意の数十億のソースは慎重と感謝して人を探します[114].

彼は作成者と彼の慈悲、すなわちアブラハム、モーゼ、アッラーの使徒に招待する人を見つ

けるし、イエス ・ キリスト、ムハンマド.（平和は彼らにされる)。彼は、メッセージをリッ

スンします。次の節に関連のステートメントのいくつかの信者があります。 

"私たちの主、確かに我々 は [言う] 信仰に呼ぶ発信者を聞いた 

'あなたの主を信じる'、我々 は信じています。 

私たちの主だから私たちの罪を許すと私たちから私たちの悪行を削除、私たち死ぬ義人

と。」 

（コーラン： 3/193) 

そして、彼は「使徒に従うかの選択」になります。こうして彼はイスラム教のパスを入力、

真実についての基礎を信じて可能性があります。その結果、彼は彼が良くなるように良い行

いをする必要がありますアッラーによって与えられたガイダンスとアラーによって必要な値

についてさらに。多く彼はこれらの値はより改善する彼はアッラーの近さを感じることより

多くのアッラーは彼と一緒に; いたしますアッラーは彼を彼の義のしもべに準備を彼の好意

に満足しているになります。だから彼/彼女が真実かつ永続的な満足度この世界と来世に達

する。 

だから、この目標に向かって進むためには、1 つはこれらの値が彼の主と、真実を信じて善

行に世話をする必要があります。すべての人の概念の下でと見なされます「アッラーを提

供」言及次の詩で。 

我々 （だけ） を提供します。我々 （だけ） 助けを求めます。 

（コーラン: 1/5) 

  

私は、ジンと人類を除いて私を提供するを作成していません。 

（コーラン: 51/56) 

これらの結果として 1 つは神の愛、次の節で述べたように達することができます。 

人の信仰して善行を行う、 

愛についてそれらの慈悲を確かにもたらすでしょう。 



（コーラン: 19/96) 

これらを実現するには、1 つ必要健康なロジック、強力な文字、アッラーは、忍耐力、必要

な努力を費やすことの助けを見て、聞いて、我々 を観察する明白な事実、私たちの創造と私

たちの純粋な初期コードのメッセージとして私たちの学部。これらは、次に説明します。こ

れらはある程度を使用せず 1 つは成功することはできません。我々 は、我々 は効果的にそ

れらからの利益かどうかを決定することがありますので、それらを知っています。それはな

ぜアッラーを参照これら多くの詩にクルアーンに理由の一つです。 

6.1     ロジック 

（ムハンマド） は、たとえば、 

"これは私の方法です。私の信者との適切な理解アッラーにご招待いたします。 

アッラーは、ほとんどの栄光です。 

私は他の人は彼と関連付ける人のではない」。 

（コーラン： 12/108) 

強力な論理はアッラーに します。しかし、ロジックは、特定の資格の影響下でです。強力な

論理偏見から無料であること, 音の知識、サウンド キャラクター、努力が必要推論、注意深

い観察とケアについての真実を。これらの要素への参照がアッラーになりますコーランから

の例を次に示します。 

[これは] 慈悲、慈悲深き御方から啓示。 

その詩は詳細が、本は、コーランのアラビア語を知っている人々 のため、 

吉報とワーナーの贈り主として;しかし、彼らは聞いていないのでそれらのほとんどを向け

ます。 

彼らは言う、"私たちの心の内装材を私たちを招待、私たちの耳に難聴には、わたしたちと

あなたがたとの間にパーティションですから、だから仕事;確かに、我々 取り組んでいます." 

（コーラン: 41/2-5) 

  

彼の国からの傲慢な指導者圧迫されたと考えられている彼らの中に尋ねた：「あなたは本当

にサレフ彼の主からのメッセンジャーであること信じるか？」彼らは答えた：「我々 は確か

には彼が送信されている啓示を信じて行う」。 

傲慢な人は言った:「確かに我々 は不信者が信じることでいます。 

（コーラン: 7/75-76) 

  



彼の [最適] 彼は彼に呼び出しと悪を削除し、地球の継承にするときは、絶望的なのいずれか

に応答するですか？神アッラーとはありますか。少し彼らを反映して ！ 

（コーラン: 27/62) 

この本の他の部分では、コーランによると推論の例と方法を説明しました。 

6.2     サウンド キャラクター 

その日はいつがない利点 [誰] 富や子供たちは、 

アッラーに純粋な心をくる彼を除いて 

（コーラン： 26/88-89) 

  

確かに、（ムハンマド） は、あなたの偉大な道徳的なキャラクターです。 

（コーラン： 68/4) 

  

確かにされているあなたのためにアッラーの使徒、その希望は、アッラーと最後の日です、

誰が頻繁にアッラーを覚えているだれでものための優れたパターン。 

（コーラン: 18b） 

それぞれの人を選択についての信念となります。この選択は一人ひとりの個性が反映されま

す。 

この世界は一つ信じるか信じない強制ではありませんように設計されています。我々 は次の

節で見るように、目に見えないの信仰が必要です。 

これは、本についてガイダンスを正義の疑いがないですが、 

人は目に見えないの祈りを確立する、我々 が彼らのために提供しているから過ごす信じてく

ださい。 

（コーラン: 2/2-3) 

我々 は、以下の節を参照するくださいとは、アッラー意志を持っていた彼は誰もが作ったか

もしれないちょうど 1 つの均質なコミュニティのメンバー。 

アッラーは、彼はあなたに [宗教にユナイテッド] 1 つの国をしただろうが、彼は対象] でテ

ストするのに彼に与えて had;だから [には] レースすべて良い。アッラーはすべて一緒に、あ

なたのリターンですし、彼は、あなたは上に異なる使用に関するを通知します。 

（コーラン: 5/48) 



私たちの環境、目に見えると目に見えないと把握し、目に見えないを参照してくださいする

私たちの障害一人一人が彼/彼女の信念や不信によると、彼のキャラクターと彼/彼女のロジ

ックと一緒に値を形成することができます。私たちは人とだけ何で客観的に導かれるこの方

法は、強制なしです。たとえば、感謝調和はどこにすべてのこのから来ることを考えるはこ

の宇宙のすべてを支持の恩恵ではないです。感謝を本当に気にする人のすべてのこれらの恩

恵に感謝しないの難しさがあります。彼は感謝してない場合は、彼はおそらく不幸を感じる

だろう[115].だから私たちの論理自然私たちの性格の圧力の下にあります。[116]. 

したがって、イスラム教では、自分の信念を選択する自由が非常に重要です。この次の詩で

明確な参照があります。 

宗教のものと決して強制でないです。 

右側のコースは間違ったから明らかになった。 

だから誰でも悪を拒否し、アッラーと考えているそれでは休憩と最も信頼できる握りを把握

しています。 

そしてアッラー聴覚と知っていることです。 

（コーラン: 2/256) 

  

確かに、我々 への道に彼を導いた、彼は感謝している、または彼は感謝されます。 

（コーラン: 76/3) 

  

言って、"真実の主から、ので誰でも彼を信じて; 遺言を聞かせてです。誰が彼を信じない遺

言を聞かせて"。 

（コーラン： 18/29) 

  

言う、"O 人類、真理があなたにあなたの主から誰が導かれるのみ [にとっての利点] ガイド

付きですので彼の魂と誰が道に迷って行くだけ行くガンダムアス トレイ [違反] それに対し

て。私はあなたの上に、マネージャーではない」。 

（コーラン: 10/108) 

彼は明白な奇跡を見た場合でも多くの状況で信じないを信じていないでしょう。彼は信じる

ように強制される場合を除き。しかし 1 つが信じるように強制されている場合は、これは本

当の信念も真実の誠実な認識でしょう。彼は彼の性格を信じるかアラーによって受け入れら

れるために apt ではない場合再び過去がまたことを示している明白な奇跡があって、人信じ

られないでしょう[117].次の詩は、これを示します。 



我々 を送っていた場合でもを彼らに [メッセージ] と天使と死者 [それ] のそれらに話し、ア

ッラーの意志である限り、我々 すべての [作成] のものは、前に彼らが信じていないと集ま

った。しかし、[は] のそれらのほとんどが無知であります。 

（コーラン: 6/111) 

奇跡はるかに自分の信念に影響いないながら、人々 の責任を増加させるでしょう。 

6.3     アッラーのヘルプ 

アッラーは彼のしもべを十分ではないか。 

（コーラン: 39/36) 

  

"とがアッラーを通して私の成功はありません。 

彼には依存していると彼に帰る」。 

（コーラン： 11/88) 

  

しかし、アッラーがあなたのプロテクターは、 

彼は最高のヘルパーです。 

（コーラン： 3/150) 

アッラーの助けは両方の信者と不信者のために重要です。信者はそれのそれはアラーによっ

て受け入れられることがありますそれを維持可能性があります現実信念、信念は、アラーに

よって受け入れられる善行を行うことが必要があります。不信者は彼らはイスラム教のパス

に導くことができるように必要があります。そしてアッラーのヘルプを起動するために、彼

らは両方アラーによって必要とする特定のユニバーサルおよび神の値が必要があります。 

我々 は、以下の節を参照するくださいと、善行私たちはアッラーの慈悲を呼び出すのヘル

プ： 

確かに、アッラーの慈悲の良い doers に近いです。 

（コーラン: 7/56) 

人間としての私たちの目標と責任は大きいです。しかし、我々 の弱点があります。たとえば

私たちの知識は限られている： 数十年間、特定の方法で何かを知っているし、それは明らか

に間違っていたことを感知する可能性があります。どのように我々 の信念と善行の面で成功

しているを望むことができ、か。その一方で、何アッラーのため、我々 はあまりにも多くで

も大きな彼の好意のために支払うことができません。しかし我々 は最善を尽くすしようと、



間違える可能性があり、常にであることには、失敗のリスクと、失敗の結果大きなにくい。

したがって我々 もそのリスクを管理する必要があります。管理方法は？ 

上記のリスクを管理する信念と善行の面で成功するための基本的な方法は、慈悲アッラーの

で、彼の助けを求めると彼のガイドラインに従うことを信頼することです。彼の助けを借り

て私たちの善意とアッラーの誠実さが向上し、受け入れられる可能性があります。 

アッラー私たち次の節では、私たちは彼の助けを求めることから防ぐことが主要な障害傲慢

であり、我々 は適切に彼の助けを求めることができるように我々 謙虚さが必要教えます。 

忍耐と祈りを介して助けを求める、確かに、それは謙虚に従順な [アッラー] を除くことは困

難です。 

（コーラン: 2/45) 

コーランの非常に初めには「オープン」と呼ばれる章です。この章は、私たちにはアッラー

によって与えられた特別な祈りです。この章の途中でこの詩がある： 

「我々 を提供とは我々 助けを求める」 

（コーラン: 1/5) 

この章と、したがってこの詩は何回も毎日、イスラム教徒も最も知識によって読誦する必要

があります。だからアッラーの助けを私たちの生活中に求めることが重要です。 

一度預言者ムハンマド （彼に平安あれ） 誰の単独行為彼の友人が彼の楽園を入力を作るだ

ろうと語った。彼らは言った、「、O アラーのメッセンジャーはあなたもですか？"彼は言

った、"アッラーは私と彼の慈悲をシャワー限り、いいえ、私は、さえ。だから完璧に近い

のしてください。そして、誰のための死を希望する;彼は良い行為彼はより多くのこと、ま

たは彼がやっているのでどちらかを行うには間違っているので、彼は後悔することがありま

す"。[118] 

アッラーの助けを求めることは私たちに非常に固有のものです、それはとても自然です、そ

れは非常に論理的です。あなたの場所にロックされていると仮定がありませんない飲食、な

い光。緊急を取得する必要がありますが、誰も外であるかどうかがわからない。だから、誰

も外であるかどうかがわからない場合でも、ヘルプを呼び出す必要があります。 

だから、いずれの場合も、成功するための真実の助けを求める必要があります。 

以下の詩で言ったように、アッラーの近くです。彼は私たちの誠実な嘆願に答えると約束し

ます。 

そして、私の使用人はあなた （ムハンマド） は、私に関する質問が、 

確かに近くにいます。 

彼は私に呼び出すときに、認証要求側の呼び出しを応答します。ように私に (服従によって) 

対応し、私は彼らが [当然] 導かれる可能性がありますを信じてしましょう。 



（コーラン: 2/186) 

したがって、受容とアッラーの助けを借りて成功の重要な要件です。これらは、誠実さ、謙

虚さ、感謝のコーランに記載の他の肯定的な資格のある程度を持っているものに近いです。

ただし、特定の人々 と理由をしないでください、ものや、以下に説明と短期的な願望の制御

下にある人々 は到達できません。 

それ以外のアッラーは、アクセス許可によって信じるように魂のためではないと彼は穢れの

ある人々 理由は使用しないを配置します。 

（コーラン: 10/100） 

  

しかし、[喜んで] 不信、彼らに彼らの胸を開く人アッラーから怒り、彼らのため素晴らしい

罰です。 

彼らは、来世で世俗的な生活を優先し、アッラーの信じられない人々 ガイドをしていません

です。 

（コーラン： 16/106-107） 

人は彼の短期的な欲望の影響下であり決して真実は、アッラーの助けを求めている間彼が印

も警告からの利益のため不可能です。これは、信念が、ロジックの問題だけでなく、正義、

感謝、注意深さ、ビジョンの問題のためです.次の詩でこの事実への参照です。 

看板等、それらの人々 は信じていないメリットはありません。 

（コーラン: 10/101) 

  

O 人類を不公平ですのみ自身に対して、単なるされる世俗的な人生を楽しむ。 

私たちにあなたのリターンは、 

我々 はあなたが使用するをお知らせします。 

（コーラン： 10/23) 

すべての私たちの罪と過ちの対象として誰もアッラーから希望を失う必要があります。誰も

彼から来ることができる負のものに対して特定する必要があります。結果が肯定的なことが

ありますので、イスラム教徒は真ん中の方法を採用します。次の詩のこれらの事実への参照

です。 

「確かに、誰も信じられない人々 を除くアッラーからの救済の絶望する。」 

（コーラン： 12/87) 

  



[アッラーの計画から安全に感じるか？しかし、誰がアッラーの計画を失う人々 を除いてか

ら安全な感じです。 

（コーラン: 7/99) 

したがって誰もが彼の助けを求めるの状態でする必要があります。 

6.4     私たちの努力＆ 忍耐力 

我々 は短期的な喜びを与えると永久的な完全な満足を達成するために、レベルと高レベルと

長期目標の合法的な低レベルの目標と願望を越えて。イスラム教徒は神と共にあるために眠

っているのではなく、まだ暗いときは目を覚ます必要があります。彼は、彼はアッラーの喜

びを得る可能性がありますので、彼のお金の一部が貧しい人々 に与える必要があります。彼

は彼はアラーに従うことがあります、彼は彼の健康を保つかもしれない飲酒を控える必要が

あります。しかし、短期的な喜びや苦痛を渡す、我々 は十分に強い場合に長期的な大きな目

標に達した。この最後の我々 の努力を費やす必要がある、この方法でアッラーを愛する資格

の面で我々 自分自身を向上させることがあります。時々 短期および長期の用語の間の紛争

は、短期的に傷つける可能性がありますのでこの道では、我々 は忍耐と忍耐力が必要続行し

ます。これは次の節に記載されています。 

辛抱[119]、ために確かに、アッラーの善行の報酬が失われることを許可していません。 

（コーラン： 11/115) 

良いニュースは、人間だけ彼らが努力を過ごすために必要なことです。アッラーはコーラン

は言う： 

アッラーは、その容量を超えての魂を充電されません。 

（コーラン: 2/286) 

ので、たとえば中誰かの巡礼に行くのに十分な金を持っていない、それは罪に彼のためにな

い巡礼に行く。だから、人間はアラーに対して彼らが行うことができるされているが、彼ら

はしない引数の要件があります。 

どのような人間はアッラーに準拠して行うは最終的に彼らのために便利です。アッラーは次

は言う： 

アッラーはあなたを容易にしようとしてあなたのため苦難を意図していません。 

（コーラン: 2/185） 

その一方で、我々 の努力は誠実でなければなりません。私たちの努力はアッラーの喜びを得

ることは、他の人に見せるを目標にする必要があります。次の詩でアッラーこの事実を告

げ： 

そんな苦悩し、人が祈る [しかし] 人の祈り; むとんちゃくです。 

これらを見ると、貧しい人々 を助けることを拒否します。 



（コーラン: 107/4-7) 

  

確かに、火災のどん底で偽善者になるし、決してヘルパーのためのそれらを見つけます。 

（コーラン: 4/145) 

  

言う、 

「確かに、私の祈り私の儀式の犠牲、私の生活と私の死のアッラーは、主に世界のです.」 

（コーラン: 6/162) 

6.5      他学部 

他の側にアッラー私たちを見て、聞いて、理解、知ること、考えて、思い出しの勉強として

特定の能力を与えています。これらのすべての意思決定をしてくれます。良いを使用してア

ッラーが私たちに委託しているこれらの力を置く必要があります。我々 のアラーの好意の数

十億で見て、彼らの源について考えていない場合は、たとえば、その後我々 私たちの見るこ

と、思考能力無駄かもしれない。 

6.6     明白な事実 

多くの兆候は天と彼らが通る地球です。まだ、彼らはそれらに注意を払うない ！ 

（コーラン： 12/105) 

  

[は言うだろう]、"あなたの記録を読みます。あなた自身あなたの会計士としてこの日に対し

て十分です。" 

（コーラン： 17/14) 

  

彼はしっかりとあなたとそれをシフトしないように山を設定し、[河川、道路、誘導可能性

があることをした] 地球やランドマークに出演しています。 

受けて彼ら [また] 導かれています。 

（コーラン： 16/15-16) 

  

その日にアッラー戻ってそれらに完全に彼らだけの報酬を支払い、アラーは明らかに真実で

あることを知ってしなければなりません。 



（コーラン: 24/25) 

  

だからアッラーに依存; 

確かに、あなたは明らかに真実です。 

（コーラン: 27/79) 

またアッラーは何が正しいか、何が間違っている知っている私たちを聞かせて明白な事実を

作成しています。たとえば学校で私たちの異なる科学の事実からの利益のために研究しま

す。たとえば、星を見てどこ我々 は続行する必要がありますの方向を検索できます。 

またアッラー彼のメッセージでいるのフレームワークに関するいくつかの明白な事実を明ら

かに。 

その中に誰もが同意するいくつかの明白な事実にあります。たとえば、火災や地獄のような

場所は、人間にとって望ましくありません。 

現在の世界でと思われるない事実はまたすべての明白なすべての回で。たとえば、私たちは

当社のクリエイターの好意を示す私たちの周囲で事実を明らかにいくつかと明白ではないま

たは他のも明らかに間違ってかもしれない。違いの原因はいくつかのケースの人間としての

欠点を私たちの意思決定プロセスであるまたはいくつかのケースで私たち私たちの意思決定

プロセス私たちの短期的な欲望によりブロックしていることかもしれません。 

しかし、誰もがアッラーの明らかな兆候は、以下の結果に直面したら、彼らがすべての回で

誰にとっても明らかだったことわかるで 。それはアッラーは、ゲームを遊んでいた次の節で

説明したように理解される;しかしそれらを不合格者それら特定の理由を見ることができま

せんでした。 

我々 は天と地をプレイでそれらの間を作成していません。 

（コーラン: 44/38) 

これは、信者の結論です。ただし、彼らコーランで言ったように、来世で真実を目撃しなが

ら不信者はさらに混乱になります。 

誰がこの [ライフ] で盲目である来世で視覚障害者とより多くの方法で道に迷って. 

（コーラン： 17/72) 

6.7      創作者からのメッセージ 

彼らは言う、"アッラーは、私たちがこれに; を誘導しているを賛美しますそしてアッラーは

私たちを導いていたいない場合我々 は決して導かれているでしょう。確かに私たちの主の使

徒の真実を来ていた。" 

（コーラン: 7/43) 



私たちの知識、目標、ガイドライン、アラームが含まれているメッセージは私たちに私たち

の創造から来ています。彼らは私たちの成功にとって重要です。したがって、それを読むこ

と、理解し、それらが成功するために従うことが重要です。 

6.8     私たちの初期コード 

人間は、他の石、植物、動物などの人間から区別されます。彼は良いが思うに、検索するに

は有効になっている特別な意識を与えられました。 

人 [もの] 良いの嘆願の疲れではないが、悪彼に触れる場合は、彼は絶望的と絶望的なです。 

（コーラン: 41/49) 

それぞれの人間の中深くそこにもアッラーを信仰の痕跡としてのコーランに記載。 

[あなたの主アダムの子供たちの腰からから彼らの子孫を取り、彼らに言それら自身の証言

をしたときは、「私はあなたの主はないか？」言及]彼らは言った、「はい、我々 証言して

いる」[この] 復活の日に言う必要がありますしないように「確かに、我々 これを気づいてい

なかった」。 

（コーラン: 7/172) 

次の節で説明したように、誰でも彼の魂人工の不純物からを浄化する彼の魂の純粋な本質を

アクティブにして成功して。 

私は誓う、魂と彼によって人は均整 

[との識別] に触発その邪悪とその義 

誰がそれを浄化し、彼は成功した、 

彼は人 [破損と] 烙印を失敗しました。 

（コーラン: 91/7-10) 

7          結論 

だから、コーランでは標識の助けを借りて我々 イスラムについてだと結論： 

1。  アッラー、私たちの創造、私たちの主は、愛情のあるアッラーによって愛されること： 

彼は[120]それらに彼を愛して愛しています。 

（コーラン: 5/54) 

2。  アラーによって導かれています。 

アッラーの平和の方法に彼の喜びを追求し、それら暗がりから光の中に彼の許可によって引

き出す、直線のパスにそれらをガイド人ガイドします。 

（コーラン： 5/16) 



3。  アッラーの兆候についての推論: 

彼はあなた理由かもしれない彼の兆候を示しています。 

（コーラン: 2/73) 

4。 アッラーを信じて： 

アッラーとその使徒、使徒、彼は前に送ったダウン聖書の時に彼を送った本信じています。 

（コーラン: 4/136) 

5。 アッラーを信頼します。 

アッラーの let の信者たちを信頼します。 

（コーラン： 3/160) 

6。 アッラーを思い出し ＆ 

7。  アッラーに感謝： 

したがって私は、覚えておいてください、あなたを覚えているだろうと私に感謝して me に

恩知らずことはありません 

（コーラン: 2/152) 

8。 豊漁アッラーに。 

言う、"アッラーを呼ぶまたは慈悲を呼ぶ。どちらの名前を呼び出して、彼に最高の名前に

属している"。 

（コーラン： 17/110) 

9。 アッラーの助けを求めて： 

忍耐と祈りを介して助けを求める、確かに、それは謙虚に従順な [アッラー] を除くことは困

難です。 

（コーラン: 2/45) 

10。        アッラーの注意して： 

あなたが成功する可能性がありますアッラーの注意してください。 

（コーラン: 2/189） 

11。         本当にアッラーは誠実されて ＆ 

12。         アッラーに縋り開催。 



悔い改め、自己修正、アッラーに縋りなさい、アッラーのための彼らの宗教に誠実である人

たちを除いて、これらの信者となります。そしてアッラーは、信者たちは偉大な報奨を与え

るつもりです。 

（コーラン: 4/146) 

13。        アッラーを提供します。 

私は、ジンと人類を除いて私を提供するを作成していません。 

（コーラン: 51/56) 

14。        アッラーに従うこと： 

言う、「アッラーと使徒に従う」。 

（コーラン： 3/32） 

15。         良い行いをアッラー： 

良い。確かに、アッラーの良い doers を愛しています。 

（コーラン: 2/195) 

16。        アラーのための生活 & 

17。         アッラーのために死ぬ： 

言う、「確かに、私の祈り私の儀式の犠牲、私の生活と私の死のアッラーは、主に世界ので

す.」 

(コーラン : 6/162) 

18。         アッラーに送信します。 

彼の主は彼に、「送信」と言ったとき、彼は「世界の主を提出している」言った 

（コーラン: 2/131) 

19。        アッラーをやりぬくこと。 

患者とはアッラーを通してあなたの忍耐をないです。 

（コーラン： 16/127) 

20。        本当にアッラーは耐え忍ぶ。 

あなたの主の患者が。 

（コーラン: 74/7) 

21。        アッラーに属する。 



誰が、それらと言う、災害時「確かに我々 はアッラーに属するし、確かに彼に我々 が返さ

れます」。 

（コーラン: 2/156)            

22。        アッラーとされている： 

確かにアッラー （悪に対する） ガード人と良いを行う人です。 

（コーラン： 16/128) 

23。        アッラーと同意します。 

誰でも何彼はアッラーと契約を結んだが満たしている、彼は彼には偉大な報奨くださいま

す。 

（コーラン: 48/10) 

24。        アッラーに忠実されています。 

彼らはアッラーに忠実だった場合は、それらのために良いでしょう。 

（コーラン: 47/21) 

25。        アッラーに達する： 

（すべての） あなたのリターンは、アッラーにです。 

（コーラン: 5/48) 

26。        アッラーを喜ばせる ＆ 

27。         アッラーと喜んでいる： 

アッラーは、彼らが彼に満足しています。それは大成功です。 

（コーラン: 5/119) 

28。         アッラーに満足している： 

(義人の魂には言うだろう：） 

"O は魂を完全に満足 ！ 

戻るあなたの主を十分に満足して、喜ぶ [彼] を 

私 [義人] 公務員の間で入力してください。 

ぼくの楽園を入力してください"。 

（コーラン： 89/27-30) 



29。        アッラー。  

8          質問と答え 

  

8.1     男性と女性はイスラム教に等しいですか？ 

O 人類、確かに男性と女性を作成が、民族や部族の互いを知る可能性がありますしました。 

確かに、あなたの最も高貴でアラーの視力をほとんどですあなたの義であります。 

確かに、アッラーは知っていることと Acquainted です。 

（コーラン: 49/13) 

男性と女性を同じステータスにイスラム教があります。正しい女性高度視力アッラーのアッ

ラーに彼の義務の慎重ではない人よりも必要があります。次の詩は、この点でいくつかの例

です： 

確かに、イスラム教徒の男性と男性を信じることと信じて女性、従順な男性と従順な女性、

真実の男性のイスラム教徒の女性と真実の女性、患者の男性と患者の女性、謙虚な男性と謙

虚な女性、慈善の男性と慈善の女性、空腹時の男性と断食の女性は、ガードのプライベート

の部分とそう女性男性、とアッラーにアッラーがよく覚えて人と女性は、彼らのためにそう

しています準備赦しと偉大な報奨男性。 

（コーラン: 33/35) 

  

私は主に、回答"決しては [任意] ワーカーの間での作業が失われるかどうか、男性か女性; 許

可あなたは、1 つの別のです。だから人の移住または彼らの家から追い出されたまたは私原

因で損をしたまたは戦ったまたは殺された私は確かに彼らの悪行からそれらが削除されます

と私は確かにそれらが川の流れの下にある庭園に報酬としてアッラーから認めることし、ア

ッラーは彼と一緒に最高の報酬をしています"。 

（コーラン： 3/195) 

  

信じる男性と信じて女性もう一つの同盟国であります。彼らは何が正しいかを命しること何

が間違っているを禁じると祈りを確立して喜捨を与える、アッラーとその使徒に従います。

これらアッラーそれらに慈悲があります。確かに、アッラーは、かもしれないと賢明で高貴

です。 

（コーラン： 9/71) 

  

男性は何が稼いだのシェアは、女性のための彼らが獲得した共有です。 



（コーラン: 4/32) 

  

O あなたを信じて、それ違法女性による強制を継承するためです。それらのための困難 [背

部] 明確な不倫をコミットしない限り、あなたはそれらを与えたの一部を取るためにしない

でください。彼らと優しさに住んでいます。にそれらを嫌う場合おそらく物を嫌う、アッラ

ーにそこに多くの良い。 

（コーラン： 4/19) 

義性別や富によるとよると、アラーの視力の優位性です。メアリーとファラオの妻 （かれら

に平安あれ） 誰記載されている、コーランで例を占めるための高度に多くの男性と比較する

とアラーの視力の。次の詩は、この点に関連します。 

そしてアッラーを信じた人の例を示します: 彼女が言ったときのファラオの妻、「私の主私

はあなた近くの楽園で家建てると私ファラオと彼行為から保存し、不義人々 から私を保存」 

[例] と私たちはそこに私たちの天使を吹いたと彼女は彼女の主および彼の聖書の言葉を信じ

て、熱心の従順だったので彼女の貞操を守ったイムランの娘メアリー。 

（コーラン： 66/11-12） 

イスラム教アッラーのしもべの中では、アイデンティティの最も重要な側面です。だから性

別はアッラーのしもべである特質上考慮されなければなりません。イスラム教は創造主の計

画内の特定の目標によると存在する、という程度に偶然の結果であることから女性を発生さ

せます。このように、されて彼女は特定の条件下恋人と、作成者の最愛の 1 つになると、地

球上の平和を確立するために権利があります。 

もう一度、女性と男性次の節で説明したように 1 つの全体をフォームします。 

そして彼は自分から仲間の静けさを見つけるかもしれないこと作成は彼の兆候である;彼は

あなたの愛情と慈悲の間に配置します。確かにその中を与える兆候は人々 のためと考えられ

ます。 

(コーラン： 30/21) 

イスラム教の預言者ムハンマドによってもう一度関連 （彼に平安あれ） 人々 の尊厳とアイ

デンティティを持っている人間の権利と義務を持つ個人であることに恥じてであることか

ら、性的欲望のトランザクションのオブジェクトであることから女性の 14 世紀前の変換し

ます。  

権利と女性と男性のための要件は同じです。たとえば、富と女性と男性の遺体は法的保護の

対象です。女性と男性の両方にもかかわらず、この女性も男性やいくつかの何百万のドル要

するかもしれないちょうどする必要があります。女性と男性は、毎日日の出前に朝の祈りの

ため目を覚ます必要がある. 



両方の男性と女性のコーランにサバの女王の例によって記載の最高のポジションを保持でき

ます。 

彼女は (シバの女王）、O 著名なもの、私は私の事件に助言します。あなたが私の証人まで

問題を決定しますないです。 

彼らは言った、我々 男性と偉大な軍の力の強さが、コマンドはあなたです、のであなたが指

揮するを参照してください。 

（コーラン: 27/32-33） 

イスラム教では、id と特定各性別と同様のさまざまな機能を認識しています。イスラム教

は、女性の特別な属性を拒否しません。したがって、あるいくつかの状況が異なる要件に女

性と男性の間。 

これらの違いは、女性のために有利と思われます。たとえば、家族の生活に男性です。女性

は、自分の家庭やオフィスで祈ることがあります、モスクに行く必要はありません。 

また戦争の時間は一般的に戦争に参加する男性を必要です。 

イスラム教は男性から私たち姦通、アルコール、および責任の家族のための要件の厳格な禁

止で見ることができる厳格な規律が必要です。したがって、イスラム教は定期的かつ予測可

能な平和な生活をしたい各女性のために非常に便利です。 

今日の男性、女性、子供たちは、一般的に彼らの自然な側面の多くは拒否されます。イスラ

ム教はそれらによると、明確な属性のすべてを保護します。イスラム教はシステムです。イ

スラム教では男性、女性、子供多くの方法で別の 1 つを完了するに設計された生物の部分と

同様です。いくつかの強みに他人の弱点をキャンセルします。これらのおかげでカップルや

ご家族を形成することができます。 

男性、女性、子供が幸せと健康がありますので、各性別に関する家族の義務を認識必要があ

ります。 

イスラムの対策不足一般的な生活のための家族、子供と母親害を与えられます。したがっ

て、今日ほとんどの女性が男性のように奨励してように、我々 は、泣きながら毎朝小さな子

供として多くの悲しい状況を見る; 保育が残っているときまたは来て子供ホーム夜まで; 後期

にそこにいる誰にもなし多くの心理的、経済的帰結... みんなのための問題。 

また今日短期、表面的な無料の関係の男性と女性の間の男性の支配的な西洋文化を鼓舞しま

す。だから両方の性別は、一般的に長期的には、深く、奪われているし、温かい人間関係。

この状況は彼らは非常に持っている間、彼らが望むように、多くの女性へのアクセスを持っ

ていると有利な多くの男性を参照してください可能性があります結果として妊娠と子供のた

めの責任の制限します。女性は暖かいし、敏感な長期的、および深い感情;母とその子ども

のより緊密な関係としてこのライフ スタイルの最大の害に対する女性です。人になるし、よ

り多くを感じるような生活のため孤独よう関係人間ニーズを満たすことはできません。再び

このような生活のため、ある人は両親と一緒に住んでいないか、彼らは生きているが人は決



して自分の母親や父親を知って多くの子供たち。このようなライフ スタイルのイスラムの措

置の欠如から生じる他の多くの問題があります。 

本質的に、これらの問題すべてを支える作成者の統一を拒否します信じられないアプローチ

にも関連しています。すべてとして見られているときだからお互いから何か、間に任意のリ

ンクなしに分離された社会的帰結ほとんど上記の例で見られる負になります[121]. 

したがってイスラムの全体として体系的性別に関する基本的な利点の女性のためを含みま

す。おそらくこれはイスラム教を選ぶ人の数と比較した場合に多くの国でイスラム教を選ぶ

女性の高い数を理由の一つです。 

その一方で、コーランにはありますあまり有利ないくつかの人で女性のために考慮されるか

もしれないいくつかの状況彼らは有利な多くの点で両方の女性と社会が。これらの例外は次

のとおり：-男性に比べて女性の体の大部分をカバーするための要件。-最大 4 つの女性と結

婚する男性のため条件付きアクセス許可。-いくつかの状況で特定の女性と比較すると男性

のためのより多くの富の継承。-1 つの男の証人二人の女性証人債務に関連する特定の法的状

況との置換。 

女性のために不利に見える問題特に質問の対象として、我々 を簡単に次の部分で明らかにし

ます。 

8.1.1 体のいくつかの部分をカバーします。 

[一部] を減らすために信者の女性を教えて彼らのビジョンとガードのプライベート、部品 

[必ずしも] に表示されるそのことを除いて、[の一部] をラップする彼らの装飾品を公開しな

い彼らのヘッド カバー彼らの胸に彼女らを除いて彼らの夫、父親、夫の父親、彼らの息子、

夫の息子、兄弟たち、兄弟の息子には公開しません。、彼らの姉妹の息子、彼らの女性は、

彼らの権利を手を持っている、または物理的な欲望、またはまだ女性のプライベートの側面

を認識されていない子供がないそれらの男性の乗務員。何彼ら彼女らを隠すために知られて

いるように彼らの足をスタンプしないみましょう。アッラーに悔い改め、あなたは、O のす

べての信者は、あなたが成功する可能性があります。 

（コーラン: 24/31) 

  

預言者、あなたの妻と娘と自分自身、外側の衣服の上 [その] ダウンさせる信者の女性を教え

てください。彼らが認識されるが、悪用しては適しています。アッラーの寛容と慈悲はこれ

までです。 

（コーラン: 33/59) 

女性と男性は、自分の体の特定の部分をカバーしなければなりません。しかし、女性は自分

の髪をカバーしなければなりません。[122]、男性を持っていないしながら。これは、そのす

べての美しさを表示することができますいくつかの女性の欲望と自分の周りの美しい女性に

もっとアクセスする必要がありますいくつかの男性の欲望戦があります。 



我々 はこの措置の理由 - アッラーは最高の知っている - 次のように要約があります。 

まず、イスラム教では、1 つまずアッラーの婚姻外の性的欲望の代わりに集中しなければな

りません。 

第二に、1 つを制御する彼/彼女の短期的欲望にいます。社会では魅力的な男性と女性のいっ

ぱいです。どこの人々 は過度の性的喜び、富、ステータスを楽しんで集中社会では;誰も幸

せになることがあります。このような社会では、平均的な人の魂に分割されますのでその臓

器人のように多くのさまざまな欲望の後に実行する多くの部品が取られる離れて。 

第三に人々 が魅力的な社会では、男性と女性の両方に向けて不正行為または結婚しないにが

ちであります。妻と夫の関係の強さは以下となります。このような環境が少ない子供たちと

子供たちは、両親またはない母親または父親なしまたは親のないすべてで離婚を持つより多

くの危険があります。その結果、薬物犯罪、人口高齢化、多くの他の問題のより多くの使用

があります。 

その一方で、社会がこのような措置がない両方の性別に対する多くの性的犯罪が起こるか。 

しかし、控えめなイスラム教で必要な着用、女性はイスラム教の長期的な目標は、子どもと

家族の重要性の重要性についてみんなにメッセージを与えます。 

1 つは頼むかもしれない"女性以上の要件が男性よりもこの点であるか」。研究性的感情に関

する男性がビジョンに敏感な女性としての匂いより個人の機能により敏感であることを示し

ます[123].我々 の全体を参照して搾取を広げる多くのコマーシャルの女性の女性の美しさの

女性が男性に比べての外観に影響力のあるであることが明らかであります。[124].したがっ

て、男性はまた自分の体の特定の部分をカバーしなければならないが、女性はこの点でより

包括的な措置の対象です。 

イスラム教徒の女性のドレスの方法のバリエーションがあります。いくつかは、ヒジャーブ

を着用しないでください。[125].このような女性のほとんどはそれを着ることはないという

を受け入れます。彼らはアラーによって赦されるために期待して可能性があります。それら

のいくつかは、髪をカバーすると厳密には必要ではないこと誤って解釈可能性があります。 

上で最も練習のイスラム教徒の女性摩耗の一般的な要件によると説明しました。 

いくつかのイスラム教徒の女性は、のみ、彼らの目を見られるように、または何も自分の体

のすべてで見られる着用します。これは、時々 彼らのコミュニティのための文化がありま

す。これはまた、すべてのイスラム教徒の女性を含める方法の次の詩の解釈のためがありま

す： 

O あなた信じている入力しない食事のための預言者の住居許可されている場合を除いてその

準備を待ってなし。しかし、招待された場合、次を入力します。あなたを食べているとき

に、会話を維持するを求めることがなく分散します。実際には、[動作] は、預言者、厄介だ

ったし、彼は [却下] の恥ずかしがり屋ですあなた。しかしアッラーは真実の恥ずかしがり屋

ではありません。そして、それらを求める[126][、彼の妻] 何かのために、それらを求める

[127]後ろからのパーティション[128].それはあなたの心の純粋ですと、[129]心。それではな



い [考えまたは合法的な] アッラーの使徒害または彼と結婚するあなたの妻の彼の後、今ま

で。確かに、アラーの視力の恐ろしさです。 

（コーラン: 33/53) 

8.1.2 特定の条件下での最大 4 つの女性と結婚する男性のためのアクセス許可 

O の人々!(あなたの義務を） 注意してください、主よ、人の独身でいるからを作成そのチー

ムメイトと同じの作成、およびこれらから 2 つの多くの男性と女性; 広がって(義務) あなた

の注意がアッラーは誰によってあなたの需要の別の 1 つ、（あなたの権利） と （に） 関係

の関係;確かにアッラーは今まであなたを時計します。 

  

孤児にそれらのプロパティを与えるし、良い [彼ら] の [自分の] 不良品を代用しないでくださ

い。そのプロパティ、独自に消費しないでください。確かに、これまで大きな罪です。 

  

孤児たちを公正対処するない恐怖の場合は、これらは、[その他] の女性、2 つまたは 3 つま

たは 4 つのしてくださいを結婚します。しかし、あなたはいないしだけ、[結婚だけ] ことを

恐れる場合いずれか、または何があなたの右の手を持っています。それに不公平に傾斜があ

りますいない適しています。 

（コーラン: 4/1-3) 

我々 は、上記の詩で見るように、1 つ以上の女性と結婚する必要はありませんとそれだけ許

可されて、特定の条件に基づきます。本質的にこれらの詩で男性と結婚することができます

妻の数に関しては制限が支配されています。 

コーランの本だけでいくつかの年のためではない、現在の段階で我々 の宇宙の世界の終わり

まで適用することができますようにです。別の国では、ピリオドまたはある可能性がありま

す状況は自由のための 1 つ以上の妻と結婚する必要があります。戦争時代に彼らの夫を失う

女性の多くがある可能性がありますたとえば。このような状況でこのような権限がない場合

は、トラブルに経済的、心理的、生物学的および他の多くの方法でになる女性の多くがある

可能性があります。 

その他の状況の 1 つ以上の妻との結婚を許可可能性があります、夫と妻の両方のために有益

である可能性があります: 妻が滅菌は、夫が子供を望んでいる場合は、夫の離婚; することが

できますしかし、女性彼の夫を離婚の代わりに別の女性と結婚することを好むことがありま

す。[130].妻のいくつかの健康上の問題があると結婚の要件を満たすことができないし、彼

女の夫が彼女を離婚を希望しない場合は、彼女は別の妻と結婚する彼女の夫を好むことがあ

ります。場合男は財政的に強い性的要求と彼の妻は夫との結婚のこのケースでは、別の女性

が望ましい別の女性との結婚の外彼の不法な関係にできない場合がありますので。 

許可されていない国で上記の状況が起こる場合は、1 つ以上の女性と結婚する多くの人々 が

婚姻外の妻以外の女性と一緒にする傾向があります。これらの追加の関係は、真剣に、しか



し彼らと浮気見なされながらを認められていません。このような場合で、男性は再び彼らは

一切の責任を他のパートナーを持っていないが、ある程度、彼らが必要得る。それにもかか

わらず、夫、妻、パートナー、子供たちに深刻なトラブルに入力します。 

1 つは、同様の理由で女性も 1 つ以上の男性と結婚できるだろうことを主張するかもしれな

い。しかしこの場合は、みんなのための結果としての害の利点よりもはるかに大きいでしょ

う。まず、子供の父親は明確ではないです。DNA テストは、いくつかのガイダンスを与える

だろう場合でも、父彼父権くらい他人の妻は誰と誰と同様に他の男性の種子が含まれている

女性から生まれた子を感じない。第二に、リーダーシップの感じは男性で一般的に強いで

す。そのため 1 つ以上の夫の家族は大きな衝突を可能性があります。 

その一方で、イスラム教で女性条件として男に誰彼女は彼女が彼に結婚している限り、別の 

1 つと結婚しないように、結婚する置くことがあります。したがって、この、無制限または

広大なアクセス許可ではありません。 

8.1.3 人の息子と娘、妻の特定の条件下と比較すると夫のためのより多くの富の継承 

アッラー、あなたの子供に関する指示します。 雄は 2 つの女性のシェアに等しいもの。[の

み] 人の娘、2 つまたはより多くの場合、それらのための財産の 3 分の 2 です。半分は彼女の

ための 1 つであるかどうかです。 

彼は子供を残したか親のそれぞれにそれらの彼の不動産の 6 番目です。しかし、彼は子供が

なかったかどうかは、親彼から彼の母親の継承は、3 分の 1 です。 

彼は兄弟か姉妹、母親のかどうかは 6 です。 

遺贈後彼は [が] したまたは債務。 

あなたの両親またはあなたの子供、あなたは、あなたに最も近い益があるそれらの知らな

い。 

[これらの株式は] [アラーによって課せられた] 義務。確かに、アッラーは、これまで知るこ

とと賢明です。 

あなたのためである何あなたの妻の半分残して彼らは子があるない場合。彼らがあなたのた

めの子供を持っているかどうかは 4 分の 1 の彼らが残して、遺贈後彼らは [が] したまたは債

務。あなたの子供を残さないかどうか妻の 4 分の 1 です。しかし、子供を残す場合は、それ

らのため何を残すの 8 番目です。 

遺贈後あなた [が] したまたは債務。 

そして男または女も子孫も残しません葉が、兄弟や姉妹がいる場合は、それらの各 1 の 6 番

目です。 

しかし、彼らは 2 つ以上ある場合は、任意の作られた遺贈または負債がない [原因] 不利益限

り、後第三に、共有します。 

[これは] 省令、アッラーはアッラーから知っていることと Forbearing です。 



（コーラン: 4/11-12） 

我々 は、豊かな 100 のリストをブラウズする場合... 200 人世界では、私たち女性の数が 

10 ％ 未満であることに注意してください。これらの人々 の多くは、非ムスリム国でです。

我々 は政治的な数字または高の官僚を見て場合我々 は、多かれ少なかれ、同様の写真を参

照してください。これは、私たち明確に男性より多くの意志と富を増加する容量があること

を示しています。女性の見かけの大きな異論この状況にはないことようである;そしてこれ

らのすべての男性があるので、娘、妻、夫や父親により少ない心配を感じながらに比べて同

じまたはよりよい生活水準を楽しむ母親、これは自然です。 

これらの事実のどれも任意任意の性別の優劣を示しません。アッラーは次の節でこれを表現

します。 

あなたの富も近い私たちの学位をもたらすあなたの息子ではないです。 

（コーラン: 34/37) 

男は、数千人の雇用を作成することがあります;しかし、彼を出産し、彼を育てた人は女性

だった。またおそらく彼の成功は彼の妻のサポートを行うことがたくさんがあります。 

このような構造では、リソースの効率的な使用にそれらをより効率的に管理することができ

ますより多くのリソースの管理を与える特定のメカニズムが必要です。その一方で、十分な

経済生計をみんなのために保護があります。 

非常に詳細な規制やイスラム教の継承慣習の研究です。継承によると原則イスラム教では、

特定の状況の女性で等しい共有として男性があり、特定の状況で特定の女性は男性よりも少

ない受信します。継続的な財政責任または親のための家族のため主に男性に属しています。

たとえば、結婚前に男を与えるまたは彼の妻、彼の妻を受け入れる富の量を誓約が必要で

す。結果として、この一定条件下での分布の違いは、男性より良い職務を実行するを有効に

します。だから、女性は少ない、しかし彼女の現在または将来の夫が彼の姉妹と比較すると

より大きい部分を受け取ることがありますを継承できます。 

したがって、男性のための肯定的な継承規定のために彼の家族に夫を使うとき、これは自主

的な行動を支持または慈善団体ではないがこれは人のための義務と女性のための権利です。

だからこの体系は、女性があります快適に感じる、家族の富から恩恵を受けながら富夫の家

族の富は本質的に考慮されるように基づきます。したがって、夫は自分のためと彼の妻同等

の生活水準を提供しています。 

8.1.4 一人の男の証人 2 人の女性特定の訴訟の証人との置換 

O 特定の用語の債務を契約するとき人は信じているそれを書いてください。[それ] あなたは

正義の間書くスクライブを聞かせてください。アッラーは彼を教えているように書くことを

拒否するスクライブをさせてはなりません。 

だから彼を書くし、1 つの義務の指示しているみましょう。彼は彼の主アッラーを畏れ， そ

れの何かを残していないことができます。 



1 つの義務があるのか理解を限定または弱いまたはことができない自分自身を決定するに

は、[ディクテーション正義の彼の後見人みましょう。あなたの男性の中から二人の証人の

証人をもたらします。彼女は、二人の男 [利用できます] し、男性と女性の安全を優先する場

合は、その他することができますので、目撃者として受け入れる人から 2 人の女性がないか

どうかに思い出させます。 

時に呼び出されたときに拒否しないの証人を聞かせてください。それを書くは [も] 疲れたこ

とはありませんその [特定] の用語の; 小規模または大規模なかそれよりアラーの視力の公正

と強い証拠としてとそれはあなたが自分の間で行う即時のトランザクションをある場合を除

き、あなたの間の疑いを防ぐために可能性が高いです。その後はそれを書いていない場合は

あなたの責任はありません。契約するときに証人を取る。 

スクライブを害することができますないまたは任意の証人。あなたがこれを行う場合は確か

に、それはあなたに [重大] 不服従です。そしてアッラーを恐れてください。アッラーはあな

たを教えています。アッラーは知っているすべてのものです。 

（コーラン: 2/282) 

起きて、債務について書かれた目撃に関して特に大抵の義務です。ある可能性があります圧

力にミラーリング監視に証人不適切な状況では、目撃する必要があり、それは公正を目撃す

る努力を必要があります。上記の詩で「スクライブを害することができますないまたは任意

の証人」ステートメントでこのへの参照です。このリスクと努力の必要性の多くの詳細が含

まれている可能性があります債務の契約に関連する場合非常に可能性があります。 

したがって、目の当たりに男性と女性と上記の状況での要件の違いのための重要な理由があ

ります目の当たりに女性のための負担を軽減すること、それから 1 つの女性 2 人の女性に配

布。 

8.1.5 いくつかの他の問題についての質問「男性とイスラム教の女性の平等のです?」 

前の部分で我々 はすべての男性と女性とこれらの違いの利点のための要件の違いを説明しま

した。[131]. 

ただし、1 つはイスラム教徒も従わないにこれらの要件を彼らの世俗的な利点のため注意し

てください。イスラム教徒のため、一度アッラーから、特定の順序であるし、この命令に従

わないの十分な理由は明らかです。これらの理由は、アッラーと尊敬の喜びと恐怖アッラー

を取得しています。次の詩はこの点に関連します。 

我々 は彼らに定めていた場合は、「自分を殺す」または「あなたの家を残して、」彼らは、

それらのいくつかを除いて行っているでしょう。しかし、彼らは行っていたかどうかはどの

ような彼らが指示、それは彼らとよりしっかりした位置 [彼らの信仰] のためのより良いでし

ょう。 

（コーラン: 4/66) 

その一方で、いずれの場合でアラーの好意の数百万回私たちはアッラーのための注文を受け

る可能性があります任意の難易度よりも大きいです。アッラーそれらに尋ねた場合たとえ



ば、どのように多くの女性代替 (b) を選択します:"次の選択肢の 1 つを選択します: (a) は、見

ての容量を維持するが、私の女性のための義務を遵守する必要があります。(b) あなたが準

拠する無料になるこれらの義務をするかが、のみを見る能力を取り戻すでしょう」。 

我々 は、以下の節を参照してください、しかしアッラーやさしさ私たちのため意図： 

アッラーはあなたを容易にしようとしてあなたのため苦難を意図していません。 

（コーラン: 2/185） 

だから、私たちの世俗的な不利な点よりも大きくするアッラーの命令の利点が用語にも信じ

ています。我々 は女性のためいくつかの例外的なルールの利点を述べた。しかし、我々 を

見落としかアッラーは知っている利点のいくつかを逃したことは次の詩で説明したようにク

リアです： 

それはあなたのため良いですが、物を嫌う、それはあなたのために悪ですが、ことを愛して

いるかもしれないかもしれない;そしてアッラーはあなたを知っていないが知っています。 

（コーラン: 2/216) 

さらに、我々 も、特定の性別の欠点の関連性の認識とアッラーに従うことを条件として検討

してください。いくつかのケースで不信感の原因に対していくつかの個人的な感情のため職

務を生じる困難などものの拒絶です。この場合と信じて彼の意図が誠実な場合困難のための

信仰を拒否する人が質問する必要があります。1 つアッラーに背くまたは職務または性別の

権利のために彼を拒否を選択した場合は、確かにアッラーは決してこの拒否によって被害を

されています。これは次の節に記載されています。 

私たちに彼らは害をしなかったが、彼らは自分の魂を傷つけ。 

（コーラン: 2/57) 

8.2      なぜ我々 はイスラム教またはアッラーの名の下のメディアの多くの暴力的なアクショ

ンの実行に見えますか？ 

イスラム教は平和を意味して我々 は次の節で見るように、アッラー イスラム教徒公正不信

者を含むすべての人に動作するように誘います。イスラム教ではそれは特定の宗教を受け入

れるように強制することはできません。 

あなたの主は知恵と良い命令の方法に招待し、彼らと最も丁寧な方法で議論。 

確かに、あなたの主は、ほとんどの人は彼の方法から迷い込んできたを知ることです、彼は

ほとんどの人 [当然] 導かれるを知ることです。 

（コーラン： 16/125) 

  

宗教のものと決して強制でないです。右側のコースは間違ったから明らかになった。 



（コーラン: 2/256) 

そのようなコーラン、イスラム教の歴史の中での注文のためのイスラム教徒他のイスラム教

徒に強制がないです。 

さらに、我々 は次の節で見るように、アッラーのイスラム教徒、イスラム教徒を攻撃しない

人を攻撃するを許可しません。しかし、イスラム教徒は自分自身を守るために必要です。 

彼らあなたから自分自身を削除し、あなたと戦うしていない平和を提供する場合は、だか

ら、アッラーあなたのため原因それらに対して [戦闘] をしていません。 

（コーラン: 4/90) 

  

それらの間の不公平をコミットを除き、最適な方法で除く聖書の人々 との議論をしません。

言う、我々 は、私たちに明らかにされており、あなたに明らかに信じています。私たちの神

とあなたの神は一つ;彼に [提出書類] でイスラム教徒であります。 

（コーラン： 29/46） 

  

アッラーの宗教のための戦いはありません、彼らとの親切と公正それらに向かって演技を扱

うからあなたの家から追放するない人から禁止されていません。確かに、アラーは人の公正

行為が大好きです。 

（コーラン： 60/8) 

そして、我々 は次のステートメントを参照して人間に危害を加えるは大きな罪です： 

「間違っていない人類で彼らの商品と、地球では悪ではなく、いたずらを行う」 

（コーラン： 26/183) 

この点で良い例は、イスラム教徒メッカは多くのイスラム教徒を殺した、宣言しイスラム教

徒に対して多くの戦争を組織、それらの拷問、暴力によって彼らの富を取った人は不信者か

ら戻ってきたときに起こった。預言者ムハンマドのリーダーシップのイスラム教徒 (平和は

彼に） 報復し、それらを破壊する力を持っていたが、それらの不信者を許した。アッラーと

無防備の無実の民間人を殺すと主張するテロリストの行為がイスラム教とは何の関係も明確

になりますので、イスラム教も戦時中と同様にこのような民間人殺されないする必要があり

ます。そのような人はほぼ 20 億イスラム教徒内で非常に少数です。 

時々 悪の政治的経済的目標を行う人が人としてアッラーの名の下に行動すると主張いくつか

の一般に認められた概念の背後に非表示にする必要性を感じる。 

テロ活動が行い、イスラム教徒やイスラム教徒の名の下に主張している時に、イスラム教と

イスラム教徒について悪い印象を作成するためのグループ。 



彼らは無意識のうちに部分、または一種のイスラム教の大規模なコミュニティの代表として

を考慮したテロリストをサポート何多くの状況では、非イスラム教イスラム教のテロリスト

を調整します。このような態度の簡単な例は、非イスラム教徒によってメディアの「イスラ

ム教のテロ」概念の使用です。テロはイスラムすることができる - 平和-「イスラム教のテ

ロ」はそのようなテロリストにのみ役に立つかもしれません誤解招くと間違ったステートメ

ントです。 

他の文化とその結果の支持者の暴力行為はイスラム教にリンクとして見られるそれらのよう

な行為よりはるかに大きいですがいくつかのメディア チャネルは部分的にイスラム教が暴力

を促進すること印象を与えます。たとえば、イスラム教以外の宗教に従っている西部の世界

で起こった第二次世界大戦で約 6000 万人が死亡しました。[132].5200 万に 40 それらの戦争

関連の病気と飢饉のため死亡した 2000 万 13 を含む民間人だった。 

8.3     アッラーはすべてを知っている場合の運命がある場合、どのように我々 の自由意志を

持つことができ、どのように我々 を担当することができますか？ 

この質問の詳細については、次のように言い直すことができます："私たちの選択肢/遺言関

連私たちの背景私たちの教育、私たちの環境、私たちの遺伝子、私たちの能力に.これらの

すべての運命にある必要があります。だから場合は、神アッラー私たちの選択する必要があ

ります強制してがアラーによって決定;我々 の自由意志を持つことはできませんし、したが

って、私たちは一切責任を負いません。少なくとも彼は私たちは正しい道に入れていないよ

う [はこの彼は我々 の選択肢の責任を負うわけでは？また、私はf、神アッラーは、彼は未来

を知っている場合は、[彼は彼の知識または彼の運命は、将来に彼の現在の行動によって関

係する矛盾することはできません。彼はどんな彼の行動は彼の意志を行う力を持っているか

どうかは、すでに彼によって知られていたとの調和にあります。 、神アッラーとの運命があ

るかどうか、たとえば、前に私は信じないの場合は、それとして信じないが私を信じないだ

ろうし、地獄に入ると知られています。ので、どのように変更できますか？ 「 

次の詩で我々 はこのような質問の概要を参照してください。 

パートナー [アッラー] と関連付けられている人が言うだろう「had アラーの場合は、我々 

[何アッラーと] 関連付けを持っていないだろうとどちらも私たちの父親はまた私たちが何か

を禁止していただろう」彼らは私たちの罰を味わったまで同様に前にそれらを否定しまし

た。言う、"あなたが私たちのために作り出すことができる任意の知識がありますか？ない

仮定を除いてに従うし、あなたではないが、偽造." 

言う、"アッラーと遠大な引数です。彼は意志を持っていた場合、彼はあなたのすべて案内

がだろう。」 

[O マホメット] が言う、「あなたの目撃者は、アッラーがこれを禁止している証言するをも

たらす楽しみ」彼らの証言をする場合は、それらと証言するか。私たちの詩を否定する人

は、彼らは [その他] 彼らは主に同一視する一方、来世で信じていない人の欲望に従っていま

せん。 

（コーラン: 6/148-150) 



8.3.1 私たちはある程度の自由意志があります。 

言って、"真実の主から、ので誰でも彼を信じて; 遺言を聞かせてです。誰が彼を信じない遺

言を聞かせて"。 

（コーラン： 18/29) 

  

アッラーは決して彼の使用人を不当です。[133]. 

（コーラン: 8/51) 

  

誰が導かれるのみ [にとっての利点] 導かれる彼の魂。誰がのみ誤りますそれに対して誤りま

す。無記名の負担の別の負担を負いません。我々 は、メッセンジャーの送信まで、決して私

たちを処罰します。 

（コーラン： 17/15) 

誰もが責任と報酬を与えられたまたは処罰、来世で撮影されます真実を見つけると、成功す

る可能性を秘めてをいます。[134].誰もが地獄の楽園または悪、良いことを選択する自由が

あります。すべての人間が[135]自由意志がありますが、アッラーの意志を否定する力がない

です。最終的に自由意志について一定の制限がありますが、一人一人関連の否定的な制限を

克服する可能性があります。 

私たちの意志私たちの過去、私たちの知識、私たちの環境と私たちの気分、私たちの生物学

的及び化学的組成を行うことがたくさんある.しかし、実証科学の観点からハードで確定的

なこれらの要因と私たちの遺言関係だと主張するは早いです。我々 はすべての素粒子レベ

ル、および他の多くのことを理解しない限り、これは初期の引数になります。コーランで言

ったように： 

彼らは魂について質問をします。言う： 魂の私の主のコマンドのいずれか、取立て、しか

し、少しの知識を与えられていません。 

（コーラン： 17/85)  

イスラム教では、魂だけは、1 つの方法偶然機械的の結果化学、生物、物理、社会的でな

い... イベントとリソース[136].このようなリソースからの魂の利点は、特定の条件下で利用

できるものに制限されていません。その本質は、原因と効果の関係または因果律に基づく機

械のプロセスだけには基づいていません。魂を変更し、条件を向上させる可能性がありま

す。たとえば、ビジネスの難しさに直面している人可能性があります特定の本を読むと追加

の知識を得る、それらの困難を克服します。 

魂は、原因と効果の影響も、将来必要があります過去のみをカバーしていません。我々 のす

べての遺言をする彼らはまだ起きていないが、ある程度、未来、選択肢、そのリスクの利点

と害に関する考慮事項が含まれます。魂も原則値は制限やだけ以内に位置してカバーしま



す。だけ特定の決定を取る場合は、どのような代替が起こるかが、またその代替が起こる場

合は、どのように我々 を感じるし、我々 はそのように感じる場合に何が起こるかを判断し

ます。まだ我々 は故意には悪い選択肢を選択することができます。 

したがって我々 は広域自由があります。 

我々 は次の節で見るように、人間はこの点で特別な特定の資格がある： 

彼は彼の均整し彼に彼の魂から息し、あなたを聞くとビジョンと心のために作られた;少し

あなたは感謝しています。 

（コーラン: 32/9) 

  

言及 [O マホメット] あなたの主は、天使たちに言ったとき、"確かに、地球上になる、総

督」 

（コーラン: 2/30) 

その一方で、アッラーは私たちは、一緒にこの自由真実に向かって私たちを導く可能性があ

ります多くの手段を与えた。次は特に重要です:-すべての私たちの復活した途端作成私達の

周りに明らかな兆候がこれまで自明性はすべては明らかで 。-リスニングとも彼は、運命が

私たちの存在の嘆願に対応できるアラーの助けを借りて。-彼の使徒からアッラーの導き。 

しかし、この自由は、人間がアッラーの究極の意志を否定することができますを意味しませ

ん。彼は服従のパスまたは不服従のパスに従うために自由を与えている、彼はアッラーの導

きに背くことが。しかし、究極の意味では、どのような人間は、我々 の次の詩を参照してく

ださい彼はアラーによって囲まれています。 

何でも、天と地球上にあるものは何でもアッラーに属しています。 

これまで網羅アッラーは、すべての物事のです。 

（コーラン: 4/126) 

  

確かに、アッラーは、すべてを網羅したと知ることです。 

（コーラン: 2/115) 

  

あなたはしないされます以外アッラーの意志は、主に世界です。 

（コーラン: 81/29) 

人間がアラーによって与えられた特定の権限がありますが、彼はアッラーを除いて成功する

ことはできません。これの理由は次のとおりです。 



まず、我々 の状況は、アッラーの計画と遺言の成果です。たとえば、リソースが限られたが

あります。リソースのコストや代替案のコスト高があります。特定の状況は、他のものより

を克服することは困難かもしれません。我々 の自由意志を持っているにもかかわらず、この

ような状況をアッラーを欺くことができるので、彼と干渉することがなく、不当な人でしょ

う。また我々 が持っている選択肢アラーによって決定されます。 

第二に我々 はすべてアッラーの許可によってコーランからの次の例に見られるようにです： 

アッラーの許可によって以外を信じるように魂のためではないです。 

（コーラン: 10/100） 

預言者Shuaybからの引用でを参照するくださいと （彼に平安あれ） がコーランで、私たち

の成功はアッラーにかかって： 

"とがアッラーを通して私の成功はありません。 

彼には依存していると彼に帰る」。 

（コーラン： 11/88) 

我々 は、以下の節を参照してくださいので、指導やアッラーの誤解を招く依存はある程度

我々 の選択肢に。 

彼は誤解の多くはそれによって、それによって多くのガイドします。彼は誤解のない反抗的

反抗を除く。 

（コーラン： 2/26) 

全知とすべての米シアーは、アッラーは知っているし、の時間の任意の制限なしを見ていま

す。彼は現在を知っているとので、彼は未来を知っています。彼は、現在見て、彼は未来を

見ています。したがって、我々 は、将来かかります任意の決定は知られている、見、アラー

によって目撃しました。彼は、彼が望んでいる私たちの意志を直接介入なしの関連する状況

の変更を含む任意の方法で変更することです。したがって、いずれかの我々 は自由に、アッ

ラーの許可を得ています。したがって、我々 を選択ことはアッラーは、私たち全員の合意と

起こる。 

したがっていずれの場合では良い仕事をしたイスラム教徒アッラーの承認を求める必要があ

ります。次のステートメント、来世での信者の例からの引用です： 

彼らは言うだろう、 

"賞賛 [と感謝] アッラー、者がこれに; が案内をしていますそしてアッラーは私たちを導いて

いたいない場合我々 は決して導かれているでしょう。確かに私たちの主の使徒の真実を来て

いた。" 

（コーラン: 7/43) 

  



"確かに、我々 彼の前に嘆願するために使用。 

確かに、それ彼は慈悲、慈悲深き御方です。" 

（コーラン: 52/28) 

信じないの観点から、それは彼は自由意志を理解するは難しいだろう、彼はちょうど材料の

シーケンスとプロセッサ間生物学的、化学的、物理的には... 連続する処理。再び、彼は偶然

にも一緒に来たし、はのみよると物理的、特定または不確実なルールや関係法律粒子のグル

ープだけです。また、彼のためはだれも彼の自由意志を与えることができる完全自由意志が

あります。 

8.3.1.1  私たちの意志の存在の理由 

アッラーは、すべての主私たち石または彼の命令を否定する任意の能力を持っていない天使

のようなを作成する可能性があります。彼は私たちを作成したことがのようなロボットの感

情なしにしたがって選択肢なしプログラムので責任なし。 ただし、このような宇宙では、存

在しないでしょうプラクティスや感情の犠牲、ヘルプ、同情、信頼、真実性、判断、報酬、

罰、悪、間違っていると傲慢さ;良い真実作成設立し、なるだろうない;悪とは間違っていな

い、作成、判断、および処罰だろう. 

しかしアッラーは善と悪を作成することです。 

よくまたは邪悪な人のために、彼は良いかの悪を選択する力があるとしています。 

存在のイベントを通じて、一方の側にアッラーのしもべは恩恵とアッラーの力に感じるし、

他の真実と虚偽はっきり顕著であります。 

さらに、我々 の創造のための理由がある場合は、その後が我々 の決定的な段階が必要で

す。この決定的な段階は死です。 

次の章はこの点に関連します。 

時に、 

確かに、男の損失は、 

それらを除いて人と考えられて、善行を行うとお互いに真実をお勧めして互いの忍耐 [と忍

耐] をお勧めします。 

（コーラン: 103/1-3) 

再び私たちの自由意志で私達はアッラーと平和の確立と私たちの主の道に誘うで協力する機

会があります。私たちの自由意志のおかげで、共有私たち、人類内の良い開発にあります。

我々 は、我々 が自分のために完全がある過ごす可能性がありますにもかかわらず私たちの

自由意志のおかげで私たちすべてで任意の助けを必要としないアッラーに貸すことがありま

す。これらの大きな恩恵は次の詩で言ったように、私たちの創造主によって与えられます

か？ 



O あなた信じているアッラーを助けるなら、彼はお手伝いをしあなたの足をしっかりと植物

します。 

（コーラン: 47/7) 

  

彼は彼のため多くの時間以上掛ける可能性がありますので、アッラーは、立派なローン融資

は誰ですかウィズホールドし、豊富な助成金アッラーは、彼にはあなたに返されます。 

（コーラン: 2/245) 

  

しかし、彼は言った [永続性の] 不信、それらからイエスを感じたとき」は誰私はヘルパーの 

[原因] アッラー？"弟子たちは言った、"我々 はアッラーのためのヘルパーです。我々 はアッ

ラーを信じているし、[彼に提出] イスラム教徒であることを証言する。" 

（コーラン： 3/52） 

確かに、彼を指定して彼を助ける意志を有効にするを助ける機会は私たちに彼の最大の恩恵

の一つです。私たちの自由意志のこの好意の重要な要素のです。 

8.3.1.2  罪とその結果は、意図的な選択肢です。 

False は、遵守の処罰と真実を遵守の報酬決定宣言、です。だから、真実またはエラーのい

ずれか完全に自分の長所、短所、機会、および脅威とそれらを選択を選択するもの。 

私たちの恒久的な選択肢に合わせて私たちは誰と私たちの属性の選択肢があります。私たち

の選択は、個人的であり、主観的な観点からの多くのケースではない右も間違って: 我々 は

いくつか私たちが大好きないくつかの悪い結果を負担することができます。 

たとえば人彼は喫煙が癌を引き起こすことを知っている間たばこを選択可能性があります。

癌のための喫煙が起こるとき、だから彼は自分以外誰も責めてはいけない。彼は癌と早期の

死の痛みの交換に個人的な喫煙の喜びを選んだ。彼は喫煙しながら彼は権利としてそれを見

て可能性があります。 またはにもかかわらず、彼は間違っているとそれを見て彼はたばこを

吸うことがあります。我々 の結果や未来について気にしないを選択可能性があります。にも

かかわらず、これは大きなリスクが私たちの喜び、自分自身よりも大きな力に挑戦を得るこ

と。この挑戦の喜びは結果の不安や痛みよりも大きいかもしれない。同様に 1 つの作成者に

直接または間接的彼について考えていないと地獄のリスクを取って挑戦を選択できます。こ

の方法では、彼はこの挑戦とこの生命の喜びから任意の世俗的な喜びを与えることがなくお

楽しみくださいすることができます。 

我々 は次の詩の例を参照するくださいと、一時的に悪を楽しむには自由がある： 

ラッスについていえば、私たちは、誘導、恥ずべき懲罰のサンダー ボルトそれらを得るため

に使用するため押収したので彼らの失明指導上好ましい。 



（コーラン: 41/17) 

  

多くの兆候は天と彼らが通る地球です。 

まだ、彼らはそれらに注意を払うない ！ 

（コーラン： 12/105) 

最後に正直になるし、私たちの選択肢を所有します。 

その一方で、このような危険な選択肢の選択の非常に個性に関連しています。だから、不信

者の混乱は、意図的で永久的な以下の詩で述べたようにです。 

誰がこの [ライフ] で盲目である来世で視覚障害者とより多くの方法で道に迷って. 

（コーラン： 17/72) 

地獄を見た後に返された場合でも、彼らは不信に戻って次の節で述べたように返すことが。 

あなたが、とき彼らは言う"我々 [地球上の生命] に返されることがない私たちの主のサイン

を拒否し、信者の中であること火と意志と、ああ、思いますまえ」をスタンドに作られてい

ます見ることができる場合 

彼らが返された場合でも、彼らはこれは彼らが禁じられたを返します;確かに、彼らはうそ

つきです。 

（コーラン： 6/27-28) 

したがって例えば、不信のため地獄を入力します知っているだろう究極の信じないを信じな

いだろう再びと地獄を拒否します。だから最も説得力のある署名が存在していた場合でも、

このような信じない信じられないので、地獄を信じないの明確な選択肢になります。次の詩

は、これを参照してください。 

確かに、それらの人あなたの主の言葉が効力に信じられない、 

場合でも、彼らは痛ましい懲罰を見るまで、すべての記号はそれらに来る必要があります。 

（コーラン: 10/96-97) 

我々 に我々 が行うことを選択する応答地獄の罰を受けることに自由を与えられています。

しかし、それは 1 つ一時的に何かの彼は後でのみ永遠に感じながら信じることを拒否するこ

とをお勧めするのに思えない。それにもかかわらず、それは選択です。私たち人間は一般的

に即時の利点値、コストやリスクは長期的には巨大である場合でも。次の詩でこのへの参照

があります。 

いいえ ！しかし、あなたは即時大好き。 

来世を残します。 



（コーラン: 75/20-21) 

刑務所で年の怒りをクイックを満たすために、行為のため滞在人々 について考えます。短期

的には私たちの感情、私たちのロジックに比較的より強いですからです。長期的に我々 の感

情私たちのロジックよりも比較的弱いです。だから忍耐は成功のために重要であります。 

アッラーは、患者が大好きです。 

（コーラン： 3/146) 

その一方で、運命のことを承認します。我々 の選択肢のすべての 1 つで「購入する」とは何

で私たちのためのレジスタを承認します。 

アッラーが天と地のそれは獲得しているため、すべての魂を償わかもしれないこと真実とそ

う作成し、不当な扱いをされるでしょう。 

（コーラン: 45/22) 

8.3.1.3   アッラーが我々 に何かを強制するには、必要はありません。 

彼はすべてのことを行うことができます。 

（コーラン： 67/1) 

アッラーは、彼の意志を行うことができます。だから、彼は私たちの自由意志を持っている

にもかかわらず私たちすべての信者や不信者が、特定の環境でを作成可能性があります。彼

はこれらを行うことができますが従って彼と私たちの意志を妨害する、または特定の方法で

私たちを強制的に必要はありません。 

アッラーは私たちの意志と干渉する必要はありませんように客観的なイベントで我々 が主導

か私たちは誰によると誤解を処理します。アッラーはリードや客観的なもので、私たちを選

択する能力を歪曲せず誤解を与える可能性があります。たとえば、赤ちゃんいる信じないに

興奮と幸福を赤ちゃんとそのような大きい好意の作成者によってもたらされる経験して信者

になるかもしれません。 

8.3.1.4  アッラーは誰も信じるか良いことを強制しないし、彼は誰も信じないまたはちょう

どあることを強制しません。 

アッラーは我々 に何かを強制的に望んでいた、彼は私たちすべての信者になるかもしれな

い。ただし、強制の信念は本当の信念ではないです。だけ復活強制信念、そうではない本当

の信念、それになります後に主張している信念は、次の節で述べたように無駄になります。 

天使それらまたはあなたの主に来る、またはいくつかのあなたの主の兆候が来る必要があり

ますが来る必要があることを除いて、彼ら [その後] のために何を待っているか。 

それは前に考えられていなかったまたはその信仰によっていくつかの良いを獲得していた限

り、いくつかのあなたの主の兆候魂来る日その信仰からご利用いただけます。言う、"待っ

てください。確かに、我々 [また] 待っています。 



（コーラン: 6/158) 

信念この生活の中で本当の信念は、強制の結果ではない正確に誰とどのように我々 はそれを

反映ためにです。このようにアッラーは、我々 が選択私たちに与えます。  

私が余儀なくされたかどうかかは、自由意志の結果です。したがって、我々 は責任がありま

すので、アッラーは何も強制しない私たちに、彼は私たちの私達の能力を超えて何か請求し

ないと、我々 合理的な自由意志があります。 

8.3.1.5  誰もされますが証人はアッラーが， 余儀なくされた私たちの悪 

アッラー任意選択私たち私たち喜んでプロセスと干渉することを強制している証人を負担証

人があるかもしれません。あらゆる潜在的なこのような強制のみアッラーによって知られる

ためアッラー私たちに特定の選択を強制ことの証人が証言するありません。信じないも直接

アッラーが彼彼はほとんど彼の決定のためアッラーを参照として特定の方法で行動するに強

制しなかった事実の目撃者です。逆に彼は常に彼自身の決定を彼自身の計算になります。信

じない主アッラーは彼を示してからの右の方法は、道に迷って行きます。 

8.3.1.6  アッラーは私たちのあらゆる偏見がないです。 

アッラー、慈悲、慈悲深き御方の名の下。 

称賛 [と感謝] アッラーは、主に世界が、 

（コーラン: 1/1-2) 

アッラーは、慈悲と慈悲の主のすべてです。誰もがアッラーのしもべとして彼はすべて私た

ちの偏見はありません。我々 はアッラーにそれぞれの私たちの多数、巨大なと明白の好意を

考慮すれば、アッラーは私たちのために不当なことはないを理解すると思います。 

彼は彼の均整しに彼から彼の精神を吹き込んだし、あなたを聞くとビジョンと心のために作

られた;少しあなたは感謝しています。 

（コーラン: 32/9) 

8.3.1.7   私たちの遺言の基礎は因果関係の運命を支配します。 

いくつかの言う:「よし、それを変更することはできませんし地獄に行く定め場合。だから

なぜ私は気になる？」しかし、運命は、初期の原因ではないです。前に、上記の運命アッラ

ーです。定義し、エンティティと次の詩に見られるイベントの関係ことができます。 

ないことが彼が [良い] 以外の人のために努めています、 

彼の努力を見ることになると、 

彼それのために最大限の報酬に償わでしょうし、。 

（コーラン: 53/39-41) 



次の詩から結論を出すかもしれない私たちの証人各関係とすべての私たちの選択肢の成分の

運命の一部とおりです。 

すべてクリア レジスタに。 

（コーラン： 11/6) 

当校の卒業のタイミングで運命にあります。特定の試験に合格の結果として私たちの卒業に

なる運命です。私たちは卒業した場合は、それも運命で我々 がこれらの試験合格したことで

すので。運命は、またそのような関係に基づいているし、運命はこの卒業の直接の原因では

ないです。[137].同様に、1 つどちらも説明/運命と地獄の彼のエントリ正当できます。した

がって、どちらもための運命だけ絶望的なまた彼の終わりについて確認する必要がありま

す。卒業したい場合は、そのため我々 が行う必要がありますも試験の勉強です。同様に私た

ちの楽園を入力する場合は、よく私たちの宿題を行う必要。 

8.3.1.8  我々 は運命を知っていた場合、それは良い方向に変更たいです。 

運命の内容を知っていた場合でも、我々 それ、必要私たち場合は我々 がそれを嫌って、そ

れからが異なるとしたいが再評価するでしょう。だから私たち喜んで、選択手順、いずれに

してもそれは制限されません。 

8.3.1.9  意思決定論のフルの影響下にあった場合、それは私たちを信じることを原因となり

ます。 

因果関係はまたアッラーの信仰が必要です。 

信じないの復活と仮定します。彼は、彼が間違っていたことを見ています。その後、彼はす

べてアッラーのために引き起こされたことを理解します。その後彼はすべて彼の不信の原因

がないことが表示されます。リアルではないものはないアッラーの不信に彼を導いた。非現

実的なものは、彼に決定的な影響をいない可能性がある場合は、彼は彼の自由意志を持って

いたと、彼は彼は与えられた自由意志を虐待しているを理解します。 

8.3.2 運命に反映アッラーの知識は、人間の概念の歴史的な知識のような 1 つの方法でありま

す。 

運命は、全体の電源をすべてはアッラーに属することと成功を通じてアッラーだけであるこ

とを反映しています。私たちの成功または失敗、アッラーと自分自身の前に運命によって異

なりますので。 

アッラーの知識私たちの未来については我々 が想像よりも異なっています。アッラー オム

ニ現状と全知であるように、彼はすでに起きているものとしては確かに私たちの将来の選択

肢を知っています。[138].この知識を人間の概念の例は、私たちのような歴史的な知識で

す。 

彼は初めてだと、最後にと外側内側;彼は凡てのことです。 

（コーラン: 57/3) 



  

ローマ人は敗北しています。 

近くの土地で。 

彼らは、彼らの敗北の後を克服します。 

数年以内に。 

アッラーにコマンドの前に、と後に属しています。 

その日の信者を喜ぶでしょう。 

（コーラン： 30/2-4) 

彼は最初のですが、また、彼は最後のです。彼は 1 つ、彼がパーティション分割されていま

せん。彼はどちらも空間のも時間の面での面で制限されます。彼の知識我々 のようなローカ

ルでない '。そして、この知識が運命と矛盾しません。 

したがって、アッラーは、私たちの将来の遺言はすでに彼の観察の下に起こったものとして

知っています。 

だからこの種の彼の知識は彼何か私たちに強制的に必要ありません。 

8.3.3 私たちは、私たちの容量に基づく責任は 

アッラーは、その容量を超えての魂を充電されません。 

（コーラン: 2/286) 

私たちの信念私たちの遺言は、選択肢の結果単にであります。我々 は、真実を完全に理解す

る必要はありません。ちょうど、兆候を参照してください。1 つの方法では、信念を選択す

るの精神的なプロセスので構成されます。この点で、難易度や信じることができないことは

ありません。アッラーは彼/彼女の容量を超えて誰もが充電されません。 

8.3.3.1  明白な事実勝つ 

誰かが喜んで、故意に高速行く車の前にジャンプ、彼が負傷を取得する場合は、彼は負傷の

ためアッラーを責めることはできません。それ以外の場合は合理的な人は彼を求めるだろ

う： あなたがそこに飛び降り理由に負傷したくない場合ですか？なぜ負傷することにしたい

場合アッラーのせいか？いずれの場合も、いずれの場合で、彼は多くの痛みや困難を受け

る、この議論は無駄になります。 

同様に、アッラー私たちは真実を示す兆候の数十億を与えているし、彼が私たちに語った私

たちに従うことができます 2 つの方法とその結果。彼はこれらすべては明白です。 



しかし、私たちの現在の世界の一部は、彼らは非常に明白なように見えるか間違っているよ

うに見えます。主なこれらの偽の神々 だための理由し、アッラー証拠またはサポートを与え

ているないが発明したこのような人々 を力それらについて。 

ただし、1 つ復活ですかアラーによって判断されると、神々 は、彼が発明した、軍関係、こ

れで彼はアッラーに置き換え原因いた力、ない自給がなかったと正当な理由が全くなかった

絶対、なかったこと人の明らかななります。それはアッラーが言っただったし、すべての回

で明らかである理解されます。それもその人の明白な誤りと彼は大きな故意の犯罪を犯して

いたは明らかで 。アッラーを参照するこれらの次の詩で。 

それらの中から、派閥が異なるし、人々 からの途方もない一日のシーンに災いを。 

参照してください、彼らはわたしたちを来る日にそれらを聞く ！ 

まだ悪を行う者は、今日のエラーをクリアです。 

（コーラン: 19/37-38) 

  

彼らは言うだろう間、彼らはそこには、紛争 

アラーによって、我々 は実際に明確なエラーあった 

私たちがあなたと考えたとき[139]宇宙の主に等しい。 

（コーラン： 26/96-98) 

明確なエラーは、エラーのオブジェクトが 1 つのエラーになりますからは発生しません。明

確なエラーは、明確な兆候の 1 つの手が必要です。その一方で述べたように以下の詩でその

エラーを作る 1 つの欠陥を必要と。 

それらに到達していないそれら [の部族] とノアの人々 の前にそれらのニュースAadとラッス

とアブラハムの人々 の仲間Madyanと町の転覆か？使徒たちが明証をそれらに来た。アッラ

ーは決してに、不当な扱いがあると思いますが、彼らは彼ら自身を wronging いた。 

（コーラン： 9/70） 

したがって、これまで自明のためアッラーの印の来世で彼らの結果だけされていないため誰

にも抗議するでしょうないです。ありませんが、目的や知識の証人この不正に対して彼らが

不当として批判するような場合、彼らは本当に不当にされているこの現実の出来事を証明す

るため、正義を理由として不信者の議論は無効です。 

8.3.3.2  我々 は、弱さのため失敗します。 

何アッラーいないに与えているため失敗して、我々 彼から何アッラーのための要求がない与

えかしています。 



我々 は次の節で見るように、私たちは純粋なきれいに保つ限り、アッラーが私たちの本質と

しての私たちに与えているものは私たちのために十分なです。 

魂と彼は [投稿] 者それ均整 

[との識別] に触発その邪悪とその義 

誰がそれを浄化し、彼は成功した、 

彼は人 [破損と] 烙印を失敗しました。 

（コーラン: 91/7-10) 

8.3.3.3   運命は米国とアッラーの間の障壁ではない - アッラーは私たちに近づいて運命より - 

彼は運命を形成しながら自然に、私たちの現在および将来の要求アッラーからも彼によって

呼ばれます。彼は同様の運命を行う一方また、私たちの誠実な嘆願を任意の段階で応答する

アッラーそれらに対応可能性があります。[140].我々 の要求を知っているアッラーは常に同

じは他の神がないと彼は、過去や未来を制限されていないためにです。一人の私たちに今、

リッスンしない 2 つの神々 と運命を作った別の 1 つです。どちらもそこに運命をしながら今

の気分を変えて、異なるムードを持つ神です。私たちに耳を傾け、私たちを完全に知ってい

るアッラーは、彼はまた私達と完全に運命を作っている間の現在の状況を知っています。 

運命は、内部の参加者と運命のメーカーとして、アッラー一貫性のあるでしょう運命を作っ

ている間、実行中の特定の状況の 1 つがあります。彼は知識の制約があるない、両方の展望

に彼ない彼の前にない彼の後です。したがって、彼のためはありません矛盾、または違いの

理由や、特定の状況の制限です。たとえば、私たちの時間枠で今、特定の願いをアラーに頼

む者は、アッラーは少ない知識を持っていなかった、彼は運命が彼と彼の願いの気づいてい

ないでした。だから、我々 はアッラーに何かを祈るが、制限はありませんとして彼と同様の

運命は運命のすべてで、我々 の祈願して我々 アッラー達することができます。 

我々 は常にソロモンとしてアッラーを求めることができます （彼に平安あれ） 彼に尋ねた

彼は私たちに役立ち、私たちの善行を刺激： 

[ソロモン] 微笑んで、彼女の音声で面白がって、言った、私の主よ、私は私と私の両親を与

えているあなたの好意に感謝して正義のあなたの承認を行うに有効に。私は [のランクに] あ

なたの慈悲によって認めるあなたの義のしもべ。 

（コーラン: 27/19) 

1 つは頼むかもしれない："アッラーを信じていない場合私はアッラーの助けを求めることは

できません。だから、運命を克服することはできません、私は運命にされる運命。だからそ

れは処罰だ公正ですか？イスラム教では初期状態の純粋な状態ですがアブラハムの状況のよ

うに偽りの神々 にない (彼に平安あれ）;しかし、男は偽りの神々 を発明し、これらの関連

の次の詩で彼のステートメントのように真の神の庇護を求めてから彼を防ぐ： 



彼は[141]言った、「はあなた崇拝アッラーは、あなたはあなたが作ると作成中あなた [あな

たがた] は、彫ること？」  

（コーラン: 37/95-96） 

虚偽の神を信じる人自身も運命を作る人を連絡からブロックされます。だから彼はアッラー

には、最初の純粋な状態に戻ると彼自身は、次の節で述べたように発明した虚偽の神々 を避

けるために選択する必要があります。 

彼女がアッラー以外を拝んで彼女は [アラーへの服従] から免れた。確かに、彼女は信じられ

ない人々 からだった。 

（コーラン: 27/43)  

8.3.4 私たちの選択のプロセスが一致していなければなりません 

アッラーの彼の選択のせいにする人は、自分の努力で一貫性があります。 

このような人ができるせいにアッラーは悪の彼の選択とその結果の場合は、その後なぜ彼は

彼は悪の選択とその結果承認ですか？なぜ彼は後悔しないか。彼の方法とアッラーの助けま

たはないか。 

彼は悪の彼の選択とその結果を承認するとなぜ彼は他の誰かのせいか？彼はアッラーの助け

を望んでいない場合どのように彼は彼を責めることができますか？ 

我々 は、何かが私たちの「批判」私たち"何か"と思う悪事が主張できません。 

その一方で、罰で 1 つの方法は、犯罪、犯罪に戻るの反射です。だから、刑事が抗議するこ

とはできません。彼はこの犯罪被害者に向かってはだけない場合、なぜ彼はそれに対する被

害者か？許容できるものであればそれは彼に戻って反映されるときなぜ彼はそれに対して抗

議するか。 

8.3.4.1  それが実行された後、契約は変更されません。 

人々 の [それ言われる]、火災にさらされている日"あなたの快楽を世俗的な生活の中に排出

し、ので、それらを楽しんだあなたが授与されます屈辱の懲罰あなたは傲慢な右のなく地上

にいたので、あなたはふてくされて反抗的だったこの日." 

（コーラン: 46/20) 

我々 が以前に述べたように、我々 が自由に選択をアッラーそれらを承認して彼は我々 は

我々 が支払う準備ができて価格または私たちを取るリスクに対する質問を与えます。 

A人は、現在の生活を楽しむし、それにアッラーと楽園の喜びを得るかわりに満足すること

ができます。毎日、契約部分的に実行確認し、です。毎日人契約のいくつかの利点を収獲し

てそれを断言します。人を選択するか、彼/彼女が死ぬまで、彼の方向または本契約を変更

する自由があります。死は、契約の 1 つの主要な部分の実行の合計の決定的なポイントで

す。その後、契約書の他の部分が実行されます。死に至るまで、契約の世俗的な部分の実行



が完了します。 の人は何が起こったの満足である場合は何も、誰もの彼の視点から間違って

いる非難します。これは、喫煙のため彼は、最終的に癌の死亡したにもかかわらずに喫煙を

楽しんだ人の場合のように完全に個人的です。 

特に契約不信者のための肯定的な句の実装がこの世界で完了: 彼は彼; に向かって責任を感じ

ていないから、主に感謝から自由であることを楽しんでいる可能性があります彼は彼が欲し

かったのすべての喜びを楽しむことができます。不公平不公平のための任意の抗議はのみ、

契約が実行された後に実際に起こってされますように、信じないは、来世で抗議することで

きません。その時点で、本契約の不可欠な部分良い彼の視点から信じないは既に実行されて

いるだろうからです。その肯定的な句の当事者の一方は、実装後、我々 は以下の節を参照し

て合意抗議していない可能性があります。 

[真の約束に近づいたとき];突然「は言いつつもホラー」での人々 の目を見つめているでしょ

うし、"O 災い私たち;我々 はこれを意識していた。むしろ、我々 犯罪者でした." 

（コーラン： 21/97) 

8.3.4.2   1 つアッラーの正義を理由のせいにする場合は、アッラー既に彼の指導を提供してい

ますが、彼は故意にそれを拒否を意味します。 

その一方で、アッラーは正義の地面に責める人正義の値とアラーによって知り合いされてい

るでしょう。彼だけではないときこれは故意に彼がいないためアッラーがだけで、するを選

んでいることを意味するので。彼は正義を促進する場合は、[最初彼はアッラーと他の人に

向かってだけする必要があります。 

8.3.4.3  最終的な結果が優勢します。 

コーランには、このステートメントが： 

彼らは私たちの罰を味わったまで同様に前にそれらを否定しました。 

（コーラン: 6/148) 

ここに刑の実際発生状況の重点を参照してください。信じない地獄に入る想像してくださ

い。その瞬間に彼はどちらか、地獄で信じるかされます。彼は信じている場合は、彼に彼自

身の観測に基づいて信じているだろう、アッラーと信じるか、自由に選択するにはこの世界

のように正確に彼の決定に干渉しません。彼は彼自身の計算と観測に基づいて選択します。

これは、上記の詩の場合です。彼を信じていない場合は、自然は存在ないと誰も非難しま

す。次の詩では、来世を信じないに向かってのスピーチから関連する引用があります。 

」これは火を否定するために使用です。 

その後この魔法ですか表示されていない？ 

[入力に] 書き込むそこに;その患者がまたはせっかちなあなたのための同じです。あなただけ

を使用する [は] 償わされている。" 

（コーラン: 52/14-16） 



真実は最終的に何が起こるかに関連します。何が起こるかを見ると、1 つこと何が起こるか

と矛盾する引数を入れたりも前方上および知識アッラーの外にある引数をもたらします。信

じないについて地獄を入力するときは、たとえば、彼はアッラー彼の主張のみ個人、彼の推

論とその欠陥すでにアラーによって知られているされるためのちょうど、されていることを

主張できません。彼は彼の不公平不公平のために処罰されている間不公平はアッラーよりも

知っていると主張、これは彼の傲慢さのためで、彼は間違っています。彼はアッラーを信じ

ていないので、他の一方で、現在の世界で彼は自分自身に対してこのような不正行為を主張

できません。 

8.4     アッラーは全能のと良いですなぜが苦しみと悪ですか？ 

アッラーこれまで知ることが賢明です。 

（コーラン: 4/111) 

アッラーは賢明です。何でも彼は、彼の見方によると根拠に基づいています。我々 は負とし

てこの世界で見るものの理由とも。 

一方で現局面は一時的な段階である特定の期限に終了する予定です。それは、来世での恒久

的なフェーズの物理的、生物的、社会的、個々 の寸法を含む、多くの寸法の準備段階です。

だから、我々 がこのフェーズで参照してください全体像のほんの一部だけです。 

多くの場合不信の原因は、いくつか個人的な感情に対してのものの拒絶反応です。多くの場

合不信の原因は何が観察されるようにステートメントの拒絶反応です：「私は死ぬ、罪のな

い父の子になります神を信じていない」。これは、神と子供たちを死亡しなかった条件だけ

でこのような人が信じられることを意味します。他の言葉で彼は神が彼の願望に正確応じて

いるかどうかを信じる。イスラム教によると観測が支配しアラーが私達の願いに従っていま

せん、彼は彼自身によると、我々 は観察によるとある程度です。我々 が観察とアッラーと

の関係があるためにです。 

一般に苦しんで彼が与えているアッラーを取り戻すことの結果です。彼以外の神がないの

で、彼は何かを与え、または最終的に作成されたとらない他の誰かによって。それを与え

る、彼はであり、彼は彼が与えるものを取り戻すために権利があります。たとえば、いくつ

かの人々 のための子供がいる人の死が発生する必要があります何かとして考慮されるかもし

れない。しかし、その人が彼の人生と子供たちに与えているアッラーは当然のことながら彼

らの父を取ることができます戻る彼はそれらを与えています。私たちの生き物の数十億にな

ります住んでいるアッラーよりもより慈悲に主張できません。私たちが望むを与えるアッラ

ーを義務付けることはできません。 

人間とのイベントは完全によい、または完全に悪です。肯定的な側面と負の側面の多くの場

合です。もう一度何かが誰かのために悪いですが、他の誰かのために良いかもしれません。

アッラーは特定の時間に住んでいる人たちの主だけではありません。彼は住んでいる人、住

んでいる人など、すべての主です。古い世代の新しいもののための部屋を開くには. しま

す。これは一般的に良い方向に変更することもできます。次の詩のこれらの事実への参照で

す。 



言う、"O アッラーは、主権の所有者必要になります主権を与えるし、誰あなたが離れてか

ら主権を取る。 

あなた誰あなたと謙虚にあなたが誰を名誉します。 

あなたの手には、[すべて] の良いです。確かに、あなたは凡てのことで有能です。 

入力して 1 日、夜、夜を入力する日を起こす; 

死者からの生活をもたらすと死者の生活からをもたらします。 

規定なしのアカウントのことを与えます。「 

（コーラン: 3/26-27） 

良い状況に比較してより良いので、多くの場合、悪悪と見られます;この悪の状況は、本質

的に良いと満足ですが。地震のためのそれらの 90 100 アパートを所有している人を失った場

合、たとえば、彼は非常に不運かもしれない。ただし、多くの人々 は、彼らは 1 つだけのア

パートを所有する場合に非常に幸せになります。 

我々 としての悪を参照してくださいいくつかのケースのもののほとんど良いがあります。

我々 は悪いとして参照してください多くのものは、多くの肯定的な成果を作り出すかもしれ

ない。たとえば、一部の学生のいくつかの試験に失敗する悪夢かもしれません。しかし、試

験で失敗のリスクがないならば教育の成果は以下の満足でしょう。次の詩は、この事実を参

照します。 

しかしおそらくことを嫌い、それはあなたのため良いです;おそらくことを愛し、悪いあな

たのためです。あなたが知らないが， アッラーは知って。 

（コーラン: 2/216) 

悪か良い多くの場合主観的です。究極の良さや何かの evilness 全知である人によるとが決定

されます。 

また我々 の人間として持っている弱さのために、特定のイベント多く見えるかもしれません

が実際よりも悪い。私たちの無実を見る赤ちゃん死ぬ、我々 かもしれない非常に絶望的な

我々 を作成するには; ことはできませんがしかし、アッラーは彼を再度作成することは非常

に簡単であります。 

故意の人間のような殺人、詐欺、強盗によってコミットされた犯罪の悪のグループで構成さ

れます。審判の日の後はこの世界でバランスされていないこれらの中で悪を完全に補償さ

れ、犯罪者と被害者の両方のバランスが確立されます。この参照は次の詩です： 

魂不当に扱われるように我々 復活のための正義のスケールを配置します。ある場合 [も] マ

スタード シードの重量などもたらすでしょう。我々 は会計士として十分です。 

（コーラン： 21/47) 



だから、たとえば 1 つアッラーは人が良い他の誰かを盗むする必要がないと言うかもしれな

い。それは確かに完全に単になるし、これは窃盗全体のストーリーとしては、見られている

場合。しかし、それは全体の話ではありません。アッラーは人間は、権限し、それらの個人

と社会の意思決定を選択する自由を与えたのでこのような状況が発生します。だからこのよ

うな邪悪な行為を人間に属して、彼らの結果。アッラーはこの生活の中に私たちのガイダン

スとしてそのような行為に対して制裁を設立しました。その一方で、来世で上記の詩で説明

したように、バランス完全に確立されます。全体像は、美しく、バランスの取れた、ですの

で私たちを参照してください、小さな部分は時々 醜いとアンバランスに見えるかもしれませ

んが。 

だから、限られたまたは主観的な視点から考察悪の関係について誤解を招く可能性がありま

すアッラー。このコンテキストでは、良いと私たちのそれぞれの関連する悪アッラーとの関

係の状況に応じて決定してください。たとえば特定の時間の偉大な福祉が、アッラーと彼の

関係で悪い形人実際に良い状況にある見なされますありません。同様に、人は深刻な健康問

題がありますが、誰がアッラーと良い関係です人は、実際に良い状況でです。アッラーが私

たちの関係の問題以外のすべてのトラブルは一時的です。次の詩でこの事実についての例を

参照をしてください。 

確かに、カルンはモーセの人々 からだったが、彼はそれらは虐げています。我々 は彼のキ

ーを持つ強力な男性のバンド負担宝物の与えた;そこで彼に言った彼の人々"を行うない勝ち

誇る。確かに、アラーは大喜び好きではないです。 

しかし、アッラーは、あなたは、来世のホームを与えていることを求める;[まだ]、[現在] の

世界のあなたの分け前を忘れないでください。良いアッラーとして良いを行っています。欲

望その土地で腐敗しません。確かに、アラー不義を好きではない」 

彼は言った、「私はのみそれ知識ため」与えられました。彼は、アッラーの世代の彼の前に

彼の力よりも大きいと大きい [富] の蓄積であった人を破壊したことを知りませんでした？し

かし、犯罪者の罪については、いない求められます[142]. 

だから彼は彼の人々 の前に彼の装飾品で出てきた。世俗的な生活を希望する人は言った、"

私たちのように持っていたことああ、何カルンを与えられました。確かに、彼は偉大な財産

の一つです。" 

しかし、人と述べた知識を与えた："あなたに災い!アッラーの報酬は、彼は義と考えている

より良いです。どれもそれ以外の患者を与えられます"。 

私たちは彼と彼の家を飲み込む地球を引き起こした。なかった彼のため彼はアッラー以外を

支援する会社も彼の身を守るができる人だった。 

彼の位置は前の日と言うようになった望んだ人："ああ、どのようにアッラー拡張誰に彼は

彼のしもべの意志は、それが制限する規定 ！アッラーが， 私たちに好意を授与していた場

合、彼は、それを私たちを飲み込む原因でしょう。ああ、どのように不信者成功しない ！」 

（コーラン: 28/76-82) 



1 つアッラーに送信し、彼の指導に従う限り、したがって、すべては彼のために良いです。

コーランで言ったように： 

これは、良いには， アッラーがどの悪からです [O 男]、自分からです。 

（コーラン: 4/79) 

人間の観点から、我々 は特定の強度では、特定の値がある場合、我々 はアッラーに信頼し

ている場合私たち私たちの最初の視力で否定的な考えていること私達強くします。たとえ

ば、誰かが健康上の問題を持っていた、彼は患者とアッラーは助けを求めるとします。この

場合彼とアッラーとの強い関係がある、アッラーの感謝して彼の楽園での彼の度を高めま

す。このようなトラブルされますアクティブにし、高め、残念、忍耐とアッラーのため、他

の私たちの愛として私たちの内部の力を浮上します。しかし、もちろんこのような効果は誰

にとっても同じにはなりません。彼らは彼に優れている場合一部アッラーに対してこのよう

なイベントのために行きます。だからこのようなイベントは、同様のテストとして機能しま

す。これは簡潔に次の節で説明されています：  

我々 は、あなた何かの恐怖と飢餓と富と生活や果物の損失と確かにテストします。 

しかし、人は災害が打つとき言う患者に吉報を与える、「確かに我々 はアッラーに属する

し、確かに彼に我々 が返されます。」 

それらにわたしの主、慈悲からの恵みのものです。人の [当然] ガイド付きです。 

（コーラン: 2/155-157) 

8.5      イスラム教とキリスト教の主な違いは何ですか？ 

預言者ムハンマドのメッセージのソースとしてモーセとイエス ・ キリスト （かれらに平安

あれ） は同じです、自分のメッセージの本質は同じです[143].ただし、現代の主流のユダヤ

教とキリスト教にある程度はモーセとイエス ・ キリストの元の教えから異なる (平和は彼ら

に)。したがって、イスラム教とそれらの宗教の間の違いがあります。我々 は、以下の節を

参照してくださいので、イスラム教、ユダヤ人やキリスト教徒はこれらのメッセージの本質

に招待： 

言う、"O の人々、聖書は、私たちの間に共通する単語に来るとあなたの我々 は礼拝はない

アッラーを除いて何も彼と関連付けるはありませんし、1 つ別の領主アッラーの代わりとし

てを取るない」。しかし、もし背きと言う、「[彼に提出] イスラム教徒である証人の熊」 

（コーラン： 3/64) 

ので次の部分で我々 は必需品に基づく主な相違点を説明します。 

8.5.1 神 

8.5.1.1  神の属性 



キリスト教では神についての理解は次のとおりです： 神の概念の 1 つがあると言われる 3 つ

の人もいます。一部のキリスト教徒は、全体を形成する 3 つの部分としてそれを理解しま

す。それらのいくつかは 3 つのフォームと 1 つの神としてそれを理解します。それらのいく

つかは人間に一時的に変換している神としてそれを理解します。[144].それらのいくつか

は、同じ目標を持っている 3 人としてそれを理解します。[145]…2 つの部分またはフォーム

この団結の男性、人間に似たが、一般的には白の人々 が特定の年齢で表されます。他の 1 つ

は、幽霊です。彼らはすべての原始ですが少なくとも 1 つから他の 1 つが続行されます。い

くつかのそれらの間で連続した優先順位はありません。少なくとも 1 つは死亡した生まれ、

だった。この死はように犠牲とは、神が人類を罪から救うことができるので起こった。その

他この神のいくつかの部分と部分は目、耳、鼻、として質量を持つなど、他の生き物との間

の共通機能があります. 

イスラム教イエス ・ キリストによると (彼に平安あれ） は決してそのようなことを言った。

彼は同様にムハンマドの教え (彼に平安あれ）。イスラムの神によると 1 つです。彼は、フ

ォーム、バージョン、および別の人のではないです。彼は何とは異なりです。 イスラム教

で、アッラーは、主のすべての彼は人間ではない、彼は全宇宙の神です。彼は蟻の神です

が、また彼は、銀河の神である、彼は男性も女性もいます。彼は我々 が想像することができ

ますを超えてです。我々 は彼は人間と比較できません。 

以下の詩でアッラーは、明らかに三位一体を拒否します。 

だからアッラーと使徒を信じてください。言う、「3 つ」; ことはありません。排除措置命令

に優れています。確かに、アッラーは、1 つの神です。彼は息子がいること上記高貴です。 

（コーラン: 4/171) 

8.5.1.2   神との関係 

その一方で、キリスト教の神は特定の方法で人間に控えめであります。キリスト教の神彼の

息子を人間が犠牲になります。 

ユダヤ教とキリスト教によると、神は、ユダヤ人とキリスト教徒の有機的関係です。コーラ

ンによると、ユダヤ人も、キリスト教徒任意の特権または任意の特別な関係はアッラーが。

次の詩はこれを説明します。 

しかし、ユダヤ人やキリスト教徒と言う、 

「我々 は、アッラーと彼の最愛の子供たちです.」 

言う、「、なぜ彼はあなた罪を罰するは？」 

むしろ、あなたは彼が作成したの中から人間です。彼は彼の意志、彼は彼の意志罰し人を許

してください。 

アッラーは、天と地の大権し、あるものは何でも、それらの間、彼に [final] の宛先です。 

（コーラン： 5/18) 



キリスト教によると成功はイエス ・ キリストによって （彼に平安あれ）。しかし、イスラ

ム教によると、次の節で説明したように成功するためには満たさなければならない客観的な

基準： 

それはあなたの欲望 [イスラム教徒] もこれらの人々 [ユダヤ人とキリスト教徒]; 聖書のに従

ってないでしょう 

誰でも悪、意志に動作又はその報いがあるし、彼は任意のプロテクターやヘルパーにアッラ

ー以外見つけることができません。 

（コーラン: 4/123) 

8.5.2 預言者 

よると今日の主流キリスト教イエス キリスト （彼に平安あれ） は神です。ユダヤ教による

と彼は偽預言者とうそつきです。イスラム教によると彼は人間とはアッラーの使徒と次の節

で説明したように、救世主です。 

彼らは確かに誰がアッラー キリスト、メアリーの息子であることを言う信じられいます。言

う、「彼はキリスト、メアリーの息子または彼の母、地球上のすべてを破壊する意図してい

た場合、[人アッラーすべてで防ぐことができるか？」そしてアッラーに大権の天と地とそ

れらの間にあるものは何でも。彼は彼の意志を作成し、アッラーは凡てのことで有能です。 

（コーラン： 5/17) 

  

天ほとんどそこから破裂し地球が開いて分割し、彼らは息子に慈悲を属性の荒廃の山の崩壊

します。 

彼は息子を取る必要があります慈悲のために適切ではありません。 

（コーラン: 19/90-92) 

  

メアリーの息子、救世主が使者でした。[その他] 使徒彼の前に渡さしています。彼の母親は

真実の支持者だった。彼らは両方を使用する食べ物を食べる。どのように、我々 がそれらの

兆候を明らかに見る;[どのように彼らはひどい勘違いをして見てください。 

（コーラン: 5/75) 

イエス ・ キリストのステートメント （彼に平安あれ） がジョン/12/49-50 明確彼は使者を

で述べた。これらの詩で彼は明らかには言う: 彼自身の話されていないが、彼を送った主彼

について何と言って、何を話すことの戒めを与えた。何でも彼は話す、彼は、主としてちょ

うど話す彼は言ったしています。 

再び我々 はジョン/17/11、イエス ・ キリストの関係を参照してください (彼に平安あれ） ア

ッラーに彼の言語は主の相似、そして彼の服従を彼の主の面では、統一の単一性のです： こ



の詩には、彼は彼らは 1 つは、ことができます 1 つは彼とは、主として彼の名前で信者を保

護するために主に尋ねます。 

イスラム教の預言者ムハンマドによると (彼に平安あれ） は、人間が私たちのようなだけ明

確かつ簡潔には、以下の詩で明らかになったようです。 

と言う、(O マホメット) " は人間と同様に、誰があなたの神は 1 つの神であることを明らか

にした私を。誰でも自分の主との会談を望む彼は正義の仕事をし、彼の主の礼拝では誰も関

連付けないようにします。 " 

（コーラン： 18/110) 

地球を比較するとき、人間がポイントのようです。私達はそれへのソーラー システムを比較

するとき、地球のような点であります。私たちが私たちの銀河系とそれを比較するとき私た

ちの太陽系のような点です。我々 はこれまで発見されている銀河の数十億にそれを比較する

とき私たちの銀河のような点であります。それらのすべての銀河が多分われわれの時空間と

我々 の宇宙内のポイントのようなものです。我々 は space-times とアッラー作成可能性があ

りますユニバースを比較するときわれわれの時空間多分ような点です。そしてこれらのすべ

ては何アッラーを作成維持して可能性がありますとを比較すると、ポイントよりもはるかに

少ないです。だからどのようにアッラーとアッラーの作成に使用と比較するととても弱い人

間間の類似性を割り当てることは可能ですか？そして息子との人間の言ったことがあります

か？ 

さらに、コーラン、イエスによると (彼に平安あれ） が死亡も十字架につけられていた[146]

次の節で説明したように。 

偉大なその不信感と自分言っメアリーに対して中傷、 

言っのため"確かに、我々 は、救世主が死亡したイエス、メアリーの息子、アッラーの使

徒."彼らは彼を殺していないも彼らは彼を苦しめて;しかし、それはかれらが登場します。確

かに、それ以上の異なる人それについて疑問があります。彼らは、次の前提を除いてそれに

ついての知識があります。彼らは特定の彼を殺していません。 

（コーラン: 4/156-157) 

8.5.3 方法論 

主流のキリスト教徒によって信じられて三位一体としての質問を上げる: 神は父を持ってい

る場合、彼は母親と同様を持っています[147]?場合の父の神、この父の父親は誰ですか？競

合がある場合は特に人は父と息子の間で座標ですか？3 人はなぜ、彼らは同じですか？彼ら

は同じではない場合どのように彼らは 1 つか.ある 1 つ以上の部分または神のフォームをどの

ように行う場合、4 番目の部分またはフォームまたは別の神がないことを知っている？人の

鼻、目... イエスの作成 （彼に平安あれ） ですか？彼らは self-creator はそうだとすればどの

ようなプロセスを通じて？ 場合は我々 の宇宙のようなものを見るときなぜ我々 は神を信じ

てだろうし、彼らは self-creator ですか？[148] 



このような質問は彼らの宗教を選択する個人の方法論に関連の非常に重要です。これらの質

問は「神」概念非常に本質的に関連することも重要です。誰かが彼の t シャツは神であると

考えている場合は、たとえば、その後彼は神の概念によって意味イスラム教またはクリスチ

ャンを神の概念によって意味何よりも非常に異なるでしょう。だからこの人のため神の概念

はない鮮明さとだけ、オプションの概念です。だから、彼は彼が宇宙で観察して、論理的な

プロセスを主導されていません。 

1 つは首尾一貫したロジックの使用によってこのような質問に彼自身を説明できない場合

は、[彼の答え、信念疑問なしすなわちをちょうど教義を受け入れる[149].疑問なし場合は、

だから、彼は別の信仰や不信の疑問をせず何故だろうないですかしかし、イスラム教ではほ

とんどすべてのイスラム教徒彼はする必要があり、彼の信念がコーランに示すようにロジッ

クの使用によって守ることができると考えています。 

8.5.4 神聖な書籍 

旧約と新約では将来の使徒と、アッラーのメッセージについての予測です。たとえば申命記

/18/18-19/旧約聖書で私たちを読む："私はそれらを彼らの同業者の中から預言者ようなた上

げるし、私の言葉; 口の中に置く彼は彼をコマンドしなければならないことにそれら全てを

話すものとします。そしてそれを渡すには、誰でもあなたがた私の名前で話をしなければな

らない私の言葉聞かずはない、私は彼がすること来るもの"。 

新約/ジョン 16/12-13 イエスキ リスト （彼に平安あれ） は言う： が、わたしの言うことは

多くは今それらを我慢できない、まだ私は持っています。その方とき彼は、真実の精神

[150]、来ている彼はすべての真理に導く: 彼は彼自身の; は言えないもののしかし、聞、話を

しなければならないこと： 彼はあなたのものに来て表示されます。 

だから、それはイエス ・ キリストの言葉から明らかだった (彼に平安あれ） 将来の神聖なメ

ッセージと将来のメッセンジャーのための必要があったこと[151].だからイエス ・ キリスト

のメッセージ （彼に平安あれ） 完全に彼のコミュニティによって受信されていません。

[152].また来る救世主を期待まだユダヤ人のため満たされる主要な事がある;従ってユダヤ人

のためもユダヤ教まだ完了していません。ただしと預言者ムハンマド （彼に平安あれ） 

我々 の次の詩を参照してアッラーのメッセージは、最も完全な明確な方法で人類のため完了

しました。 

この日はあなたのためのあなたの宗教を完成している、 

あなたは、私の好意を完了 

あなたのために承認している、 

イスラムの宗教として。 

（コーラン： 5/3) 

  



ムハンマドは [任意] あなたの男性の 1 つの父ではないが、彼はアッラーの使徒と預言者の最

後の。そしてアッラーはすべてのものの完全な知識があります。[153]. 

（コーラン: 33/40) 

だから、コーラン最後の神聖なメッセージです以前の神聖な本とは異なり、アッラーは彼が

それを保護する保証を与える： 

確かに、それは私たちはコーランと確かに、我々 はそのガーディアンになります送信です。 

（コーラン： 9/15) 

歴史的に保護されています。今日、我々 はそれが明らかになった元の言語である 1 つのコー

ランどこでもがあります。しかし、新約聖書の最古の利用可能なコピーは、たとえばギリシ

ャ語でされます。しかしイエス ・ キリスト （彼に平安あれ） 本質的には多分いくつかのヘ

ブライ語とアラム語を話した。誰に異なる言語での技術的な文章に働いて非常によくどのく

らいそれが正しくその意味を検討するために元の言語で、テキストを重要です知っているで

しょう。 

8.5.5 トレランス 

キリスト教徒大抵考慮預言者ムハンマド （彼に平安あれ） 偽預言者と嘘つきとして。ユダ

ヤ人はほとんど考慮預言者イエス ・ キリストやムハンマド （かれらに平安あれ） の偽預言

者と嘘つきとして。イスラム教徒と信じて預言者モーゼ、イエス、ムハンマドの (平和は彼

らに) アッラーの使徒の真と respect-worthy として。さらにそれらを信じてはイスラム教徒で

あることの要件です。 

ユダヤ教国家重点を置きます。キリスト教は歴史上の人物を強調します。彼らの前に他の国

と人があった。しかし、イスラム教のメッセージは、元のメッセージではない、ローカルの

メッセージではないと普遍的である;預言者ムハンマド （彼に平安あれ） は次の詩で下線と

して新しい信仰の元のメッセンジャーではないです。 

言う、"使徒は、間で革新ではない、またが私やあなたとやるべきことを知っていますか。

私だけは、明らかにされて私に従ってくださいし、ワーナーが明確ではない」。 

（コーラン: 46/9) 

8.5.6 ライフ スタイル 

イスラムのアッラーと、個々 の仲介はありません。アッラーは近くです。彼は誰に近い彼の

両親よりもです。したがってイスラム教では仲介者の宗教のクラスはありません。たとえば

イマームがモスクに存在しない場合は、祈る方法を知っているエンジニアできますリード祈

り。誰もアラーの視力のすべての権限を持っている主張することができます。これは大きな

罪です主張するには。 

したがってのイスラム教修道制はありません。実際には、我々 は次の詩で通知されるよう

に、修道非常にキリスト教の起源には存在しません。 



その後私たちの使徒たちの足跡を以下を送信、[それら] とイエス、メアリーの息子の後、彼

は福音を与えた。我々 は思いやりと慈悲彼に続いた人の心に配置。しかし、彼らが彼ら自身

のために発明修道、我々 処方しなかったそれらのため: [私達命じ] はアッラーの良い喜びの; 

を求めるのみしかし、彼らを観察しなかったの遵守。だから我々 はそれらの間で彼らの報酬

を信じていたものを与えたが、それらの多くはふてくされて反抗的です。 

（コーラン： 57/27) 

我々 は今週の宗教的に最も重要な日にも次の詩でを見るように、イスラム教徒は彼らの作品

を約半分の時間続きます主の祈りの後に行く推奨されています。 

O 呼び出しのための祈り金曜日の日に行われるときは、信じているアッラーの記憶に進み、

貿易を残します。それは、あなただけ知っていた場合は、あなたのためにより良いです。 

祈りを締結土地内の分散しアッラーの恩恵を求めるし、成功する可能性がありますアッラー

をよく覚えています。 

（コーラン： 62/9-10） 

アッラーの喜びを得るために意図の義だけの方法で彼の事業を行う者は、祈りになると見な

されます。このステートメントの預言者ムハンマド （彼に平安あれ） この点で良い兆候で

す:"かつ正直町人は預言者とされる正直者と殉教者の判断の日に[154].” 、イスラム教で世

俗的な生活と宗教的な生活を組み合わせます。 

宗教的なクラスと修道イスラム教ではありませんが、誰もアッラーとの強い関係を持ってい

る期待です。頻繁に、毎日の祈りは、この点で良い例です。 

キリスト教において救済とイエス ・ キリストによって考えられて (彼に平安あれ）。邪悪な

行為は、イエス ・ キリストを信じているので、例えば人 (彼に平安あれ） 神は、人だけの神

としてアラーを信じるし、善行をして誰かよりもより良い状況であります。だから善行をす

ることの効果はキリスト教で制限されます。 

キリスト教では特定の人間は神と人の間の仲介であることが考えられています。キリスト教

ではこの点で初期の行為は、神が彼の息子を犠牲に/または人類を保存するために、人間に

なったです。その一方で、特定の宗派の人々、罪を特定の人々 を赦されるために告白の告白

の実習は。しかしイスラム教では、アッラーと、個々 の仲介はありません。 

8.5.7 元の罪 

キリスト教では、元の罪の信念です。この信念は次のとおりです: 最初の男と女、罪を犯し

て。次の世代はその罪を継承します。その罪を犠牲にする必要がありますを削除するには。

彼は多く愛した人間を救うために神を犠牲として彼の息子を与えた。彼の息子のおかげで人

類の罪を取り除くことができますので。 

イスラム教によると、元の罪の概念が受け入れられない: 最初の男と女が罪を犯した。しか

し彼らはその罪のための許しを求めて、アッラーそれらを許した。次の詩は、これを参照し

ます。 



アダムは彼の主 [いくつか] の言葉から受信し、彼は彼の悔い改めを受け入れ。確かに、それ

彼は受け付ける悔い改め、慈悲深いのです。 

（コーラン: 2/37) 

だから他の人が継承されるように罪はありません。 

さらに、イスラムの罪は継承されません。だからすべての子供は、純粋なきれいな彼の両親

を犯したすべての罪から生まれています。アッラーはコーランは、この点で多くの例を与え

た: たとえば預言者アブラハム （彼に平安あれ） 信じない; の息子預言者ノアの息子 （彼に

平安あれ） 信じないだった。 

アッラーは誰かを許すためにどんな犠牲を与える必要はありません。人が心から許しを求め

ている限り、彼の罪を後悔する、良い行ないをすることによって、彼の悪行をキャンセルし

ようと、彼自身彼にアッラーによって許されるかもしれない改善します。彼の名前は、寛容

です。 

原因との因果関係がない限り、一方イスラム教では誰ももう 1 つの負担を負うでしょう。だ

から、イエス （彼に平安あれ） 他人の罪を負担する必要はありません。 

8.6      任意の予言預言者ムハンマドについて以前の神聖な本では？ある場合、それは何です

か？ 

彼らの自身の息子を知っている人誰に私たちが聖書を与えた、彼を知っています。しかし、

確かに、彼らのパーティーは真理を隠す [それ] 知っています。 

（コーラン: 2/146) 

  

疑いで、[O マホメット] について我々 に明らかにしている場合だから、前に聖書を読んでい

る方は。真実は確かにあなたにあなたの主から来ている、そう決して doubters 間。 

（コーラン: 10/94） 

旧約と新約では多くの予言預言者ムハンマドについてアッラーがコーランで説明するよう

に。旧約と新約の預言者ムハンマドの前に何世紀に書かれた （彼に平安あれ） が生まれ

た。でも今日の独創性に欠けると間接バージョンのこれらの神聖な本では我々 は彼らの多く

があります。いくつかのこれらの予言のとおりです。[155]: 

8.6.1 関連情報については、預言者ムハンマドとコーランの申命記/33 

次の節では、モーセの自分自身への参照を参照してくださいにイエスとムハンマドに （かれ

らに平安あれ)。 とその場所。に関する預言者ムハンマド （彼に平安あれ）、また預言者ム

ハンマドのメッカの征服彼約 10.000 の友人への参照です。もう一度次の詩である法律の預

言者ムハンマドへの参照を (彼に平安あれ） - ベースは、コーランの法律 - をもたらした。 



詩の申命記 33/1-2 のとおりです: これは、祝福です何モーセは神の彼の死の前にイスラエル

の子供たちを祝福します。主に来たと彼は言った[156]シナイ山とにむかって; Seirから立ち上

がったから彼は前後からマウントパラン、磨いて、彼は聖人の 10 数千で来た： 彼の右手か

ら燃えるような法律は彼らのため行った。 

聖書に通知し、預言者モーゼのマウント シナイ アッラーから啓示を受け取ったことを確認

します。[157];イエス ・ キリストに住んでいたし、ユダ アッラーから受信した啓示もマウン

トSeirと定義[158];預言者が地域の今日のメッカ （また、コーランのBaccaとして書かれた） 

と、彼とも重なってパランアッラーから啓示を受け取ることが 10.000 人とは大成功を達成

して、彼は法律をもたらすでしょう。我々 は、モーセとイエスの動詞「来る」と「上昇」が

それぞれ使用されている動詞の輝きを使用アッラーの最後のメッセージを参照してくださ

い。動詞の輝きの使用イエスは「彼はすべての真理にヨハネの福音書第 16/13 節で導く」と

して説明する預言を思い出させます。再度これこの本がマニフェストのすべてとしてアッラ

ー彼は、コーランを保護することでコーランを与えます。 保証を連想させます。 

ハバクク 3/3 もそこの以下の節でパランの地域から来ている啓示への参照です。. 

ハバクク 3/3 の詩は次のとおりです： 神からテマンと聖なる方からマウントパラン。セラ。

覆われての彼の栄光は天および地球は彼賛美に満ちていた[159]. 

8.6.2 関連情報については、預言者ムハンマドの創世記 21/9-21、創世記 17/19-20 

上記の後イエス ・ キリストがアラーからの通信の面での大きな履行される点を強調しまし

た。次にこの履行より具体的に預言者ムハンマドの聖書を見つけるいくつかの情報のおかげ

でリンクします。 

聖書からの次の詩でどこイシュマエルが定住していた場所がパランだったことを参照してく

ださい。再びアッラーはイシュマエル アッラーから国家になる次の詩では言います。今日、

イスラム教によると知られている 1 つのコミュニティ以外イシマエルから知られている国は

ありません。アラビア半島の歴史によると、イシュマエルのメッカで、住んでいたし、ムハ

ンマド来たイシュマエルの子孫から (平和は彼らには)、同じ地域に住んでいた。多くの残党

と、メッカの場所、利用知識の系譜のアラビア サポートのこの非常に明確に記録の強い伝統

をありがちましょう。したがって我々 明確にprophetship パラン地域に住んでいた預言者ム

ハンマドのことを知って、彼の業績の重複以下と非常によく予言します。 

それクリア、次節創世記 21/9-21 イシュマエルの預言者ムハンマドの先祖が住んでいた場所

パランと呼ばれることです。[160]. 

これらの詩は次のとおり: とサラは、彼女はアブラハムに言った、あざける生まれていたエ

ジプト人ヘイガーの息子を見た。何のために彼女はアブラハムに言ったこの bondwoman と

彼女の息子のうちのキャスト： この bondwoman の息子アイザックでさえ、私の息子の相続

人をしなければならないことは。そして、ことは、彼の息子のためアブラハムの目の前で非

常に痛ましいだった。そして、神はアブラハムに言った、レットイットビー若者となた 

bondwoman のために心配ない;サラ言ったかれらすべて、聞きいれ;アイザックの子孫と呼ば

れるもの。彼はあなたの子孫からも、bondwoman の息子の私は、国家を。アブラハムの早



朝にまで上昇したとパンと水のボトルを取ったとそれは彼女の肩と、子供にそれを入れて、

ハガル unto を与えたし、彼女が離れて送信:、彼女はディパーテッド、ベールシェバの荒野

にさまよった。水はボトルに費やされ、彼女は低木の 1 つ下の子供をキャストします。彼女

は行ったと彼女をひきとらオフ良い方法としてそれが土だった撮影弓: 彼女によると私は子

供の死を見ていないことができます。彼女は彼の反対に座って、彼女の声を持ち上げ、泣い

た。神は若者の声を聞いた。神の天使はハガルに天から呼ばれる何両党は彼女になた、ハガ

ルを言った？恐れることはないです。神は彼がどこの若者の声を聞いたかれのために。発生

する、わらべを取り上げて、彼を汝の手で;私は彼が偉大な国になるために。彼女の目、神

を開設し、彼女は井戸の水を見た;彼女が行って、水のボトルをいっぱい、若者が飲み物を

与えた。神の若者だった。彼は、成長し荒野に住んだし、射手になった。彼はパランの荒野

に住んだ： と彼の母親彼はエジプトの地から妻を取った。 

創世記 17/19-20 節も預言者イシュマエルの子孫は、重要な成果を持つことをサポートしま

す。これらの詩は次のとおりです。 

神は、汝の妻サラなたは確かに息子を負担しなければならないと述べた。汝アイザック彼の

名前を呼ぶなかれ: と私は私の契約彼の永遠の契約のために彼の種子を彼の後確立します。

イシュマエルは thee 聞いた： 見よ、私は彼を祝福していると彼は実りになる、彼が極めて; 

乗算されます十二王子彼が生むしなければならないと私は彼が偉大な国になるでしょう。 

8.6.3 イザヤ 42/1-12 の最後の預言者は、情報関連情報の説明 

次の節では別の法律の運び手としてのメッセンジャーについての別の予測参照してくださ

い。確かにイエス ・ キリストは新しい法律ではなかった。この預言者にもたらすメッセー

ジ「新しい歌」といいますをも参照してください次の詩では、この完全に、クルアーンとそ

の頻繁暗唱に埋め込まれた音楽を遵守します。もう一度次の詩で我々、このメッセンジャー 

Kedarの場所に関連していることを見る[161]、イシュマエルの息子。再び我々「都市はその

自分の声を持ち上げる」大声で賞賛する特定の参照とステートメントの祈りへの呼び出しを

参照してください、「ロック歌うの住民を聞かせて、それらは山の上から叫ぶ」。次の詩で

他のすべての預言者ムハンマドの成果を遵守します。 

イザヤ 42/1-12 の詩のとおりです: 私は支持する; 私の奉仕を見よ鉱山エレクト、誰に私の魂

delighteth;私の精神を入れています。[162]彼には： 彼は判断異邦人にもたらすもの[163].彼は

しなければならないない泣くを持ち上げ、また通りに聞かれる彼の声を引き起こします。傷

ついた葦をしなければならないと彼は壊れていないと喫煙亜麻クエンチない彼はしなければ

ならない: 真実わたしをもたらすものとします。彼は失敗しないものも地球の判断を持って

彼を設定まで、落胆することは： と、島のための彼の法律を待たなければなりません。この

ように仰せ神、主は天を作成し、それらを伸ばして彼;彼はなど、地球の広がるどの来る;彼

はそこに歩く人々 と彼らの精神に息をgiveth : 主なた義で呼ばれているとします汝の手が保

持されますなた、維持およびなた; 異邦人の光を人々 の契約を与える闇の刑務所の家の外に

座っている囚人は刑務所から、それらを引き出すに盲目の目を開くことには。主である: そ

れは私の名前: し私の栄光を与える別のどちらも私に刻まれた画像の賞賛。見よ、渡すに

は、元のものが来ている、新しいことをやって私は宣言する: などの春前にあなたのそれら

を伝えます。主に新しい曲を歌うと彼の賛美あなたがたは、海の下に、すべてのことを行く



地球の端からそこにある;島はの住民をその。荒野を聞かせて、その都市は彼らの声をKedar

生息しておられる村リフト: ロック歌うの住民を聞かせて、それらは山の上から叫ぶ。それ

ら主、かれの栄光を与えるし、諸島での彼の賞賛を宣言しましょう。 

以下の詩で私たち蒲メッカまたはBacca、そこに巡礼を犠牲にへの参照を参照してくださ

い。またアッラーの栄光の家Kedarと当たるマハラトを妻イシュマエルの 2 人の子供に関連

していることを参照してください。 

詩のイザヤ書 60/7 のとおりです: Kedarの群れがすべて収集されるもの一緒になた当たるマハ

ラトを妻のラムズは thee 大臣しなければならない： 彼らは鉱山の祭壇の上で受け入れられ

て来てしなければならない、家の私の栄光を賛美します。 

8.6.4 大きな発展が起こるし、アッラーの王国はユダヤ人から撮影されますと別の国として

のマシュー 21/42-44 は言ったに与え 

次のイエス ・ キリストの詩 （彼に平安あれ） 明らかに神の王国はユダヤ人から採取し、別

のコミュニティのしなければならないことを言います。我々 は以前申命記 18/18 アッラーは

ユダヤ人の中からないが、ユダヤ人の兄弟たちの中からのメッセンジャーを上げるのコンテ

キストで表明しました。 

詩マシュー 21/42-44 のとおりです: イエスは言われた「にむかって、しなかったがた読んだ

ことがない経典に拒否、ビルダーは同じです石角頭になる: この主をしている、、それは素

晴らしい私たちの目ですか？したがって私はあなたがたに言う神の王国をあなたから撮影

し、果物はその結実の民族に与えられるものとします。誰でもこの石の上に該当しなければ

ならない破られるものとする: がも厚くもてなすそれを秋しなければならない、それ彼粉に

挽くでしょう。 

8.6.5 メッカ (BACCA) への参照、巡礼者は、イスラム教徒の詩篇 84/4-7 のザムザム、迅速か

つ強力な成長のよく 

次の節では、（これは、コーランのBaccaとしても書かれている） メッカへの巡礼への参照

ハガルとイシュマエルの息子に与えザムザムの水をそこには、（かれらに平安あれ）、イス

ラム教徒の強化と強い成長。 

詩篇 84/4-7 節[164]とおりです: あなたが継続的に称賛あなたの家に存在するどのように幸せ

です。セラ。その強さ、その心は、巡礼の旅に設定されているある人々 満足しています。バ

カ谷を通してを渡すように、彼らは、それに湧き水のソースを作る;秋の雨もそれを祝福を

カバーします。彼らは強さから強さに行く;各シオンにおいて， 神の前に表示されます。 

8.6.6 広く知られている特別な預言者 WHO が来てイエスのジョン後 1/20-21、29 

次の節では、予想される預言者イエス ・ キリスト以外とジョン以外はっきり見る (平和は彼

らに)。預言者が彼のステートメント「預言者」は広く知られ、特別な預言者であることが

使用されることは明らかです。 

詩ジョン 1/20-21 のとおりです: そして彼 （ジョン） 告白、否定したことはありません。し

かし、告白、私は、キリストではないです。尋ねた何ですか？エリアス アートなた？彼は言



われた、私はないです。その預言者アートなた？彼は答えた、no.ジョン 1/29 の詩で次のス

テートメントを参照するくださいとは、イエス ・ キリストが存在した [: 翌日ジョンseethイ

エス彼に来る。 

8.7     何がコーランを読みながら心のクマにポイントですか？ 

コーランは、彼の指導に従うことを選択しない場合、すべてでは害を及ぼさないクリエイタ

ーの言葉です誰かメリットはない私たちを導かれてから。我々 は以下の節を参照して、コー

ランは私たちの創造から賛成です： 

（クルアーン） は、暗唱し、あなたの主は、最も寛大なのです。 

（コーラン: 96/3) 

彼は私たち彼の指導を選択する自由を与えています。したがって、コーランは、義人は、す

べてのためのガイダンスです。これは、次の節に記載されています。 

確かに、アラーは蚊またはそれより小さいものの例を提示することに臆病ではありません。

信じている人たちの主からの真理であることを知っています。しかし、彼らの言うことを信

じない人のためとして「何アッラーこの例としてつもりですか？」彼は誤解の多くはそれに

よって、それによって多くのガイドします。彼は誤解のない反抗的反抗を除く。 

（コーラン： 2/26) 

すべての人間は、コーランの周り団結する had アラー、彼は簡単にそれができます。したが

って、深刻なそれから寄与します。コーランを学びながら、1 つを負担しているので心の特

定のポイント。 

まず 1 つの重要なメッセージの詳細のために逃してはなりません。ほとんどの人々 の詳細が

失われる傾向にあります。広い視野を持つようにアッラーを推奨します。この参照は次の詩

です： 

彼がそれはにその本が届いています： [は] 詩が正確に、彼らは本; の基盤です他の寓話で

す。つむじ曲がりの心の中のものを求めて、その隠された意味の検索はその寓意的な部分に

従いますが、その隠された意味アッラー以外誰も知っています。それらの知識のしっかりと

言うに接地されている："我々 は信じて本で;私たちの主からのそれの全体のです："とどれ

も理解の男性の以外メッセージを把握します。 

（コーラン: 3/7) 

多くの翻訳コーランのです。彼らは人間によって変換される場合の翻訳の制限があります。

彼らはイスラム教の重要なメッセージを与えること十分ですが、時折、彼らは間違いを含ん

で可能性があります。 または意味を制限可能性があります。理学博士のあった翻訳元のテキ

ストに既存の詳細逃したかもしれない。一方、他のほとんどの言語アラビア語の詳細レベル

がありません。たとえば、代名詞のさまざまな形態があります「彼らは」アラビア語の各グ

ループの 2 人の男性、女性 2 人、2 人以上の男性、女性よりも 2 人で。「彼ら」のすべての

これらの異なる形式は一般的に英語の翻訳単語をのみ反映される「彼ら」。 



したがって、コーランの深刻な詳細な研究、1 つ 1 つ以上の翻訳が必要または例、相互参

照、および単語の語源を含むコーランの説明を使用してください. 

コーランを読んでいる間 1 つは全体をする必要があります。各ステートメントはそのコンテ

キストで収まるが、それも、コーランの別の部分の別の詩を説明するかもしれない。たとえ

ば、読書に天の創造についての詩と 6 日で地球 1 つ混乱させる可能性があります。ただし、

ステートメントは次の詩を読んで一日アラーの視力の日のようではないことを明確にされま

す： 

あなたの主の日は、数千年のようなそれらのあなたをカウントです。 

（コーラン： 22/47) 

またはリーダー ステートメントは次の詩を読んで日を理解した後アッラーだけ地球それ自身

のまわりの回転で定義されていません。 

天使たちと聖霊は彼に 5 万年の範囲である日中を上昇します。 

（コーラン: 70/04) 

  

  

  

  

詳細については、またはあなたのコメント 

ください私たちを訪問または次のアドレスに E-MAIL: 

  

www.islamicinformationcenter.info 

  

info@islamicinformationcenter.info 

  

tosunender@gmail.com 

  

http://www.facebook.com/guidetounderstandingislam 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

確かに、それらの人が信じているとやった正義の行為彼ら宿泊として楽園庭園を必要があり

ます、 

  

前記彼らは永遠に従います。彼らはそれからいずれかを欲望でされますない転送。 

  

「か海のインクを [書き込み] 私の主の言葉が疲れていたする前に、我々 はそれのような補

足としてもたらした場合でもと言う、私の主は、海の言葉排出だろう。」 

  

言う、"私だけは誰あなたの神は 1 つの神であることを明らかにされている人間をあなたの

ような。だから誰でも自分の主との会談を望む彼は正義の仕事をし、彼の主の礼拝では誰も

関連付けないみましょう。" 

  

（コーラン： 18/107-110） 

  

  

  

  

  

  

時に、 

確かに、男の損失は、 



それらを除いて人と考えられて、善行を行うとお互いに真実をお勧めして互いの忍耐 [と忍

耐] をお勧めします。 

（コーラン: 103/1-3) 

 

 

________________________________________ 

[1]アッラーは、クリエイターは、宇宙の支えるの特別な名前です。この本で彼についての詳

細な情報が与えられます。 

[2]作品 

[3]我々 は、私たちの生活の詳細に最大の成功の次の部分を説明します。 

[4]コーラン、 Coran、クルアーンKuran、としてまた音訳クルアーン。その意味は「朗読」で

す。 

[5]Muhammetマホメット、モハメドとしてまた音訳ムハンマド、ムハンマド。ムハンマド

は、"Praiseworthy"を意味するアラビア語の単語です。アフメットアハメド、アフマドは他の

バージョンのムハンマドは、同じ意味を持っています。 

[6]ここに含まれるQuranic引用主Saheeh国際翻訳から撮影した、アクセス許可によってを使

用します。著作権 2010年-2012 Saheeh国際 

[7]コーランからの引用としてステートメントについて"(コーラン： は/b）」、(a) のコーラ

ンの章の数を表し、(b) 関連する章の詩の数を示します。  

[8]コーランでは、スピーカー、アッラーとして最初の人です。代名詞を使用するのではな

く、しかし、多くの場所で「私」は、彼は彼の名前や代名詞を使用して「彼」. 

これらの用途の理由がある: 第一にこの本を読むことが容易：アッラーは常に「私」、リー

ダーは常に代名詞を使用していた場合、彼はアッラーとして話しているかのようを暗唱しま

す。その一方で、アッラーと彼の他の名前の使用の代名詞の使用とともにより特定の意味を

与えることができる"I"します。2/21 節では、たとえば、アラーが言う:「O 人類、... あなた

の主を崇拝"代わりに"O 人類崇拝私。.."。このような使用でアッラー彼の支配権およびその

他の属性に下線を引きます。またと「私」の代名詞です使用、これ彼自身の人に重点を置き

ます。時々 彼は代名詞を使用して「我々 は」： これの使用は"ロイヤル私たち"または「マ

ジェスティック複数」grandness; の意味を与えるために単数形の人のためこのような使用の

いくつか他の言語アラビア語存在します。 これも使用されます彼の創造の天使や人間などい

るどうやら特定の行為の彼の使用人としてのアクティブ。 

アッラーはどちらも、男性も女性です。彼は任意の性別はありません。だから使用の「彼

は」アッラーの特殊な使用として見なす必要がありますを特別アッラーを表すとジェンダー

を反映するものではありませんか。 



[9]コーランからの引用では私たちは、角かっこ [-] - の詳細は、どうやら、コーランの元の言

葉の意味に含まれて示されます。元のテキストの存在の単語は既にそれらの意味を与えると

追加の単語コーランの元のテキストでのような詳細に角かっこでは反映されません。これら

のブラケットは、存在しない引用される、前または次詩の詳細を与えるためにも使用されま

す。相場で (-) - 括弧内の単語はほとんど説明コーランのテキストについての少し知識を持っ

ている人です。 

[10]アッラー 

[11]我々 は心からアッラーを愛するなら、我々 はアッラーを愛する値によると自分自身を改

善ましょう。 

[12]彼/彼女は、彼または彼女、彼自身/彼女自身の繰り返しを避けるためにはほとんど使用

彼は、彼または彼自身。私達の使用法でこれらは人間でない男性を参照してくださいに意図

されていることに注意してください。 

[13]イスラム教徒はイスラム教、アッラーを提出者の実践者を意味します。 

[14]またはもっと文字通り「ユニバース」 

[15] 「としてタクワ」の注意するガードを保護することを意味元のテキストに言及しまし

た。 

[16]または来世-我々 は、word を使用して好む来世の存在の生活の継続としてのリアルと永

久的な生活であります。 

[17]預言者ムハンマドのことわざ （彼に平安あれ） ハディースのグループです。ハディース

は主に、彼の格言、アクション-行動と他者の行動に関する非言語的承認/ステートメントで

構成されます。これらのイスラム教のセカンダリ ソースです。多くの学者によってを勉強し

ているし、彼らの信頼性に関するいくつかのグループに分類される特定 - 関連し、により多

くのチャンネル-ハディースは、弱いハディースを確認した.     

[18]これはこれで我々 のanbiya ( nebiyyの複数形) 意味預言者の数です。これらはアッラーの

メッセージを任意の書かれた本の有無を通知者です。私たちで word メッセンジャーなどの

預言者の使用です。単語「恐れ」、コーランの本アッラーから関連者を意味する;彼らはま

た使徒です。 

[19] MusnadアフマドHanbal 

[20]預言者ムハンマド （彼に平安あれ） 

[21]しかし、宗教やイデオロギーの人種または民族性に基づいて負の方向に従ってくださ

い、シャープと時間の経過でシャープになります。 本当に他人に暖かく感じる彼らの支持者

はより普遍的な宗教やイデオロギーの人種差別主義者の宗教は彼らを残しているのでこれは 

1 つの手です。その他の理由はより普遍的なものの支持者はできませんに参加し、それらの

人種差別主義者の宗教への貢献です。 



[22] イスラム教とイスラム教の名において犯された暴力に関する現代的な問題についての議

論は一部 8.2 を参照してください。 

[23]本書では単語「信じない」最終的に創作者のメッセージを拒否する人のために使用され

ます。 

[24]預言者ムハンマド （彼に平安あれ） 

[25]明らかに 

[26]したがって我々 利用可能な知識私たちの兆候として私たちの考えることができます、真

実についての正しい理解を持つためにそれらを正しく解釈するは。間違った結論私たち失敗

と個人的な災害につながる可能性があります。 

[27]単語の「もの」すべてのエンティティとイベントを意味します。当然のことながら、こ

れはアッラーを含みません。 

[28]この定義に実用的な目的のための私達の世俗的な出来事に基づく演技で間違って何も

「どのように」我々 が観察するものですを示す有用なためにです。 

[29]ここで我々 は本質的に、word の信仰の「知識」ディメンションを意味します。この言葉

には、「信頼」と同様の意味が含まれます。 

[30]このコンテキストで「見える化」の概念は我々 が見るである我々 が見るものに匹敵する

ものを意味します。 

[31]このコンテキストで「目に見えない」概念匹敵する我々 が見るものではないことを意味

します。 

[32] 誰もが学習と我々 に知らない何について検索の知識の重要性を認めています。これは、

多数の科学は、継続的にビットのうち何が知られているを見つけるしようとするです。 

[33]その一方で、イスラム教の真実との調和に作用する中央の場所を占めていると同様に非

常に重要です。私たちの行動の真実と調和の良い作品と呼ばれ、彼らは必要があります。 

[34]いくつかの良い例は原因不明のものの一つであると主張されていない引力を批判する可

能性があります。ただし、基本的な事実のどれも、空間、時間、生活を含む説明されてい

る.説明として考慮物事多く原因不明の受動のファンダメンタルズに基づいていくつかの

人々 によって常に説明するようです。  

[35]彼らはそのレベルの無限の数の調和にする必要があります要素の内が、彼らでそれらの

間を中央組織力があります。 

[36]代替巨大な偶然の一致のこの調和を信じることです。当然のことながらこのような偶然

の一致として中央の電源ではなく説明を好む非常に主観的とバイアスの態度に対してこの中

央の電源が必要です。偶然の一致は中央力に比べて、この調和に対する説明としてはるかに

多くの条件が必要です。彼のラップトップは、エレクトロニクス企業ではなく偶然によって



形成されたと考えている人を想像します。次の部分で偶然の一致について追加の分析があり

ます。 

[37]我々 の定義の時間を介して重力変化として「この関係を反映している真の引力」ステー

トメントを使用して、その要素は、実行されたと知られている作成者によって確立します。

これは、私たちの存在の理解から、将来的に完全に異なるがあります。このリレーションシ

ップには、別、絶対、自給自足の存在はありません。 

[38]私たちは単語の液滴として、原子と時空の曲率と他の物理的な関係を含めることで、

word の重力のすべての関連エンティティを含むとして使用. 

[39]重力子や時空の曲率など 

[40]など、大気や地球への影響の相互作用 

[41]彼らが占めるスペースなどは、時間は、大衆との関係 

[42]おそらくアッラーはそのような場所を作成していた場合でも、私たちの生活のために適

切なことないでしょう。 が 

[43]進化、弱いか強い核力、特異性は同様に重力に対する上記のコンテキストでの概念のい

くつか。 

[44]このような兆候として本質的に、自分自身で証拠としてではなく、コーランの詩への参

照をご検討ください。 

[45]アッラーの見ること、聞く容量は私たちよりも異なると比類のないです。たとえば私た

ちの公聴会ではそれは波に依存し、のみ特定の周波数を聞くことができますが非常に限られ

たです。 

[46]私たち数学に興味がある読者のため非常に簡単な数学の例を与える： 聞かせて 1/xは惑

星システムの存在の確率xによって反映その他条件下で宇宙の質量量 1 単位だけがあると

き。宇宙の質量のm量がある場合は、惑星系の存在の確率はmになります ※ 1/x。だからmが

大きい場合は、惑星系の存在の可能性は高くなります。しかし、今も質量のm量の存在の確

率みよう: 1 の場合/yは質量の 1 単位の存在確率、質量のm量の存在の確率は 1 になります

/(m※y)。我々 はこれは、最初の式に統合する場合は、惑星系の存在の確率がクリックされ

る: (1/[m※y]) ※ (m※ 1/x) = (1/x) ※ (1/y) = 1/(x※y) だから、質量や宇宙の他の類似のものの増

加は、惑星系の存在の究極の確率を増加しません。（我々 は質量とその惑星系の存在の確率

に与える影響の追加量の確率が等しいと仮定。我々 他の多くの要件の惑星系を省略。)。 し

ましただから物事の多くは合計究極確率任意の方法では増加しません。それは偶然の一致を

解決しません。 

[47]本質的にはユダヤ人やキリスト教徒 

[48]ここで、神の概念は、真の神と偽りの神々 を含む非常に一般的な概念として使用されま

す。 



[49]彼は神を信じているかのようは実際に意識のすべての人に動作します。例えば人は、食

べて飲んで、彼らは彼らが次のライブになる何かの信頼と同様に... 作業時間。人々 の期待太

陽の上昇、次の日... 人もの... の互いに関連するいくつかの優れたパワーがあるものとして彼

らの環境を理解しようとしています。 

[50] このアッラーに対して、自身に対する最大の不公平不公平のためアッラーとパートナー

の任意の種類の関連付けの最大の罪です。この人の善行の値を減らすことができます。1 つ

はこの罪をコミットすると、彼は好意の数十億の贈り主を拒否、彼は、真実を拒否、彼はす

べての希望と感謝する機会を拒否します。再び彼自身と彼の作成者の仲介のような人を発明

し、彼は彼に直接連絡する機会を拒否します。 

[51]ない場合は、悔い改め 

[52] しかし、我々 の観測と解析の限界があるように、我々 の結論のいくつかに関するいく

つかの注意が必要。 

[53]宇宙のこの機能は、またその作成者とその支持者と彼の意志に一体感のためです。 

[54]私たちは、それ自体での過去、現在を含む過去を現在に存在する過去と同じ性質のた

め、過去と現在を説明できません。 

  

[55] 彼はすべての独立した、彼はすべて彼に依存している間何も必要はありません。は、す

べて彼が必要。 

[56]天と地 

[57]最大の愛と喜びのため、イスラム教徒は、この愛それからの喜びです。アッラーは永久

的な連続、愛、（それは善行の結果を生成することは） 効果的な集中、強烈なおよびロジッ

クでサポートされています。アラーが言うように。 

見よ、アッラーの記憶は心の中に満足を見つける 

（コーラン： 13/28). 

[58]苦難と悪について一部 8.4 を参照してください。 

[59] 地獄の天使 

[60]Word フェーズに関して現在と次の段階を使用するが、彼らはおそらく同じ時間枠の部分

としてではありません。 

[61]最後の世紀の発見のおかげで今日私たち一人一人がユニークな指先のパターンを持って

いることを知っています。 

[62]注意してくださいここで我々 人間と以下のコンテキストで物事を説明します。他の部分

で述べたように、現在の世界のすべての生き物もアッラーのしもべもこの点で動作する、彼

らは多くの側面で恩恵とアッラーの力を経験します。 



[63]単語「真実」アッラーの名前として使用する場合は、権限とアッラーの属性は否定でき

ない何かの唯一のソースとして反映されます。一般の単語として使用すると、それは主アッ

ラー以外の者の独立している真の知識については何もを表すために使用されます。 

[64] 存在するかが起こる何か神の意味を持ちます。アッラーの道に招待に応答しないように

この招待意味この世界と来世。 

[65]アッラーの慈悲で、彼は私たちを招待する信念 essentials 私たちこの世の幸せと役立つで

しょう。彼らは最高のアラーによって知られている私たちの本質との調和になります。確か

に多くの信念、来世で私たちの幸せに貢献ことを参照してください。1 つは信念から実用的

な世俗的な利益のためにのみ来世を信じるように期待していなかったです。しかし 1 つは慈

悲深いアラーによって必要な信念の結果がこの世で役に立つだろうことを期待可能性があり

ます。 

[66]悪魔の名前 

[67]使徒は私たちのための最高の例ですが、彼らは唯一の例ではありません。アッラー私た

ちはまた、使徒以外の例を与えます。 インスタンス、時々 彼らの妻、彼らの信者は、父親

と他の人も正または負として例を示します。そこにもファラオなど多くの負の例誰に預言者

モーゼ （彼に平安あれ） が送信されました。我々 は、これらの負の例のようなあることを

避ける必要があります。 

[68]詳細については、このような予言のため、一部 8.6 を参照してください。 

[69]特記のない限り、聖書からの引用キングジェームス バージョンから取られます。 

[70]これは、コーランの特別な側面もあった： 約 600 ページの本は、メモリからない読むし

なかったことも何も彼の全体の生命に; 書く人読誦されていたこの本でこの本がアラーによ

って彼の記憶に置かれたことが言われた;彼はそれ部分的に少なくとも 5 人を唱えていた回日

とテスト;彼は他の人を記録し、それを記憶に推奨していた。 

[71]文字通り「真実の精神」それに翻訳"真実の精神として「変わらないのですが。 

[72]章 

[73]いくつかの例は、次の部分で与えられています。 

[74]律法 

[75]彼の努力を費やしている場合したがってイスラム教でどんな個々 の深刻なアッラーの助

けとは、コーランと彼の方法かもしれません。また十分なおかげで、コーランの詳細は、下

の宗派の違いのレベルまたはイスラム教に直接関連する二次の問題、またはイスラム教に関

連していない問題についてです。 

たとえば、すべての主要な 4 つのスンニ派の宗派の他のスンニ派の宗派の許容です。祈りの

必需品に影響しない問題にほとんど相違点の関係: たとえば、虚脱、コーランの朗読、祈り

でこれらのすべての宗派の信奉者を実行します。ただし、それらの 1 つの人の他のこの改善



することが考慮されるかもしれない間、祈りの中に立っている間彼の手に参加する必要され

ません可能性があります。だから両派の支持者たちの祈り一緒に他の宗派の信者のリーダー

シップを実行できます。しかし多くの宗教に同じ宗教の異なる宗派の信奉者も異なる神々 や

神の形態の崇拝されることがあります。 

再びそのやすさと、コーランの清らかさのためイスラム教のすべての宗派間の違いは合計内

で非常に少ないです。 

その一方で、ある特定の確信がイスラム教に属している場合十分な詳細のレベル、コーラン

のおかげで、すべての人を区別する可能性があります。分類だから信念やコーラン、または

信頼性のハディースまたはを介してこれらの説明できないのアクションの要素を簡単にされ

るかもしれないイスラム教に関連していない文化、民族、個人的または政治的な問題として

にもかかわらず、何人かの人々 は、彼らがイスラムだと主張します。 

常にイスラム教の名においていくつかの個人的なアイデアを主張する人々 があるかもしれま

せん。すべてのイスラム教徒はコーランにまたは彼について明確ではないアイデアについて

の信頼性の高いハディースに関連する一貫性のある説明が与えられることに求める必要があ

ります。 

[76]特定のポイントを念頭に、コーランを読んでいる間に一部 8.7 参照してください。 

[77]完全な詩のようなこれです： 

（ムハンマドよ） 言って"私はあなた; のようなただの人間です。それは私にあなたの神は 1 

つの神であること明らかにあります。だから誰でも自分の主との会談を望む彼は正義の仕事

をし、彼の主の礼拝では誰も関連付けないみましょう。" 

（コーラン： 18/110) 

[78]文字通り「精神」の真実真実の精神としての翻訳を変更されるが。 

[79]メモ、コーランが書いていないしている人は 1400 年前に住んでいた、人はすべての学校

での勉強のたった一人の口から来ていること、また何かを読みます。また、それは聖書の動

物や他の類似のシンプルな素材上のスキンを書かれたような環境で書かれた本だった。 

[80]それが発見された最後の十年のいくつかとして、地中海と大西洋の海の水の物理的特性

のおかげでに合体ない「表面張力」と呼ばれます。このプロパティは、預言者ムハンマドの

時に不明だった (彼に平安あれ）。 

[81]「カダール」、「カーデル法」、または「カダー」コーランの元のテキストから音訳。

Word 宿命は word の運命の同義語としても使用されます。 

[82]ノア (彼に平安あれ） 

[83]空 

[84]未来が含まれています。 



[85]1 つの方法で災害は私たちアッラーが私たちのようなものが起こることがあります表

示、来世ですべてのものを行うことができることを示す私たちアッラーの慈悲のないとどう

なるかを示す例として役立ちます。詳細についてはこの点については関連する 8.4 を一部し

ます。 

[86]または不動 

[87] ただし、誰でも彼はイスラム教徒であると考えているこれらの不要な属性から遠いです

わけではないです。彼と彼の信念は彼によって受け付けられるように各ムスリムはアッラー

にも祈る。これはどちらかそのアッラー ガイド イスラム「の真の信仰があるので他の要因

にも良い属性を持つすべての人々」を意味しません。それらの 1 つアッラーのメッセージへ

の暴露我々 は以下の節を参照して、またアッラーの責任の視力のための条件です： 

我々 は、メッセンジャーの送信まで、決して私たちを処罰します。（コーラン： 17/15）。 

[88]誰かが誰とないので慈悲ですアッラーは満足しているの状況はどのように悪いでしょう

か？ 

[89]いくつかは、「すべての異なる信念を同時に本当かもしれない」と考えています。だか

らそのような人々 のためですと比較してこの真の平等の信念信念に「すべての信念を同時に

真実でないかもしれない」？ 

[90]彼とこの本を教えていた全体のクルアーン彼のメモリと彼の行動で全体の人類のための

例としていくつかの重要な要素は真実の彼と一緒にいた。 

[91]イスラム教で私たちの意識的な行動は、広く 5 つのグループに分類されます： 最初の正

規チャリティーなど債務の返済の債務または義務の毎日の祈りで構成されます。義務を実行

しない罪として考慮されアッラーによって許される限り、罰が必要です。2 番目のグループ

は、最初のグループにではないが、推奨または毎日の祈りの追加部分のようなメッセンジャ

ーによって実行されるアクションで構成されます。これらの助けはアッラーの喜びを得る。

3 番目のグループを食べるなどの中立的な活動で構成されます。アラーによって、余りに長

くなる爪をさせるなどのメッセンジャーの推薦に対してほとんどない明確に禁じられて活動

です不快な行為は、4 番目のグループで構成されます。5 番目のグループの罪で構成されて

います。これらは禁じられて行動であると強盗を殺すまたは酒精飲料などに処罰します。適

切と目的は、アッラーの喜びを取得し、やっては控えさせてを正と中立的な活動を行うに私

たちがアッラーは、私たちはアッラーから遠くを得る負の行動の原因に近い得る悪い行いを

助けます。 

[92]または良い作品。 

[93]このコンテキストで柱不可欠のことを意味します。 

[94]すべての行為は、同じ重量ので、我々 はどのように良いを示す必要はありません。行為

の 1 つの分類は、アッラーと他の人に向けたものに直接関連するものとしてことがありま

す。行為のすべてが重要ですが、アッラーに直接関連して行ないアッラーの非常に属性が非

常に特別であります。たとえば、誰のため良いものの多くの彼の母親をやった人を想像して



ください。彼の母は小さなものを彼から頼むとき彼は彼が彼女を認識しないことを言いま

す。しかし、彼は他の人に良いものの多くを行うと良い人のように主張します。確かにこれ

と他の誰かの彼の拒絶反応と比較すると悪い行為であります。しかし、最高の母を行うこと

ができます、彼女の子供のための創作者の好意の数十億を比較できません。だから彼の作成

者を認識を選択して何かを彼の作成者を確認について気にしないすべての人の善行の彼の善

良さの指標として信頼度は再考すべきです。そしてアッラー最高私たちの意図を知っていま

す。我々 は上記の例で見るように、私達の創作者等は、直接私たちの行動について誰が良い

です、誰が悪では最大の指標です。ので、多くの巨大な好意を与えるアッラー以外は誰もが

あるので;値する人のおかげで、忠誠心、愛;人の知識、手段、善と悪を決定する権限があり

ます。彼の権限のない誰もが彼らは悪があっても多くの理由良いこと主張があります。 

したがって、彼は彼が巨大な好意を与えた彼の作成者を拒否している間に感謝を請求するこ

とができますか？彼は彼の作成者の目の前におじぎをする拒否されてが謙虚になることを請

求することができますか？人は彼は戻って彼らの支払いを彼が見返りに質問したりせず、許

しを求めて彼の作成者の好意をしている間であると主張することができます？ 

[95]時々 アッラーに従うことかもしれない人に有害な短期的に狭い視点から世俗的な用語で: 

たとえば、真実を言っているため 1 つ収益性の高い入札を失う可能性があります。しかし、

本質的に、トータルに従うアッラー常に世俗的な意味にも良いでしょう。 

[96] しかし、満たされていない責任が理由は世俗的な面で強い人アラーの視力の弱い人に劣

ってもあります。だから、貧富されてアッラーの喜びを得るために究極の要因はありませ

ん。 

[97]アラビア語で「による広がりか。」 

[98]嘆願 (duaa) よりも別の意味で用語の毎日の祈り (salah) を使用します。毎日の祈りが含ま

れているいくつかの嘆願が、それ以上のこれらの嘆願です。イスラム教徒はこの部分で追加

祈り我々 説明毎日の祈りに非常に類似を実行できます。それらのすべては、同様の方法で便

利です。 

[99]祈りの終了時刻は常に次の祈りの開始時刻ではありません。関連の時間ブラケットの初

期の部分でこれらの祈りを実行することをお勧めします。 

[100]清浄度は、イスラム教で非常に重要です。我々 はモスクに入るとき靴を削除する理由

です。モスクで靴の除去のための別の理由は、彼らは本質的にはアッラーの記憶のとおり、

特別なモスクの尊重です。 

[101]すべての祈りの意図が重要です。毎日の祈りの前にただ意図祈る人によって関節です。 

祈りのみアッラーの喜びを得るためにする必要があります。それ以外の場合は、それもショ

ーに行って祈りとしては深刻な罪をフォームがあります。 

[102]アラビア語で「アッラーフアクバル」 。これは、"Takbeer"と呼ばれます。 

[103]  もっと文字通り「と」 



[104]元のテキストに対応する単語"Hamd"は、賞賛し、感謝の両方の意味があります。 

[105]これは主に実用的な理由のためです。たとえばがありますセキュリティの問題はそれ安

全モスクには、太陽の上昇の前に暗闇または夜の早い段階で歩く女性のためできない場合が

ありますいくつかの場所。または母は、彼女の子供を残して、モスクに行くことができない

場合があります。だから、女性は自宅またはオフィスで毎日の祈りを実行できます。したが

ってモスクでは女性のための一般的に以下のスペースです。同様の理由から、イマームの男

性です。 

[106] 実用的な理由のため、多くのモスクでも直接クリーニング, モスク. のセキュリティ メ

ンテナンスのため、または間接的に責任がある政府によって割り当てられた永久的なイマー

ムです。恒久的なイマームとして割り当てる彼らはいくつかの試験を受けます。彼らはみん

なのようです彼らはアラーの視力の権限を主張することはできません、彼らは任意の個々 と

アッラーの間の仲介者ではありません。イマームが、ある理由で、誰か他の人は祈る人彼モ

スクで存在しない場合の例が彼を取り替えることのために。 

「ミフラーブ」; と呼ばれるどこに前にイマームを祈る場所高いところのメヘラーブ、どこ

彼は金曜日の祈りのために説教を与える通常の階段の右側には、"Mimbar"と呼ばれます。ど

こmuazzins (呼び出し元に祈り) を呼び出す祈り、モスク内部の場所は、"MuazzinのMahfil"と

呼ばれます。これらのすべての実用的な理由のために使用されます。 

[107]イマームが他よりも異なる方法で何を誰もがそれらを聞くことができる調和と秩序は一

緒に祈ることがありますので、遷移ステートメント「アッラーは、最大として」声を出して

言って祈りをリードする本質的に追加意図です。 

[108]これはアッラーの濃度を容易にし、他の性別に対する感情のための潜在的な気晴らしを

防ぐためにです。 

[109]過度の愛の臨時と永遠の不作為のため不当な現状地球上が発生します。過度に私たちか

ら発生するものを所有している傲慢さ現在の状況その他の要因は、コーランの言葉を引用し

ている罪人の例に見られるようにです： 

彼は言った、「私だけそれを知識のため与えられた」。（コーラン: 28/78) 

しかし、真実は、次の節で述べたように異なっています。 

「と、アッラーは、あなたと何を作成しています.」 

（コーラン: 37/96) 

[110]イスラム教徒は、ラマダンの外にも高速に推奨されます。しかし、これは義務ではない

です。 

[111]人は、付近の王と王重要な当局によって承認されています。 

[112]これらの祈りの 1 つは、特定の種類の動物の犠牲です。犠牲と異なる視点から私たちに

アッラーの恩恵を目撃します。通常の倍は私たちの肉や植物を食べるが、我々 はいくつかの



生き物が自分たちの生活私たちのために失う感じるに失敗する可能性があります。犠牲を通

して、これらの感情を感じています。再び犠牲では、我々 は一日我々 も失われます証人現

在の生活。我々 は、私たちが傲慢なする必要がありますはないと我々 は例えば羊たちの世

俗的な側面で見る私たちの世俗的な側面が一時であることを参照してください。我々 は何を

食べること、証人我々 は何を飲むし、その結果の私たちの体に来る最後に、彼らがアラーの

視力の少し重要性があること。次の節では、これへの参照を： 

その肉は， アッラーに到達しません、彼らの血が彼に達するとは、あなたからの信心深さ

は。したがって我々 あなたアッラーそのために彼はあなたを導いている美化かもしれないこ

とをそれらを受けるが;良いの徒に吉報を与えます。 

（コーラン： 22/37) 

[113]預言者ムハンマド （彼に平安あれ） メディナ/サウジアラビアで紀元 632 年に死亡した

と彼の墓があります。 

[114]私たちの経験が起こる理由に興味を持っていないと言う多くの人がいます。彼らは、彼

らのみ「どのように」物事が起こるに興味を持っていると言います。しかし、これは特定の

方法で危険な可能性： 想像あなたの一日をウェイク アップおよびキーと自分の名前とあな

たのこの車であるメモでのライセンスの豪華な車のドアの前に参照してください。あなただ

けそれを駆動する方法、またはどのようにそれがやってきてを知ることに興味がある場合は

理由、それは、受信の今後の影響は何でなぜそれがあなたのものだった興味がない、です悪

い状況が直面するかもしれない。多分それを与えた人を非常に愛するが、多分にそれを与え

た人何か見返りを求めるでしょう。または多分車を盗まれ、たぶんそれを与えた者は、トラ

ブルの原因になるましょう。いずれの場合も感謝人少なくともそれに感謝するためにそれを

与えた人を見つけるしようとします。だから、いずれにしてもなぜ我々 が起こる観察しすべ

てこれらの恩恵から来てやどこか何が関連する可能性があります結果に期待を見つけようと

する必要です。 

[115]彼は完全にいると思っている人は誰でも必要な文字が文字と信念との関係を意味しませ

ん。まず我々 が我々 の文字を改善旅イスラム教でもあるので、これはそうです。第二に、

文字の信念につながる要因の 1 つだけです。 

[116]さらに、たとえば、t彼は快適さの不信の誰かがよりも優れている可能性があります。

人過度に現在を愛している人は、全知神に拒絶します。一切の責任、説明責任、義務の祈り

のため制限なしに、現在の生活を楽しんで、誰から 1 つだろう恐れる賢明な優れたパワーを

拒否する重要な動機は完全にこの世俗的な生活を楽しむ欲望何誰のため 1 つ感じるだろう責

任。はそのような彼の性格の要素の影響下でそのすべての人があります。 

[117] したがって、この世界で善と悪の客観的な区別は彼/彼女の人格は彼の結果としての信

念/不信に正しく反映可能性がありますので、見てまたは他の手段によって余儀なくされる

ことがなく信じているに招待する人が必要です。 

[118] アルBukhaari、イスラム教徒 

[119]永続化するには、患者に 



[120]アッラー 

[121]いくつかの現代的なアプローチは、イスラム教では、内のすべての偏光の理解に反して

すべての賢明なアッラーの計画の一部です、すべて、システムの一部です。したがってすべ

てのアイデンティティは尊敬されると認識があります。 

[122]これは、とき同じ場所で必要はありません、例えば自宅でだけある特定の人々、兄弟、

叔父、父親などのコーランに記載. 

[123]これの原因は、ほとんどさらに離れて女性に比べ男性から彼らの将来の伴侶について決

定事実と見なされます。 

[124]例えばどのように魅力的な女性を覚えている自動車のフェアでの車の横に配置されま

す。 

[125]これは、スカーフまたはイスラム教によると服の必要な部分のために使用される用語で

す。本質的にそれはカーテンやパーティションを意味します。 

[126]これは、「彼ら」の女性の使用、元のテキストはアラビア語でです。 

[127]これは、「彼ら」の女性の使用、元のテキストはアラビア語でです。 

[128]元のテキスト内の単語「ヒジャーブ」です。 

[129]女性的なフォームにアラビア語で、元のテキストでは。 

[130]イスラム教では離婚が法的です。 

[131]それここで時々 誤解される、以下の詩を説明する役に立つでしょう。 

男性は女性の右側がによって担当何アッラーは彼らの富から 1 つ以上の他、[メンテナンス] 

何を過ごすことを与えています。義人の女性が熱心に従順であるので、[夫の] 不在でアッラ

ーを守っているそれらを守る必要があります。それらの妻があなたが病気恐れる人から行動

規範; それらをアドバイスベッドの中で、それらを捨てます。それらを打ちます。しかし、

彼らはあなたに従う場合は、それらに対しての手段を求めるありません。確かに、アッラー

は、これまで高貴とグランドです。 

（コーラン: 4/34) 

通常人々 は親切な家族のメンバーについての注意です。しかし、妻の恐怖、病気からに彼ら

の夫のまたはその逆を行って 場合もあります。人ヒット オブジェクトにキック、それらを

投げる、夫任意の有効な理由もなく抑圧する女性はまた、彼らは、彼らの夫は何もしなかっ

たが、テロと障害の家族を引き起こす巻いたまたは間違っているため、彼らは多分何か余裕

がなかった。残念ながらそのような病気の行為は時々 離婚またはプライベートの家族の問

題、部外者に公開することを防ぐために男性によってを示すいくつかの例外的なアクション

を引き起こす;または、自衛のためは、ように他の手順で述べた場合任意の肯定的な結果、

上記の詩を作り出すことができません。 



アッラーの受注男性女性と預言者ムハンマドの実践に向けて親切にすること （彼に平安あ

れ） 人は時々 彼を混乱させる彼の妻に対する暴力を使ったことがないこの順序を確認しま

す。 

このような不正行為に対する女性が起こる場合は、その一方で、彼らも当然のことながら夫

に対する上記の詩で述べた一定の措置を使用できます。または、夫に代わって不服従の場

合、女性も以下の詩で推奨として行動可能性があります。 

女性の不安の反抗や脱税彼女の夫の場合は、罪はない彼らにそれらの間の和解条項を作る場

合は決済が最高です。現在 [人間の] 魂にけちです。しかし、良いことし、し、確かにアッラ

ーはアッラーを恐れるかどうかはこれまで、何かを精通しています。 

（コーラン: 4/128) 

再び我々 は単語「ストライク」4/34 節も「別々 のから」と同様にいくつかの翻訳者によっ

て翻訳されたを意味する注意してください。この意味は、並行して女性の優しさで、コーラ

ンの詩 4/19 に記載されているように生きるにアッラーの命令です。この意味は、また事実

を並列です預言者ムハンマドの妻の一定の動作には、(彼に平安あれ） アッラー彼らがどん

な暴力を適用する彼を推薦なしを望む場合それらの良さで離婚を解放する彼をお勧めしま

す。この意味も事実との調和は、預言者ムハンマド （彼に平安あれ） 女性に暴力を使用す

ることに対して強く助言します。 

[132]6 年間続いたこの戦争のため死亡した人の 1 日平均約 30.000 だった 

[133]誰も彼は彼だけではなかった場合でも対応する必要があります。 

[134]誰もがこの潜在的なされていない場合、彼は責任はないです。 

[135]真剣に無効になっているし、する能力を持っていない人は例外です。これらの人々 

は、イスラムの責任者としては考慮されません。 

[136]実際に物理的なを参照してくださいするには、化学または生物イベントとしてちょうど

機械と盲目のイベントです唯一の非常に限られたアプローチから次の詩を理解するよう： 

7 つの天と地とそれらであるものは何でも彼を称賛します。ものはない、ことを除いてそれ 

[アッラー] 彼の賞賛によって称揚しますが、自分の道を理解していない信奉します。確か

に、彼はこれまで柔和と寛容です。（コーラン： 17/44) 

[137] これは、結果は、「賢い」、「慈悲」としてアッラーの属性です。それ以外の場合は

反対も起こった可能性があります。 

[138]注意： この相似アッラーの属性の説明として考えていないが、ちょうど例として私た

ちの理解の限界を克服するためにします。これは、イスラム教の概念になじみのない 1 つの

共通の概念のアイデアを与えるための例です。我々 は、権威や知識アッラーの知識が現在に

関連もの、将来または彼は歴史的事実として知ることに関するものとして分類する必要はあ

りません。アッラーが匹敵するように、彼の知識も比類のないです。関連性の高い、私たち



に彼によって導入されたものを除いてアッラーの人は知らない。アラーはベストを知ってい

ます。 

 

[139]偽りの神々 

[140]もちろん注意： アッラーの行為によって非常に限られた時間の概念を定義することは

できません。したがって、これらの例は非常に広範な理解を与えるまたは思考の食べ物を与

えるものとして考慮します。 

[141]アブラハム （彼に平安あれ） 

[142]自分の罪が知られているので。 

[143]順番に最も近い主要な宗教イスラム教にキリスト教、です、それはよく知られている宗

教です。だからキリスト教とイスラム教との比較も他の宗教からのイスラム教の違いについ

て考えを与えます。ユダヤ教とイスラム教とキリスト教の共通点がたくさんあるように、

我々 は同様にユダヤ教を含めることで、特定の比較を行います。その一方で、一部 3.1.1.1 

我々 イスラムの必需品と他の宗教の主要点について比較しました。 

[144]唯一の神は、イエス ・ キリストは人間とメッセンジャーされているように、いくつか

のキリスト教徒は神の概念を理解します。彼らは、大多数ではないと我々 我々 の比較のこ

のグループを省略します。 

[145]イエス ・ キリストはヨハネ 14/28 彼の主は彼よりも大きいと言います。 

[146]前にも、コーランの出現後されているイエス ・ キリストの死に関して次の異なる信念 

（彼に平安あれ）。いくつか他の誰かが代わりにイエス十字架につけられたと信じていた。

いくつかは、彼は十字架の上に置かれたが、彼は死んではなかった信じていた。キリスト教

徒の大半は、彼は十字架の上に殺されたと考えています。我々 は福音書を読むときは、いず

れの場合では、そこに表示たくさんのイエスがまたはない十字架につけられたについて質

問: たとえば: 最後のコールと使徒の言葉イエス ・ キリストのようにどのように「私の神、

私の神は、なぜ、あなたは私を見捨てるでしたか？」で述べたマシュー/27/45-47 とマーク

/15/34-35 としてことができる？どのように彼は十字架上で 3 時間、彼と他の 2 人が、同じ

状況で生きている間、それが十字架上にいくつかの人、9 日間かかる場合がありますが死ぬ

ことができる？なぜ彼は死んでいたことを言うとローマの知事ポンテオ ・ ピラトは驚きま

したか？なぜユダヤ人は彼の死を疑ったか。多数のステートメントは、彼が生きていたはり

つけ (マーク/16/11） の後も、なぜなかった。再びいくつかの文献学的研究は、単語「クロ

ス」イエス ・ キリストの時代の今日のキリスト教徒を想像図形を意味しなかったと表示し

ます。 

[147]キリスト教、メアリーのいくつかの宗派に (平和は彼女に) 彼女は神の母として考えられ

ているようにも、崇拝されています。 

[148]このような質問のためのキリスト教の基礎でも多くの異なる宗派です。 



[149]したがって、誰でも真実のために見える必要がありますまず決定彼の方法論について。

たとえば、彼はロジックまたは受け入れ疑問なしに基づいて、方法論を採用して？2 番目の

手法を通じてそれおそらく決定する容易になりますがないのそれを生活で、他のユーザーを

招待理由この方法を選択する他のすべての宗教丁度同じの妥当性を持っているので。さら

に、後者それはない十分に論じられるようにより安全になります。 

[150]文字通り「精神」の真実真実の精神としての翻訳を変更されるが。それは本当に、福音

の元のテキストに存在してこの概念は、預言者ムハンマドの記憶にコーランに言及すること

が （彼に平安あれ）、精神と真実が、コーランの名前として。または多分それの「信頼でき

る」または「正直」と愛称で呼ばれた預言者ムハンマドの資質を指します。 

[151]一部のキリスト教徒は聖霊として予測の性格を検討すること。しかし、多くの - それは

他の宗教にも起こる - キリスト教の世界、機能面での指導、聖霊は、神の一部であると考え

の犯した罪を見て理解することは困難です。ガイディングの精神として、教会を理解するな

ら、教会の聖職者とその権限の仲介機能はキリスト教内確認だろう;しかし、イスラム教で

この世界が目の前でこのような特権グループ アッラーは受け入れられない。予測の人が聖霊

として考えられている場合は、再び、その後それ自身の話すだろう;なぜ、神のと呼ばれる

一部は自分の話すことはできず、だけ彼が聞くと言うでしょう？予測の人が聖霊の場合は、

明確に誰も 3 つの神々 を同時に 1 つの神であることを言うことができるでしょう。この場

合、3 つの神々 があるでしょう。さらに、それが来るとき、聖霊につながる場合は、前にそ

れが何が起こるか来たの？ 

[152]イスラム教によるとイエス ・ キリスト (PBUH) は、預言者ムハンマドについて予言。し

たがってイスラム教徒にとって、イエス ・ キリスト彼のコミュニティでのメッセージの受

信として預言者ムハンマドのメッセージの受信完了としてでした (平和は彼らに)。 

[153]コーランの預言者ムハンマドを後 （彼に平安あれ） モーセとイエス ・ キリストは彼と

のそれらのような明確な奇跡によってサポートされている任意の神聖な本を持って来ない 

(平和は彼らに)。 

[154] Tirmizi 

[155]我々 は予言預言者ムハンマドについて説明した （彼に平安あれ） 申命記 18/18 とジョ

ン 16/12-13 3.4.2、3.5.2.3、この本の 8.5.4 の部分では、したがって我々 それを繰り返して

は。我々 は旧と新約聖書だけに私たちの説明を制限し、我々 は説明しません予言預言者ム

ハンマドについて (平和は彼に） 他の宗教の神聖な書籍に。 

[156]神のスペースを制限で、これは神の到来が来る神の言葉ではなかった。次のそれぞれの

動詞の詩でフォロー プラン内で表示。 

[157]詩の出エジプト記 19/1-3 のとおりです: イスラエルの子供たちだった行ってときなどエ

ジプトの地から、3 番目の月と同じ日に彼らはシナイの荒野に。レピデムから、出発したと

シナイの砂漠に来ていたし、荒野で; を投げていたイスラエルでキャンプする前にマウン

ト。モーセは神にまで行って、わたしの主と呼ばれる彼を言って、山したがって shalt なた

と言う、ヤコブの家に、イスラエルの子供たちを教えて 



[158]次の詩は聖書のイエス ・ キリストのリンク表示 （彼に平安あれ） をセイルと呼ばれる

場所。ジョシュア 15/1, 10-12 の詩のとおりです: これは、彼らの家族によってユダの子供の

部族の多くだったエドムの国境にも南Zinの荒野の南の海岸だった。(…)Jearim Chesalon北側

とBethshemeshに、ダウンしたと告げて言ったに渡される、マウント国境 compassed Baalah

西進マウントSeir、わたしとわたしの側に沿って渡されます: 境界線側は、untoエクロン北方

へ出かけた: Shicronに、境界線が描かれたとに沿ってBaalah、マウントに渡され、 Jabneelが

た; 出て行った国境を往来した海で。偉大な海と海岸はそのに西部国境をだった。これは、

彼らの家族によるとラウンドについてユダの子供の海岸です。 

詩マシュー 2/1-6 のとおりです: イエス ベツレヘムのユダヤのヘロデ王の時代に生まれたと

き、見よと言って、彼のユダヤ人の王の誕生が、エルサレムには東から来た賢明な男性です

か？彼は東の星を見ているし、彼を崇拝するに来るために。 とヘロデ王は、これらの事を聞

いていた、彼は問題を抱えたとすべてのエルサレムの彼と一緒に。彼はすべての祭司長と律

法学者たちの人一緒に集まったときに、彼はそれらのキリストを生まれるべき要求。彼らは

イエスに言った、ユダのベツレヘムと述べた: 従ってそれは予言者によって書かれているた

めと汝ベツレヘム ユダ土地アート、少なくともユダの王子の間で： あなたは、知事の施行

するために、そのルールをしなければならないわたしの民イスラエル。 

[159]声を出してのモスクの毎秒の数千の地球上で読誦祈りへの呼び出しを忘れないでくださ

い。これらの呼び出しにも預言者ムハンマドの名前が含まれている (彼に平安あれ）。確か

に、地球は、され、ない他人間の賛美のような彼の賞賛のフルです。 

[160]預言者ムハンマド （彼に平安あれ） 生まれ、ほとんど住んでいた、コーランを初めて

受けたイシュマエルが住んでいた、すなわちパラン地域場所に。 

[161]創世記 25/13 節の 2 人の息子イシュマエルの （彼に平安あれ） KedarとNebajothと呼ば

れます。この詩は次のとおりです: これらは彼らの世代によるとイシュマエルの息子の名前

で自分の名前です: Nebajoth; イシュマエルの初子ケダールとAdbeel、およびMibsam, 

[162]1 つは、コーランの名前の精神です。「スピリット」は主にコーランの預言者ムハンマ

ドに関連ガブリエルの天使のためにも使用されます word (彼に平安あれ）。 

[163]異邦人は異教徒の聖書が一般的に使用される用語と非ユダヤ人の人々。これも、実際に

完全に準拠して、どの預言者ムハンマドの人々 （彼に平安あれ） 生まれ、異教だったし、

預言者ムハンマド関連アッラーのメッセージをそのような人々 に主に。 

[164]ホルマン キリスト教スタンダード聖書 ® は、著作権 © 1999年、2000年、2002年、

2003、2009 ホルマン聖書出版社。 

 


