
黙示録のラッパに関する記述についてですが、ラッパは全部で七つ吹かれますが、第五のラッパ

が「第一の災い」であって、実際の「災い」は第五、六、七の３つだけであり、第一から四は、

全体の概観図のような役割を果たすことは、すでに「３５　黙示録の [ 封印 ],[ ラッパ ],[ 鉢 ] の

相互関係に関する考察」から３７までの三部作で詳しく論じましたが、ここで、第五のラッパに

に関して更なる調査に基づく、解説を、記したいと思います。

「第五の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると、私は一つの星が天から地上に落ちるのを見た。

その星には底知れぬ穴を開くかぎが与えられた。「その星が、底知れぬ穴を開くと、穴から大きな

炉の煙のような煙が立ち上り、太陽も空も、この穴の煙によって暗くなった。」」（９：１、２）

これは、悪魔サタンが天から落とされ、７年の艱難期が開始されてからの描写です。「底知れぬ穴」

から出て来る者は間違いなく、悪霊でしょう。それは、その穴の主に関する描写からも分かります。

サタン側の勢力です。早速、タルタロスという獄に捕らわれている悪霊たちを総動員します。

「彼らは、底知れぬ所の御使いを王にいただいている。彼の名はヘブル語でアバドンといい、ギリ

シヤ語でアポリュオンという。」（９：１１）

これは、第五の「鉢」と同じタイミングの出来事です。

「第五の御使いが鉢を獣の座にぶちまけた。すると、獣の国は暗くなり、人々は苦しみのあまり舌

をかんだ。 」（１６：１０）

「その煙の中から、いなごが地上に出て来た。彼らには、地のさそりの持つような力が与えられた。

そして彼らは、地の草やすべての青草や、すべての木には害を加えないで、ただ、額に神の印を

押されていない人間にだけ害を加えるように言い渡された。」（９：３，４）

「イナゴ」は「額に印を押されていない人間だけ」を害します。その人間たちとは、７章の記録にある、

「１４万４千人」の額に印を付ける記述に対応していると考えられますので、それ以外の人間とい

うことでしょう。

「しかし、人間を殺すことは許されず、ただ五か月の間苦しめることだけが許された。その与えた

苦痛は、さそりが人を刺したときのような苦痛であった。その期間には、人々は死を求めるが、

どうしても見いだせず、死を願うが、死が彼らから逃げて行くのである。」（９：５，６）

「死にたい」と思うほどの苦痛、１６：１０の表現では、「苦しみのあまり舌をかんだ」とありますが、

しかし、決して死ねないという状況です。これは、肉体的な、苦痛や攻撃ではなく、精神的なも
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のに違いありません。

恐らく、脅しになどによる、尋常ではない恐怖、もしくは、それらの人々のそれまでの言動に対

する痛烈な暴露や容赦ない糾弾などを表していると考えられます。

「そのいなごの形は、出陣の用意の整った馬に似ていた。頭に金の冠のようなものを着け、顔は人

間の顔のようであった。また女の髪のような毛があり、歯は、ししの歯のようであった。また、

鉄の胸当てのような胸当てを着け、その翼の音は、多くの馬に引かれた戦車が、戦いに馳せつけ

るときの響きのようであった。」（９：７－９）

「馬に似ている」というのは、「翼の音が戦車のような響き」ということから言っても「軍隊」で

あるといえます。

ただ、次の描写によってこのイナゴの正体に関係するであろうひとつのヒントが現れます。

「彼らは、さそりのような尾と針とを持っており、尾には、五か月間人間に害を加える力があった。」

（９：１０）

この「イナゴ」については、後の第６のラッパの記述の中で一緒に扱います。

いずれにしても、この第５のラッパの記述の中には、ダニエル８、９、１１章に出て来る終末期

の主役である「荒らす憎むべきもの」（以下「荒憎者」と表記）と思える者の言動は全く見当たり

ません。

さて、サタン放逐直後のできごとから描かれている、「第５のラッパ」の内容として、この「五ヶ月間」

の苦痛という期間の出来事が「第一の災い」として記され、続く「第６のラッパ」の内容として

記されている記述は「第二の災い」であり、それは明らかに後半の三時半の大患難期の出来事です。

ですから、第五のラッパの災いは、前半の３年半の内の、主に５ヶ月の間の事だけを特記してい

ることが分かります。

では、この五ヶ月間は三時半の間のどの辺に位置するのでしょうか。

この苦痛は、誰が誰に対して、どのようにして与えるのでしょうか。

この質問の答えは、この五ヶ月間（１５０日）と、ダニエル書で具体的に挙げられている日数（期間）

との関係について述べる次のレポートで扱うことにします。

さて、次に第６のラッパの描写ですが、ここでも、第５の時の「馬に似たイナゴ」と共通した特

徴を持つ「馬」が登場します。

「騎兵の軍勢の数は二億であった。私はその数を聞いた。私が幻の中で見た馬とそれに乗る人たち

の様子はこうであった。騎兵は、火のような赤、くすぶった青、燃える硫黄の色の胸当てを着け
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ており、馬の頭は、ししの頭のようで、口からは火と煙と硫黄とが出ていた。

これらの三つの災害、すなわち、彼らの口から出ている火と煙と硫黄とのために、人類の三分の

一は殺された。馬の力はその口とその尾とにあって、その尾は蛇のようであり、それに頭があって、

その頭で害を加えるのである。」（９：１６－１９）

先ず「馬」について考えましょう。

「馬」の正体を知るには、その特徴を分析する必要があります。

「女の髪の毛」、[「頭に金の冠」「頭は、ししの頭のよう」、「ししの歯」、「人間のような顔」そして「鉄

の胸当て」などがあるという描写です。

次の聖句は、この正体を知る手がかりを与えるものと思えます。

「第一のものは獅子のようで、鷲の翼をつけていた。見ていると、その翼は抜き取られ、地から起

こされ、人間のように二本の足で立たされて、人間の心が与えられた。（ダニエル７：４）

これは、ダニエルの４頭の獣の最初のもの「バビロニア」に関する描写です。

それで、先ず、「馬」の正体には、「獅子、人間的」という要素から、「バビロン」が関わっている

と考えられます。

そして「女の髪の毛」についてですが、まず、「女」と言えば聖書中の象徴的に表現される者で、

サタン側の勢力に関わる「女」は「大娼婦」であり、やはり「バビロン」です。

「大バビロン」は古くから一般に、ローマ帝国であると解されているようですが、l0 本の角つま

り 10 人の王からなる復興ローマは大バビロンを攻撃し滅ぼすとしていますので、これが同一と

いうことはないでしょう。やはり、「大バビロン」は、基本的に宗教的な組織であり、「バチカン」

で間違いないでしょう。

しかし、奇しくもその名をローマ・カトリックと呼ぶようにローマ帝国とバチカンの両者には密

接な関係があり、不可分の関係にあります。

ダニエルの 7 章の獣に関する描写の意味する所は、政治的なもの、つまり国家、帝国であり、バ

チカン市国は、教皇が国家元首ということになっていますが、これは、例外的な措置であり、通

常の独立国とは、異なるという認識は、誰でも認めているところです。

バチカンはカトリックの総本山であり、歴史的に見ても、その母体はローマ帝国以来のヨーロッ

パと言えます。

そうした意味で、黙示録の緋色の獣が「女」( 大娼婦 ) を乗せて登場するように大バビロンは常に

ローマの上に乗って来ました。この獣は、「海から上がった獣」すなわち「復興ローマ」ですが、

この獣の口も「獅子のよう」です。

「イナゴ」には「鉄」の胸当てがあります。これは、ローマが大バビロンの強力な用心棒役を担っ

ていることをあらわすものでしょう。

 この不可分の関係にある現代の復興ローマと大バビロンの結託したものが第 5、6 のラッパで示

されている「馬」（イナゴ）であるに違いありません。
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そして、さらにこの「馬」の特徴として、第５ラッパでは、「さそりのような尾と針」を持つとされ、

第６では、「馬の力はその口とその尾とにあって、その尾は蛇のようであり、それに頭があって、

その頭で害を加える」と描写されています。第５と比べると、「口」が加わって「力」が増強され

ています。「口」は自らを神とするような大仰な事を語るとことと共に、あらゆる欺き、惑わし、

あるいは脅しなどを象徴しているのでしょう。

「尾」は「さそりのような」に変わって「蛇のよう」となり、その蛇尾にも「頭」があり、それで

害を加えるということです。

つまり、「馬」に権威、威力を与えているのは、蛇、つまりサタンであり、その蛇の頭の頭脳によ

って危害の計画が練られていると言うことでしょう。

その権威の源が「尾」にあるということは、目立って先頭に見えるのではなく、背後で操る者の

バックアップであるということでしょう。

（馬の顔は、人間のような顔で、怪しむことのない、あるいは、親密感を感じさせる外観を装って

いるのでしょう）

第 5 の時は「イナゴ」は馬に似ているのに、それには乗り手はいませんでしたが、第 6 ではこれ

に乗り手がいます。

馬の口からは「火と煙と硫黄」の災いが出ますが、馬の乗り手はそれと同色の胸当てを付けてい

ます。

特徴として共通しているのは、「熱」あるいは「火」です。これらは、滅びの象徴です。

ここで、「火と煙と硫黄」という三つの要素が、３回繰り返し記述されています。

大艱難期のこの３つの要素は、それぞれ、火の色の龍（サタン）と偽預言者と獣の三つ組みに間

違いないでしょう。

「わたしはまた、竜の口から、獣の口から、そして、偽預言者の口から、蛙のような汚れた三つの

霊が出て来るのを見た。これはしるしを行う悪霊どもの霊であって、全世界の王たちのところへ

出て行った。それは、全能者である神の大いなる日の戦いに備えて、彼らを集めるためである。」（黙

示録１６：１３，１４）

ここに第６番目の「鉢」に関する記述を、今考慮中の第６のラッパの出来事の根拠として引用し

ましたが、「ラッパ」と「鉢」は同タイミングで起きる同じ出来事を、一方はサタンが引き起こす

災いとして、「鉢」は神からの天罰という観点から記していると言えるものです。

（この点の根拠となる詳細については、「３７　黙示録の [ 封印 ],[ ラッパ ],[ 鉢 ] の相互関係に関する考察

－３ラッパと鉢は同時期」で詳しく論じていますが、このレポートの最後にその中の一部を抜粋、転載して

おります）

（また「火と煙と硫黄」についてはすでに、これまでのレポートの幾つかで、書いて来ました。（詳しくは、「２
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８　終末期の悪の三位一体と偽預言者の正体」「８３  終末期の悪の主役 － ギリシャの君とペルシャの君」

などをご覧下さい。また、「火のような色の赤い」者については、「８１　八人目の王、反キリストの正体－

キーワードは「銅」」で詳しく論じています。）

そして、Ｎｏ．８１のレポートで「荒憎者」である「小さな角」の正体は、セレウコス朝シリアの王、

また、偽預言者はペルシャの王であろうと言うことをその中で述べましたが、ここでは、それの

更なる根拠とも言える、これまでに触れていなかった点についての追加記述を記しておきたいと

思います。

さて、この乗り手の「色」を考慮すると、その者たちの正体が明らかになると思えます。

「火のような赤」（火）、「くすぶった青」（煙）、「燃える硫黄の色」（硫黄）と表現されています。

この中で、「青」と訳されている、原語のギリシャ語は「フーアキンシーノス」です。花の「ヒヤシンス」

のことです。この語は、一般に「濃い紫もしくは青、ヒヤシンス色」という意味であるとされて

います。

そしてこの色は、古くから「ペルシアンブルー」と（イラニアンブルーとも）呼ばれています。

デ ザ イ ナ ー が 用 い る カ ラ ー コ ー ド（ＲＧＢ及 び １ ６ 進 数 表 記）で 言 う な ら、 「R-28 G-57 

B-187、HEX：#1c39bb」とされています。

また、硫黄の色については、シリア一体は古代から硫黄と切り離せない程、なじみ深いものです。

今でもシリアには硫黄温泉が各所にあり、水は幾分硫黄臭がすると、旅行者の間で良く言われる

ようです。又、シリア原産の石油も、硫黄の含有量が多いようです。

ヒヤシンス

ペルシアンブルー

カラーコード

R:28

G:57

B:187

ペルシアンブルーの絨毯

さらに、黄色～橙土色の「Orpiment（オーピメント」

という鉱物（硫化物）があります。 （和名：石黄、雄

黄または雌黄）この有毒性硫化砒素は古代から知ら

れ、ギリシャでは、アルセニコン（アルセニク）と

呼ばれました。アルセニクはシリア語のザルニカに

拠るといい、Orpiment を指す語でした。もともと

は「黄色」という意味です。

反キリストは「シリア」、偽預言者は「イラン」であるという根拠　5/8



さらには、地質学的学会の一員 ウィリアム・

フィリップスによる「鉱物学入門」という著

書の中で、鶏冠石についてこのように書かれ

ています。

「それは塗料として採用されてる。

ローマ人はその目的のためにシリアから明る

い色の石黄 (Orpiment) を取り寄せ、非常に

それを珍重した。

鶏冠石は、ヒ素７５％、硫黄２５％で、石黄は、

ヒ素 57％、硫黄 43％で構成されている。」

 William Phillips 　

An elementary introduction to the knowledge of mineralogy

コロンビア大学　図書館所蔵

次の資料は、フィリップ・K・ヒッティの著作 「レバノンとパレスチナを含むシリアの歴史」

からのコピーです。内容はおよそ次のようなものです。

「シリアの辰砂と石黄は paintind のために使用された。石黄は金の色であった。

ダマスカスの雪花石膏は、他の品種よりも白かった。

石膏は、アンティオキアの近くに存在し、同じプロセスによって明らかにシリアで調製した。」

Philip K Hitti 　“ History of Syria, Including Lebanon and Palestine ”

下の資料は、ラザフォード・Ｊ・ゲトゥンズ／ジョージ・Ｌ・スタウトの著作「画材：小百科事典」

からのコピーです。内容はおよそ次のようなものです。

「石黄は古代において知られていたが、それは、シリアで発掘されていると、プリニウス
(*)

は言及

している。」

* 訳者注 「プリニウス」は帝政期のローマの人物で、博物学者、政治家、軍人。

　　　　『博物誌』の著者。ベスビオス火山の噴火により没。

Rutherford John Gettens,George Leslie Stout“Painting materials: a short encyclopaedia”
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こうした事から、ペルシャ ( イラン ) のイメージカラーは「青」、シリアのイメージカラーは「硫黄色」

ということになります。

これが、聖書的に意味があるかどうかは不明ですが、単なる偶然とも思えません。少なくとも「火

のような赤い色」（ギリシャ語では単に「火」「もしくは「炎」）については、悪魔サタンの「火」

の色に関する記述を考慮すると、この火の色の胸当てについての記述は、明らかにサタンを指し

示す事が意図されているのは確かでしょう。そして、残る二つも、獣と偽預言者を指し示す「色」

であるという捉え方に間違いはないでしょう。

単に「火と煙と硫黄」という表現だけでなく、敢えて「色」として、３色の名を挙げていること

を考えると、その者の正体をつかむヒントとしての情報という意味あいがあるとみてもよいかも

しれません。

まとめますと、終末期に、復興ローマとバチカンが結託した馬に乗った、つまりをその武力や政

治的、宗教的影響力を利用して、龍と、偽預言者と、反キリストが「思うままに事を行う」出来事が、

第６のラッパで生じる出来事として描かれているということです。

ここに、バビロン、メディア・ペルシャ、ギリシャ、ローマのすべてが関わっており、フィナー

レの幕でのキャスト総出演の際に、「バビロニア」は「大バビロン」として、その役割を演じます。
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レポート「８６　黙示録の「ラッパの災い」とダニエルの「2300日」の関係」に続きます。

イナゴ／馬の実体

復興ローマと大バビロンの結託

荒憎者

シリア

( 小さな角 )

第５，６ラッパの「馬」( イナゴ ) と乗り手の実体

偽預言者

ペルシャ

龍

サタン



οὐαὶ [ウ－アイ]

πληγὰς [プレガス]

「ラッパ」の「災い」

ギリシャ語の本来の意味：災害、残念、不幸、気の毒に思う　　

用例：　（大バビロンが滅んだ後で、王や旅商人たちの言葉）「気の毒だ、気の毒 

 　　なことだ…」　（サタンが落ちた後、地にとっては )「災いだ」

「鉢」の「災厄」

ギリシャ語の本来の意味：傷害　殴打、傷　災厄　　

用例：　「殴打」（ルカ１０：３０，使徒３６：２２）　むち跡（使徒１６：３３）　 

 　「打ち傷」（啓示１３：３，１２）　「災厄」（啓示１８：４，１８）

まとめますと、そのニュアンスの違いは大きいと言えます。

ウーアイ　天災（受ける災い、自然災害、災難、[ 加害者ではなく被害者の観点

                     からの表現といえると思います ]）

プレガス　天罰（与える災い、意図的に傷を負わせる。滅ぼす）

「ラッパ」と「鉢」の記述の関係は、同一のタイミング、同一の出来事を、ラッパでは、サタン側

が引き起こす「災い」という観点から、一方、「鉢」は、神から下される天罰という観点から記さ

れていることを確認できます。以下のレポートでそれらを詳しく扱っていますが、その一部を転

載しておきます。

「３７　黙示録の [ 封印 ],[ ラッパ ],[ 鉢 ] の相互関係に関する考察－３ラッパと鉢は同時期」より

　一部抜粋

「ラッパ」と「鉢」の決定的な違いは、ラッパは「災いが起きることを告げる合図」と、その後の

その実行であり、一方、鉢は、神の怒りを満たしたものが注がれることであり、どちらも神から

もたらされる、あるいは許されることにより生じる出来事ですが、言わば、「天災」と「天罰」の

違いがあります。「災い」（ウーアイ）と「災厄（プレガス）と言葉を使い分けていることを無視

せずに受け止めると、その違いに意味があることが見えてきます。

「鉢の災厄」（プレガス）を神の民（是認された人）が被ることはありません。しかし彼らも、三

時半の期間、獣の手に渡され「災い」（ウーアイ）を被るのです。

言い換えれば「災い」に会わない人は、「災い」を引き起こしている側の人間だけで、その他の人

類は皆「災い」に会うのです。つまり神の民も例外ではないということです。

あるいは又この「災い」は龍が天から落とされた時に出された「地に住む者には災いだ」という

叫びにあるように、誰であれ「地に住んでいるものは、災いに遭うということです。

聖徒たちの信仰と忍耐を意味するというのはこのことです。そしてその災いは場合によっては殉

教ということもあり得ることが示されています。まったく「災い」です。

しかし「鉢」は「災い」ではなく、「天罰」でるあるということです。

神からの裁きを「とんだ災難だ」と理解、表現するのは、神の意に反するでしょう。

巻末付録　ー「災い」と「天罰」の違いを見極めて下さい

反キリストは「シリア」、偽預言者は「イラン」であるという根拠　8/8


