黙示録に登場する４人の騎手
- ジョセフ・キャンデル

私は、
よくこうした疑問を抱いたものでしたが、
ある

なぜ戦争や貧富の差があるのか――豊かで飽
食している国もあれば、最低限の生活必需品
もない人々もいる。貧困に苦しむ人々が大勢
いるのに、なぜ国々の政府は人を殺りくする
戦争に莫大な金をつぎ込むのか・・・。

時、聖書の黙示録にある終末の４人の騎士の記述を

読んで、世界状況をもっと深く理解できるようになり

ました。

黙示録６章は、
「７つの封印」
で閉じられた未来の書

について書かれており、
それは、啓示を受けた使徒ヨハ

ネの時代（西暦９０年頃）
から終末(私たちが今生きて
いる時代)、
さらに、
その先の未来についての予言です。
黙示録の別名は、
アポカリプス、｢啓示｣という意味

で、
そこに登場する４人の騎手は、
宗教と戦争と経済に
ついての真実を明かしています。
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第一の封印
小羊がその七つの封印の一つを解いた時、わた
しが見ていると、四つの生き物の一つが、雷のよ
うな声で
「きたれ」
と呼ぶのを聞いた。
そして見て
いると、見よ、白い馬が出てきた。そして、それに
乗っている者は、
弓を手に持っており、
また冠を与
えられて、勝利の上にもなお勝利を得ようとして
出かけた。
(黙示録6:1-2)
白い馬に乗った、偉大なる勝利者である最初の騎
手は、明らかにイエスです。世界史において当時の西
暦９０年頃、何が起こっていたでしょうか？ イエス
は十字架につけられましたが、
その後甦って天に戻ら
れ、霊の領域から使徒や初期のクリスチャンたちを通
して、福音によって世界を｢勝ち取ろう｣と出かけたの
でした。
その結果、神の愛とゆるしというイエスのメッ
セージは、迫害にもかかわらず、栄華を極めたローマ
帝国を征服しました。それは、ローマの全軍団よりも
強力だったのです。
「見よ、そこに白い馬がいた。それに乗っている
かたは、
『忠実で真実な者』
と呼ばれ・・・その名は
『神の言』
と呼ばれた。
」
(黙示録19:11,13)
ヨハネ１章１４節に｢言は肉体となり、
わたしたちの
うちに宿った。
わたしたちはその栄光を見た。
それは父
のひとり子としての栄光であって、
めぐみとまこととに満
ちていた。｣とあるので、｢神の言｣とはイエスのことだと
わかります。

流されたすべての血を象徴しているようです。
また、
騎手

に｢大きなつるぎ｣が与えられたのは、
この預言が告げら
れた1世紀以来、
急速な武器の｢発達｣により、
戦争で大

規模な破壊がもたらされるようになったことを示唆して

いるようです。

しかし、戦争を引き起こすのは、神ではなく、人間

の心にあるプライドや偏見、強欲なのです。
「あなたが

たの中の戦いや争いは、
いったい、
どこから起るのか。
それはほかではない。
あなたがたの肢体の中で相戦う
欲情からではないか。
」
(ヤコブ4：1)

第三の封印

第三の封印を解いた時、第三の生き物が「きた
れ」
と言うのを、わたしは聞いた。そこで見てい
ると、見よ、黒い馬が出てきた。そして、それに
乗っている者は、はかりを手に持っていた。する
と、
わたしは四つの生き物の間から出て来ると思
われる声が、
こう言うのを聞いた、
「小麦一ますは
一デナリ。
大麦三ますも一デナリ。
オリブ油とぶど
う酒とを、
そこなうな」
。
(黙示録6:5-6)
黒い馬にまたがり、はかりを手に持つ騎手は、裕福
な資本主義者の象徴です。彼らは国々の経済を巧みに
操り、
世界状況に大きな影響を与えています。
聖書の中
で、
はかりを持つ人についての他の記述は、
次の一箇所
だけです。
「商人はその手に偽りのはかりを持ち、
しえた
げることを好む｣(ホセア12:7)
また、聖書のアモス書にも、
その時代の裕福な資本
第二の封印
主義者、
つまり商人が、貧しい人を助けるどころか、彼
小羊が第二の封印を解いた時、第二の生き物が らから奪っていたことを記しています。
「あなたがた、貧
「きたれ」
と言うのを、わたしは聞いた。すると今 しい者を踏みつけ、
また国の乏しい者を滅ぼす者よ、
度は、赤い馬が出てきた。
そして、
それに乗ってい これを聞け。
あなたがたは言う、
・・・われわれは麦を売
る者は、人々が互に殺し合うようになるために、 り出そう。
われわれはエパ(計量単位)を小さくし、
シケ
地上から平和を奪い取ることを許され、また、 ル(価格)を大きくし、偽りのはかりをもって欺き、
・・・」。
大きなつるぎを与えられた。
(黙示録6:3-4)
(アモス8:4-6)
｢地上から平和を奪い取る｣のは何でしょう？ 戦争
ですから黒い馬が象徴するのは、富者が貧しい人と
です！ この赤い馬は戦争と軍隊と兵器を象徴してい 分け合うのを拒むことによる飢饉と貧困です。現在の
ます。
馬が赤なのは、
まるで人間の起こす悲惨な戦争で 経済状況はこの馬によるところが大きいと言えます。
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第四の封印
小羊が第四の封印を解いた時、第四の生き物が
「きたれ」
と言う声を、わたしは聞いた。そこで見
ていると、見よ、青白い馬が出てきた。
そして、
それ
に乗っている者の名は
「死」
と言い、
それに黄泉が
従っていた。彼らには、地の四分の一を支配する
権威、
および、
つるぎと、
ききんと、死と、地の獣ら
とによって人を殺す権威とが、与えられた。(黙示
録6:7-8)
四番目の青白い馬の騎手は死そのものです。戦死だ

けでなく、獣や疫病や飢饉の他、
あらゆる原因による死

です。
もちろん、死はいつもありましたが、飢饉、
自然災

第二、第三、第四の封印にある三つの要素、戦争、

強欲、死は、世の歴史と同じだけ古くからあるものです

が、聖書の預言が示しているのは、
その啓示の時以来、

これら三つの勢力がより強力になったということです。

イエスは、
マタイ２４章の中でもこのことを予告し、

ついには患難に至ると言われました。
「その時には、世

の初めから現在に至るまで、かつてなく今後もないよ

うな大きな患難が起るからである。
もしその期間が縮

められないなら、救われる者はひとりもないであろう。

しかし、選民のためには、
その期間が縮められるであろ
う。
」
(マタイ24:7, 21-22)

つまり、人間をこのままやりたい放題にさせておく

なら、人類は絶滅の危機に至るであろう、
ということで

害や、
エイズやエボラ出血熱のような新しい疫病や伝

す。
しかし、
自滅寸前の時に、
神が介入され、
イエスの再

は、
イエスがご自分の再臨の前に起こると予告された

その時にイエスは、邪悪な者たちを罰して、世界を征

立ち上がるであろう。
また大地震があり、
あちこちに疫

イザヤ9:7;エレミア23:5;黙示録19:11-21)

染病による死は、
かつてないほど増加しています。
それ

出来事とも一致します。
「民は民に、国は国に敵対して
病やききんが起り、
（
」ルカ21:10,11）

臨によって、人間を止められると聖書は語っています。
服し、義によって支配されるのです。(マタイ24:29-30;
人類が自分たちを絶滅しうるほどの科学の発展を遂

げて、
まだ５、
６０年しか経っていません。軍隊(赤い馬)

第五の封印
小羊が第五の封印を解いた時、神の言のゆえに、
また、そのあかしを立てたために、殺された人々
の霊魂が、祭壇の下にいるのを、わたしは見た。
彼らは大声で叫んで言った、
「聖なる、
まことなる
主よ。
いつまであなたは、
さばくことをなさらず、
ま
た地に住む者に対して、
わたしたちの血の報復を
なさらないのですか」
。
すると、
彼らのひとりびとり
に白い衣が与えられ、
それから、
「彼らと同じく殺
されようとする僕仲間や兄弟たちの数が満ちる
まで、
もうしばらくの間、休んでいるように」
と言い
渡された。
(黙示録6:9-11)
第一の封印では白い馬が登場し、
その騎手イエスの

メッセージが伝えられ、
多くの魂が勝ち取られるのです

は今や核爆弾や大陸間ミサイル、生物化学兵器、
その
他の致命的な科学技術を所持しています。

黒い馬に乗った富者は、
二つの世界大戦に加担しま

したが、その富の乱用やため込みのゆえに、新たな戦

争の勃発も懸念されています。
また、彼らの飽くことの

ない富の追求の結果、現代技術発展の副産物として、
地球全体が汚染されました。

続くのは、
蒼白な馬にまたがる四番目の騎手。
あらゆ

る形の死です。

以上、
アポカリプスに登場する４人の騎手について

でしたが、彼らは終わりが来るまで各々の馬に乗り続

けるでしょう。
イエスが戻り、私たちを天の場所へ連れ

去り、地上で極悪な者たちに裁きを下す、
その日まで。

そして、神はその後、地球を清めて浄化し、
イエス・キリ

が、
その後、不信者たちによるあからさまな拒否が続き

ストの支配する永遠の王国を設立するのです。

して、
迫害を起こし、
「神の言のゆえに、
殺される」
ことに

たいなら、
イエスです。
ただイエスを受け入れるなら、彼

ます。彼らは赤、黒、青白い馬に乗る３人の騎手と結託
なる人々を殉教へ追いやります。
このようなことが歴史

を通じて繰り返されてきましたが、
同時に、殉教を免れ

た大半のクリスチャンたちは、
イエスの仕事を続けるた

めに生き延び、
世界中でその数を増やしていきました。

あなたはどの馬に賭けますか？ 確実な勝者に賭け

がすべての悪を正される時、
あなたも白い馬に乗って
彼についていくことができます。
イエスについていくな

ら、
「真理を知」
り、
「真理は、
あなたがたに自由を得させ
る」
ことでしょう(ヨハネ8：32)。
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