
第３章　

天蓋やドームのイメージについて

地がドーム状の天蓋で覆われていると

いうイメージを与えているのは次のヨ

ブ記 37:18 に基づくもののようです。

「鋳て造った鏡のような堅い大空をあなたは、神と共に固めることができるとでもいうの

か。」新共同訳

「あなたは、鋳た鏡のように堅い大空を神とともに張り延ばすことができるのか」新改訳

「あなたは鋳た鏡のように堅い大空を、彼のように張ることができるか。」口語訳

セプトゥアギンタ訳

[ stereèseij me{T'} aÙtoà e„j palaièmata „scuraˆ æj Órasij ἐpicÚsewj ]

単語を順番に見てゆきましょう。

まず「鋳た」と訳されている ( ヤツァーク ) という動詞です。主な意味は「注ぐ , 流れる」

というものです。溶かして型に流し込むので「鋳る」とも訳されます。

この語が使われている他の例 :

「上にぶどう酒を注ぎかけ、また油を注いだ。( ヤツァーク )」創世記 35:14

「四つの金環を鋳造し ( ヤツァーク )」出エジプト 25:12 

鏡「レイー（名詞）」これは聖書中にただ 1 箇所ここにだけ登場します。

この語の動詞形は「ラアー（見る、現れる）」です。

「見る」の名詞形で、鋳たものなので「鏡」と訳されているのでしょう。

セプトァギンタの訳語では「Órasij（ホラシス、a sight, vision, appearance）」
これと同一の語はギリシャ語聖書で「幻」などと訳されています。

Órasij（ホラシス）が使用されている例 :

「若者は幻（ホラシス）を見」使徒 2:17

「緑玉のように見える（ホラシス）」黙示録 4:3

「鏡」を意味するギリシャ語は別に「エソプトロン」という語がちゃんとあります。

大空 張り延ばす鏡鋳造 硬い



使用されている例 :

「わたしたちは、今は、鏡におぼろに映ったものを見ている。」Ⅰコリント 13:12

「鏡のように主の栄光を映し出しながら」-Ⅱコリント 3:18

「生まれつきの顔を鏡に映して眺める人」- ヤコブ 1:23

空　シャハーク　dust, cloud

「空」と訳されるヘブライ語は幾つかありますが、これは創世記 1:1 などにある「天（空

とも訳される）」「シャマーイム」でも 1:6 に見られる「大空（ラキーア）」でもなく英語

で dust, cloud　という基本的な意味を持つ語です。

「天を仰ぎ、よく見よ。頭上高く行く雲 ( シャハーク ) を眺めよ。」ヨブ記 35:5 

「天秤の上の塵 ( シャハーク ) と見なされる。」イザヤ 40:15 

ですからこれは、チリや雲のある空、つまり間違いなく「大気圏」を指して語られている

のでしょう。

強い　カーザーク　strong, stout, mighty

この語は聖書中に 56 回使用されていますが、もっぱら「力強い　み手の力　激しい戦い、

鋭い角笛の音」などのようにパワーの強さを表すもので、物理的な強度を示すことはあり

ません。

この点を特に明確に物語っているのはエゼキエル 3 章の記録です。

日本語訳で例外的に「堅い（硬い）」と訳されている箇所は、今考慮しているヨブ 37:18

の他に次の記述です。

「まことにイスラエルの家はすべて、額も硬く（カーザーク）心も硬い（カーザーク）。

今やわたしは、あなたの顔を彼らの顔のように硬く（カーザーク）し、あなたの額を彼らの

額のように硬くする（カーザーク）。」エゼキエル 3:7,8

この 7,8 節の方は強情な態度を表す比喩表現ですから、文字通り「顔が硬い」わけではあ

りません。しかし、続く 9 節に注目してください。

「あなたの額を岩よりも硬い（シャミール）ダイヤモンドのようにする。」エゼキエル書 3：

9

ここで「硬い」と訳されている語は「ריִמָׁש　シャミール」という語です。

この語が使われている別の例をあげれば、

「心を石のように硬く（シャミール）して、万軍の主がその霊によって、先の預言者たちを

通して与えられた律法と言葉を聞こうとしなかった。」ゼカリヤ 7:12

このように「岩、ダイヤモンド、石」などを表す場合は「シャミール」となります。

力の強さ、頑なさを表すのは「カーザーク」、物理的に「硬い」ものを表す語彙は「シャミー

ル」と敢えて単語を使い分けていることからも、この 2 つは決して同意語ではなく、ヨブ



記 37:18 の「強い」を「硬い」と訳しているのは明らかな誤訳と言えます。

ここで伝えているのは、単語の本来の意味合いで訳すと、「『見るもの』を流し込んで作る

時のように強い空（大気圏）を張り伸ばした」

という感じで、的確な日本語で言うなら「強靭な空」というのが最適なや訳語と言えるでしょ

う。

ヨブ記 27:18 の記述は、一般にイメージされている「（物理的に）硬いドーム状の天蓋」

のイメージとは程遠いものです。

では次に英語でしばしば [ firmament ] と訳される大空（ヘブライ語 : ラキーア）につい

て考察することにしましょう。

一例として下に引用したのは創世記 1:7 です。

「神は、大空 ( ラキーア ) を造り、大空 ( ラキーア ) の下にある水と、大空 ( ラキーア ) の上に

ある水とを区別された。」

この「ַעיִקָר( ラキーア )」は「עַקָר( ラカー )」という動詞から派生した語ということです。

ですから、元のニュアンスで表現すると、ここの「大空」は「張り伸ばされたもの」となります。

「ラカー」が使われている幾つかの聖句を挙げて見ましょう。

「大地を水の上に広げた ( ラカー ) 方に感謝せよ。」詩篇 136:6

「神は天を創造して、これを広げ、地とそこに生ずるものを繰り広げ ( ラカー )」イザヤ

42:5

（天を造り出し、これを引き延べ、地とその産物を押し広め）新改訳

地を繰り広げ「ラカー」

「自ら天を延べ、独り地を踏み広げた ( ラカー )。」イザヤ 44:24

名詞になると「大空」という言葉ですが、動詞として使われる場合、様々なものを引き伸

ばします。

つまり、大地や地の産物なども「引き伸ば」ます。

そして、その多くは金箔を作る場合などのに使われています。　例えば、

「金を延ばし [( ラカー ) 英 :hammered ]、金箔を作って細い糸にし」出エジプト 39:3 

「青銅の香炉を集め、打ち延ばして [( ラカー ) 英 :hammered ] 板金にし祭壇の覆いを作っ

た。」民数記 17:4

つまり、鍛造という意味合いがあります。

面白いことに、先に考慮した、ヨブ記 27:18 の「大空を神とともに張り延ばす」



という張り延ばす（spread out）という語はこれと同じ「ラカー」です。

ですからこれを踏襲して訳すと「鋳造された鏡のように、空を鍛造した」というニュア

ンスを含んで記されていると言えます。

話が前後しますが、上に例として挙げたイザヤ書には広げるという意味の言葉が 2 種類

ありまして、「天を広げ、延べ」という前半の方の語は「ラカー」ではなく「ナター」と

いう別の語が使われています。

この「ナター」は先に考慮した「第 2 章　地は円形？ part2 」のイザヤ 40:22 にも同

様に「天を延べる」という表現に使われています。

「主は天 [ シャマーイム ] を薄絹のように延べ [ ナター ]、これを天幕のように広げて住まわ

れる。」イザヤ 40:22

この語は主に「腕を伸ばし、杖を差し伸べると [ stretch out ] のように「引き伸ばす」

というときなどに使われています。

ところで、天 [ シャマーイム ] を薄絹のように」と述べられていますが、この薄絹（別訳 :

ベール、カーテン）は「ドク」という語です。

この語は「ダカク」という動詞から派生した名詞ですが、　「ダカク」は「粉砕する、粉々

にする」という意味とされています。

それで、薄絹「ドク」は「砕け散るようなもの、繊細な薄い布のようなもの」という意

味から来ていると、ストロング・コンコーダンスには説明されています。

それで、イザヤ 40:22 で表現されている「天」（シャマーイム）」は極めて柔らかな、

あるいは柔軟な布地のようなイメージであり、頑丈なドームのようなイメージではあり

ません。

また、金箔のように薄く引き伸ばされているという表現ではありますが、何かをすっぽ

りと覆うというようなイメージも読み取れません。

これは「大空（ラキーア）」でも同様ですが、「大空の上の水と下の水」に分けたとある

ように、もしこれがドーム状であれば、「外側の水と内側の水」と表現されるはずではな

いでしょうか。

ただ、古代においては「大空」は物理的に硬いものでできていると考えられていたこと

は確かなようです。

ここで、「ラキーア」がなぜ英語で「firmament」と訳されることがあるのかというこ

とについても述べてみます。

「firmament」はラテン語の firmus ( 堅い ) に由来するということです。

「ラキーア」は旧約聖書中に１７回使用されていますが、その中の興味深い表現がエゼキ

エル書に見られます。



これは古代ヘブライ人が「ラキーア」を硬い個体のように捉えていた理由の一つかもし

れません。

「生き物の頭上には、恐れを呼び起こす、水晶のように輝く大空のようなものがあった。

それは生き物の頭上に高く広がっていた。」- エゼキエル 1:22 

「大空」は水晶のようなものと思ったかもしれませんが、しかしエゼキエルが見たもの

は「幻」[ הָאְרַמ  マラア ] vision」であり、もちろん現実ではありません。

「天が開け、私は神々しい幻を見た。」1:1

「その中に何か四つの生きもののようなものが現われ」1:5 

「大空のはるか上のほうには、サファイヤのような何か王座に似たものがあり、その王

座に似たもののはるか上には、人間の姿に似たものがあった。」1:26

「四つの生きもののようなもの」も「サファイヤのような王座」もそこに座す「人間の

姿に似た」神もすべてマボロシです。

当然「水晶のように輝く大空」もまぼろしです。

しかしながら、こうした比喩表現から、この「大空」を大気あるいは大気圏という空間

を指しているとは考えにくいと思います。通常透明な空気自体は輝きませんし、水晶に

なぞらえているというのは、透明だけど何らかの光を反射しているような「大気の外郭」

というイメージと捉えられます。

そこで念の為に例によってセプトゥアギンタ訳を見てみましょう。

「ラキーア（大空）」という語に対して当てられている語は「steršwma,  stereèmatoj」で、

この　steršwma= ステレオマというギリシャ語は新約聖書に１箇所だけ、コロサイ 2:5

に見られます。

「あなたがたの秩序とキリストに対する堅い ( ステレオマ ) 信仰とを見て喜んでいます。」

新改訳

他の主な日本語訳 :「強固、堅固」など

これらのことから、はラテン語の firmus ( 堅い ) を経て英語で「firmament」と訳さ

れる背景があるのだろうと推察されます。

kaˆ ἐpo…hsen Ð qeÕj tÕ steršwma, kaˆ diecèrisen Ð qeÕj ¢n¦ mšson toà Û

datoj, Ö Ãn Øpok£tw toà stereèmatoj, kaˆ ¢n¦ mšson toà Ûdatoj toà ἐp£nw 

toà stereèmatoj.　-GENESIS 1:7



古代の人々が、今日大気圏として知られる空間の外側に、硬い水晶のような個体がある

のだろうと捉えていたことだけは確かなようです。

しかし、このコロサイ 2:5 でさえ、「硬い」ものは「信仰」という人の特質であり、物

理的に「硬い」という意味もあったのかは、聖書からは判別できません。

いずれにしても、聖書そのものが示すところによれば、「ラキーア」の本来の意味から言っ

て、天や大空などが、ドーム状やアーチ型というような具体的な形状をイメージさせる

根拠となるものは何も存在しません。

最後に、フラットアーサーの間では、地は半円球状（ドーム）のもので覆われていると

考えられていますので、ここに「ドームはいつ造られたのか」という設問を置いてみます。

この質問に対して「大空が造られた時」と異口同音の答えが出ると思います。

しかし空（ラキーア）は、水と水を分けただけで、「創造」されたのではありません。

これについては「序章　フラットアースと聖書の記述について」の後半で詳しく論じて

いますが、例えば「目玉焼きを造った」という文章があったとして、「目玉焼き（原料の卵）」

を何も無いところから生じさせたのではなく、すでに存在している卵を、加工調理した

という意味であることは誰にでもわかりますが、神による天地創造の説明の中で語られ

ると、操作、移動、調整などと、無からの出現である創造の区別がつけにくいというこ

とがあります。

実際には第 1 日目の「光の」次に創造されたのは、植物そして動物その後人間であり、

その間の、空などの形成プロセスでは何も創造されていません。

言い換えれば、創世記の中で扱われている創造は、大きく分ければ

３つしかないのです。光と動植物と人間だけです。

ということは空の上（外側）に新たに天蓋、ドーム、アーチなど、その具体的な形にと

どまらず、そのときには何一つ創造されたものはない。言いかえれば「ドーム」が存在

するためのタイミングそのものが何一つ聖書には記されていない。ということです。

上の水は、何らかの物理法則によってそこに留まるようにされたと考えられます。

ノアの時代にその法則を作用させることにより雨として降り注いだ、ということでしょ

う。

水を上下に分けただけ開けた空間が「大空」

この場所には何も

創造されていない


