
聖書の冒頭の言葉は、「初めに、神が天と地を

創造した。」創世記 1:1　となっています。

「地」は身近なのでわかりますが、「天」につい

てはいまいち捉えにくい感じがします。

「天にまします我らの父よ」マタイ 6:9　とい

うフレーズは誰でも聞き覚えがあるだろうと思

います。

序章　フラットアースと聖書の記述について
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そしてⅠ列王 8:39 には　「 あなたはお住まいである天にいまして耳を傾け・・」

と書かれていますが、では、創世記 1:1 の天の創造時点まで神には住まいがなかったと

いうことでしょうか。

神は永遠の昔から存在すると言われていますので、「住まい」というか、存在する場所、

位置、あるいはエリアと言うか、とにかく何らかの居場所というべきものが存在したは

ずです。

「天」と訳される語は「空」と訳されたりすることもあり、曖昧な部分があります。

実際には、創世記冒頭の記述は「天」という表現も含めて、あくまで「物質世界」（宇宙？）

の創造に関する記述です。

神そのものの描写や、聖書中に見られる、その「住まい」とか、サファイアのような「み

座」などという、実際には見えないものについてのそうした描画的表現は、天が地よい

高いように　高いところにおられる至上者の存在を示すための対比的比喩表現です。

さて、フラットアースを探求している人々の間でほぼ「定説」となっている様々なビジョ

ンがあるようです。

地は平坦で、円形、硬いガラス質のような半球（ドーム）で覆われている。などという

イメージです。

この中の例えば地は平面であって決して球体ではない。（地球平面説）という主張は、

単なる「説」というものではなく、誰でも簡単に確認できる紛れもない事実です。

　※これについては、別資料「地球が球体ではないことを証明する無数にあるうちの一つの証拠」などを

　御覧ください

しかし、円形とかドームとか言うのは、確認された事実というものでは無いでしょう。

このように、明らかな事実と、憶測や伝承などが渾然一体となって扱われています。

こうした傾向は、一部の理性的な人々の猜疑心を助長するように思えるため、逆に覚醒



の妨げにならないだろうかと危惧しています。

同時に、もしコペルニクス以来の太陽中心説 [ heliocentric theory ] が間違いなら、

そんなことで人々を騙して何の得があるのか、というのが多くの人の感覚でしょう。

それでまず、この点について少し扱ってみようと思います。

端的に表現すれば「無目的状態への誘導」による完全支配のための手段のひとつと言え

るでしょう。

人間そのもの、地球などの環境はその一切が、偶然のなりゆきにすぎない。というのが

現実だと言うことになれば、衣食住に関する問題解決のために、政府、支配者、権威者

に依存、従属せざるを得ない。という自然のパターンが確立されます。

まさに宇宙に関する彼らの作り話はいわゆるプロパガンダとしての役割を果たし、この

世界を、どこにでも転がっているありふれたもので、地球とその上の人間は何億光年と

か、気の遠くなるような無限の中に漂う、あるいは彷徨う、一種哀れなというか、心細

い状況にある生き物だと思い込ませるためであり、その背後にあるのは、人間牧場的支

配体勢の確率というものでしょう。

言い換えれば、人間はその生まれも、住処も、将来もそして存在そのものも何一つ殊さ

らに「特別」なものではない故に、希望や野望などは所詮無意味だと証明されている。

故に富と力を持つ人間の支配に浴することこそ人生に意味と幸福をもたらす道であると

悟らせるというのがその目的です。

究極の支配を渇望するそれらの人間は、まさにこうした目的に資すると思える学説、文

化、教義などに注目し、巧妙に育て、長年にわたって蔓延させてきました。

様々なジャンルのものがありますが、大きなものは、今取り上げている宇宙科学、そし

てダーウィニズム、もう一つが宗教、とりわけ、いわゆるキリスト教会です。

進化論に蝕まれた「科学者」や殆どのキリスト教会の関係者たちは、当人たちの自覚の

有無はともかく、彼らに利用されて来ましたし、今なおその主要な働きをしています。

さて、前置き的な話が長くなりましたが、私がこのレポートを作成したのは、その中の

「聖書」の内容として知られていることのうち、フラットアーサーたちの常識となって

いる知識の中にも、球体モデル推進者たちの工作員ともいうべきものが長い歴史の中で

暗躍してきたという事実を前に、今一度改めて、「聖書」は本当にそう述べているか、

という別の視点を提供したいと考えたからです。

繰り返しになりますが、「地は円形？」「天蓋？」「丸天井？」「硬いガラス質のような半

球（ドーム）で覆われている？」　更には、「天の窓がどこかにある？」　「水の層で覆わ
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れている？」

これらは地球に関する古代ヘブライ人の伝承に基づいているようです。

このヘブライモデルに付いては「第 1 章　古代ヘブライ人の地球のイメージについて」

で詳しく扱いますのでここでは、創世記 1 章についてのの基礎的な学習をしておきま

しょう。

まず、創世記 1 章の数節を引用します。

「1:1 初めに、神は天地を創造された。

1:2 地は混沌であって、闇が深淵の面にあり、神の霊が水の面を動いていた。

1:3 神は言われた。「光あれ。」こうして、光があった。

1:4 神は光を見て、良しとされた。神は光と闇を分け、

1:5 光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。夕べがあり、朝があった。第一の日である。

1:6 神は言われた。「水の中に大空あれ。水と水を分けよ。」

1:7 神は大空を造り、大空の下と大空の上に水を分けさせられた。そのようになった。

1:8 神は大空を天と呼ばれた。夕べがあり、朝があった。第二の日である。

1:9 神は言われた。「天の下の水は一つ所に集まれ。乾いた所が現れよ。」そのようになっ

た。

1:10 神は乾いた所を地と呼び、水の集まった所を海と呼ばれた。神はこれを見て、良

しとされた。

1:11 神は言われた。「地は草を芽生えさせよ。種を持つ草と、それぞれの種を持つ実を

つける果樹を、地に芽生えさせよ。」そのようになった。

1:12 地は草を芽生えさせ、それぞれの種を持つ草と、それぞれの種を持つ実をつける

木を芽生えさせた。神はこれを見て、良しとされた。

1:13 夕べがあり、朝があった。第三の日である。

1:14 神は言われた。「天の大空に光る物があって、昼と夜を分け、季節のしるし、日や

年のしるしとなれ。

1:15 天の大空に光る物があって、地を照らせ。」そのようになった。

1:16 神は二つの大きな光る物と星を造り、大きな方に昼を治めさせ、小さな方に夜を

治めさせられた。

1:17 神はそれらを天の大空に置いて、地を照らさせ、

1:18 昼と夜を治めさせ、光と闇を分けさせられた。神はこれを見て、良しとされた。

1:19 夕べがあり、朝があった。第四の日である。」
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さて、まず開口一番 1:1 で「天地を創造した」と過去形で記されているのに、その次に、

地は「混沌」だった。　？？？

どう読んでも、これはまだ未完成です。

2 日目に「大空を作り、それを「天」と呼んだ。ということは 1:1 ですでに造られてい

たはずの「天」は二日目の最後までまだ存在していなかった？

1 日目に「光」を作られたのに、4 日めに「2 つの大きな光るものを造られた？

こうして考えると頭がこんがらかると思います。

整理して見ましょう。

1:1 の「天地を作った」は 1 章全体の内容のダイジェストです。つまり 1 日目は 1:2

からの出来事です。、

1:2 から 1:31 までの内容が、「天地を作った」という記述の詳細内訳です。

で、改めて 2:1 で「天地万物は完成された。」となっているわけです。

こうした文体は続く内容にも見られます。例えば 1:7 で 6 日目に人を作ったと書いて

いますが、2:5 には「人はいなかった」2:6 で「アダムを作った」と記しています。

この 2 章の内容も六日目の出来事の詳述です。

それでまず、下準備として、地の基本的な元素など、はすでに備わっていました。

つまり、水や酸素、地殻の素材などは、それ以前に創造されていたに違いないというこ

とです。

そして 1 日目の主な創造は「光」です。つまり「太陽」を創造されました。（おそらく

月も同時に）

二日目は水を上下に分けて「大空」を創造されました。

そして三日目ですが、1:16 「神は二つの大きな光る物と星を造ったと」記されています。

これらの記述は一見矛盾か混乱しているかに見えますが、そうではありません。

一つの大きな問題点は多くの翻訳が正確に訳し分けていないことにあります。

創造（create) とは無から有を存在せしめることですが、この語のヘブライ語単語は

「バラー」で、1:1 God createdcreated the heavens and the earth と、その後は

1:21　So God createdcreated the great creatures of the sea 　

1:27 　God createdcreated mankind in his own image, in the image of God he 

createdcreated them; male and female he createdcreated them.
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創世記 1 章には、「創造（バラー）」はこれら 3 つの聖句にしか使われていません。

[ 光る物と星を造った ]（1:16） 　と訳しているのは「新共同訳」ですが、ここの「造っ

た」は「バラー」ではなく「アサー」というヘブライ語が使われています。

「アサー」は創造するという意味ではなく、作る、操作する」という意味の語です。

1 章全体で「アサー」が使われている箇所は次の 7 箇所です。

7  God [made] the vault and separated; 

11  on the earth [bearing] fruit; ※( ベアリング、振る舞う、作動する）

12  on the earth [bearing] fruit; 

16  God [made] the two great; 

25 God [made] the beasts of the earth; 

26  said, Let Us [make] man; 

31 all that He had [made], and behold,

それで、3 日めの２つの光体と星はこの時点で、無から創造されたのではなく、すでに

１日目に造られていた太陽と月、星などの「天の大空に光る物が（すでに）あって」

-1:14

その光が地上に十分に届くように物事を整え、「地を照らさせ 1:7」たということです。

また、「大空」も創造されたのではなく、水を上下に分けて、その空間を「空と呼んだ」

ということです。


