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コロナ禍での宗教生活：オンライン・レスポンサを中心に 

志田雅宏（東京大学） 

masahiroshida222@gmail.com  

報告者によるこれまでの発表 

①「感染症と現代ユダヤ教世界」（研究発表） 

日本宗教学会第 79回学術大会（2020 年 9 月 20 日） 

レジュメ：https://researchmap.jp/mshrshd/presentations/29969646 

要旨（『宗教研究』94 巻別冊 177－178頁）：https://researchmap.jp/mshrshd/misc/32232550  

②「新型コロナ感染流行とユダヤ教世界」（論文） 

『現代宗教 2021』国際宗教研究所（2021 年 3 月）151－176頁 

http://www.iisr.jp/journal/journal2021/  

①・②とも 2020 年 9 月までの内容を報告 

 

新型コロナ関連のユダヤ教のオンライン・レスポンサ 

KolCorona：https://www.kolcorona.com/ 

CORONA GUIDANCE: RELIGIOUS NORMS FOR NAVIGATING THE COVID-19 PANDEMIC (by Colby 

College)：http://web.colby.edu/coronaguidance/  

Orthodox Union Guidance Regarding Coronavirus：https://www.ou.org/covid19/  

 

資料①：ハラハーへの概念的アプローチ 

Chaim Saiman, Halakhah: The Rabbinic Idea of Law (2018) 

 ハラハーとは疑いようなく法（Law）である一方で、それは別の何かでもある。（……）本書では、ハラハー

はたんに規定（regulations）の総体であるだけでなく、思考することや存在すること、知ることの方法、道

（way/path）でもあることを論じてゆく。（……）物事を規定するハラハーの理念は、その法を遵守することに

よって実現される一方で、より広い社会的および宗教的目的へ到達する方法は、その学習によって、すなわち

タルムード・トーラーによって獲得されるのである。（p. 8） 

 〔ハラハーのテクストやタルムードがどのような状況で書かれたのかを探究する歴史家とは〕対照的に、内

在的見地から探究する法律家や理論家は、ハラハーのテクストが、自立した統一体（entity）として機能しうる

体系となることを想定している。（……）歴史家が、各時代の「彼ら」（検討される個々のハラハー学者）が何

を意味したのかを明らかにすることをめざすのに対し、法の理論家は「それ」（ハラハー、およびハラハーを

構築する解釈実践）が何を意味するのかをめざすのである。（p. 13） 
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資料②：「神罰としての疫病」観 

・「もしあなたが、あなたの神、主の声に必ず聞き従うならば、私がエジプト人に下した病（マハラー）

をあなたには下さない。私はあなたを癒す主である」（出エジプト記 15：26） 

志田「「新型コロナ感染流行とユダヤ教世界」159－161 頁 

興味深いのは、こうしたユダヤ教世界の疫病対処の歴史において、常に「神罰としての疫病」という聖書的

観念が通底していることである。それは現在も変わらない。たとえば、イスラエルのアシュケナズィ系主席ラ

ビを務めるダヴィド・ラウは、政府の定める感染防止対策を全面的に指示する現代正統派の指導者だが、ユダ

ヤ暦ニサン月の初日（2020 年 3 月 25 日）に断食を呼びかけた1。この断食は、疫病に対する「罪の悔い改め」

を意図する伝統的な実践として知られている2。ニサン月の初日は、神がモーセに最初の戒律を与え、「この月

をあなた方の年の初めの月としなさい」（出エジプト記 12：2）と命じた日とされる 。この命令はモーセがイ

スラエルの民を率いてエジプトを脱出するときに語られた。それゆえ、ニサン月の初日は、戒律を守ることで

神の救済が実現することを願う日として意味づけられてきたのである。それを想起させるラウの呼びかけは、

神罰としての疫病からの救済をユダヤ教徒の宗教的な悔い改めによって実現するという意図を含むといえる。 

 同様の着想は、現代正統派のラビとして、また医師として感染症に向きあうエドワード・ライヒマンが提言

する「医学的ハラハー」（Medical Halakhah）にもみられる3。これは、ユダヤ教の生活規範であるハラハーと、

病に対する医療や感染を避けるための生活を統合する試みである。ライヒマンは感染症に対するラビたちの取

り組みの歴史を概観し、コロナ下でユダヤ教の宗教生活を実践するための具体的な方法を模索する。中世や近

代——特に彼が注目するのは 17 世紀のイタリアである——の感染流行下でのラビたちの法的判断は、現代に

おいて参照されるべき重要な前例である4。そこには隔離や避難、ソーシャルディスタンシング、感染リスクを

回避する仕方での病人の見舞いや病死者の埋葬など、あらゆる試みがすでに示されている。そして、これらの

ハラハー的対処の歴史の根底にあるのは、聖書的な「神罰としての疫病」という観念であったとライヒマンは

主張する。ラビであり神秘家でもあった 16 世紀のエリヤフ・デ・ヴィダスの「我々の罪のために、疫病は神

によってさまざまな時代に送り込まれてきた」（『知恵の初め』）という言葉を引用し、「その疫病を最終的に癒

すのも神であることを我々は理解し、思い起こさなければならない」とライヒマンは論を結ぶ。 

 この「医学的ハラハー」の構想には、聖書的な「神罰としての疫病」についての重要な理解がみてとれる。

現代社会において「病は我々の過ちに対する神の罰である」と語られるのを聞くと、しかもそれが宗教的に敬

虔な者たちの口から語られるのを聞くと、我々はあたかもそれが迷信であるかように受け止めてしまいがちで

ある。科学的な根拠にもとづく対策を無視し、現実から逃避するための考え方のようにみなすことさえあるか

もしれない。しかし、ユダヤ教世界ではこの「神罰」という発想こそが、感染症への宗教的な対処の揺るぎな

い基盤であり、神による癒しを実現するためのハラハー的生活の根幹なのである。 

  

 
1 Enrica Martinelli, “The Talmud teaches: “When pestilence is in the city, stay inside” (Bava Qamma 60),” 

(https://diresom.net/2020/04/10/3275/ 最終アクセス 2020 年 9 月 16 日) 

2 バビロニア・タルムード（BT）タアニート 19a 参照。500 人の都市で 3 人の病死者が出たら、それは「疫病の災い」

（maqat dever）であり、断食とショファルを吹くことが求められるという法解釈もある。 
3 Edward Reichman, "The Impact of Medical History on Medical Halakha," in Medicine and Jewish Law: Volume 3, New York: 

Yashar Books, 2005, pp. 163–176. 
4 Edward Reichman, “Precedented Times: The Rabbinic Response to Covid-19 and Pandemics Throughout the Ages,” 

(https://www.facebook.com/watch/live/?v=1149972998713790&ref=watch_permalink 最終アクセス 2020 年 9 月 16 日) 

https://diresom.net/2020/04/10/3275/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1149972998713790&ref=watch_permalink
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資料③－1：イザヤ書 26：20－21「主の審判」 

さあ、私の民よ、自分の部屋に入れ。背後の戸を閉めてしばらくの間、隠れよ。憤りが過ぎ去るまで。見よ、

主はその住まいを出て、その地に住む者の悪を罰せられる。地はそこで流された血をあらわにし、もはやそこ

で殺された者を隠そうとはしない。 

 

資料③－2：バビロニア・タルムード（BT）における疫病対処（BT バヴァ・カマ 60b） 

ラビたちは教える：街で疫病（dever）があったら、あなたの足を集めなさい（＝家にいなさい）。「朝まで

誰も家の出入り口を出てはならない」（出 12：22）と言われるとおりである。また、〔聖句は〕「さあ、私の民

よ、自分の部屋に入れ。背後の戸を閉めよ」（イザ 26：20）と言う。また、〔聖句は〕「外では剣が子を奪い、

内では恐怖が〔襲う〕」（申 32：25）と言う。 

 なぜ、「～と言う」とあるのか。（＊出 12：22 以外に二つの聖句が根拠として追加されているのか） 

 それはあなたが、もし第一の句（出 12：22）が夜について〔だけ外出を禁じているのであり〕、日中にはあ

てはまらない（＊外出してよい）と言う場合に、「来て、聞きなさい。『さあ、私の民よ、自分の部屋に入り、

戸を閉めよ』（イザ 26：20）」ということなのである。また、あなたが、これは外に恐怖がないが、内には恐怖

があり、外で出ていって仲間たちといる方がよい〔と考える者がいるかもしれない〕と言う場合に、「「外では

剣が子を奪い、内では恐怖が〔襲う〕」（申 32：25）ということなのである。（＊つまり、三つの聖句すべてを

根拠とすることで、「疫病時にはいかなる状況であれ家にいなさい」と聖書が教えていることになる） 

 （中略） 

 ラビたちは教える：街で疫病があったら、道の中央を歩いてはならない。なぜなら、死の天使が中央を歩い

ているからである。彼ら（天）は彼に〔街の住人たちの命を奪う〕許可を与え、〔それゆえ道の中央を〕公然と

歩いているのである。平穏なときは道の両側を歩いてはならない。なぜなら、死の天使は〔命を奪う〕許可を

持っておらず、〔道の両側に〕身を隠して歩いているからである。 
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資料④：ハーシェル・シェヒター（Herschel Schachter, 1941–) 

アメリカ合衆国の正統派（Orthodox）のラビ。ニューヨークのイェシヴァ大学にて、ハラハーの裁定者（ポ

セク）として従事する。若いころ、アメリカの最も影響力のある正統派のラビ、ヨセフ・ベール・ソロヴ

ェイチク（1903–93）に師事し、現代社会におけるユダヤ教生活のあり方について積極的に発信を続けて

いる。＊正統派は 19 世紀初頭に西欧（ドイツ）で成立した現代ユダヤ教の一派。改革派（Reform）と対

立し、伝統的なユダヤ教の慣習や制度をできるだけ厳格に守ることを信条とする。 

 

資料④－1：「コロナ禍での生活の指針」5 

 いのちを守り、保護するという戒律（mitzvah）は、トーラーのすべての戒律に優先する。いのちの危険を

無視することは、敬虔なあり方ではない。その逆に、〔いのちを危険にさらすことは〕明確かつ厳格に禁じら

れている。トサフォート書記たち（＊中世のタルムード学者たち）の言葉に、「ドモーヴ・ベ‐ロショ」という

のがある。すなわち、「そのような人は、その結果として生じるいのちの喪失についての咎めを受けるべきで

ある」。〔新型コロナウイルス感染拡大という〕現在の大いなる危険にかんする専門的な医学的見解に照らして、

以下のハラハー的な指針が要求される。すべての者がこれらを厳守しなければならない。 

・すべての者は、ひとりで祈りを唱えるべきである。いかなる場所でも、ミニヤン（＊成人男性 10 人）を形

成すべきでない。 

・結婚式はミニヤンの 10 人で祝うべきであり、それ以上であってはならない。 

・新生児の割礼は、ミニヤンの 10 人で実践したり、祝ったりすべきでない。 

・葬式も最低限のミニヤン 10 人まで人数を減らさなければならない 

・成人式は延期すべきである。 

・イェシヴァはただちに閉鎖すべきである 

共同体においても個人においても、いのちを保護し、守ることを試みるという聖なる戒律と、われわれの悔い

改め（teshuvah）のもたらすことにより、ほむべき聖なるお方は救いをもたらしてくださるであろう。 

 

資料④－2：「女性の浸水後のシャワーについて」 

ラビたちの判断による規定（derabanan）において、このこと（沐浴所での浸水直後のシャワー）は前もってお

こなわれていた浸水を無効としてしまうとされる。（……）これについて、『オール・ザルーア』（13 世紀アシ

ュケナズィの法文献）はトサフォート書記たちの示した厳格さに連なって決定し、モシェ・イッセルレス（16

世紀）においてもそう引用された。幾人かの裁定者たち（posqim）が、この規定は沐浴所のなかでのシャワー

についてのみ適用されると主張するのに対し、モシェ・ファインシュタイン（Moshe Feinstein, 1895–1986＊ア

メリカ正統派の最大の指導者のひとり）は、〔浸水を終えた女性は〕夕方まで決してシャワーを浴びてはなら

ないと言う。しかし、厳格であるといえるのは『オール・ザルーア』の立場のみであり、この危険な状況では

この厳格さを緩めるべきではない。したがって、各々の女性は沐浴所から家に戻ったらただちにシャワーを浴

びるべきことが求められる。 

 

 

 
5 http://torahweb.org/author/rsch_dt_special.html（2021 年 6 月 24 日最終アクセス）以下のシェヒターのレスポンサも同様。 

http://torahweb.org/author/rsch_dt_special.html
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資料④－3：「祝日の電子機器使用について」（＊2020 年の過ぎ越しの祭りの初日（セデル）時のもの） 

政府あるいは医師が〔過ぎ越しの祭りの〕祝日（Yom Tov）のあいだ個々人はずっと独りでいなければならな

いと決定した状況で、もしこの者が家族と連絡をとったり話したりできなければ、祝日のあいだ独りでいたら

自死する状況に置かれうるとこの者の医師が判断した場合、家族は祝日でもこの者に手を差し伸べ、祝日の前

から回線を開けておいて、電話で話すかインターネットを使用しなければならない（＊通常、祝日は安息日と

同じ扱いなので、電源のオン／オフは禁止）。ラヴ・モシェ・ファインシュタインは、ある状況においては、心

理的な危険がいのちを脅かすものと考えられると定めた。ラビ・ソロヴェイチク6は、祖父ラヴ・ハイーム・ソ

ロヴェイチク7の名においてさらに注記した。曰く、たとえいのちの危機がなくても正気を失った者は、自死の

可能性があると考えられる、と。 

もし身体的な病を患い、独りでいて、いのちを脅かすところまでさらに状況が悪化しうると医師が判断した

場合、家族はその者が元気であるかを確認するために、祝日であっても電子機器を使用し、つながりを維持し

なければならない。（中略） 

しかし、上記のような病ではない場合、コロナウイルスに関連する状況のために閉じこもり、独りでいなけ

ればならないとしても、家族と連絡をとるために安息日や祝日に電子機器を使ってはならない。独りでいるこ

とは確かにつらく、悲しいことであり、家族や友人と一緒にいたいかもしれないが、これはいのちの危機、生

命が脅かされる状況ではない。ゆえに、安息日や祝日を破ることが許される余地はまったくない。 

 

資料④－4：「オンラインで祝祷を唱えてもよいか？」 

 祖父が孫の割礼式（ブリット・ミラー、生後 8 日目）に zoom で参加している場合、彼は〔式に同席してい

なくても〕その赤ん坊の名付けをすることが許可される。しかし、彼は〔割礼式の祝祷のなかの一文である〕

「最愛の者を胎から聖別されるお方」（asher kidash yedid m’beten）を zoom で唱えてはならない。 

 同様に、結婚式に zoom で参加している者は、結婚式の七つの祝祷を唱えてはならない。なぜなら、その者

は祝福の当事者（新郎新婦）と実際に一緒にいるわけではないからである。〔祝祷を唱える役の〕10 人の男性

（ミニヤン）が結婚式に参加しておらず、各自が zoom で参加している場合、彼らは七つの祝祷を唱えてはな

らない。 

 

資料④－5：「服喪者は自分で自分の食事を用意してもよいか？」 

 通常、服喪者は葬式後の最初の食事を自分で用意してはならない。この禁止については、ふたつの理由が示

されている。一つ目は、服喪者を慰めるという戒律のなかに食事を提供することがあるため、〔服喪者が自分

で食事を用意して〕自分で食べてしまうことにより、その服喪者は他の者たちが戒律を正しく実践するのを妨

げてしまうというものである。二つ目は、他の者たちから食事を受け取ることにより、服喪者は自分の服喪を

示すというものである。服喪者が自分の食事を用意することができないほど力を失っていることを示すこと

 
6 Joseph Soloveitchik, 1903–1993. アメリカ正統派のラビ。「ラビ」（私の師）と呼ぶのは、シェヒターにとって彼が直接の

師であるため。 

7 Chaim Soloveitchik, 1853–1918. ブリスク方式という厳格なタルムード学習を構築し、現代のタルムード学習の礎を築い

たひとり。日々のタルムード学習が世界の存続を可能にするという理念を持つ。また、リトアニア派の正統派（ヴィルナ

のガオン、ヴォロジンのラビ・ハイーム）の継承者として、ソロヴェイチク家の興隆を実現した人物。今日では、リトア

ニア派は「正統派」（Orthodox）にも「超正統派」（Ultra-Orthodox）にもカテゴライズされる。 
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は、服喪の表出だというわけである。 

 このふたつのアプローチの実践的な相違は、服喪者を慰めるという戒律があるとはいえ、われわれが服喪の

実践を遵守できない「ホル・ハ‐モエード」（祝日の中間日）には、服喪者は自分で食事を用意してよいかど

うかである。一般的には、ホル・ハ‐モエードであっても服喪者は自分の食事を用意できないとわれわれは想

定するため、このハラハーの説明としては第一の理由の方が正しいと考えるだろう。 

 したがって、ソーシャル・ディスタンシングのために弔問者が〔服喪者の〕家を訪れることができない現在

のような状況では、服喪者は自分の食事を自分で用意してよい。〔第一の理由のように〕、彼は他の者たちが自

分を慰めるという戒律をおこなうことを妨げているわけではない。なぜなら、彼らはいずれにせよ、直接そう

することができないからである。もちろん、服喪者の家にすぐに食事が届けられるよう、共同体が手配するの

が適切であろう。 
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資料⑤：アシェル・ヴァイス（Asher Weiss, 1953–） 

アメリカ合衆国出身の超正統派（Ultra-Orthodox）のラビ。ハシディズム系超正統派のハラハー裁定者（ポ

セク）として、主にイスラエルのイェシヴァで活動する。2013 年からはエルサレムのシャアレイ・ツェ

デク病院のハラハー裁定者（ポセク）として従事し、医療的ハラハー（Medical Halakhah）という観点か

ら心身の健康とともにハラハーを実践するための啓蒙活動も広げており、コロナ禍でのハラハー実践に

ついても重要な提言をおこなっている。 

 

資料⑤－1：「ひとりでの礼拝にかんする適切なふるまい」8 

 私は人々が集まってその場で結成するあらゆるミニヤン（＊成人男性 10 人）について、以下のことを適用

したい。つまり、この会衆での礼拝には巨大な徳（zekhut）があるということである。今週の講義において、

私は「会衆での礼拝」について、それが義務（hovah）であるか、単なる戒律（mitzvah be-‘alma）であるかを扱

った9。われわれはみな、ミニヤンで礼拝することを望んでいる。しかし、われわれは理解しなければならな

い。ニューヨークやロンドン、世界の数多くの場所で起きているような災難——これは現実の災難である——

を避けるために〔行動しなければならないことを〕。巨大な不幸があり、人々が亡くなり、大勢の人が病床に

伏している。これを避ける唯一の方法は、人々がたがいに近づかないことである。しかし、イスラエルでは人々

はなおもこのことを理解していない。これは悲しむべきことであり、恐ろしいことである。そうして、彼らは

〔礼拝のときに〕2 メートル離れて立っている。しかし、〔シナゴーグを〕出入りするとき、20 センチ、50 セ

ンチの距離で顔を近づけて話しているのを私は目の当たりにする。これは災難なのである。〔シナゴーグに〕

来るときも、そこから出るときも、すわるときも立ち上がるときも距離を保つ必要があるのである。したがっ

て、人々はまずもって家で礼拝すべきであり、出てくるのではなく、また仲間と会うべきでもないと私は感じ

ている。 

 『シュルハン・アルーフ』（＊16 世紀の法典）の「オーラハ・ハイーム」篇第 90 項、および〔バビロニア・

タルムード〕「ベラホート」篇七のスギヤ（＊議論）では、たとえあなたがひとりで礼拝をするとしても、会衆

が礼拝をする時間の礼拝には大きな利益があるとされている10。はたしてこれは、ミニヤンがそろっていて、

彼らがいつ礼拝をするのかをあなたが知っているときだけのことなのか、それとも、ミニヤンがそろっていな

くても、大勢の者たちがその時間に礼拝をすれば、これによってすでに効能を持つ（segulah）のかについて、

私は長く書いたことがある。私はミニヤンで決まって礼拝をする習慣となっている時間に、すなわち少なくと

も会衆が礼拝をする時間に——そうすることが義務でないにせよ——人々は礼拝をすることがふさわしいと

 
8 https://7d4ab068-0603-408d-89df-fac4580e17c4.filesusr.com/ugd/8b9b1c_3fe2abc56df54ddba52531862c078646.pdf（2021 年 6

月 24 日最終アクセス）  

9 「義務」（hovah）とはすべてのユダヤ人がその実践を義務づけられている事柄、「（単なる）戒律」（mitzvah be-‘alma）

とは（もともとは「命令」の意味であるが）その実践が個々人の意志に委ねられている事柄。ユダヤ法では両者が明確に

区別されている。 

10 ウェブサイト Sefaria から『シュルハン・アルーフ』の該当箇所（英訳）を載せておく。BT ベラホート篇では 6a–8aに

かけて関連するスギヤがある。https://www.sefaria.org/Shulchan_Arukh%2C_Orach_Chayim.90?lang=bi（2021 年 6 月 24 日最

終アクセス） 

A person should make an effort to pray in the synagogue with a congregation, and if he is unable to due to an extenuating circumstance 

[such] that he is not able to come to the synagogue, he should intend to pray at the time that the congregation is praying [This also 

applies to people living in small settlements, that do not have a minyan - nevertheless, they should pray Shacharit and Aravit during 

the time that the congregation is praying - Sefer Mitzvot haGadol] And similarly if one had an extenuating circumstance and did not 

pray at the time when the community prayed, and he is praying alone, despite this, he should pray in the synagogue. 

https://7d4ab068-0603-408d-89df-fac4580e17c4.filesusr.com/ugd/8b9b1c_3fe2abc56df54ddba52531862c078646.pdf
https://www.sefaria.org/Shulchan_Arukh%2C_Orach_Chayim.90?lang=bi
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考える。また、私はトーラーおよび礼拝の習慣を守ることがきわめて重要であると考える。人々がひとりで礼

拝をする場合、多くの者が礼拝の時間の後に、シェマの朗唱の後に祈るのではないかと私はきわめて懸念して

いる。したがって、私は習慣を守り、各人が時間どおりに立ち上がり、礼拝をする習慣となっている時間に礼

拝をするよう努力すべきであると考えるのである。ひとつ加えるなら、われわれはシナゴーグにおいてミニヤ

ンで礼拝をするとき、ゆっくり礼拝をすることはできないということが重要である。〔礼拝にて〕「カディシュ」

や「ケドゥシャー」と応答するさいに、あなたは先唱者（ハザン）の唱えるリズムを守る必要がある。しかし、

家で祈るときは、われわれは会衆で祈ることができないという事実を痛ましく感じているのだから、礼拝の精

神集中（kavanah）にさいして追加をすることがふさわしい。早朝の礼拝（shaharit）では 10 分追加し、午後

の礼拝（minhah）では 5 分追加するのがよい。ふだんシェマの朗唱に 4 分をかけているなら、それを 5 分、6

分、あるいは 7 分かけておこなうのがよい。ミニヤンでの礼拝に欠けているものに応じて礼拝の精神集中のた

めに追加をしなさい。少なくとも礼拝の精神集中のために時間をかけなさい。ほむべき聖なるお方がすべての

われわれの礼拝を慈悲と意志によって受け取ってくださるように。 

 

資料⑤－2：「コロナワクチンにかんする方針」11 

 これは非常に短期間で開発された新しいワクチンであり、その長期間の効果についてはまだ観察されていな

いため、その安全性について躊躇を表明する者たちもいる。しかし、多くの先進国の公衆衛生の権威が、それ

を使用することをすでに承認しており、医学の専門家たちにより、それは安全であり、完全に効果を持つもの

であるいえる。 

（＊以下、ワクチン接種を推奨する四つの根拠が示されており、報告者により要約する） 

①過去の事例：19 世紀の天然痘ワクチンの接種をめぐるラビたちの論争 

・Yisrael Lifshitz (Tiferes Yisrael)：天然痘ワクチンを開発した E・ジェンナーは「世界の諸民族のなかの敬虔者」。 

 副作用への懸念は理解できるが、ワクチンを接種すべき。 

・Abraham Hamburg (Alim l’Tefifa)：Lifshitz と同意見。同時代のレスポンサを多数紹介。 

・Yishmael haKohen of Modena (Shu’t Zera Emes)：Chaim Yehuda Giron との論争。R・ギロンは種痘の副作用の危

険性を懸念し、接種を避けるべきと主張。他方、R・ハコヘンは大きなリスクよりも小さなリスクという観

点から、接種すべきと主張。 

明らかに、天然痘の時代の偉大な裁定者たち（poskim）の立場とは、ワクチンの作用による死という小さなリ

スクがあるにせよ、人はワクチン接種をすべきであるという立場であった。確かにワクチン接種の結果として

亡くなった者たちもいたが、彼らはごく小さな少数（mi’uta d’mi’uta）をあらわしているのであり、より多くの

大衆が天然痘に罹ることへの危険の方がはるかに大きかった。当時、このことが真理であったとすれば、現代

のワクチンが相当に安全である今日においても、そのことは確かに真理である。 

②医学的な根拠 

・コロナワクチンの有効性と安全性は臨床試験によって十分に実証されている 

・過去にもラビたちは医学的な見地からの提言を受け入れてきた：18～19 世紀のコレラの事例 

 Mordechai Ettinger (Maamar Moderchai)：医者の助言を受け入れて、ティシャ・ベ‐アヴの断食を実践しない

 
11 https://7d4ab068-0603-408d-89df-fac4580e17c4.filesusr.com/ugd/8b9b1c_b506b13db9d549aeafab16207869f0da.pdf（2021 年 6

月 24 日最終アクセス） 

https://7d4ab068-0603-408d-89df-fac4580e17c4.filesusr.com/ugd/8b9b1c_b506b13db9d549aeafab16207869f0da.pdf
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よう信徒たちに呼びかける 

以前、詳細に論じたとおり、ハラハーの原則のひとつとは、科学的および医学的なデータに、またその分野の

専門家である科学者や医師の意見を信頼するということである。専門家たちが同意していないときには、ハラ

ハーは以下の議定にわれわれを導きさえする。つまり、われわれは多数派の、あるいは最も専門的な意見に従

うという規定である。（Shulchan Aruch, O.C. 618:3–3; Mishnah Berura 10）12 

③神の加護 

加えて、私が主張してきたのは、もしわれわれがその分野の専門家たちの忠告に注意深く従うなら、たとえ彼

らが誤っていたとしても、われわれは神によって守られるであろうということである。これは「ショメル・ペ

タイーム・ハ‐シェム」（「神は未熟な者たちを守ってくださる」詩編 116：6）の概念である。つまり、トーラ

ーの道に忠実に従い、共通の実践に一致する仕方で行動し、人々が歩む道を歩むべくみずからを習慣づける者

はみな、たとえそれによってその者に危険が及んだとしても、天によって守られるのである。 

④共同体内の憎しみを乗り越えるために 

われわれの共同体には当初、ひとつになるという感情がとどまっていたが、今日ではそれが逆転し、愛と癒し

に代わって憎しみと言い争いがある。だが、忘れてはならないのは、言い争いは天からわれわれに下される厳

しい裁きを引き起こすということである。 

ヴァイスはこれらの点を鑑みて、「各人がワクチンを受けることが適切である」と主張するが、「しかし、

私はワクチン接種が義務であると規定することはできない」とも述べている。ワクチンを受けない権利

を尊重しつつ、ハラハー的に正しいのはワクチン接種による免疫である「と私には思われる」と表現し、

あくまでも接種を「推奨」する立場を守る。 

 

  

 
12 『シュルハン・アルーフ』「オーラハ・ハイーム」の該当箇所（英訳）は以下のとおり。Sefaria より引用。

https://www.sefaria.org/Shulchan_Arukh%2C_Orach_Chayim.618.4?lang=bi（2021 年 6 月 24 日最終アクセス） 

3. If the sick person and one doctor say it is not necessary (to eat). And (another) doctor says it is necessary. Alternatively, the sick 

person does not say anything and one doctor says it is necessary, and two say it is not necessary. We do not feed him (i.e. the sick 

person in either scenario.) 

4. If two say it is necessary, even if a hundred say it is not necessary, and even if the sick person is with them that it is not necessary, 

we feed him because that two said it is necessary. 

https://www.sefaria.org/Shulchan_Arukh%2C_Orach_Chayim.618.4?lang=bi
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資料⑥：2021 年のプリム（2 月 25－26 日）にかんする方針 

＊イスラエルでは 12 月下旬からワクチン接種が始まり、2 月下旬の時点で国内在住者（外国籍者含む）

の半数が少なくとも 1 回の接種を終えた。ワクチン接種は、12 月下旬から 1 月にかけてイスラエルが第

三派に襲われ、感染者数が急増したことに対する三度目のロックダウンの最中に開始された。2月上旬は、

ロックダウンを無視する仕方で 1 月に二度の巨大な葬儀を実施したことについて、超正統派に対する批

判が一段と強まっていた。3 月第一週からワクチンの効果が顕著にみられるようになるが、2月末のプリ

ムはその祝祭的性格や集団礼拝などのリスクが懸念された。宗教界では 1 か月後の過ぎ越しの祭りのモ

デルケースとしての位置づけも強く、2021 年のプリムは、ワクチン接種が進むなかでどのように祝祭を

実施するかを示す最初の機会となった。 

 

資料⑥－1：Berman Shul の 2021 年のプリムのコロナ・ガイドライン（＊抜粋）13 

Berman Shul はイスラエル中部レホボトの正統派ユダヤ教の共同体。成員の多くはアメリカ合衆国からの移住

者。ガイドラインの作成者であるアリエ・フリマー（Aryeh Frimer, 1946–）はハーバード大学で博士号を取得し

た化学者でもあり、ユダヤ法の専門家（ラビ）および裁定者（ポセク）でもある。 

①電子機器の通信手段による発話関連の義務について 

・プリムは「祝日」（yom tov）ではなく平日の祝祭であるため、電子機器の通信手段（電話、オンライン通話、

zoom など）によって礼拝や祝祷、聖書朗読などをしてもよいかどうかが問題となる。 

・Shlomo Zalman Auerbach（＊エルサレムの正統派）や Ovadiah Yosef（＊スファラディ系（超）正統派）らは、

電子機器での音声は「自然の音声」（natural voice）ではなく、話者の口から空気中を振動して音波を形成し

ていないため、電話越しの礼拝や朗唱を認めない。 

・他方、Rav Kook（＊パレスチナ初代主席ラビ）や Yehezkel Babkoff（＊Berman Shul のラビ）は、電子機器の

音声と話者の発する音声が同様の音波を形成するとして、電話越しの礼拝や朗唱を認める。さらに、Hazon 

Ish（＊リトアニア系超正統派）や Moshe Feinstein、Eliezer Waldenberg（エルサレムの正統派）らも条件付き

で Rav Kook の見解に同意する。 

・全体としては、プリムのさいの電子機器による礼拝や朗唱は禁止される傾向。コロナ禍での孤立状態のよう

な「ビ‐シェアト・ハ‐デハク」（＝ハラハーの実践が困難な状況）であっても、イスラエルのふたりの主席

ラビ（Yitzhak Yosef と David Lau）はこの裁定を支持する。その一方で Hershel Schachter らはいのちが脅かさ

れている状況下での電子機器の使用を許可している。 

②会衆での礼拝について 

・会衆で礼拝がおこなわれているところに zoom で参加し、先唱者（ハザン）の朗唱に対して「アメン」「カデ

ィシュ」「ケドゥシャー」「バレフ」と応答したり、聖書朗読を聞いたりしてもよいか。 

・『シュルハン・アルーフ』（O.H., 55:20）によれば、シナゴーグの外で会衆の礼拝に参加することは可能。他

方、zoom での参加は「シナゴーグの外」という位置に該当しないという指摘も。 

・Yitzhak Yosef や Asher Weiss らは隔離下での「応答」については認めているが、いずれも zoom での参加者が

先唱者を務めてはならない（zoom 参加者はミニヤンにかぞえない）と定めている。 

 
13 https://7d4ab068-0603-408d-89df-fac4580e17c4.filesusr.com/ugd/8b9b1c_a0989ae24ca245a08a73bba73ee0e445.pdf （2021 年

6 月 27 日最終アクセス） 

https://7d4ab068-0603-408d-89df-fac4580e17c4.filesusr.com/ugd/8b9b1c_a0989ae24ca245a08a73bba73ee0e445.pdf
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③パラシャット・ザホールについて 

・出エジプト後のイスラエルの民に対するアマレクの襲撃を想起するという義務をはたすべく、プリムの直前

の安息日にパラシャット・ザホール（申 25：17－19）を朗読する伝統がある。朗読にはシナゴーグのトーラー

の巻物を使うが、祝福を省略したり、ミニヤンがそろっていない状況で朗読することも多い 

・Hershel Shachter は、コロナ禍での指導として、朗読はプリム直前の安息日ではなくプリム当日でもよいこ

と、本来の安息日の朗読の週（パラシャット・シャヴーア）である「キ・ティツェ」の週（8 月頃）に朗読し

てもよいこと、安息日でなければ zoom での参加も認めることを主張した。 

・これにもとづき、Berman Shul ではプリム直前の安息日の前の金曜午後 15:30 からオンラインで実施するこ

ととする。これは、集まりたくないという意志の問題ではなく、「シェアト・ハ‐デハク」の状況下での代替

手段であることは忘れてはならない。 

④タアニート・エステルについて（＊プリム前日の断食） 

・病人は命に別条のない者でも（holeh she-ein bo sakanah）断食を免除される。 

・ただし、David Lau や Asher Weiss、Hershel Schachter らがいずれも主張しているのは、一日の断食が通常の健

康な人間の免疫や健康状態に悪影響をおよぼすという証拠はないということである。それゆえ、健康な者はこ

の義務を守って断食すべきである。 

・しかし、コロナの陽性反応が出た者は断食をすべきでない。妊婦や授乳中の女性も（コロナ禍にかかわらず）

断食を避けるべきである。 

⑤喜捨「半シェケルの記念」（Zekher le-Mahatzit ha-Shekel）について 

・アダル月の聖所への半シェケルの奉納（出エジプト記 30 章）を想起する伝統として、タアニート・エステ

ルの午後の礼拝（minhah）のさいに半シェケル銀貨 3 枚を奉納する習慣が定着（16 世紀のモシェ・イッセル

レスが記述している）。この喜捨はシナゴーグで実施され、半シェケル銀貨 3 枚を入れた袋を成員が「購入」

し、その代金を集金箱に入れる形式になっている。 

・この習慣については、シナゴーグで実践する必要はなく、自宅で実践してよい（＊詳細は書かれていないが、

事前に「購入」して代金を送るなどの方法か？） 

⑥プリムのさいの追加の祈り（Al ha-Nissim）について 

・プリムのさいには礼拝時のアミダー（十八祈祷文の立祷）と、会食（seudah）時のビルカト・ハ‐マゾン（食

事の祝祷）のさいに「アル・ハ‐ニッスィム」の祈りを追加する。 

・もし忘れても、〔それを追加した祈りを〕繰り返す必要はない。 

⑦エステル記の巻物（メギラー）の朗読について 

・プリムには羊皮紙に書写された「適格な」（kosher）巻物でエステル記を朗読する義務がある。このメギラー

を読む・聞くという義務は男性と女性に課せられている。朗読にかんしては、女性のミニヤンも認められる。

また、男女ともにミニヤンが不在でもメギラーの朗読をすることはできる。 

・シナゴーグでの会衆の朗読に参加できない者は、通常は羊皮紙の「適格な」エステル記の巻物を借りるか購

入するかして、自宅で朗読しなければならない。 

・病気や隔離のために上記の自宅での実践が難しい場合に zoom による参加を認めるかどうかについては、議

論がおこなわれている。主席ラビの Yitzhak Yosef や David Rau は反対、Hershel Schachter らは条件付きで許

可。⇒シナゴーグでの礼拝やメギラー朗読に参加できない者は zoom での参加を許可する。 
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⑧プリムのさいの会食（Purim Seudah）について 

・通常、プリムの会食は午後の礼拝（minhah）の後に実施されるが、2021 年はプリムの日（アダル月 14 日）

が金曜であり、夕方から始まる安息日との間隔のために午前中に実施される。「プリム・セウダー」は「祝日」

（yom tov）の食事として、パンとワイン、肉で構成され、追加の祈りを唱える。 

・今年の会食は祝祭的要素（長時間の歓談、歌や踊り）などを避け、特にワクチン接種を済ませていない者は

核家族で実施しなければならない。とはいえ、このプリムの会食では zoom などの通信を大いに活用し、とも

に喜ばしい時間をすごすことが可能である。（そのための準備は必要だが、それだけの価値はあるであろう） 

⑨食べ物を贈ること（Mishlo‘ah Manot）について 

・プリムの日には同胞に二種類の食べ物を贈ることが義務づけられている。 

・食べ物を届けるにあたってリスクを最小限に抑えるべきである。マスクをつけ、適切な距離を保って相手に

渡すことや、相手の家の庭先や玄関に包みを置くこと、第三者に配達を依頼することなどが望ましい。 

⑩貧者への贈り物（Matanot la-Evyonim）について 

・プリムの日には貧者にお金や食べ物を贈ることが義務づけられている。 

・お金の場合はプリムの朝にシナゴーグで集金するのが一般的だが、当日の参加が難しい場合は、別の誰かに

代理を依頼するか、あるいは前もって「贈り物」用のお金をシナゴーグに預けておくのがよい。 

 

 

まとめ 

①ポセクたちが共有している目的意識とは、このコロナ禍で命の危険を冒すことなく宗教生活を続けて

いくには何ができるのかを示すことである。普段の宗教的実践の代替案が命の危険を脅かさない安全

なものであること、そしてその代替案が法的に有効であること、この二点を明確にしている。 

②現代のユダヤ教世界における正統派の生活様式として、共同体としての生活の維持が最も重視されて

いる。コロナ禍での生活において、ポセクたちが描く生活は共同体としてのそれである。 

③疫病への対処やワクチンの接種について、ポセクは多くの法典やレスポンサを学び、ユダヤ教世界と

疫病の歴史をたどりながら、先人たちの意見を自分の法的判断の根拠とする。今後、同じような疫病に

ユダヤ教世界が直面したときの範例となることをめざす彼らの期待や展望もあるかもしれない。 
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