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日本宗教学会第 81 回学術大会（2022 年 9 月 10 日＠オンライン） 

ソロヴェイチク『ハラハー的人間』——現代ユダヤ教の哲学的探究—— 

志田雅宏（東京大学） 

masahiroshida222@gmail.com  

Joseph Dov Halevi (Baer) Soloveitchik, 1903–1993 

【生涯】 

1903 年プルジャニ（Pruzhana、現ベラルーシ）生 

ソロヴェイチク家：東欧ユダヤ教の偉大なラビの一族 

祖父ハイーム・ソロヴェイチク（1853–1918）： 

東欧ユダヤ教のタルムード学習の拠点であったヴォロジン・イェシヴァの継承者 

ブリスク（ブレスト Brest、現ベラルーシ）の学塾を父ヨセフ・ドーヴから引き継ぐ 

革新的なタルムード学習「ブリスク方式」を確立（＊【参考】欄に記載） 

母方の祖父エリヤフ・ファインシュタイン、父モシェ・ソロヴェイチクもラビとして従事 

幼少期を Khaslavichy（現ベラルーシ、父モシェがラビを務めていた街）で過ごす 

 ここにはハバッド・ルバヴィッチ派ハシディズムの大きな共同体があった 

 『ハラハー的人間』でもハバッド派について多くの言及：幼少期の影響か 

1920 年（17 歳）：一家でワルシャワに移住 

 父モシェの指導の下、祖父が確立した「ブリスク方式」を学び修める 

 タルムードおよびマイモニデス（12 世紀）の法典『ミシュネー・トーラー』等の徹底的な学習 

 22 歳のときに自由ポーランド大学に入学。専攻は政治学 

1926 年（23 歳）：ベルリン大学へ進学。専攻は哲学 

 29 歳のときに博士号を取得。博士論文のテーマはヘルマン・コーエンの認識論 

世俗的な学問への強い関心 

母ペシャの影響？ 母はロシア文学とドイツ文学を研究 

⇒息子ヨセフも世俗的な学問に肯定的で、強い関心を持ったのではないか（L.J. Kaplan） 

＊ただ、ブリスクやヴォロジンの学知のルーツであるヴィルナのガオン（1720–1797）も、天文学や数学、

文法学などを学んでいた（さらにベルリンも訪問） 

⇒だとすれば、ヨセフの知の歩みは東欧リトアニア系ユダヤ知識人の典型？ 

1932 年（29 歳）：妻トニヤ・レヴィットとともにアメリカへ移住 

 数か月後にボストンの正統派ユダヤ教共同体のラビに着任 

 （＊妻トニヤもヨセフとよく似た知的背景。ヴィルナで生まれ育ち、イェーナ大学で博士号取得） 

1937 年（34 歳）：アメリカ北東部初のユダヤ系全日制学校となる Maimonides School を設立 

1941 年（38 歳）：父モシェの後任として、ニューヨークの Rabbi Isaac Elchanan Theological Seminary の教

授に着任（1945 年に正統派ユダヤ教の大学 Yeshiva University として承認される） 

1953 年（50 歳）：Halakhah Commission of the Rabbinical Council of America の議長に就任。 

アメリカのユダヤ教正統派最大の指導者のひとりとして活動し、正統派以外の宗派（改革派や保守派）、

ユダヤ教以外の宗教ともかかわりを深めていく 
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【教育活動】 

・教育機関での活動 

 Maimonides School：毎週のタルムード講義（1985 年まで） 

 イェシヴァ大学：ブリスク方式のタルムード学習やマイモニデスの哲学についての講義 

 ＊その他、正統派のシナゴーグやイェシヴァでの講義、セミナーに従事 

・一般向けの教育活動 

 ソーシャル・ワーカー向けの講義（ユダヤ哲学） 

 ボストンの正統派シナゴーグでの安息日の一般講義 

 イェシヴァ大学でのメンタル・ヘルスのためのプロジェクトへの参加 

・シオニズムとの関係 

 1935 年にパレスチナを訪問（生涯一度だけ） 

  テルアヴィヴのアシュケナズィ系主席ラビの候補に選ばれる（当選はせず） 

 第二次世界大戦におけるユダヤ人の状況を聞き、宗教シオニズムに傾倒 

  ⇒1940 年代初頭に宗教シオニズム組織「ミズラヒ」の運動に加わる 

  （＊戦前は東欧の超正統派組織「アグダト・イスラエル」に加入していた） 

  1946 年以降、Religious Zionists of America の名誉会長を務める 

 イスラエルの地におけるハラハーの実践を進める宗教シオニズムを支持する 

宗教シオニズム的発言？ 

聖なるものは人間によって、すなわち血肉を持った存在によって創出される 。（……）イスラエルの地は征服

することによって聖なるものとなる。（Ish ha-Halakhah, pp. 47–48） 

＊ただし、『ハラハー的人間』（Ish ha-Halakhah）全体では、ハラハー実践のために国家を必要とするとい

う発想はみられない 

 

【著作活動】 

 東欧ユダヤ教の指導者らしく（？）、出版物はごく少ない 

①Ish ha-Halakhah (Talpiyot 1:3–4 (1944), pp. 651–735; repr. in 1979) 

 英訳：Halakhic Man, trans. L.J. Kaplan, Philadelphia: JPS, 1983 

②U-Viqashtem mi-Sham（「そこからあなた方は求める」）、1978 年 

 1944 年の論考 Ish ha-Elohim (The Man of God) にもとづく 

 右の 1979 年版（Jerusalem: World Zionist Organization）に①と②を収録 

③Halakhic Mind (New York: Seth Press, 1986) 

 1944 年の論考“Is a Philosophy of Halakhah Possible?” を 1986 年に出版 

④The Lonely Man of Faith (Tradition 7:2 (1965), pp. 5–67) 

 1960 年代のカトリックのエキュメニカル運動にかかわっていた時期の著作 

 

＊読者層としては、①・③・④はユダヤ人（あるいは正統派ユダヤ教徒）向け 

  ②はキリスト教徒や宗教間対話に関心のある読者も含んでいる 
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『ハラハー的人間』 

ラビ・ユダヤ教の生活の現代的な意義を示すことが目的 

・ラビ・ユダヤ教のハラハー（ユダヤ法規）についての革新的な理解にもとづいて、ハラハーを実践する

者（ハラハー的人間）を描写する 

・その理想的な人間像とは、「創造者としての人間」 

 具体的には、自己を確立するための自己創造を、ハラハーの実践を通じて実現することをめざす 

ふたつ（あるいはそれ以上）の知的背景 

・ソロヴェイチク自身の知を形成するふたつの学知が基盤となっている 

 ①ブリスク方式のトーラー学習：東欧ユダヤ教の新しいタルムード学習 

 ②ヘルマン・コーエンの認識論・観念論 

 ③その他、ハバッド・ルバヴィッチ派の教えや、現代の自然科学における定量化についての議論など 

・これらの学知をふまえて、マイモニデスの哲学書『迷える者の導き』（Moreh Nevukhim）と法典『ミシ

ュネー・トーラー』（Mishneh Torah）を中心に読みなおしていく 

マイモニデスが、聖書とギリシア哲学（アリストテレス主義哲学）の統合を実践したことを意識してい

る。ソロヴェイチクの場合は、その両者がタルムード学習と新カント派哲学であった。 

三つの主題 

・「その世界観と人生」と「内在する創出者の力」の二部構成 

・主題としては以下の三つが中心となる 

 ①ハラハー的人間とは何か 

 ②ハラハーとは何か 

 ③ハラハー的人間になるとはどういうことか 

 

①ハラハー的人間（ish ha-halakhah）とは何か 

宗教的人間（ish ha-dat）との共通点と相違点 

共通点：存在の二重性、存在論的二元論。現実の実体的な世界と超越的な世界における存在の多元性 

すなわち、宗教的人間は存在の一元論を認めないということである。彼にとって、実在は画一的でも単調でも

なく、多元的であり、複層的であり、複数の階層や段階からなる。存在の多元主義が宗教的人間の見方の基礎

である。認識し、評価するために世界にアプローチするとき、彼はこの具体的で実体的な現実のなかに、その

すべてが善く、長く、永遠である至高の世界の痕跡を探す。彼は、至高にして透きとおった純粋な存在の領域

にある、実在における豊かさを、存在における豊富さを、在ることにおける充満を求める。現実に対するこの

超越的なアプローチは、「神の人」（＊ハラハー的人間）の像における主要な輪郭をなす。（p. 23 ＊以下、引用

はすべて 1979 年のヘブライ語版から） 

 

相違点：ふたつの世界に対する志向性 

超越的なものに対するハラハー的人間のかかわりは、一般的な宗教的人間のあいだにみられるそれと同じでは

ない。ハラハー的人間は超越的な世界を、透きとおった純粋な存在の「至高の」諸層を熱望することはない。

それは、理念的な世界——ハラハー的人間の魂が切望するもの、彼の最愛の子——が、この現実の世界におい

て実現されるためだけに創出されるからではないであろうか。この世界が、ハラハーの方針とハラハー的人間
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の生活の土台を表象する。ここでこそ、それ（ハラハー）は多かれ少なかれ実現されうる。ここでこそ、それ

は具体化され、潜在から現実へ出ることができる。ここでこそ、すなわちこの世界においてこそ、ハラハー的

人間は永遠の生（hayei ‘olam）を獲得するのである！ 「この世におけるトーラーと戒律の一時間は、来た

る世における生よりも優れている」（Ｍアヴォート四・十七参照）と、アヴォート篇のタンナ（＊一―二世紀

のユダヤ賢者）は言う。これこそがハラハー学者のスローガンである。（pp. 35–36） 

 

認知的人間（ish ha-da’at）との共通点と相違点 

共通点：みずからが創出するアプリオリなイメージと、現実の世界とを対比する 

宗教的経験のかたちや形式、性質については、宗教心理学や宗教哲学によってさまざまな説明がなされ

てきた。しかし、これらすべてのうちで、ハラハー的人間と世界との関係を理解するためのものは何ひと

つない。ハラハー的人間が世界とのかかわりを必要とするのは、世界を飛び越えた実在への恐れや無へ

の恐怖のためではない。みずからの意識のうちに眠っている漠然とした依存の感情のためでもない。人

間の贖いに対する思慕のためでもない。われわれに対して現れる偉大な倫理的理想によるのでもない。

思索の典型である純粋な好奇心のためでもない。それは、ハラハー的人間がみずからの魂や精神の内に

隠し持っているアプリオリな世界のイメージによるのである。 

（……） 

彼（認知的人間）が現実とのかかわりを求め、具体的な実在の領域について、アプリオリで理念的な理論

をもちいようとするとき、彼はその手に教えを、つまりアプリオリな教えを携えている。彼は受動的な精

神の状態で、現実をそれ自体にしたがって認識することを欲しているわけではない。むしろ、アプリオリ

なイメージや理念的な形式を創出し、それらと現実の世界を比較するのである。（pp. 26–27） 

 

相違点：超越的なものへの関心の有無 

数学者がおこなうように、認知的人間は、新たな創造の喜びと創出の興奮によって〔世界を〕構築するこ

とに従事し、知性的に認識する理念的対象を現実の世界に対比させる。しかし他方で、ハラハー的人間

は、みずからの関心を超越的なものにまったく向けず、一時的な生のみに従うような、世俗的な認識

（qognitivi hiloni）の類型ではない。主のトーラーはハラハー的人間の意識に永遠の生の観念と、永遠性

への熱望を植えつけた。それは、「かのお方は永遠の生をわれわれのなかに植えつけられた」（ve-hayei 

‘olam nata’ be-tokhenu）というトーラー〔朗読の前〕の祝福に表現されているとおりである。彼は、その

すべての至高さと壮麗さにおいては宗教的人間でもある。（pp. 42–43） 

 

＊ソロヴェイチクの図式では、ハラハー的人間は宗教的人間と認知的人間それぞれと部分的に重なり合

っているが、宗教的人間と認知的人間はまったく重なるところがない。 

＊どちらかというと、認知的人間に傾いている（特にハラハーの概念を説明するとき） 

＊宗教的人間のモデルとして具体的に挙げられているのはカトリックの聖人たち 

 ⇒ソロヴェイチクの宗教観だけでなく、カトリックとユダヤ教の関係についての見方にも注目したい 

＊宗教学全般を批判しているようにみえるが、決してそうではない。 

特にウィリアム・ジェイムズとルドルフ・オットーの研究を高く評価している。 
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②ハラハーとは何か 

理念的なハラハーという概念 

・アプリオリな理念的基準によって現実の対象を観察する 

ほむべき聖なるお方から彼が受け取ったハラハーの本質とは、理念的な世界を創出すること、そしてあらゆる

現象や根源、原理について、それと現実とのあいだを支配する関係を認識することである。アプリオリなハラ

ハーが、その理念的な基準の真理によってアプローチすることのない現象や形成物、被造物は存在しない。ハ

ラハー的人間が、音もなく湧き出している泉に出くわすとき、彼はこの現実の現象に対して画定されているア

プリオリな関係をすでに持っている。それはつまり、泉についてのさまざまなハラハーのことである。その泉

は「ザヴ」（＊男性の漏出者。レビ十五・一～十八）の浸洗に適している、それは〔浸かるのではなく〕流れる

水による清めに適している、それはいかなる水量でも清めることができる〔マイモニデス『ミシュネー・トー

ラー』「浸洗の泉についての法規」九・八＊「泉」(ma’yan)と「沐浴池」（miqveh）の違いとして、後者は四〇

セア（一セアは約七・七リットル）の水で清めるのに対し、前者は四〇セアを必要とせず、いかなる水量でも

（たとえわずかな量でも）清めることができる〕、それは「贖罪の水」（mei hatat）に適格である、などである。

彼は泉を見つめ、その質や出どころ、性質を調べる。彼の手にはその泉の特徴を画定させるアプリオリで理念

的な原則や掟があり、現実の泉が理念的なハラハーの要求に対応しているかどうかについて、適切なハラハー

的結論を下すためにこれらの法をもちいるのである。（p. 28） 

 

・知性的認識の対象（muskal）：理念的なハラハーが現実世界において実現される  

たとえば、大贖罪日や過ぎ越しの祭りの夜の概念は、知性的に認識される理念的な対象（muskal yideali）で

ある。ハラハー的人間は大贖罪日を、その日の供犠の壮麗さによって輝くイメージのなかで見る。あるいは、

過ぎ越しの祭りの夜を、神殿が存在していた時代におけるそのすべての光輝のなかで見る。祭司も〔供物を焼

き尽くす〕炎も祭壇もない今日の大贖罪日や、現代における過ぎ越しの祭りは、かつてそこに重なりあってい

た聖性や壮麗さを欠いた現代の過ぎ越しの祭りは、シナイ山で与えられた理念的な創出物の影の影（＊神殿時

代の儀礼が「影」であり、現代のそれらはさらにその「影」ということ）にすぎないのである 。 

（……） 

 マイモニデスが（『ミシュネー・トーラー』において）論じている「セデル」は、過ぎ越しの夜とその戒律の

理念的な概念である。このわれらの偉大なラビは、苦しく残酷な現実を見守っているのではない。再建された

エルサレム、完璧に仕上げられた神殿、礼拝をおこなう祭司たち、その夜の戒律に従事するイスラエルの自由

民のイメージが、彼の前に漂っている。（……）つまり、「この時代」（＊法典で言及されるマイモニデス自身

の時代のこと）は、理念的なハラハーが現実の世界において実現される過程のなかでは、歴史上の例外にすぎ

ない。まるで、われわれの歴史的な実在に対して襲いかかる一時的な逸脱の時間について、多弁を弄する必要

はないかのごとくである。ハラハーは力強くあり続け、われわれはイスラエルの民の贖いの日を願い、待望す

る。そのときには、理念的な世界が俗なる現実に勝利するであろう。（pp. 33–34） 

 

ラビ・ユダヤ教における個々の法規（ハラハー）は、ある理念的世界のための枠組みをなす 

実際のユダヤ教の生活のなかで、ハラハーが知性的認識の対象となり、それらの実践を通じて、現実世界

にハラハーの理念的世界を構築することがめざされる 
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神の臨在の「収縮」：無限なるものが有限なる世界に降りてくること 

・時間や空間のなかで認識が確立されるというのはカント的発想だが、ソロヴェイチクは神の「収縮」と

いうカバラー的発想（ただし、非カバラー的理解）にその根拠があると説明する 

カバラーは、「シェヒンタ・ベ‐ガルータ」（Shekhinta be-Galuta）——無限なるもののなかに隠れていたが姿を

現し、実在の創出においてみずからをあらわにし、それのなかに、またそれによって収縮する神の栄光——の

悲しみを感じ、同情する。「創造の業」および世界の創造には、ほむべき聖なるお方の栄光の「放棄」のような

ものがある。（p. 49） 

（……） 

「収縮」の秘義は、［神秘家が感じるような］形而上学的な悲しみにではなく、喜びと歓喜へと人間を導くも

のでなければならない。人間はみずからの創造主とともにこの世界に住むのであり、このことによって来たる

世での生を手にするのである。世界の創出は神性の観念に欠損を与えることはない。むしろ、かのお方の臨在

が知覚可能な現実の領域にみずからを収縮させることこそ、ほむべき聖なるお方の意志なのである。（p. 52） 

＊「収縮」のカバラー的解釈は、無限なる神が有限化することを「放棄」として悲観的にとらえる。 

 他方、ハラハー的人間は、「収縮」を神自身の意志とみなし、喜ぶべきものととらえる。 

 

定量化と客観化 

・定量化（quantification） 

ハラハー的人間は数学者にいくらか似ている。数学者が無限について学び修めるのは、ひとえに数字および数

学的な尺度によって区切られた有限なものを創出し、それを認識するためである。ハラハーも「収縮」という

観点からすると、定量化の方法をもちいている。ハラハーは性質や宗教的主体性を、基準や尺度を持った客観

的かつ具体的な現象というかたちに定量化する。「長さを測ることや隔てること、仕切りを立てることが、シ

ナイ山でモーセに示されたハラハーである」（ＢＴエルヴィーン四ａ、同スッカー五ｂ）。ハラハーはそれぞれ

の戒律について、堅固で区別された法、掟、基準を画定する。食べることとそのさまざまな基準はどのようで

あるか。飲むこととさまざまな基準はどのようであるか。果物とその大きさや成熟の特徴、安息日に禁止され

ている三九の「労働」とそれらの尺度、穢れた幕屋の尺度、仕切りの尺度、金銭の価値の尺度などがどのよう

であるかが画定されているのである。（p. 54） 

・客観化（objectification） 

シナイ山においてわれわれに与えられたハラハーとは、画定された明確な形への、規定された堅固な法への、

そして特定の根本原理への宗教の客観化（ha-obyeqtifiqatzyah shel ha-dat）である。ハラハーは主体性を客観性

へ、画定された法則性へと変える 。そのことは何にたとえられるであろうか。それは、光や音、そしてすべ

ての知覚可能な質的内容を、量的な関係や数学的機能、客観的な因果関係に変える物理学者にたとえられる。

（p. 56） 

＊ソロヴェイチクは宗教の根源を主体の直観や感情に見出す宗教観（シュライエルマッハーなど）を明

確に批判する。また、具体性を避けるとして、ロマン主義やハシディズムにも批判的である。 

 

神の意志としての「収縮」（無限→有限）が、ハラハーの定量化と客観化の（神聖な）モデルとなる 

ハラハー的人間は、個々の定量化されたハラハーを知性的に認識することで、理念的なハラハーを構築

し、この世界においてそれを実現することをめざす（が、そう簡単にはいかない）  
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③ハラハー的人間になるとはどういうことか 

・本書の着地点として、ソロヴェイチクが具体的に考えているのは、「理念的なハラハーの世界をこの世

界に実現するにはどうしたらよいか」ではなく、その前段階として（？）、それを実現することので

きる「ハラハー的人間になるにはどうしたらよいか」である。 

・トーラーの革新的解釈（Hidushei ha-Torah）による「創造」の主題の（再）発見 

ハラハー的人間はトーラー学習の形成／創造と刷新、すなわち「ヒドゥシェイ・ハ‐トーラー」（hidushei ha-

Torah＊トーラーの革新的解釈）を思慕する人間である。「ほむべき聖なるお方はトーラーの詳細な議論（pilpul）

を喜ぶ」とあるが、「ピルプル」ではなく「ヒドゥーシュ」（刷新）と読まなければならない。「ヒドゥーシュ」

は思索の領域に限定されるのではなく、行為の領域へ、現実の世界へと広がってゆくものでもある。 

（……） 

トーラーが世界の創造について長く語り、天地とその万軍がつくられたことについて物語るとき、それは宇宙

創成の秘義や形而上学的な世界の秘密をあらわにするためではなく、実践的な「ハラハー」を教え示すためで

あった。〔創世記冒頭の〕「創造の業」の箇所は、代々にわたって画定されたハラハーの箇所である。「聖なる

者」（レビ記十九章）や法律（出エジプト記二一章）と同じように、そこにはトーラーの主要が含まれている。

トーラーが人間の前で創出の巻物をひもとくならば、その基準によってひとつのハラハーが課せられる。すな

わち、人間が創出と創造の刷新に従事することを義務づけられるのである 。（……）宗教的道徳の完成の頂点、

すなわちユダヤ教が到達することを熱望するその頂点とは、創出者（yotzer）としての人間である。（pp. 83–84） 

＊創世記の創造物語は「ハラハー」であるという理解。神による創造に倣って、人間が創出を実践する 

 

・自己創造としての悔い改め：マイモニデスの悔い改めについての法規の再読 

ハラハーは次のように述べている。みずからの創造主に対して悔い改める人間は、生ける過去、存在する過去

から自分自身を創出する。それは、なぜ喜びに満ちた表情であるのかを自分に説明する未来へと、彼がみずか

らの顔を向けるときに起こる。悔い改め（teshuvah）とは次のことを意味する。一）過去について回顧的に観

想すること、そして生をそのなかにある死と区別すること。二）将来についての幻視、そして世界のなかに存

在するものと、いまだ「創造されて」いないものとを見分けること。三）過去のなかに集中している原因を、

未来に照らして調べ、その原因の方向や目的を画定すること。この悔い改めの本質の主要な原理とは、未来が

過去のもとに降りてきて、一切の際限なく過去を支配することになる、というものである。（……）「偉大なる

は悔い改めである。悪事は彼にとって美徳のごとくとなるからである」（ＢＴヨーマ八六ｂ）。罪は戒律を生み

出す。罪業は善行を生み出す。この見方には、選択と意志の自由の基礎が秘められ、隠されている。選ぶこと

が創出の基盤をなすのである。（pp. 96–97） 

＊この前にマイモニデス『ミシュネー・トーラー』の「悔い改めについての法規」が参照されている。 

 

・預言者という到達点：マイモニデスの預言論の再読 

マイモニデスは、「神が人間たちに預言をさせる」という預言の基礎について論じたこのハラハー（＊『ミシ

ュネー・トーラー』「トーラーの基礎についての法規」一・五）のなかに、預言者の人格についての描写と預言

者の資質の双方を入れた。彼がそのようにしたのは理由なきことではなかった。なぜなら、預言者の姿および

像も、彼の意識の内容も、その双方が預言という原理に属しているからである。彼らは〔人間の〕究極目標と

して、ハラハーにしたがった倫理的完成の理想として奉仕する。第六の原則は預言である（＊マイモニデスに
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よるユダヤ教の十三の原則のこと）。それは、人間という種のなかに、きわめて高められた徳と大いなる完全

さからなる本性の持ち主であり、その魂が正しい者たちがいるはずであることを、人は知らなければならない

ということである。（……）マイモニデスが明確に述べているのは、この第六の原則がふたつのことを含んで

いるということである。すなわち、一）預言者の人格、二）預言である。〔聖なる〕霊の流出と神的充溢は天の

慈悲にかかっている。しかし、預言のための準備と自己を創出する課題は、人間に委ねられているのである 。 

 人間がその頂点に、すなわち預言に到達するとき、彼はみずからの課題、すなわち創出者の役割をはたした

ことになる。「聖なる霊がただちに彼の上に住まう。そして、その霊が彼の上にとどまるとき、彼の魂は『イ

シーム』（ishim）と呼ばれる天使の段階にみずからを混ぜ合わせる。そして、彼は別の人間（ish aher）となる。

彼はみずからの認知において、自分がかつての自分のようではなく、他の賢者たちの段階へと高まったことを

理解するのである。（……）ハラハーによれば、悔い改め、摂理、そして預言は、ユダヤ教思想の原理のひとつ

である創出の基礎を表現する。人間は悔い改めをもって、すなわち自分が犯した罪についての簡潔な思案と、

過去についての後悔および将来のための決定の感覚をもって事を始める。そして、自分という存在をめぐって

囲む摂理を願い求めることで、みずからの創出を続ける。そして、彼は預言をもって、すなわち創出の完成を

もって終わる。これがハラハーとユダヤ教の道なのである。（pp. 106–107） 

＊マイモニデスの預言論では、知的完成と神の意志が預言の条件とされていた。それに対して、ソロヴェ

イチクは預言の準備としての自己創造の要素を強調する。 

（知的完成と神の意志の順序を逆転させるのが、ソロヴェイチクの現代的なマイモニデス解釈の特徴か） 

 

【小括】 

・ソロヴェイチクのハラハー論で常に中心にあるのは「創造」という要素である。 

 人間の創造的な力を引き出すことが、ハラハーの実践の目的であることが強調されている。 

・「理念的なハラハー」や「創造行為としてのトーラー学習」は、ブリスク方式のトーラー学習から着想

を得ている。ソロヴェイチクにとって、それらは理念的体系による現実の認識という新カント派の認識

論と親和性が高いものであったと考えられる。 

・本書の力点は、「ハラハー的人間」という「個人」の確立、自己創造すなわち自己変革を主張する点に

ある。正統派共同体のあり方や、ユダヤ教と現代（アメリカ）社会のかかわりを論じるものではない。 

・個人にフォーカスした本書が、ソロヴェイチクの教育活動においてどんな役割をはたしたのかを見て

ゆくことが、今後の最大の課題となる。 
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【参考】（2021 年度「ユダヤ教概説 2」講義資料より） 

ブリスク方式のタルムード学習：ラビ・ハイームの遺産 

ブリスクのイェシヴァ 

・1880－90 年代：ヴォロジン・イェシヴァに西欧ユダヤ啓蒙主義の影響が入ってくる 

 サランターのムーサル運動の文学やシオニズム組織「ヒバット・ツィオン」の思想も浸透 

・ロシア教育省との衝突もあり、一時ヴォロジン・イェシヴァが閉鎖される事態に 

 ⇒ヴォロジン・イェシヴァのタルムード学習の理念が、ハイーム・ソロヴェイチク（1853–1918）に受

け継がれ、ブリスクのイェシヴァにおけるタルムード学習が発展していく 

ヴォロジンのラビ・ハイーム：世界を存続させる手段としてのトーラー学習 

『ネフェシュ・ハハイーム』（4：11） 

そして、一切の疑いなき真理とは、もしも世界全体がその一方の端から他方の端まで、われわれによるトーラ

ーの従事とトーラーについての観想から一瞬でも文字どおり空虚となれば——それはとんでもないことだが

——、すべての世界が、天上世界も地上世界もただちに破壊されてしまい、空虚と混沌——それはとんでもな

いことだが——となってしまうだろう、ということである。 

＊ラビ・ハイームの描く「トーラー学習」は、ラビになるためであるとか、知性を高めるためであるとか、

そういった個人的な目的にとどまらない。トーラー学習から片時も離れてはならないのは、その学びを

止めた瞬間に世界が崩壊するからなのである。 

 

ブリスク方式のタルムード学習におけるきわめて斬新なハラハー理解 

①タルムードの議論を「分析」するという学習方法 

・タルムードでは、ある主題をめぐってさまざまなラビたちが議論する 

このタルムードをどのように学ぶか？ 

・法典（『シュルハン・アルーフ』など）であれば、その議論からハラハーがどのように導出されるか、

タルムードの議論から具体的に定められるルールとは何かを示すことが目的となる 

・ブリスク方式においては、実践的なハラハーを決定することは目的ではない 

 むしろ、ラビたちの議論のなかで排除された見解も含めて、ある主題についてのすべての見解をひと

つの枠組みに集約することが目的：すべてのルールはハラハーの本質について教えている 

ハイーム・ソロヴェイチクのハラハー学習  

かつてトーラーの学者は、カシュルート（食事規定）の法を学習した者たちを軽視した。ラビの地位に入ろう

としている者たちだけが、この法の領域を学習するものだからである。これらの法が事実性や外的・一般的な

説明という束縛から解放され、抽象的な概念に変容する日が来るなどと、〔彼らのうちの〕誰が思っていたで

あろうか。（……）〔だが、〕ポットやフライパン、卵やタマネギは突然、肉と乳製品の法から消えたのだ。（……）

カシュルートの法は台所から取り上げられ、理念的なハラハーの世界へ連れ去られていき、複雑で抽象的な諸

概念によって構築されることとなったのである。（Joseph B. Soloveitchik, “Mah Dodekh mi-Dot,” 1971, p. 227） 

（Chaim N. Saiman, Halakhah: The Rabbinic Idea of Law, 2018, pp. 202–203 より） 

＊ソロヴェイチクは実践的な目的のためにハラハーを学ぶ者たちを軽視した。彼にとってカシュルート

は食事のルールを定めたものではなく、より抽象的で理念的な「ハラハーの世界」の一部なのである 

  



10 

 

②ハラハーは遍在するという発想 

・ハラハーは時間を超越して、どこにでも存在する。時間によって変化することはない 

 西欧のユダヤ教正統派（S・R・ヒルシュ）の法観念と似た、反歴史的な発想といえる 

・ミシュナにおける神殿にかんする諸規定 

 一般的には「エルサレムの神殿が歴史的にどのように機能していたのか」という観点から検討する 

 ⇔ブリスク方式によれば、「聖書やミシュナで描かれる神殿はハラハー的であるか」が問われる 

・神殿祭儀についてミシュナやタルムードで議論されているラビたちの諸見解は、普遍的な単一「ハラハ

ーの枠組み」を示している。実在した歴史的な神殿の祭儀から法が定められるのではない。 

 

③ハラハーは先験的（アプリオリ）な型であり、それを現実において適用する 

・ハラハーの枠組みは数学や物理学における先験的な理念型のようなものである 

 ハラハー学者はこの理念的な枠組みを現実の世界に適用することをめざす 

ハイーム・ソロヴェイチクの指導の言葉 

喜捨や慈善行為のような戒律をトーラーが設けているのは、それらを社会のために機能させるためであると人

は考えるかもしれない。しかし、真実はその逆である。「殺してはならない」という戒律があるからこそ、そ

れゆえに殺人は破壊をもたらすのである。同様に、喜捨の施しをするようにトーラーが命じているからこそ、

そうした行動が世界を存続させるのである。（……）このように、世界はトーラーにしたがって創造されてい

る。そして、トーラーは創造の青写真なのである。なぜなら、実際には、殺人が社会を存続させ、慈善的行為

がそれを破壊するような世界が創造されることも——神の手に限界があるというのか——ありえたからであ

る。すべてはトーラーに書かれていることに一致する。そしてそれは、トーラーが現実にもとづいて与えられ

た、ということではないのである。                 （Saiman, Halakhah, p. 205 より） 

＊ソロヴェイチクは所与の現実にもとづいてトーラーが与えられたという考えを否定する。むしろ、ト

ーラーの戒律を守ることが現実においてさまざまな作用をもたらすのであり、それは「世界がトーラー

にしたがって創造されている」からである。 

＊つまり、ユダヤ教のさまざまな法規（ハラハー）を守って生活することは、まさに世界の創造なのであ

る。ハラハーにしたがった行動のひとつひとつが世界に対して物理的な作用をもたらす。 

ソロヴェイチクのハラハー理解の最大の特徴は、ハラハーを実践することを世界創造の行為として理解

していることである 

 

 

 


