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は黒い衣装に身を包んで歌い踊る集団の
高揚に印象付けられるだろう。イスラエル
は国家の祝日をユダヤ暦に基づいて定めて
おり、重要な祝日（ユダヤ新年や贖罪日な
ど）には嘆きの壁は大勢の人でごった返す。
成人儀礼の祝い事や、安息日（金曜日没か
ら土曜日没まで）などにも事あるごとに敬
虔なユダヤ教徒はここに集う。神殿の丘
の西側外壁（位置関係は24頁上写真参照）
の内、外から目に見える幅約57メートル、
高さ約19メートルの壁が聖地の主要部分
である。
　紀元前1000年頃にエルサレムを首都と
した古代イスラエル王国のダビデ王は、こ
こに神殿を建設した。バビロニア軍による

嘆きの壁
　嘆きの壁といえば、聖地が乱立するイス
ラエルのエルサレムでも最もシンボリック
なユダヤ教の聖地である。地元のイスラエ
ル人だけでなく、観光客や政府要人が世
界中から訪れる。訪問者は、ある時は壁に
身を預ける人びとの静謐な祈り、別の時に

侵攻により神殿は破壊されたが、前537

年に捕囚からの帰還を許されると、前516

年に同じ場所に神殿が再建された。この第
二神殿がローマ帝国により再び破壊され
た紀元70年以降、現在に至るまで再建さ
れず残った遺構が現在の嘆きの壁の礎で
ある。
　もとより、エルサレムはイスラーム、キ
リスト教にとっての一大聖地でもある。エ
ルサレムとベツレヘムでは、オスマン帝
国時代から続く「ステイタス・クオ（現状
維持）」が原則となり宗教間の均衡が保た
れるという建前になっている。1967年の
第三次中東戦争に大勝したイスラエルは、
嘆きの壁を含む旧市街の管轄権を「奪還」
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エルサレムの嘆きの壁で月に一度行われる
ユダヤ女性たちによる祈りの会。
周囲からの罵声や妨害にさらされながら、
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し、元々嘆きの壁の前面に広がっていた
パレスチナ人の居住地を壊して広場に変
えた。神殿の丘上部はイスラーム地区に
位置し、アルアクサ・モスクや岩のドーム
といったイスラームの聖地がある。この丘
上部はイスラームの聖地ではあるが実質
的にはイスラエル政府が管理下に置いて
いるため、両者の衝突が頻発する舞台で
もある。

正統派ユダヤ教と女性
　以上のように多様な意味づけを帯びた
嘆きの壁が、月に一度早朝の時間帯に、祈
りをめぐって喧噪に包まれ、時に暴力や
逮捕沙汰にも発展することはほとんど知
られていないのではないだろうか。喧噪
の中心にいるのは、「嘆きの壁の女性たち
（Women of the Wall、以下略称として
WoW）」に属する数十人の女性たちである。
嘆きの壁は、向かって左側の三分の二が男
性パート、残りが女性パートとして分け隔
てられ、間には2メートル程の高さのある
仕切りが互いの行き来と視線を阻む。彼女
らは月に一度、「ロシュ・ホデシュ（「月の
頭」を意味するヘブライ語）」と呼ばれる新
月の日に、女性の手による／のための祈り
の会を開いている。
　ユダヤ教は大まかに、正統派・保守派・
改革派に分けられる。戒律を遵守する正統
派のシナゴーグ（教会堂）では、男女は物
理的に隔てられ、女性は建物の2階部分か
後部に座ることになっている。祈りの先導
やトーラー（モーセ五書の巻物）の朗唱も
許されておらず、こと宗教界においては女
性の地位が際立って低い（ただし、これは
正統派のみについて言えることであり、男
女平等意識が日本よりよほど進んでいる
イスラエル社会全般についてはそうでは
ない）。ユダヤ教における男女不平等を変
革した改革派では女性ラビ（聖職者）も認
め、また中道をゆく保守派でも、多くのシ
ナゴーグで女性ラビを認める。しかしなが
ら、改革派と保守派は米国を拠点としてお
り、イスラエルでは徐々に賛同者を増やし
ているとはいえ決定的な影響力を持つには
至っていない。嘆きの壁は、正統派ユダヤ
教の考え方に基づく宗教省の管轄下にあり、
重要な決定は所轄する正統派ラビが下し
ている。

　WoWは、ヘブライ語の単語で“4つのT”
を用い、女性の主体的な祈りを主張する。
“4つのT”とは、テフィラー（祈り）、タリッ
ト（祈祷用ショール）、テフィリン（祈祷用
聖句箱）、そしてトーラー。正統派のユダ
ヤ教においては男性のみが担い、また身に
着けるものとされてきたものである。

ある新月の集い
　2019年8月のある日、朝7時に筆者が
嘆きの壁に到着すると、20人弱のWoW

の一群はすぐに見て取れた。3、4人のリー
ダー格の女性がおり、それぞれ聖句箱や
ショールを身に着けて祈りを先導してい
る。グループが独自に編纂した祈祷書を手
に祈る参加者たちの周りを、黄色いベスト
を着た女性ガードマンたちが取り囲む。そ
の周囲を取り巻くのは、祈りに反対する言
葉や、「シーッ」という音を発して祈りを
妨害しようとする正統派の女性たちである。
グループ本体よりも人数が多い。とはいえ、

それ以外のほとんどの女性は関係なしに自
分たちの祈りを続けているのも印象的だ。
　では男性たちはどのように反応している
だろうか。仕切りの反対側からは、女性側
に向けられた大型スピーカーが祈りの声を
がなり立てているが、これは新月の集いの
折だけに置かれるものだという。さらに女
性パートの背後を仕切る衝立の向こうから
は、約80人の正統派の男性たちが、妨害
のために大声を出したり口笛を鳴らしたり
する。物理的ではないとはいえ大変暴力
的な雰囲気の中で、WoWの女性たちも対
抗するように大きな声で祈らざるを得な
い。挑発には直接応えることなく、祈りが
終わった後は、2列に並んだセキュリティ
要員の間を歩き妨害を避けるようにして出
口へ直行した。出口付近では、ガラス越し
に聖句箱やショールを片付ける女性たちと
対峙し挑発する正統派男性の姿も見られ
た。彼女たちはその後、用意されたミニバ
ンに乗り込んで解散場所へ移動した。

新月の集いでの礼拝の様子
祈祷書を読み上げる先導者の女性
を取り囲んで礼拝は進む。その周
囲を警備員が輪になって囲む。

祈祷用ショールの着
け方を女性に教える
元来男性のみが身
に着けるものとされ
た祈祷用品を女性に
も勧めるため、エル
サレムやテルアビブ
の街角でスタンドを
設けるのも活動の一
環。Women of the 
Wallホームページ
より（https://www.
womenofthewall.
org.il/photos/）。
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で開かれた「ユダヤ・フェミニスト国際会
議」に遡る。すでに1970年代から女性の
ための祈りの集会を開催していた、米国か
らの移住女性たちが中心となり、会議の直
後にトーラーを嘆きの壁に持ち込み、最初
の祈りの会を行った。
　彼女たちは引き続き（1989年と1990年
の2回）、嘆きの壁での祈りの自由を求め
て最高裁に申し立てをした。いずれも「聖
地保護法」（1967年）と「ユダヤ人のため
の聖地保護に関する規則」（1981年）に即
し、「聖地の慣例に則った形ではない宗教
的儀式、およびその聖地での信奉者の心
証を害する宗教的儀式を禁止する」ことを
根拠として却下されている。つまり、嘆き

　参加者の一人である70代のLは、ワシ
ントン出身の女性だ。1960年代に留学し
てから断続的にイスラエルで生活している
が、2年ほど前に夫妻で本格的に移住した。
彼女にとって、WoWに参加する以前の嘆
きの壁は「ただの岩、壁」に過ぎなかった
という。移住前は滞在に合わせて参加して
いたが、移住後には毎回参加している。彼
女を一例として、とりわけ活動の初期は米
国からの影響が大きく、フェミニズム的な
ユダヤ教の潮流も米国を中心として生まれ
たものである。

嘆きの壁の女性たち
　WoWの発端は、1988年にエルサレム

の壁を慣例的に統括する正統派の原則に
そぐわないことを理由として、女性たちの
集会は禁止されたのである。
　1990年代には、壁に隣接する別の場所
での集会の開催が裁判所からの提案とし
て呈示された。実際に2000年代初頭には、
嘆きの壁と連続した南側に位置する「ロ
ビンソンズ・アーチ」（24頁上写真参照）
が、男女混合の祈りの場として整備された。
WoWの女性たちは、伝統的な祈りの場か
ら離れ、他の信奉者を害さない形で祈る
ように命じられたのである。しかし、その
後も彼女たちは嘆きの壁の前で新月の集
いを続け、2013年までの間に数度の逮捕
者が出る事態へと発展した。センセーショ
ナルな事態は海外メディアにも取り上げら
れたことから、WoWの活動は欧米を中心
に、宗教問題の一つとして注目されるよう
になった。
　2008年から2019年5月までWoWの
ディレクターを務めたレスリー・サック
スは、筆者のインタビュー（2019年9月）
に対し、運動の位置づけについて語った。
WoWはフェミニズム運動としては特殊な
問題を扱っており、嘆きの壁という特定の
場所に限定されている。その意味では、セ
クハラや賃金格差などの普遍的な問題と
接続はされないが、公共空間における宗教
に基づいた男女隔離や、宗教の自由といっ
た問題につながっているという。
　イスラエルでは、ユダヤ教の教義を公
共空間に行き渡らせようとする正統派の政
治的な影響力が強い。たとえば、安息日に
は労働を避けるという教義に従い、イスラ
エルの国中の公共交通機関は停まり、街中
の店舗もほとんどが閉まる。かたやまった
くユダヤ教の教義を顧みることのない世俗
派は正統派に反発を覚え、同じユダヤ系イ
スラエル人の中でも溝が深まっている。し
かし本来、まったく宗教に関心のない世俗
派から、あらゆる教義をかたくなに守る超
正統派まで、イスラエルのユダヤ教と言っ
ても幅広いグラデーションが存在する。嘆
きの壁は、さまざまな人に開かれた広場と
しての空間的特徴と、正統派が「慣習」を
管轄し義務付けるという前提との間の矛盾
から、宗教的なあり方の違いが鋭い対立と

して現れる場所なのである。 

正統派男性たちの挑発
女性たちは出口まで警備員に
伴われ、祈祷用具を片付けな
がらガラス越しに男性たちの
挑発を受ける。

逮捕
2012年11月、リーダーの一
人であるレスリー・サックス
とラヘル・コーヘン・イェ
シュルンが逮捕された時の写
真。撮影：ミハル・ペテル、
Women of the Wall（CC 
BY 3.0, https://commons.
w i k i m e d i a . o r g / w i k i /
File:Lesley_and_Rachel_
Detained.jpg）。

礼拝全景
女性ゾーンの後ろ側では正
統派の男性たちが祈祷の妨
害のために大声を出したり
歌ったりしている。


