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１．はじめに（総論） 

本ガイドラインは、日本政府策定の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（以下「基本的対

処方針」という。）および、新型コロナウイルス感染症対策分科会の提言、一般社団法人全日本合唱連盟策定

の「合唱活動における新型コロナウイルス感染症拡大防止のガイドライン」などに基づき、吉水流詠唱の支

部活動における新型コロナウイルス感染症対策について基本的事項を示したものです。 

 新型コロナウイルス感染症は、飛沫の拡散が感染の原因である以上、複数人が集まって、室内で発声を伴

う詠唱の稽古が感染リスクと隣り合わせであることを認識し、感染予防対策を徹底した上での活動の在り方

を考えなければいけません。 

 従って、本ガイドラインは、政府や専門家の提言や科学的知見をもとに策定された音楽関係諸団体のガイ

ドラインに即した目安を提示します。それらの方針や状況が変更された場合には、その都度状況に応じて対

応することが求められます。 

国内外問わず、合唱は感染リスクの高い活動として明示されており、吉水流詠唱のお稽古もその範疇に入

ります。 

 しかし同時に、吉水流詠唱は念仏の助業として、檀信徒とともに法然上人の教えを体し、念仏をよろこび

合うことで教化の一翼を担い、同時に檀信徒の日々の営みに潤いと活力をもたらす健康資源でもあります。

この活動を停滞させることなく、現状の課題に向き合い、活動を継続することで将来に繋げていくことが、

最も重要となります。 

 本ガイドラインは、新型コロナウイルス感染症感染拡大を前提にどのように活動を行っていけばよいか、

その指針を提示します。 

 吉水講の支部活動を停止するのではなく、いかに継続させ発展させていくのかという観点で、感染拡大防

止策を講じた上で、各吉水講支部の活動が深化していくことを願っています。 

 

そのためには、感染拡大防止のため、活動の感染リスクを理解し、リスク回避のための対策を講じること

が重要です。どのような対策を講じることが必要なのかを理解するため、事項ごとに課題を整理します。 

 

２．感染防止の基本的な考え方 

（１）政府の考え方 

ア） 「基本的対処方針」において、「集団感染が生じた場の共通点を踏まえると、特に①密閉空間（換気の悪

い密閉空間である）、②密集場所（多くの人が密集している）、③密接場面（互いに手の届く距離での会

話や発声が行われる）という３つの条件のある場所では、感染を拡大させるリスクが高いと考えられる。

また、これ以外の場であっても、人込みや近距離での会話、特に大きな声を出すことや歌うことにはリ

スクが存在すると考えられる。」とされています。 

イ） 「催物の開催制限等」では、基本的方向性として、手洗い・手指消毒・人と人が触れ合わない距離の確

保・マスクの着用・演者が発声する場合には距離を２ｍ確保などを「感染防止策」として明示していま

す。また、密が発生しない程度の間隔（「大声での歓声、声援等が想定される場合等」は人と人との間隔

１ｍ）と明記されています。 
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（２）歌唱による飛沫拡散 

 歌唱による飛沫拡散は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大となる懸念があります。このため、歌唱に

より、どのように飛沫が拡散するのかを検証し、どの程度の距離を確保すれば飛沫感染リスクが軽減できる

のかを見極め、その結果を反映させる必要があります。 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、様々な機関で歌唱を想定した飛沫拡散の検証実験やシミュ

レーションが行われました。 

 以下の結果を総合的に参照し、歌唱における飛沫感染のリスクを軽減してください。 

ア） 飛沫の検証 

・マスクを着用しない日本語の歌唱では、発声する方向への飛沫到達距離は男性で平均 46.5cm（最大

61cm）、女性で 26.5cm（57cm）と、男性のほうが遠方まで飛ぶ傾向がある。が、前方 1m までは観測

されなかった。なお、歌唱と朗読では飛沫の飛距離に大きな差はみられなかった。 

（全日本合唱連盟及び東京都合唱連盟の「合唱活動における飛沫実証実験」の検証） 

・朗々とした歌い方では飛沫はそれほど多くなく、破裂音が多い曲では多くの飛沫が見えた。 

（東京交響楽団の「COVID-19 影響下における演奏家再開に備えた試演」の素粒子計測） 

・室内時、発話における飛沫感染リスクのほとんどは正面であり、横へのリスクはかなり低い。 

・室内において、空気が乾燥することにより飛沫のエアロゾル（微細な粒子）化が急速に進む。特に

30％より小さくなるとエアロゾル化が顕著に表れるため、加湿器などによる湿度調整が必要である。 

（理化学研究所による「室内環境におけるウイルス飛沫感染の予測とその対策」） 

・歌い手から 2m の距離で気流の速度をセンサーによって測定したところ、何ら空気の動きは測定す

ることができなかった。そこでこの 2m の距離が、不自然な〔無理やり強い〕発音をした場合でも、

飛沫感染に関する安全距離とみなすことができる。 

（フライブルク音楽家医学研究所・同大学病院・同音楽大学による「音楽領域におけるコロナウイルス感染のリスク評価」） 

イ） マスク等の効果 

・通常のマスク（不織布、布、ポリエステルいずれも）は可視化される飛沫が顕著に減少した。 

・マウスシールドは飛散する飛沫の減少がみられたが、微細なエアロゾルの飛散が確認された。 

（全日本合唱連盟及び東京都合唱連盟の「合唱活動における飛沫実証実験」の検証） 

・フェイスシールドやマウスガードでも大きな飛沫の飛散抑制効果はある程度期待できる。一方、エア

ロゾルについてはマスクと比較して相当量が漏れ出てしまう。 

・マスクをすることで吸気時に体内に取り込まれるウイルスを 3 分の 1 にすることができるため、一定

の被感染防止効果が期待できる。 

・フェイスシールドは、飛散してくる飛沫を防御する効果は高いが、エアロゾルに対しては隙間からの

侵入が避けられない。また、自らが発する飛沫・エアロゾルに対しても同様である。 

（理化学研究所による「室内環境におけるウイルス飛沫感染の予測とその対策」） 

ウ） エアロゾルの検証（エアロゾル…空気中に浮遊する、直径が 0.001μmから 100μmの粒子） 

・距離とともに漸減するが、前方 1m でも数個～数十個が観測された。 

・女性は男性と比較して微細なエアロゾル量が多かった。 

（全日本合唱連盟及び東京都合唱連盟の「合唱活動における飛沫実証実験」の検証） 

・より多くの人数が集まるほど、閉鎖空間におけるエアロゾルはより高い密度で集まると予測できる。

また、継続時間（どれだけ長く 1 回の練習を継続するか）が長い時間枠におけるほど粒子濃度は高値と

なる可能性がある。よって、換気の質が重要な役割を演じる。 

（フライブルク音楽家医学研究所・同大学病院・同音楽大学による「音楽領域におけるコロナウイルス感染のリスク評価」） 
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 以上の結果から、次のとおり結論付けられます。 

① 講員同士の間隔を 2ｍ（最低 1.5ｍ）とすることが望ましい 

② 講員同士が向かい合うことが無いように、席位置を設けることが望ましい 

③ 1 回の人数・時間に制限を設け、少人数制短時間の稽古が望ましい 

④ 飛沫・エアロゾル予防にはフェイスシールドやマウスシールドよりもマスクが望ましい 

※唱えていない時にはマスク着用により吸気に含まれるウイルスが軽減されるため 

⑤ 適切な換気を行うことが望ましい 

※エアロゾルは風により流れていくため、開窓換気・機械換気と併用して扇風機・ストーブ等により気

流を発生させることで、エアロゾルの滞留を防ぐことができる 

 

３．お稽古時の感染防止策について 

 支部における詠唱の活動を再開するためには、「基本的対処方針」や音楽関係諸団体のガイドラインを踏

まえ、以下の各防止を講じることが考えられます。 

 また、感染リスクとその防止策について、実施責任者（支部長）・指導者・講員など参加者全員が意識を共

有し、各人の立場を尊重しつつ活動することが重要です。 

（１）利用施設 

ア）人数制限 

練習会場となる部屋の収容人数を考え、参加者が２ｍ（最低 1.5m）の間隔を確保できるよう、参加人数

に制限を設けて実施する。（例えば級別に日時を別ける等） 

イ）換気の徹底 

練習会場となる部屋は窓の開放（望むらくは対面（対角線）上２方向）による換気が可能であることが望

ましい。なお、開窓換気が困難な場合には、扇風機やストーブにより室内空気の流れを発生させ、換気扇

や空気清浄機を併用する機械換気が十分に可能であることが求められる。 

（２）日常の健康管理等の対策 

 ア）名簿管理 

感染が疑われる講員が出た場合、保健所などの公的機関による聞き取りに速やかに協力できるよう、参加

者の氏名および緊急連絡先を把握し、実施責任者が管理する。 

イ）体調管理 

お稽古に参加する講員に対しては、日常生活においても以下の感染予防対策を心掛けるよう周知徹底する。 

・マスクを着用するなど、咳エチケットを実践する。 

・まめに手洗い・うがい・手指消毒を行う。 

・定期的な検温を行い記録し、必要に応じて実施責任者へ提出できるよう準備する。 

・お稽古日の前１週間における以下事項の有無を確認し、該当する事項のある場合には参加を自粛する。 

 a)平熱を超える発熱があった。 

 b)継続した咳・呼吸困難・全身倦怠感・味覚嗅覚障害等の症状があった。 

 c)新型コロナウイルス感染症陽性と診断されたものとの濃厚接触があった。 

 d)同居家族や身近な知人に感染が疑われる者がいた。 

 e)過去１４日以内に政府から入国制限や入国後の観察期間を必要とされている国または地域への自身

の渡航、当該在住者との濃厚接触があった。 

 



4 

 

 ※国立感染症研究所による濃厚接触の定義 
  ・患者（確定例）と同居あるいは長時間の接触があった者 
  ・適切な感染防護無しに患者を診察、看護もしくは介護していた者 
  ・患者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者 
  ・手で触れることが出来る距離(約 1m)で、必要な感染予防なしに患者と 15 分以上の接触があった者 

 ウ）その他 

厚生労働省の「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」や地方公共団体の接触確認システムを

積極的に利用し、迅速な情報収集ができるよう心掛けることを呼びかける。 

（３）お稽古当日の対策 

 ア）準備・片付け 

座布団や椅子、楽器・譜面台などを準備（片付け）する際には必要最低限の人数で作業にあたり、マスク・

手袋の着用を徹底し、大人数が触れない環境で行う。 

また、設置後には備品機器を消毒し、作業終了後には手洗い・うがい・手指消毒を行う。 

※ピアノ(キーボード)は専用のクリーナーを使用する。 

 イ）入退場時 

・玄関や入り口で密集しないように分散して入退場するように呼び掛ける。 

・お稽古開始までは窓と出入り口を開放して、換気を行う。 

・入場前には検温を行う。 ※接触型検温器の場合は使用後にアルコールガーゼ等で都度消毒する。 

・玄関や会場入口には消毒液を常備し、入場前に手洗い・うがい、またはアルコールによる手指消毒を行う。 

・お稽古開始まではマスクを着用し、咳エチケットを実践する。 

・楽譜やプリント等の配布物は手から手への配布・回覧はしない。 

・室内で飲食は行わない。 

 ウ）お稽古時 

・講員同士の距離は、発声する前方向には２ｍ（最低 1.5m）、左右は密が発生しない程度を確保し、講員

同士が向かい合う配置は避ける。 

・お稽古中も換気を十分に留意する。 

・指導者は講員との距離に十分留意する。 

・発声者以外は必ずマスクを着用するよう注意する。 

・連続したお稽古は３０分以内を目安とし、５分以上の換気を行う。 

・楽譜やプリント類の共有は行わない。 

・お稽古が済み次第、手洗い・うがい・手指消毒を行う。 

・お稽古後の茶話会等による懇談会は控える。 

（４）緊急時の対応 

・お稽古当日、発熱等感染が疑われる人が出た場合は以下の対応を行う。 

 a)感染が疑われる人を、速やかに隔離する。 

 b)感染が疑われる人、また、その対応をする人にマスクを着用させるなど適切な防護策を取る。 

 c)速やかに医療機関等へ連絡し、指示を受ける。 

 d)お稽古後日も含め、感染が発覚した際には保健所等の公的機関による聞き取りに協力し、必要な情報

提供を速やかに行う。 

・後日（お稽古参加から２週間以内）、感染が発覚した場合には直ちに実施責任者へ報告するように、参加

者へ徹底する。  
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４．吉水流詠唱における支部活動で考えられる感染リスクと対策の骨子 

 項目 リスク 具体的な感染リスク対策 

●施設に関わる事項 

１ スペース 密集 ・なるべく大きな会場を用意する 

・人数、時間を制限する 

２ 換気 密閉 ・開窓換気、機械換気により十分な換気を行う 

・空気の流れを創出する（扇風機やストーブ等の利用） 

３ 衛生的配慮 接触 ・出入口やトイレに消毒液を設置する 

●日常の健康管理に関わる事項 

４ 名簿管理 感染時対応 ・感染発覚時のため参加者全員の緊急連絡先を管理する 

５ 健康管理 体調不良等 ・稽古日の１４日まえから参加者に対して検温等自己の体調管理を促す 

●当日の稽古前後に関わる事項 

６ 衛生管理 接触 ・手すりやドアノブ等、参加者が触れる場所を消毒する 

７ 設営・撤収 密集 

密接 

接触 

・可能な限り少人数で行う 

 ※事前・事後に１人で行うことが望ましい 

８ 体調確認 体調不良等 ・参加者に入り口での検温・手指消毒を行い、マスク等の着用を促す 

●当日の稽古時に関わる事項 

９ 配置 密集 ・適切な距離を取り、対面とならないような並び方を工夫する 

10 発声・歌唱 飛沫感染 

接触 

・発声者以外は極力マスクを着用する 

・楽譜や用具の共有は避ける 

11 指導 飛沫感染 ・身体的接触の無いよう注意し、十分な距離を確保して指導する 

12 休憩 飛沫感染 ・休憩時の会話は必要最小限にする 

・飲食物の共有は行わない 

13 換気 密閉 ・常時換気のできない場合は 30 分に 1 回、5 分以上の換気を行う 

●その他 

14 感染時対応 フォロー ・参加者にはお稽古後２週間以内に感染が発生した際には直ちに報告する

ように徹底する 

・参加者に感染が生じた際の対応を明確にし、共有しておく 

５．おわりに 

 本ガイドラインは、これまで「念仏の助業」として教化の一翼と、檀信徒各位の信仰の糧として興隆して

きた吉水流詠唱を禁止・中止するのではなく、新型コロナウイルス感染症流行の中、どのような対応策を講

じれば活動を継続し将来へと繋げていくことが出来るのか、その解決策の一助となるべく、現状と真摯に向

き合う中で策定へと至りました。 

 繰り返しとなりますが、詠唱の活動には「唱える」という行為が伴うため、一般生活以上の感染リスクが

存在します。そのため、実施責任者（支部長）におかれましては本ガイドラインを踏まえながら、参加者の

安全と感染拡大防止に十分ご配慮いただきつつ、各人の意思を尊重し活動への参加を強制しないこと、講員

各位と意思疎通を図りながら、活動の継続に取り組まれますようお願い申し上げます。 

今じゃ待ちます稽古の日 行けば会えます皆の顔 習い覚えたお歌とお舞 聞いて下さい見て下さい 

 以前のように、吉水講支部活動が活発に行われ、講員各位の活動を阿弥陀様が悦ばしく見守られる日々

が戻りますことを、心より祈念いたします。           令和３年１月２０日 浄土宗吉水講 


