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動物の神学 

天国へ 

 

オーバーシュレージエン（現ポーランド領）で過ごした子供時代、動物がいな

い生活など私には考えられませんでした。祖父母は「貧しい人たち」でしたが、

2 頭の馬、3 頭の雌牛と多くの鶏に豚も飼っていました。加えて、ジャーマンシ

ェパード一匹と何匹かの可愛い猫たちがいました。父は炭鉱で働いた後に、畑、

森林と池がある５ヘクタールの土地で過ごすことが大きな喜びでした。母は動物

が大好きでした。私はと言えば、日本での生活が長くなりましたが、その間、キ

リスト教徒に何度も質問されます。「動物に魂はありますか？」 

 

動物のための神学？それについて私にこう言った人がいます。「君ねぇ、一体

なんてことを。動物の神学など必要あるのかい？教会が人間だけを受け入れてい

るのは十分でない、ということかい？」。私にとって、答えは単純明白です。私

は、聖書における言い伝えと、また進化論にも基づいた上で、「被造物の統治者

としての人間」という考え方に一石を投じたいのです。モーゼ五書の第一、創世

記の記述では、最初に動物が存在し、それから初めて、神はこの言葉－「さあ人

間を造ろう」－を発しました。それはダーウィン進化論者より遥かに以前のこと

です。つまり、それが意味することを、私は再度考えたいのです。 

本稿が、既存の神学的人類生物学と比較して、学術的論拠に基づいて動物に神

学的評価を与えることに貢献できれば幸いです。また、教育学とキリスト教の教

理問答を通して、日本においても「被造物の保護」というテーマに対する感性・

感覚をさらに高めたいと考えています。本稿の文脈では、特殊な論法で、我々の

視野の中に動物たちを取り入れます。後日、講義の資料と補助教材が作成、公開

される予定です。 

 

1. 動物と人間 

 

「人間の尊厳は不可侵である」と、ドイツ基本法（憲法）にあります（第 1条

第 1 項）。動物の尊厳は、どうでしょう？人は、牛や馬、猫や犬の目を、数秒間

でも意識的に真っ直ぐ視てください。すると、動物との関係に何かを想うように

なります。この「瞑想」の作用を文字で説明することは不可能です。自分の中に

ある動物的なものと動物の中にある魂的なものが、突然、私たちの意識を呼び起

こすのです。 

人間の存在概念とは文化的であること、そして、人間の知覚や思考の中にある

動物を、そこから切り離して論じることはできません。したがって、最初にこの

概念を取り上げます。動物と人間の関係性の歴史には、宗教と文化の状況により、

さまざまに異なる展開がありました。ですから、ある文化の表現や成り立ちの一

部として書かれたテキストを、その歴史に立ち返って考察することなく、こうで

あると示すことはできません。組織化された動物保護も、動物の産業利用と同じ

で、私たち人間が文明化する歴史的過程で生じた結果の一つです。 

「動物の尊厳は不可侵である」（2016年） - このタイトルで、神学者、大学
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の倫理学教授（オーストリア、グラーツ市）、キリスト教社会学者のクルト・レ

メル(Kurt Remele)は 1 冊の本を世に送り出しました。その著書の中で、レメル

は、様々な動物の倫理の立場にたって、今の時代のあるべきキリスト教的動物倫

理を理論展開しています。それは、従来のキリスト教の人間中心の世界観を超え、

人間の被造物責任の概念を、この時代に適した解釈へ押し広げるものです。彼は、

キリスト教の教義の文脈の中へ動物の権利を求める、少数の神学者グループに属

する 1 人であって、動物との交わりについての考え方を根本的に改めるべきと主

張します。 

レメルは、この新しい倫理を、目で見ることができる、理解ができる、信仰心

を保てる方法で論証します。具体的には、「過剰に動物の肉や好んで動物性食品

を食べない、闘牛をしない、サーカスで野生動物を使わない、(趣味で)狩猟をし

ない、動物園を作らない、医学的・科学的動物実験をしない」。それらは新しい

キリスト教の動物倫理に関わる問題です。 

最近になり、フランシスコ教皇もまた、環境回勅「Laudato sí」（2015 年）

で、人間と仲間の被造物との関係を取り上げて、それらの問題を厳しく批判しま

した。これは教会の発展にとって重要なマイルストーン（里程標）といえる出来

事です。 

 

2. 古代ギリシャ・ローマ時代における動物と人間の関係 

 

様々な哲学的方向性があり、その中で、人間と動物の類似性を力説する者と、

大きな違いを主張する者が、議論の綱引きをしている状態でした。そして、5 世

紀の終わりに、人間と動物を区別するものは理性の有無である、と決着しました。

その結果、動物は人間のために造られたもの、と解釈されることになったのです。 

ストア学派の倫理（ストイック）は、自然と調和して生きること、神の法に従

うこと、そして、理性が不可欠であることに、唯一、真の幸福はあるという考え

です。この幸福の形は徳であり、欲望や衝動を乗り越えて、徳に至る道が説かれ

ます。ストア派は、永遠な、絶対的に通用する世界規範、すなわちロゴスの表象

から、全世界的な国家観、法の思想（自然法）を作り上げました。それは法学と

神学に影響を与えました。「動物は分別がなく、理性も言葉も持たない。特別な

立場である人間は、因果的に考えることができる」。そのストア派に論争を挑ん

だのがプルタルコス（ Plutarch，紀元 46-120 年、著述家）でした。彼の論拠は

動物観察に基づいたものです。プルタルコスは、動物は理性と言語を持つと認め、

猟犬を使って殺す行為を非難し、動物に人道的扱いを要求しました。 

このような動物と人間の強力な二分法に代わる考え方が、古代エジプトにおけ

る動物の概念にはみられます。しかし、古代エジプトの動物の象徴性（シンボル）

とその神学的な象徴性は、ギリシャ、ローマ、キリスト教の文化ではもはや理解

されることなく、馬鹿げている、迷信とみなされ、忘れ去られるか、破壊されて

しまいました。 

しかしながら、動物に対する古代エジプトの考え方は、2 つの関連性において、

意義を持っています。一つは、魂が彷徨っている死後の生命という思想が、ギリ

シャ哲学（そしてケルト民族 - ゲルマン民族の宗教）に合致することです。も
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う一つは、動物の象徴性・イメージが、中世のキリスト教の寓話、たとえ話の中

で使われていることです。その一例が「生理学」です。生理学（Physiolog）と

は、初期キリスト教で自然科学を意味するギリシャ語で、最初の記録は 2 世紀か

ら 4 世紀に見られます。一番古い生理学は 48 章からなり、植物、石、動物につ

いて記述され、それらの物を借りて、キリスト教の救いの出来事を暗示していま

す。自然物に関する寓意的解説書（Physiologus）は、東方キリスト教や中世ヨ

ーロッパでさらに普及し、多くの言語に翻訳されました。16 世紀の終わりにな

ると、この本の人気は衰えましたが、翻訳を通してヨーロッパ全土に影響を与え

ました。 

キリスト教はストア派の思想を強く受け継いでいます。動物は神によって目的

に合うよう整えられ、本能を備えているが、理性は無い、とはトマス・フォン・

アクィナスの言葉です。人間とその仲間の被造物の分離は、教会の父アウグステ

ィヌス、トマス・アクィナス、アウグスティヌスの修道士マルティン・ルターに

代表されるキリスト教の影響力が強い西ヨーロッパが成し遂げた、精神歴史上の

大きな「業績」です。アウグスティヌスによると、動物は人間のような感情を持

つことはできません。教会の師であるトマス・フォン・アキナス（1225-1274）

の教えでも、動物には魂がありません。女性にも魂はないとされました。

（Carsten Strehlow 著「キリスト教の一部としてのベジタリアニズム/ベジタリ

アン、ベルリン」2000 年、55頁参照）。 

哲学者でイエズス会の学生であったルネ・デカルト（1596-1650）は、この教

えを取り上げ、動物を単なる「モノ」と宣言しました。彼は動物を、理解と理性

を持たない、精神も魂もない機械、自動機と表現しました。 

マルティン・ルターについては、「人間だけが神の恵みをうけるものとして選

ばれたという教えを、さらにまた、強調しています。ここにはもはや、動物、植

物、世界が存在しない」といえます。（Guido Knörzer 著「殺して、食べるので

すか？ - 動物との新しい関係のために求められる内心的衝動」2001年、60頁参

照）。 

 

3. イスラム：共同体のメンバーとしての人間と動物 

 

イスラム教は、キリスト教に似て、根本的に人間中心主義であり、動物は復活

と天国から締め出されています。コーラン（クルアーン）の被造物の教えでは、

動物は人間の支配下にあります（仕事、狩猟、戦争）。動物分類学上は、動物は

人間的、心理的な特質を与えられていますが、ヨーロッパの寓話と違い、動物の

行動を模範として、それを人間に当てはめるものではありません。 

イスラム教の動物像、動物との関係は、基本的に、イスラム教の人間像、創造

論、審判の日の教義（終末論）によって決められています。イスラム教の信仰に

よれば、あらゆる存在はすべて神によって創造されるため、動物は人間の仲間の

被造物です。その上、人間は、地上で神に代わる指導者（カリフ）でもあるため、

神は人間を信頼して、善良な被造物の全てを委ねています。神はまた、人間に理

性と善悪の認識を与えたので、人間は自分に課された義務も果たすことができま

す。この責任ある役割のために、人間は被造物の階層において高い位置にランク
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されています。そして、人間は人間が生きる必要のために動物を使うことも許可

されています。しかし、この特別な地位は、けして、人間に動物を好き勝手にあ

るいは野蛮に扱うことの許可証を与えたのではありません。イスラム教徒にとっ

て宗教上で最も重要な源であるコーランは、人間と動物は共同体（umma）のメン

バーであると教えています。ですから、最後の審判の日に、共同体の全てのメン

バーは、神のもとに集められます。来世でもそうです。「あなたたちがそうであ

るように、地上の動物や空の鳥で共同体に入っていないものはいません。啓典の

中でおろそかにされているものはありません。やがて皆が神のもとに召集されま

す（Sura6/38）」。この終末論の信条は、イスラム教徒に重い責任をもって動物

と共存共生することを求めます。かなり早い段階、すでに 7 世紀には、イスラム

の歴史の中に、動物との関係についての法的な決まりごとがありました。例えば、

第 2 のカリフ・ウマル（644 死去）は、運搬用動物にどのくらいの量の荷物を背

負わせて良いかを規制する法律を発布しました。この制限に違反した人は処罰を

受けるとされました。イスラム精神史の形成過程では、人間と動物の関係を規制

する、この種の多くの規則が作られています。 

 

4. ユダヤ教：動物に対する敬意と責任 

 

 ユダヤ教の宗教倫理においても、動物への対処法は、重要な意味があります。

とりわけ、家畜や使役動物に対する尊敬と責任が深く刻まれています。モーゼ五

書、ユダヤ教の宗教法、ハラカー（ユダヤ教の法規）、タルムード（ユダヤ教の

律法集）には、動物の扱いに関して、多くの指示と例が書かれています。動物へ

の感情移入（共感）は、ここでは受肉（託身、肉をまとう＝人間）に不可欠な部

分とみなされます。 

 「正義の人は、牛の魂がどんなであるか分かっている」と、父祖アブラハムの

格言にあります。動物には生きた魂（nefesh chaja）があると認められ､「殺し

てはいけません」は、動物にも適用されます。ユダヤ教の先生（ラビ）でもある

シャッカーは、定期的に、動物を痛みや残忍さから守るための訓練を行います。

実際に、ユダヤ人の食事の法律であるカシュルートは、肉食を例外規定としてい

ます。狩猟は禁止されています。動物の所有者には、動物に対する注意と世話が

要求されます。そこには、動物の感情の世界への配慮も含まれています。動物に

対する力と支配管理ではなく、責任と共感が求められています。 

"人間の子どもの運命は、動物の運命と同じです。皆一つの運命を持っている

からです。こちらは死ぬ、あちらも死ぬ。皆一つの魂を持ち、人間が動物より優

先されることは何もありません。すべてが空しく、くだらないからです“。（旧

約聖書・伝道の書 3、19-21）。 

 

5. 仏教とヒンズー教：人間の近親者としての動物  

 

仏教においても、動物は非常に特殊な位置を占めています。仏教徒は、生き物

は、生前の行いに従って、生まれ変わるという考えを最初に持っています。その

限りでは、どの人間も、一度動物として生きて、次にまた動物として生まれ変わ
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ることもありえます。したがって、人間と動物の境界線は、他の伝統と同様、越

えられないものではありません。初期の仏教の経本には、輪廻、無限の生まれ変

わりの連鎖の中では、どの動物もかつて一度は近親者であったと書かれています。

動物としての命は、仏教では、一番下の存在であることから、動物は、人間より

不幸せや苦しみが多い経験をしなければならないと考えられ、さらに、動物は、

より高度な知識（prajñâ）を得る能力がないとされています。動物は痛みや苦し

みを避けようとする感情を持つ生き物であるため、僧侶は規則により、また平信

徒にとっても、動物を傷つけたり殺したりすることは、災いの多い所業になりま

す。災いは特にその行為者に降りかかります。もし人があまりにも多くの悪いカ

ルマ（業、行為）を積むなら、来世は動物に生まれ変わる可能性が出てきます。 

一方、動物に対して共感することは、健全であると考えられています。仏教で

は、最小の動物でも殺してはいけないという規則は、人間の生死に関わる問題が

あるときには、解釈に幅が認められます。ですから、ほんの一部の仏教徒だけが

菜食主義者です。とはいっても、ほとんどの仏教徒は、特定の職業－畜殺業－に

就くことを避けます。東南アジアでは畜殺業はイスラム教徒が多いです。動物実

験と大量の動物飼育については、人間が得る利益に照らして、バランスがとられ

ます。理由なく動物に苦痛を与えることは、害悪とみなされます。 

ヒンドゥー教では、世界秩序は階層的であり、ひとりの最高神によって世界は

支えられています。その秩序は、誕生と死の輪廻から魂が解放される可能性を約

束しています。したがって、動物を殺すことを認めていません。日常生活におい

て、動物の殺害は厳しく規制され、専門の畜殺業者や貴族階級が狩猟をする場合

にしか許されていません。動物を飼うことに、社会の階級が反映されます。殺生

の禁止が厳格な規則に行きつくのは同じで、殺生は社会的に疎外された周辺集団

に委ねられ、罪滅ぼしの儀式とも結び付けられます。 

そうであってもやはり、動物はネガティブのものとみなされ、動物に生まれ変

わることは前世への罰として認識されます。しかし、イスラム教徒やキリスト - 

ユダヤ教の影響を受けた国々よりも、動物との関係により配慮がなされ慎重であ

ることを、無視はできません。 

 

6. 猫と日本語 - とても特別な関係 

 

家猫は、数千年にわたって人間社会で生きてきました。日本では、猫は生来、

とても可愛がられる動物で、幸運を持ってくる能力がある、未来が分かると信じ

られたりします。これは偶然の展開だったのですが、現在では 2 つの島（田代島、

青島）が、人間よりも多くの猫が生息する「猫島」と呼ばれています。 

ところで、最近、世界中のハローキティのファンが驚き、呆れることがありま

した。日本で多くの物を飾りたてる崇拝の対象が、実は「猫ではない」、キティ

は外見は猫ですが、実はイギリス人の女の子だ、というのです。少なくとも、ハ

ワイ大学の人類学者、クリスティーヌ・ヤノ（Christine Yano）は、自分がキテ

ィは人間説の発案者と称しています。ハローキティは 1974 年に誕生した後、当

初は子供用財布のイラストとして使われ、後に世界中で何万もの商品を持つ、日

本にとって輸出の大成功をもたらす国際的なアイコンに成長しました。 
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よく知られているように、日本では猫カフェが人気で、数百もの猫カフェがあ

ります。お客は猫を撫でてリラックスすることができます。多くの人が仕事の後

にカフェを訪れます。 

ある猫は、日本で俳優やミュージシャンよりも知られています。彼女、タマは

おそらく日本で一番有名な猫です。タマの死後、彼女は神社に祀られています。

2015 年に行われたこの猫の葬儀には 3000 人が参列しました。長年、和歌山県の

鉄道駅の駅長として勤務し、その鉄道会社を破産から救ったタマは、日本で超人

気者だったのです。タマは、猫駅長として崇拝され、死後はタマを大明神とする

神社が建てられました。この猫騒ぎを理解するためには、鉄道経営に果たしたタ

マの重要性を知っておく必要があります。2007 年、タマは、人間の最後の駅長

が退職した後に、その仕事を引き受けました。それが地方の鉄道会社を廃線から

救うことになりました。駅長帽をかぶった三毛色の動物は、観光名所となり、鉄

道路線の利用客を増やしたのです。何千人もの人々が、タマのいる貴志駅を経由

するためだけに鉄道に乗りました。タマは、鉄道会社と地元経済に約 800 万ユー

ロの経済効果をもたらしたとも言われています。彼女の死後も、その鉄道会社は、

新しい猫の職員とともに、観光客をしっかり引き寄せ続けています。 

 

7. キリスト教における動物と人間の関係 

 

ヨーロッパの歴史において、宗教と動物の関係は、なんということでしょうか、

常に暴力の実践の場です。「動物は魂がない」、「動物はモノ」、「人間が中心」 

- これが 2000 歳になったキリスト教神学の信念です。教会が公式に動物の権利

の問題に立ち入ったことは一度もありません。「動物の聖人」フランシスコだけ

が、このルールに対する有名な例外です。未来の歴史家は、おそらく、「教会と

動物の保護」というテーマを、中世の「教会による魔女の火あぶり」のように再

び黒い歴史として書くことになるでしょう。動物が私たちに何をしたために、動

物は私たちからをそのような扱いをうけることになったのでしょう？私たちが実

際に動物に対して行ってきたことは、合法的な犯罪です。 

動物から搾取に対する罪に正義があると認める決定的な考え方、表向きは正当

化されている動物に対する暴力、これらはユダヤ－キリスト教の伝統に由来して

います。キリスト教神学はもっぱら人間中心主義であり、人間の側だけに光を当

てています。これは、慈悲の心のブッダや愛の心のナザレのイエスが理解してい

たものが、悲劇的に歪められてしまった結果です。 

聖書の天地創造の物語では、生き物はお互いに網の目のように結びつきあった

関係あることが書かれています。その記述は、人間を「被造物の支配者」として

扱ってはいません。最後の偉大な被造物は、聖なる安息日であるからです。天地

創造の 6 日目に、創造主は人間と動物を結び付けます。人間は動物の親しい相手

となり、動物は人間の親しい相手となります。どちらも地から造られ、神の生命

の息吹によって命が呼びこまれます。この生命の息吹は、人と動物をつなぐだけ

でなく、同時に神の息を共有させるものです。世界は精巧に組み立てられている

ということができます。それは神が構想した世界です。外見上の違いは、たとえ

ば、天と地、地と海、人間と動物、動物と植物のように、対立する 2 つのものを
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連想させます。しかし、世界中のすべてのものは、その居場所を持ち、素晴らし

い状態で互いに調和し、互いに補い合っていることから分かるように、世界は単

一の共同体です。そのことを神は、透明な表現方法で示しているのです。神学の

歴史において、「世界に対する人間の支配」（それにより創造主の力を共有する）

として記述されていることは、次のことを意味しているのです。－人間はこの調

和、この「繋がっている世界の構造」を見守り、それを促し、それに奉仕するよ

う期待されている。そのことを通してのみ、人間は真に創造主の似姿となり得る。

旧約聖書の言い伝えでは、動物は「人間と常に共同生活を送る文化的なもの」と

して留まっているのです。 

 

8. 近代神学における動物 

 

近代において、人間と動物の厳しい区別は、特にルネ・デカルト（1596-1650）

の時代に始まりました。彼は、動物を、永遠の魂を持たない物質でできた存在で

あると指定して、人間と動物の間で境界線をしっかり引いています。動物は痛み

を感じない機械。この過激な立場は、動物との関わりのなかで、日々経験される

ことを軽視しています。動物は法的社会からも除外されています。法律は伝統的

に、動物はモノであるとしています。その理由は、動物は理性を与えられておら

ず、契約を結ぶことができないからです。 

キリスト教神学の歴史は複雑で、その中で動物は二通りの解釈がなされていま

す。一つ目は、人間のように、彼らも神の善良な被造物であり、人間の仲間であ

ることは疑いようがないという立場です。ですから聖書は、神が動物を気遣って、

特に祝福し、洪水（ノアの方舟）のときも彼らが生き延びることができるように

したことを、何度も伝えています。二つ目は、人間の創造が地上における神の形

として決定されたという事実から、動物は、残りの被造物と同様に、その価値が

人間より下に置かれるという立場です。ギリシャの哲学思想の影響のもと、古代

イスラエルでは、全ての人間は神の似姿であるという話が、まるで人間が、滅び

ることのない、神のような理性的な魂を持っているかのように語られました。人

間は特別な存在であり、神の理性を共有すると見なされました。そしてさらに、

神は自分が造った理性ある被造物である人間だけを個人的に世話し、その死後に

永遠の魂として天国へ呼び寄せるのだと説明するようになりました。その結果、

動物は天国に行けなくなりました。 

神に寄り添ってもらえない動物の哀れな運命は、宗教改革の時代に、マルティ

ン・ルター（1483-1564）を介して神学的教義よりも聖書の重要性が強調される

につれ、ようやくと再び変化の時を迎えました。つまり、人間が神の似姿である

ことの意味は、神のような理性的な魂を持つかどうかではなく、むしろ、被造物

に生じた苦難について、人間は自身の使命や責任を引き受けるところにあると気

づいたのです。なぜならば、結局のところ人間が、アダムとエバがエデンの園で

犯した罪によって、本来は善良なはずの被造物に、苦しみをもたらしたからです。 

この思考の変革は、他の多くの影響と共に、19 世紀になって漸くと動物福祉

運動を出現させ、カトリック教会には、アッシジの聖フランシスコ（1181－1226）

が太陽、月、水、地を人間の兄弟として賛美し、動物たちに常に親愛の情を示し
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ていたことに思い出せました。したがって、近世以降のキリスト教の信仰告白で

は、創造主は人間だけでなくすべての生き物を愛し、被造物を守るために人間に

特別な責任を負わせたという自覚が、再び、徐々にですが生まれています。 

キリスト教の伝統が畜殺について宗教上の規則を置いていないのに対して、ユ

ダヤ教やイスラム教では、畜殺は、宗教的な儀式として実行される必要がありま

す。これは、人間は、畜殺のたびに、あらためて、神の前で申し開きをしなけれ

ばいけないことを意味しています。なぜなら、神の被造物としての動物は、簡単

に殺されてはならないからです。ですから、どの動物にも短い感謝の祈りが唱え

られます。ユダヤ教の宗教的畜殺はシェキータまたはスロータ、イスラム教では

ハラル畜殺と呼ばれています。そして、規則通りに畜殺された肉だけが、ユダヤ

教ではコーシャ（祭式用に純粋）、イスラム教ではハラル（宗教的に認められた）

と呼ばれ、そのように適切に畜殺された場合だけが人間に食肉として認められま

す。キリスト教の教義は、動物の犠牲を使わず、その動物の象徴的な力に注目さ

せるものです。イエスは人間の救いのために自分自身を犠牲にしました。当時は、

子羊が典型的な犠牲の動物だったところから、イエスは神の子羊と呼ばれます。

聖書では、雄牛は異教の象徴で、金銭と財産の崇拝となり、キリスト教徒はそれ

らに背を向けて、ひとりの全能の神を信じるよう言われます。キリスト教の信仰

告白は、動物の犠牲を放棄しても、一方で、聖書の言葉「お前たちは地を支配せ

よ」は、神が人間に支配権を委ね、人間は価値が劣ると見られている動物や自然

を服従させ、人間の好き勝手に使用できることと誤解していました。しかし、現

代の解釈によれば、この言葉は、人間の被造物対する責任を意味すると理解され

ています。 

他の文化が、人間は、動物に人間と同じ権利を認めることが出きるのだ、とい

うこと証明してきました。自然界のあらゆるものに魂があると信じるアニミズム

の部族宗教や仏教徒と同じように、ヒンドゥー教徒も人間と動物の親密な関係を

信じています。インドでは、動物の虐待は自分を傷つけることと考えられ、牛は

今日まで、神聖で保護する価値がある動物と考えられています。 

動物に敬意を払うために、人間と動物の親近性を広報した例を紹介します。 

1993年 9月に開催された世界宗教会議は、「世界倫理宣言」において、自然や宇

宙と「人間の」共同体意識を育てるように勧告しました。 

 

9.研究状況 - 「オックスフォード・グループ」 

 

 どの宗教の信者だと公言しようとも、無慈悲で残酷なのは、無神論です。キリ

スト教の一員と思っているなら、残忍なのは、神を信じていないことです。自分

たちの信仰は深くて揺るがないと思っていても、残忍なことをするのが、もっと

も酷い異端となります。イエス・キリストの宗教は、神の慈悲にから始まった宗

教です。 

アンドリュー・リンゼイ（1952 年生まれ）は英国聖公会の司祭です。彼は、

動物のための近代的な動物権利運動の初期段階で、すでに大きな成果を上げてい

ます。彼は 1970 年代初頭からイギリスのオックスフォード大学の「オックスフ

ォード・グループ」の一員でした。その他には、リチャード・ライダー、ピータ
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ー・シンガー、スティーブン・クラーク、ジョン・ハリス、スタンリー、ロザリ

ンド・ゴドロヴィッチといった人たちがいます。このグループから、動物の権利

運動のための基礎的な文献が最初に出版されました。ゴロドヴィッチ著「動物」

（1971）、ライダー著「科学の犠牲者」（1975）、シンガー著「動物解放」

（1975）、リンゼイ著「動物の権利：キリスト教的評価の」（1976）、クラーク

著「動物の道徳的地位」（1977）。 

リンゼイは、キリスト教の伝統的における 3 つの思考傾向を強調し、キリスト

教は、人間以外の動物を道徳から排除することに対して責任を負わねばならない、

と主張しました。 

 

 1. 道具主義。トマス・アクィナスは、アリストテレスの生物の階層構造と

アリストテレスの完璧主義を引き継いでいます。カトリック教会にとって特に重

要なものとなりました。この考え方によれば、動物は人間のためだけに創造され

たため、人間は動物を自由に道具として使うことができます。 

 2. 人間中心主義。キリスト教の伝統では、人間と他の動物との違いを強調

する傾向があります。「動物には理性はなく、永遠の魂はなく、真に友好的な交

わり等はあり得ないであろう」。この考えが、動物を道徳的な領域から排除する

理由となっています。 

 3. 二元論。キリスト教の伝統はまた、合理的と非合理的、魂と身体、精神

と物質のような、相対するものの間の二元論を強く主張する傾向があります。そ

して、その都度、合理性、魂、精神の要素を持つ方が、もう一方より高く評価さ

れます。二元論では、動物は常に間違っている側におかれています。 

 

上記の否定的な傾向は、同時に、キリスト教の伝統の中にある動物の道徳的地

位について、次の 3つの肯定的な思考傾向に反することになります。 

 

 1. 支配者に代わって見守る。創世記では、神は、人間に動物たち対する責

任を与え、羊飼いが羊の群れを守るように、人間に動物たちを守る役目を委ねま

す。しかし、よく理解して導くようにという神の要請は、動物を完全に管理する

ための認可状であると誤って解釈されることがよくありました。 

 2. ノアとの契約。洪水の後、神はノア、彼の子孫、すなわちすべての人間、

そして明示的に全ての動物と契約を結びます。神は彼らにもう大洪水を起こさな

いと約束します。そういうことですから、すべての動物は神の契約の相手である

ことが明示的に告げられ、真に受け入れられています。 

  3. 慈悲のパラダイム（規範となる理論の枠組）。キリスト教的道徳思考の

本質的は、すべてのキリスト教徒が善意と恵みをもって行動するように求めてい

ることです。したがって、現代では、動物たちが私たちの慈善を受けるにふさわ

しい相手と広く認知されています。不必要な殺害等のように残忍なことは、非キ

リスト教的で、創造主である神に対して恩知らずな行いであると見なされます。 

これらの理由から、リンゼーは、「動物の神学」を発展させることが必要であ

ると言います。彼は動物の権利について、百科事典の中で次のように定義しまし

た。「動物の神学とは、キリスト教的思考を、人間以外の動物の地位と権利に関
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してなされるべき現代的な議論と関連づけるものである。動物神学は、歴史的な

神学の誤りを明らかにし、これまでキリスト教の伝統においては、人間以外の動

物に対する代替的な見解が真に受け入れられなかった点も修正を試みるものであ

る。」 

 

10. 生命への畏敬 

 

人間は人間以外の生命の創造に対して畏敬、敬意の気持ちを示すべきという考

えは、キリスト教が何世紀もかけて今の時代に運んできたわけではありません。

もっとも早くこの考えを展開したのは、アルバート・シュバイツァー（1875-

1965、神学者、哲学者、医師）がその著書「文化と倫理」においてでした。彼は、

模範的に倫理を定義し、それは、生き物（生命）が自身で受け取りたい敬意とま

ったく同じ敬意を他へ与えたいという、あらゆる存在がもつ抑えがたい衝動であ

る、と説明しています。基本的な道徳的原則は、生き物を通して決定されます。

生命を保持し、さらに生かすことは道徳的に正しく、生命を破壊し、生きること

を妨害するのは道徳的に間違っています。 

しかし、神学者カール・バース（1886-1968）はシュバイツァーを三段階で批

判しています。第一に、動物は個体であるが、植物はそうではないから、動物と

植物は比較できない。そして、敬意は個体間だけの道徳的な大きさとしてしか理

解できない。第二に、敬意は実際には人間の領域に限定され、人間以外の動物は

人間に次ぐ 2 番目の階級としての責任が徐々に増している物と見られるにすぎな

い。第三に、イエスの中で神が人間になっていることが明確な印である、人間は

非常に特別な立場を得るべきで、それによって人間の生命は特別な地位を持ち、

特別な尊敬を受ける。このように、人間の命は他より価値が高いことが、人間に

残りの被造物を支配する権利を与える理由となっていると考えるわけです。 

以前に登場した神学者クルト・レメレはその考えについて、次のように明言し

ています。「神は人間のためにのみ世界を創造した、あるいは 1 つの種にしか興

味がないと信じるのは、神学的に馬鹿げたことです。「私たちが動物たちに負っ

ている責任は何ですか？」。答えは簡単です。「尊敬です」。神学は、再び動物

をその記憶のなかに取り戻すこと始めました。 

 

カトリックの要理書では、今日にいたるまで、動物への危害が宣言されたまま

です。「動物に愛を注いではいけません。愛は人間に与えられるのが相応しいの

です （1993 年、No.2418）」。その結果を私たちは、日々、目にすることにな

ります。人間は「理性的な理由」を持っているので、人間は動物を殺すことが許

され、研究のために必要ならば動物を痛めつけることが許されていることを…。 

では、プロテスタント・ルーテル教会の状況はどうでしょうか？プロテスタン

トの新しい要理では、動物は何の役割も持たされていません。ほぼ 900 ページの

中で、動物の飼育、動物を食すること、動物に荷を運ばせること、動物実験、狩

猟などに関して何も言われていません。しかし、動物について僅かな言及はあり

ます。それがまた驚きです。ルーテル教会は、動物を「人間でない被造物」とし

て語る、そして、動物の生存権を軽視することに正義が認められる…。 
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両方の教会とも、今日まで "モーセの書"を拠りどころとしています。その 3

巻目（レビ記）では、「主へのなだめの香り」のために、司祭たちがどのように

動物を殺し、その血を祭壇の上に飛び散らせたか、ぞっとするほど恐ろしいこと

が書かれています。では尋ねますが、聖書は畜殺に正義を認めているということ

ですか？創世記の中で神は言われました。「見よ、わたしは、全ての地にある種

をもたらすすべての植物と、種をもたらす果実を持つすべての木を、お前たちに

与える。食物にせよ」（創世記、1-29）。この箇所には、血まみれの犠牲を要求

する一方、預言を通して「あなたがたの犠牲は私にとって忌まわしいことです！

（エレミヤ書）」と言わせるような、支離滅裂な神の姿はありません。あるいは、

動物の犠牲を要求することは、結局まったく間違っていました、神の言葉でない

と、撤回しますか？ 

 

女性は魂を持つことは、いつの間にか、当たり前に知られています。では、い

つになったら教会は、動物が魂を持っていないという見解を取り止めるのです

か？ 

「動物も神の被造物です」と教皇ベネディクト 16 世は言いました。ベネディ

クト 16 世は効率性を重視した畜産に反対して、新しい通知で、全世界のカトリ

ック教徒に向けて、残忍な集約的畜産をこれ以上支持しないと告げ、動物に健康

でやさしい餌の与え方に切り替えるよう求めた最初のローマ教皇でした （2006

年 4月 1日、Gerlingen / Marktl / am Inn）。 

3 年前（2015 年）に、フランシスコ教皇が、回勅「ラウダート･シ－ともに暮

らす家を大切に」の中で、動物について素晴らしいことを語りました。人間と動

物をそれほどまで親密に結びつけた教皇はいません。「心は一つであり、動物を

虐待する残酷さも同じであることは、他の人間との関係で考えれば、即座に明ら

かです。なんらかの被造物へのいかなる残忍な仕打ちも、人間の尊厳に反します

（第 92）」。 

フランシスコ教皇は、何世紀にもわたって教会の歴史を支配してきた "独裁的

な人間中心主義"（第 68）とは対照的に、すべての被造物の中に神が命を与えた

心が存在している（第 88）、他の被造物が目指す最終目的は人間ではなく、復

活したキリストがすべてを包みこみ、光を与え、超越的な豊かさにいる神である

（第 83）、人間以外の被造物は、その存在が、役立つかどうかより優るに特徴

づけられる（第 69）、という信条を示しました。教皇は、「今の時代の教会は、

他の被造物は完全に人間の利益の下に置かれている、あたかも彼ら自体には価値

がなく、人間は彼らを任意に処分できるかのようなことを簡単に言うことはでき

ません（第 69）」、と明言しています。 

それこそ、真に新しいキリスト教の動物倫理です。一番重要なことは、日曜日

の教会で被造物の保存について美辞麗句の月並みな説教がなされるのではなく、

伝統的な「日曜日の肉料理」が美味しい野菜料理またはさらに良いビーガン料理

に取って代わられるということではないでしょうか。 

 

動物に意識的に暴力を加えることは残忍であり、ドイツ動物保護法第 17 条に

基づく罰金または最高 3 年の懲役刑になる可能性があります。しかし、未成年者
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が動物にひどい扱いをしたときはどうでしょうか。ドイツの専門家は、子供の動

物への残虐行為には多くの面があり、両親が対応するべきであると解説していま

す。事実、攻撃行動の研究者は、投獄されたすべての暴力犯罪者の 80〜90％が

若い時期に動物を苛めていたことを示しています。だからといって、若者の意識

的な動物虐待が、自動的に、その後、刑法犯罪の道を歩むということではありま

せん。さらに、子供たちは小さい頃に、人生において動物が本物のパートナーや

友達になりうること、共感と尊敬をもった態度で接しなければならないことを経

験できることば望まれます。そのことを体験し、動物と適切で愛情のある関係を

学ぶ最も良い方法は、理想的には、動物を動物保護施設から持ち帰って、家族の

中に受け入れることです。 

 

最終結論として 

被造物と創造主は同じではありません。創造主自身は、神性があり完璧ですが、

その被造物は違います。そうでなければ、救い主の神は必要にならないでしょう。

自然に行われてきたことが、その後も長く、道徳的に正しくて、神の御心どおり

のままではありません。ですから、もっと良い物を求めて、自然に与えられ従っ

てきたルールに対して、その自然を超越する道徳的な命令があるのです。例えば、

人間にとって肉食は自然なことのようですが、それが道徳的に正しくて、神から

与えられたものとして受け入れなければならないという理解は、そのまま長く続

くとは限りません。 

聖書の中でイエスは魚を食べます。しかし、イエスはある時に、ある場所で生

きていたのであって、永遠に、いつもいるわけではありません。イエスに続くこ

とは、西暦 100 年のパレスチナで、彼を具体的に模倣することを意味していませ

ん。イエス・キリストに従うことは、たとえば自分の欲を捨てた隣人愛の原則の

ように、彼の行いと言葉を読み、自分がいる現在の状況に従ってイエスの原則を

解釈することです。イエス・キリストは、男女同権、奴隷反対、人種差別撤廃、

あるいは人権擁護については、完全なベジタリアン（ベーガン）や動物の権利擁

護と同じく、ほとんどそういった活動をしていません。しかし、女性や奴隷の解

放、反人種差別や人権活動が、今ではキリスト教徒の生活様式に受け入れられて

います。現在、イエスが生きていた当時にも関連していた事柄が、多くの点で全

く異なる疑問や問題として発生しています。私たちは、イエスの人生が、これら

の問題に対処するための具体的な手本となると期待できません。しかしイエスは

地上の人間の世界にいた人です。伝統的な見解では、イエスは神であり同時に人

間でもあったので、その生きていた時代に、それまでの歴史がつくった状態に自

然に従うことになったと解釈されます。人は、ある時間にある一つの場所にいる

ときは、同じ時間にあらゆる場所にいることはできません。神であるイエスが人

の形をとって地上に現れた（受肉）の理由の一つは、地上の存在が自然を超越す

る可能性を実証することでしたが、イエスの約 30 年の単独の人生のなかで、無

私の隣人愛から考えらえるすべての形を示したり、完璧に人々に話すことはでき

ません。受肉の神でさえも、「スーパーマン」にはなれず、地上の世界の有り様

に従うのです。 

こう考えると、今日の人々は、自然なこと、文化的だからと従わされているこ
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とが、実のところは、最終的に制約を受けているということ、全体を知ることが

できる状態にないこと、自分自身の力だけで全部を知る状態にないことを示して

います。しかし、この世界はすでに完全に良好で、変わる必要はないと言うこと

ができないからこそ、世界を変えるキリスト教の使命を信じて行動することが重

要なのです。私たちは、救いなしでは変わらない苦しみと死を信じるのか、キリ

ストを通して示されてきた、全世界を変えることができる可能性を信じるかのど

ちらかを選択します。 

このような未来像へ向かって生きることは、努力が必要で疲れてしまうか、時

には、一個人が与えられるものより多くを要求されるかもしれません。しかし、

その方向に生きる努力と最後にその未来像が実現する可能性を信じることは、キ

リスト教の信仰と一致するだけでなく、そもそもそれが信仰することなのです。 

ドイツはＥＵの中で最初に動物福祉を基本法（憲法）に組み入れた国であり

（2002 年 8 月）、それを国家の目標としています。基本法第 20ａ条は、自然的

な生活基盤の保護を定めています。動物は人間の仲間の被造物として尊重されま

す。動物は、不当な扱いや避けられるはずの苦しみから、および彼らの生息地に

おいて保護されています。 

基本法第 20ａ条：「国は、将来の世代に対する責任からも憲法秩序の枠内で、

立法により、ならびに法律および法に基づく執行権および司法により、自然的な

生活基盤を保護する」。 

2004 年には、ＥＵ憲法草案にも動物福祉が目標として取り入れられました。

ドイツ国民の 79％は、基本法に動物福祉の規定が入ることに賛成していました。

大多数が動物への愛を支持しています。 

人間の中に、また全ての動物の中に宿る永遠に変わらない本質は、そのように

認識され、大切にされ、尊敬される時代に、私たちは生きているのです。 

 

さて、動物を人間のように扱うことの賛成反対の問答のスパイラルが一周しま

した。さらに少し述べます。確かに、彼らはすべて神によって造られました。動

物が、知性や感情に関して、過去も現在も過小評価されていることも確かです。

動物が宗教的なあるいは精神的な意識、感情を持っているのかどうかは、分かり

ません。ひょっとしたら動物は神のイメージを持っているのかもしれません？そ

れを私たちにはそう簡単に知ることはできません。しかしこれまで述べてきた私

の考えは、私たちの保護を必要とするあらゆる動物がいることに再び気づいて、

関わることができるよう、その助けになると信じます。 

私の犬（「ショーキ」、ラブラドール犬）は私の人生の一部でした。彼のいな

い生活は何かが欠けていると感じるほど、犬は多くの事を私に教えてくれました。

１匹の動物であっても、無条件の愛を与える能力を持っていました。ショーキは

私の心の中で生き続けます。 

 

2018年 名古屋にて 


