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生命への畏敬と環境保護 :
被造界の保護者であれとの呼びかけ
Sr. Maria Jerly Renacia とSr. Benigilda Ladia, SSpS

わたしたちは誰でも創世記1章にある世界創造物語を知
っています。“初めに、神は天地を創造された・・・そ
して神はこれを見て良しとされた・・・神は御自分にか
たどって人を創造された; 神にかたどって創造された・
・・神はお造りになったすべてのものをご覧になった。
見よ、それは極めて良かった ”
神は彼のお造りになったものを大変お喜びになりまし
た。創造のみ業のプロセスを通して6回、神は手を止
め、お造りになったものをごらんになり、それを良しと
されました。神は彼がなさったことを喜ばれました。ま
ったく被造界の構造は、わたしたちに、神がお造りにな
った何もかもが良かったと見せるだけでなく、創造のみ
業それ自体が神の壮大さを映しています。神は人間を創
造された後に、最後にすべてを点検され、神はそれを「非常に良い」とみなされました。神の愛
の究極的な目的として彼が創造なさったすべてのものを、今、わたしたちが住んでいる皆の家、
宇宙と環境を人間に委ねられました。
あらゆる生命のしるしは、常に神を崇め、賛美するように呼びかける、神の手仕事と神ご自身の
生命を思い起こさせるものです。「あなたが人にしてほしいことを、人にもしなさい」とは人生
で最高の教えの一つです。自然は実に多くのものを、ただでわたしたちに与えてくれます - 汚
染されていない空気、清潔な水、美しい風景、息を飲むような眺めなどなど・・・わたしたち
は、それほど多くのものを自然界から受けています。けれどもわたしたちはそのお返しに何をあ
げているでしょうか? そうです、わたしたちは皆、被造物が虐待され、略奪され破壊された痛み
にうめいているのを知っています。新しい被造物の再生と復元があるでしょうか? わたしたちは
環境に及ぼす影響について分かっていますか? 時のしるしは、環境の転換、創造の業の協力者と
なって、生命の源泉、わたしたち皆の家のために世話するようにと呼びかけています。ここはわ
たしたちが住んでいる場所なので、世話をしなければ !

見る
わたしたちはお互いとその他の被造物
との交わりのうちに、つながって生き
ているので、わたしたちの地球規模の
村の多くの部分に見られる具体的な環
境の状況は、わたしたち皆の家とわた
したちの生命も同様に悪影響をこうむ
るのです。
国連科学日刊紙によると、環境問題の
トップは : 地球温暖化、オゾン層破

壊、空気と水の汚染、酸性雨、廃棄物
管理、森林伐採、砂漠化、土壌侵食、
土地の劣化、天然資源の過剰搾取、漁
獲物の乱獲、原子力、有害化学物質な
どがあります。このような環境問題の
殆どは、生物物理学的環境における
人間活動の結果です。環境破壊と劣化
は、ほぼ完全に人間によって引き起こ
されたのです。これらの問題がわたし
たちに悪影響を及ぼすのです。

幾つかの事例 :
• 地球温暖化は気候変動の原因です。そうです、気
候変動は事実であり、その大きな責任はわたしたち
にあります。なぜなら、わたしたちの活動が、大気
中に二酸化炭素や、他の温室効果ガスの大量放出を
もたらしたからです。たしかに平均気温のわずかな
変化であっても、危険な気象パターンや暴風雨、熱
波、旱魃、山火事、洪水などが頻繁に発生する可能
性があります。今やすべてが一層頻繁に強烈になっ
ています。最も暑かった年として記録された年が、
この15年間続いています。その上、気候変動は地方
の植物や動物種の絶滅を引き起こしています・・・
それはすでに、976種類の動植物の種の47% に起きて
います。2016年、12月8日の日刊科学誌による
• 水不足 : 世界中の水のわずか3%だけが真水で、11億
人が清潔で安全な飲料水を手に入れられません。今
世紀の半ばまでに、すべての国のうち48カ国で3分の
1以上が水の危険にさらされ、1,100カ国のうち400国
以上が極端な危険にさらされるでしょう。
• 生物多様性の損失と、生物種の絶滅 : 生物多様性
とは、世界の植物、動物、その他の生物の多様性を
指します。生物多様性のおかげで、わたしたちは生
存に必要な多くの基本的必需品を持っています。わ
たしたちは食べるために、いろいろな種類のもの、
飲むためには水、息をするためには空気、住みかを
つくるための材料、その他のものを必要としていま
す。そうです、わたしたち、人間は、資源の消費、
農業、工業化のために、数多くの動物や植物の生息
地を破壊してきました。森林の破壊、海洋システム
の汚染、農業や工業の目的で土地を奪い、動物を生
息地から追い出しました。この損失は食糧の安全保
障、住民の健康と世界の安定を脅かします。気候変
動もまた、気温の変化に適応できない幾つかの種よ
る生物多様性の喪失に大きく関与します。世界自然
保護基金生存惑星指数によると、生物多様性は過去
35年間に27 % 減少しているといいます。「わたし
たちはそれらを使用することを学びながら、生物多
様性のすべての廃物を、価格に変えて判断し、人間
性とは何を意味するのかを理解すべきです。」－
E.O. Wilson (アメリカの生物学者)
• 土壌の浸食と劣化 : 持続可能でない産業化農業は、
土地の浸食と劣化をもたらし、耕作面積の減少、
水路をふさぎ、汚染し、洪水や砂漠化をもたらしま
す。世界自然保護基金（World Wildlife Fund）によ
ると、過去150年間に土壌の半分が失われています。
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• 廃棄物処理 : 多くの社会に住む人
間は当然に多くのものを無駄にしま
す:
紙、食品のくず、造園・整地
作業によるごみ、古くなった電気製
品、金属、その他。実際、買い物の
際には、何種類からの包装や包みで
包まれ、後で捨てられます。それら
を正しく管理しなければ、廃棄物は
毒素を放出し、動物の生息地に害を
与え、土地や水を汚染する可能性
があります。さらに、工場、採掘活
動、農業、石油採掘などから排出さ
れる産業廃棄物もあります。人間の
廃棄物の管理は、人口の増加と人間
の消費のために、今後数年間で懸念
される域に達します。

• ブラジルはもっと電力を手に入れよ
うと、熱帯雨林に30か所も新しいダム
を建設したにもかかわらず、アマゾン
を維持することに苦闘しています。水
処理を最も安価な方法で行おうとする
米国の渇望は、将来の飲料水に悪い
影響を及ぼします。水処理を最も安
価な方法で行おうとする米国の渇望
は、将来の飲料水に悪い影響を及ぼし
ます (21世紀のための社会分析・Ma.
Cimperman.p.19)
• インドの多くの地方で行われている
露天掘りの鉱業は、土地の表面を傷つ
け、その土地の人々を追い出し、農業
損失を引き起こします
• エルサルバドルとそれ以降の水危機へ
の反省 : そこにはサン・サルバトル
から西に向かう

世界のおよそ殆どの国が、特定の環境問
題を経験し、その影響の多くの課題に直
面することになるかもしれません。

• パンアメリカ高速道路があります。そ
こでの社会経済の全体像それぞれの終
わりが鮮明になっています

ここにわたしたち自身について、知
っておけば役に立つ幾つかのことが
あります :

• 国連環境計画に示されているように、
中東とアフリカの内戦は、土地、水、
石油、ダイヤモンド、その他の鉱物な
ど価値の高い自然資源を犠牲にし続
け、農作物による食糧の不安定化をき
たし、住民を追放しています

• カナダと米国の間のガスパイプライ
ンは、環境安全に対する脅威です
• フィリピンの高レベルの大気汚染
は、呼吸する人々の気道を破壊して
います

• 強力な核兵器／原子力発電所は、環境
と人々の生活を荒廃させ、弱い立場の
人々の貧困の発生率を高めます

判定
あなたの天を、あなたの指の業を、わたしは仰ぎ見ます、
月も星も、あなたが配置なさったもの。
そのあなたが御心に留めてくださるとは
人間は何ものなのでしょう。
人の子は何ものなのでしょう
あなたが顧みてくださるとは。
神に僅かに劣るものとして人を造り
なお、栄光と威光を冠としていただかせ
御手によって造られたものをすべて治めるように
その足もとに置かれました。
羊も牛も、野の獣も
空の鳥、海の魚、海路を渡るものも ( 詩編 8 : 4 - 9 )
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この視点は聖書の創造観の二つの基本的な次元を組み
合わせています: 神がお造りになったものの中に見る
栄光と尊厳を熟考するとき、わたしたちがほんのつま
らない被造物であるにもかかわらず、その世界を能動
的に世話する管理人としての地位をお与えになったと
は、何という驚くべきことでしょうか。
この洞察の具体的な内容を最も良く表現したアシジの
聖フランシスコは、被造界を観想し、「すべての被造
物から、あらゆる被造物において」神を賛美するよ
う、弟子たちに勧めました。

に導くあらゆる形の人生を犠牲に
します。
言及された現実は、最終的にわた
したち自身を破滅に導く、あらゆ
る形態の生命を犠牲にすることに
なります。生態学的関心が高ま
り、わたしたちの世界がいかに相
互に依存しているかという認識が
高まっています。

創造の最初の瞬間から神は自分の生き物に必要なもの
を提供し、同様に全被造物に欠けるものがないように
命じられました。したがって、人間の被造物の上にあ
る支配権は、人間の利益と同様にすべての被造物に役
立つように奉仕しなければなりません。したがって、
支配権は責任を伴います。そのような管理はそれぞれ
の被造物が意図されている最期を尊重し、その達成に
必要な手段を尊重しながら、人類共通の利益を支える
べきです。もし人間が最終的に自然の創造力を破壊し
たり、被造物の実りである人類の家族を否定するよう
なやり方で支配権を行使するならば、そのような行為
は神の最初の創造計画に反する犯罪となります。
環境との関係を考える上で、人類の生存と被造界に害
を与える無秩序な人間の行動と、人類家族や被造物の
利益のため、創造主が望んでおられる責任ある行動と
を注意深く見分けなければなりません。米国カトリッ
ク協議会の司牧声明によれば、「人生の豊かさは、忠
実な管理人が、神の創造のみ業の中で、責任をもって
生きることから来ます」と言っています。
実に「21世紀は人類の栄光は地球の崩壊になってきま
した。地球の荒廃は人間の運命になりつつあります」
。(Thomas Berry)
上記のThomas
Berryの言葉のように、進歩と発展、
急速に変化する生活様式、資本と現代技術の必要性を
唱えている、わたしたちの生活行為を意識して、経済
発展のための投資、投機的文化を創りだしたインスタ
ント消費主義の生活様式などは、わたしたち皆のホー
ムを病気にしています。確かにわたしたちは皆のホー
ムの大惨事を招き、地球の重要な資源を枯渇させまし
た。これらの現実はいくつかのエリートグループにと
っては外面的に好都合ですが、不均衡な機会をもたら
す（少数の人が多く持ち、多くの人が少ししか持たな
い）ため、多くの人にとって好ましくありません。し
かし、その結果、今やすべての人が人生で望ましくな
い大変な破局的事件を共有することになります。
言及された現実は結果として、わたしたち自身の破滅
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教会の社会教説 :
教皇フランシスコは教会の社会教
義のパラグラフ470について言って
おられます : 「被造物はわたした
ちが自由に支配できる、あるいは
わずかの人たちだけの財産ではあ
りません。神はわたしたちがそれ
を世話するように、そして、皆へ
の素晴らしい賜物として、敬意と
感謝をもって用いるように与えて
くださったのです」。さらに彼の
回勅 ”Laudato Si” は「生態学的
転換」を求めています。それは皆
の家をどのように保護し、世話す
ることができるか、持続可能な発
展のための一般的な取組みをどの
ように実践できるかについての対
話を求めています。
さらに、2015年8月6日付のKochと
Turkson枢機卿に宛てた手紙の中で
彼は言っておられます :
“生態学的危機は霊的な深い回心

を呼び起こします。キリスト者
がイエス・キリストとの出会い
の影響として、周囲の世界との
関わりを明らかに悟るなら「生
態学的回心」へと呼びかけられ
ます( 同上127) 。「神の手仕
事の保護者となるための召命を
生きることは、倫理的な生き方
に欠かすことができません; そ
れはわたしたちキリスト者の体
験からくる選択、または二次的
な側面などではありません」。
カトリックの伝統では、普遍的
な共通の利益は、「共通な利益
のため自分自身が取り組む決意
を維持することは、連帯による
義務として定められています。
それらを悪用するのではなく、
他者(たち) のために自分を無
にするという意欲を持ってい
ます」。(教皇ヨハネ・パウロ
Ⅱ, Sollicitudo Rei Socialis
no.38) 生態学的問題は、貧困層
のための正義と密接に関連して
います。地球の貧しさは、わた
したちに連帯の特別な試練を差
し出しています。真の開発は物
質的資源の使用に節度と厳しさ
を求めます。農業と産業との両
方を適切に活用することを奨励
しているのであって、開発はそ
れ自体の技術的進歩を指すだけ

ではありません。その技術は人々に利益をもたらし、か
つ土地を向上させることです。
教皇ヨハネ・パウロⅡは、キリスト者に環境を尊重し、
保護するよう呼びかけられました。それによって人は「
神の偉大さと愛の秘密を熟考することができます」と。
さらに自然界に現存し働かれる創造主に敬意を払うこと
は、環境への責任をとる根拠として奉仕することになる
でしょう。忠実な世話係として、神の被造界の中で、
責任をもって生きることから豊かな人生がもたらされま
す。

SSpSの文書 :
わたしたちは会の歴史から、ずっと正義と平和および被
造界の保護という立場をとってきました。前回の第14回
総集会の指針では、被造界に向けた交わりの輪を広げる
努力についてのべて来ました : わたしたちはすべての
被造物と生命は互いに結び合わされており、三位一体の
神の愛を反映しているという意識の中で成長してきまし
た。聖霊はわたしたちに「豊かな生命を分かち合う」と
いうわたしたちの使命が、すべての人々だけでなく、す
べての被造物を含むのだということを教えてくださいま
した。わたしたちは母なる地球が冒涜され、彼女の尊厳
が奪われたことを知っています。彼女が苦しむときは、
すべての命が苦しむのです。
• わたしたちは、傷のない完全な被造界というレン
ズをとおして、わたしたちの生活様式と司牧職を
吟味します。
• わたしたちの計画と決定は、被造界の正義への取
り組みを反映していますか
• わたしたちは、すべての被造物の生命と福祉を保
護し推進するような仕事に従事していますか

行動
「被造界を手厚く世話をするようにと、聖フランシスコは
そのように望みました。人に対しては時折、赦しはします
が、自然に対しては決してそうしません。もしわたしたち
が環境への世話をしないなら、なるがままになるしか仕方
がありません。悪化していく環境は、わたしたちが手を
止めて、わたしたちの住んでいる惑星について考えるよう
に促しています。わたしたちは教皇フランシスコの回勅
Laudato Si : わたしたちの家の保護について強調された
ことに応えて、新しい生活様式を採用するように求められ
ています。
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地球上のすべての生命は神の創造のみ業の一部です。わ
たしたちはこの贈り物を尊重するように呼びかけられて
います。わたしたちには、わたしたちが住んでいる世界
を世話し、地球がわたしたちに与えてくれたすべての驚
くべきことと資源を分かち合う責任があります。わたし
たちは被造界の世話係であれと求められているのです。
わたしたちは日々の生活で、継続的な「生態学的変化」
を求める声に応えるために、意識的に取り組んでいます
か? (SSpSの第14回総集会指針参照) そして、教皇ヨハ
ネ・パウロⅡ世が言われたように、「環境を保護するこ
とは、何よりもまず、正しく生きること、そして生命を
保護することです」ということについて。

以上の考察について尋ねる簡単な質問 :
1. わたし／わたしたちが今いる場所の環境問題は何ですか?
2. わたし／わたしたちが取り組める主な環境問題は何です
か？
3. わたしに／わたしたちにとって、環境に影響をあたえる
のはどんなことですか?
4. たとえわずかな努力であっても、環境を保護し、維持す
るためわたし／わたしたちは何ができますか?

わたしたちは今日、幾つかのチャレンジを思い出
しています :
• わたしたちの修道生活の預言者的側面は、わたしたち
に生活様式の簡素化と、すべての被造物に畏敬の念を
持つように呼びかけています。
• わたしたちは「時のしるし」を読むことを続けます。
それはわたしたちにその継続的プロセスに深く注意を
払うよう呼びかけています。
• わたしたちは、生命への警告のメッセージを伝える方
法としてネットワークを確立し、わたしたちの資源を
使用します。

• わたしたちの霊性とカリ
スマをとおして、わたし
たちの和解への取り組み
と調和の回復を認識しま
す。
• わたしたちは、共通の利
益を目指す倫理と、痛み
を持ち、世話を必要とす
るものと連帯するという
倫理から来ていることを
認めます。

幾つかの考えと、役立つ
と思われる応答 :
わたしたちは、神から授か
った責任として被造物を世
話します。行為がどれほど
小さいかどうかに関わりな
く、変化に重要な影響を
与えることができよう、環
境に配慮したすべてのこと
は、惑星の生命をより良く
維持することに役立ちま
す。
南スーダンとエチオピア南
部では、わたしたちSSpS
は、環境保護に取り組んで
きました。わたしたちの狙
いは、わたしたちが地域社
会で、わたしたちの共同体
の持続可能な生活様式を奨
励し、わたしたちの宣教パ
ートナーと共に意識化を諮
ることによって、わたした
ちと環境との間のつながり
の意識を深めることです。
わたしたちは一つの修道会
として、世界の小さな部分
であるにしても、他の人々
がわたしたちの良い行動に
気づいて、ドミノ効果を起
こし、わたしたちの姿勢を
示すことで利益を広げるこ
とになります。
わたしたちがやったかどう
か、あるいは続けているか
もしれない環境を保護し回
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復するための実践、つまりわたしたちの共同体、施設、
プロジェクト／計画、女性や子供たち、青年、農業団
体、またできればどこであろうと、教会、非政府組織や
行政側の人たちの参加を促すことをしてきたでしょう
か。
• 炭素の痕跡を減らすために歩くか、バイクに乗った
り、どこへでも自動車を使わずに、公共の交通機関を
使用する
• 食べるために、自分の庭で有機的に作った食糧を使う
こと、遺伝子操作による食品を避け、農業機器で汚染
することを減らすこと
• 廃棄物を分別する、多くの場所に廃棄物用の容器を設
置して廃棄する
• プラスティックや再生不能の資材の使用を最小化す
る、飲料には再利用できるガラス瓶使用
• 地元の農家を育てるため、自分で食糧の栽培をしない
なら、持続可能な製品と有機食品を購入する
• 低流量のシャワーヘッドを設置するか、バケツを使用
して水の消費を減らし、限られたわずかの飲み水しか
持てない人のことを考えなさい
• 調理に使用するエネルギー消費を減らすため、自然生
物ガスの使用、電力使用量の少ない電球や、その他電
力消費の少ない電気器具を使用する
• 太陽エネルギーの使用を促進する
• 苗床を作って苗を植え、苗木や干ばつに強い植物を移
植する、
• 侵食を防ぐため、土壌ダムを建設する
• 堆肥の使用を奨励し、無機肥料、農薬、殺虫剤などの
化学物質の使用を避けること
• 農作業共同体での複数作物や栽培地の農業慣行を促進
し、雨水利用構造を構築
• 古い電子機器を持ち、それを正常に動かしたいなら、
最新のバージョンにアップグレードしないこと。蓄積
を避けないと大容量の記憶装置が必要になります。古
いバージョンのものについて、必要ならそれを電子廃

棄物収集センターに預け
てください (利用可能な
ら)
• その他、多くのものをリ
ストに追加することがで
きます
自然環境を保ち、絶滅危惧
種を保護することで、人間
の環境を地域の生態学に適
合させるように働きかけ、
適切な技術を利用し、採択
するときは、技術的な刷新
を慎重に評価して、それに
よって被造界と創造主への
畏敬を表します。生態学的
統合は、すべての信仰の伝
統の中で、不可欠な部分で
あり、対話、協力、相互理
解、連帯が推進されるべき
重要な問題です。

「世代間の連帯感が緊急に
求められます。わたしたち
が使用した共通の環境資源
の値を、将来の世代に負わ
せることはできません」(教
皇ベネディクトXVI)
聖アーノルドは言っていま
す : 「神のすべての慈しみ
と善意は、最も小さな、最
も重要でない生き物さえも
包み抱いています」と。
神の言葉によって創造され
てきた全被造界は、神のこ
とばです。したがって、わ
たしたちが生きる生命と環
境の源泉である被造界をと
おして、神はわたしたちに
語りかけるのです。

翻訳者: Sr. Francisca, Hiroko Yanagi, SSpS
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