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要　旨
本稿では、動物を殺すという行為の道徳的悪について、家畜動物の屠殺を例に考

察する。動物を殺す行為の是非は、苦痛を与える行為と比較して論じられることが
多い。動物を痛めつけるのは問題だが、殺すこと自体は問題ないとする見方が一般
的なのである。そこで、まず第一節では、この見方を支持する福利モデル—動物の
死はそれ自体福利に反しないと論じる立場—を見ていく。これに対して、苦痛を伴
わなくとも動物に死をもたらす行為は道徳的に問題である可能性を示した上で、第
二節では動物の権利論—動物を殺すことは動物の権利を侵害する行為であるとする
立場—を紹介する。この立場は、権利概念を用いることで、苦痛の有無に回収され
ない形で道徳的悪を論じるのだが、権利の侵害という観点だけでは捉えられないタ
イプの問題があることを示す。そこで、家畜動物の屠殺を例に、第三節では、関係
的悪という観点からその問題を論じていく。関係的悪とは、特定の関係を結ぶ相手
に対して生じる悪を指す。この概念を用いて、家畜動物が飼育（「世話をする⊖され
る関係）」を通して人間への信頼を構築しており、殺す行為はその信頼を悪用するも
のであることを論じる。

キーワード： 家畜動物、信頼、関係的悪、特別な責任

１．苦痛をもたらす行為と殺す行為
動物倫理学は、動物に対する道徳的考慮のあり方について論じる学問領域である。中で

も、食用に飼育され、屠殺される家畜動物 1）の存在を巡っては、様々な立場から議論さ
れてきた。ここで私がまず着目したいのは、どのような立場であれ、工場畜産のような劣
悪な飼育形態は問題であると考えられてきた点である。すなわち、屠殺行為は正当化され
うるとする立場であっても、動物の福利を一切考慮しない飼育のあり方は間違っていると
論じられてきたのだ。
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屠殺行為を是としながらも、工場畜産のような飼育形態を問題視する立場は、多くの例
に見られる。例えば、動物の福利についての研究は獣医師たちを中心として積極的に進め
られてきたが、それはあくまでも動物が生きている
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間彼らをどう扱うべきかを問題として
おり、屠殺直前までの接し方や屠殺方法などの形に回収されていった（Broom 2011）。こ
の他にも、動物学者のテンプル・グランディンは自身が持つ自閉症の特徴を活かし、動物
に恐怖や苦痛を感じさせずに屠殺する建物のデザインを作り出した。彼女がそのデザイン
を設計するにあたり心がけたのは、今から殺すということを動物たちに気づかれることな
く、安らかに死なせるためにはどうすればよいかという点であった。このように、動物の
福利を考慮すべきであると認識することは、必ずしも屠殺の是非を問う視点へとはつなが
らない
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のである。以降、本論文ではこの立場を「動物の福利モデル」と呼ぶことにする。
しかし、次のような素朴な疑問を持つ人もいるだろう。すなわち、殺して食べてしまう

動物の福利をなぜそこまで考慮する必要があるのだろうか。逆にいうと、飼育環境を含め、
動物の福利や幸せを考慮するべきであるならば、当然殺して食べるという行為自体も問題
にすべきなのではないだろうか。このような疑問に対して、福利モデルを支持する論者は、
苦痛をもたらす行為と殺す行為には道徳的悪さの点で違いがあると応答する。動物は、人
間同様苦痛を経験する存在である。したがって、寝返りもできないほど狭い場所に閉じ込
められるなど、動物の福利が一切考慮されない飼育環境は、動物にとって悪いことだと言
える。一方、死の経験については、動物にとって
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必ずしも悪いことだとは言えない。例え
ば、東北大学動物実験センターのセンター長を勤める笹井憲雪氏は次のように述べている。

死の概念を持つ“人”と持たない“動物”の、それぞれの死というものを同一に考え
るべきではない・・・自分や家族、友人の死を知った人の、死がもたらす永遠の別れ
や将来の夢の挫折、肉体的な苦痛を認識したときの悲しみはきわめて大きく、それに
対して一般に動物は死自体を認識できないといわれていますので、おそらく人に比較
して悲しみの程度は非常に小さいといえます 2）。

選考功利主義の立場から動物解放論の先陣を切るピーター・シンガーもまた、人格を持
たない存在 3）を殺すことについてはそれ自体、問題はないと論じている 4）。やや長くなる
が、以下引用する。

自分を将来を持ったものとして考えられない存在は、自身の将来のあり方についての
選好を持ちえない。このことは、自分の生命が危機に瀕しているような状況に対して
そのような存在が必死の抵抗をする、たとえば、魚が口に引っかかっている釣り針を
はずそうと必死になる、ということは否定するものではない。しかし、この抵抗が示
しているのは、苦痛あるいは恐怖を与えると感じられる事態の停止を選好していると
いうことにすぎない。危険や苦痛から逃れるために必死になるからといって、魚が
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死ぬことよりも将来生き続けることを選好することができるということにはならな
い・・・最初に痛みや苦しみを与えることなく、瞬時に死をもたらすような方法で魚
を殺すことに対し、選好功利主義にもとづいて反対する理由を与えてくれるものでは
ない 5）。

これらの見解から共通して言えることは、次の点である。苦痛という経験の悪は、まさ
にその時に痛みや苦しみを感じているという点から論じることができる。しかし、死の経
験が悪であることを論じるには、将来への展望や「死」という概念に対する理解など、高
度な認知能力を必要とする。したがって、この見方に立つと、たとえ殺す対象であったと
しても、その存在が経験しうる苦痛に対しては道徳的に考慮すべきなのである。また、死
を認識しない存在にとって、苦痛を伴わない死は道徳的に悪ではないと言える 6）。

２．自然的善に基づく動物権利論
「動物の福利モデル」に対する最も有力な批判は、動物の権利論によって展開されてきた。

権利論者は、福利モデルが動物を巡る倫理的問題を「苦痛の有無」の次元へと矮小化して
いると主張する。代わりに彼らは、福利の考慮と生命の尊重を権利概念の中に含ませるこ
とで、両者を同根の問題として捉える。すなわち、苦痛をもたらす行為と殺す行為はどち
らも動物の権利を侵害するという点において問題だと論じるのである。そして、ここでい
う権利の侵害とは、人間の目的を果たすために動物を単なる手段として扱う、ということ
を意味する。したがって、苦痛を伴わない場合であっても、動物を殺す行為は動物そのも
のを単なる手段と見なしている点で問題があることになる。

しかし、手段としてのみ扱ってはならないという規範はどこから来るのだろうか。まず、
この概念はもともと、理性を基軸とするカントの議論から出てきたものである。理性的存
在者はそれ自体において価値があるため、他の者の目的を達成するための手段としてのみ
扱ってはならないという議論である。言うなれば、理性を備えた者同士は、お互いを目的
として扱う義務を負い合っているのだ。だが、動物は理性的存在者には当てはまらない。
それゆえ、カントやカント主義の論者たちは道徳的義務の輪の中から動物を外してきた。
動物とは義務を負い合えないのである。

以上の問題を回避すべく、動物に対して私たちは義務を負っている—すなわち、動物
は私たちに対して権利を持っている—と主張する論者たちは、理性の代わりに動物本性

（animal nature）に着目し、各々の善を追求する自立した存在として動物を描き出す。確
かに、理性的善は求められないとしても、動物本性に根差した自然的善は人間だけでなく、
動物も求めることができる。そしてここから、手段としての価値とは異なる、それ自体の
価値を動物は有していると論じていくのである（Nussbaum 2011, Korsgaard 2011）。し
たがって、この見方に立つと、動物を殺すという行為は、自然的善を追求する存在として
の権利を動物から剥奪するという点で、苦痛の有無にかかわらず道徳的に問題となるので
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ある。

３．関係的悪に基づく議論
第 1 節、2 節を通して、動物の福利モデルと動物権利論がそれぞれ動物を殺す行為の道

徳的問題をどのように論じるかを見てきた。特に、権利論は苦痛の有無に依拠しない議論
を提示することで、動物倫理で扱う問題の射程の幅を広げたと言えよう。しかし、本節で
はさらに次のように問いたい。動物を殺すという行為を巡る道徳的問題は、苦痛を与えた
り権利を侵害するといった観点から全て説明し尽くせるのだろうか。冒頭で挙げたテンプ
ル・グランディンの例を思い出してほしい。彼女の設計は、動物たちに恐怖心やストレス
を感じさせないことを目的としたものである。このように言うと聞こえがいいかもしれな
いが、それはつまり、今から殺されることを動物たちに気づかせない
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ための設計である。
もし殺されるとわかれば、恐怖し、その場から逃げようと抵抗するからだ。言うなれば、
グランディンの設計は動物たちを無抵抗のまま、楽に殺すためのものなのである。

ここで着目したいのは、殺す側の人間と殺される側の動物の関係である。まず、動物た
ちは人間に飼育されている家畜動物であり、人間に依存する脆弱な存在であると言える。
このような存在を無抵抗なまま殺すことは、それ自体問題があると論じることはできない
だろうか。そして、それは自然的善を追求するという権利の侵害とは異なる問題点である
ように思われる。そこで、以下では、本節で考察していく問題を権利論の議論と区別すべ
く、「関係的悪」と呼ぶことにしたい。
「関係的悪」とは、関係に根ざした道徳的悪を指す。例えば、約束を破る行為の問題は

約束を交わした関係に基づいて論じられるし、育児放棄の問題は親と子の関係において説
明される。これらの例で示される道徳的悪は、ある特定の関係を結んだ相手に対してなさ
れる悪であると言える。同様に、グランディンの設計に代表されるような形での屠殺行為
も、家畜動物との関係に基づいてその問題を論じることができるように思われる。では、
屠殺行為はどのような関係であることから問題となるのだろうか。前述したように、家畜
動物は人間に依存した、無抵抗で脆弱な存在である。通常、依存している存在を自らの利
益のために用いるのは「搾取」と捉えられる。一方向的な依存は、対等でない関係—強者
と弱者の関係—へと容易に発展しうるからだ。ここでいう弱者とは、依存しているが故に、
強者が提示した選択肢以外の選択を持ち合わせていない者を指す。食用に飼育されている
動物たちは、殺される以外の選択肢を持ち合わせていない。殺されることに抵抗し、異議
申し立てる機会を奪われているのである。そのような存在を殺すことは、彼らが脆弱であ
ることを不当に利用していると言えるのではないだろうか。

上記の見方に立つと、一方が他方に対して脆弱である時、その関係を利用することは関
係的悪にあたる。しかし、この主張が当てはまるのは、双方が本来対等な関係である場合
に限るのではないか、という疑問が出てくるかもしれない。そもそも家畜動物は食用に飼
育されているのであり、殺されることを初めから決定づけられた存在である。したがって、
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家畜動物という存在自体に依拠して屠殺を関係的悪として論じることはできないのではな
いだろうか。言うなれば、初めから道具として作り出された存在に対して、道具として扱っ
てはならないと主張しているのである。この指摘は、関係的悪を論じる上で重要な点だが、
規範的主張としては不十分である。というのも、この考えによると、関係の規範的あり方
は、どのような意図でその関係を作り出したかによって決定づけられることになる。それ
はすなわち、例えば騙す意図で約束を交わした場合、約束を破る行為は問題として見なさ
れないことを意味する。あるいは、自分の家業を継がせるために子供を作った場合、その
子供がたとえ望まなくとも家業を継がせることは問題とならないことになる。しかし、相
手を騙す行為や相手の意思を無視する行為は明らかに不当な関係の上に成り立つ行為であ
り、関係的悪として論じられなければならない。同様に、家畜動物がいかなる目的によっ
て作り出されたとしても、その目的や意図とは独立に屠殺行為の是非は論じられなければ
ならないと言えよう。

以上述べてきたことを踏まえると、家畜動物を屠殺する行為は、彼らが人間に対して（殺
される以外の選択肢を持たないという点において）脆弱であるが故に問題であると論じる
ことができる。グランディンの設計についても、動物を無力な状態にしたまま殺すことを
可能にしており、彼らを不当に脆弱な存在へと落としこんでいる点で問題があると言える。
しかし、家畜動物に見出される脆弱性は、殺される以外の選択肢を持たないというだけで
はない。以下では、人間と家畜動物の間には「世話をする - される関係」が成り立っており、
その関係に不可欠な「信頼」が屠殺行為をより一層道徳的に悪いものとしていることを論
じていく。

まず、どのような目的であれ、人間は家畜動物の世話をしなければならない。食用に殺
す動物であっても、少なくとも殺すまでの間、彼らの健康やニーズに配慮し、管理する必
要が生じる。飼育とは字義通り、飼い育てることなのである。そして、ここで重要なのは、
世話を介した関係が信頼関係の一つとして位置づけられる点だ。すなわち、家畜動物は人
間に単に依存しているだけでなく、一定の信頼を構築しているのである。この点を明確に
するべく、アネット・ベイアーによる信頼の定義を見てみることにしよう。信頼するとは、

「自分の大切にしているものが別の人間の力に委ねられており、その人の力が委ねられた
ものを害するために用いられないという確信のもと、その人の力に対する脆弱性を」受け
入れることである 7）。つまり、相手に対して脆弱な存在であることを自ら受け入れること
が信頼なのである。

世話をしてもらうということは、自分の身を相手に預けることを意味する。当然、自分
を害するかもしれない相手にその身を預けることはできない。このように考えると、家畜
動物の脆弱性も人間との信頼関係において生じてくると論じることができる。目の前の人
間は自分の世話をしてくれる存在であり、自分を害する存在ではないという認識を、明示
的ではないにせよ、持っていると考えられるからだ。しかし、そもそも動物が人間を信頼
することは可能なのだろうか。世話をしていると思っているのは人間だけで、動物が私た
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ちの世話を受け入れ、警戒心を持たないように見えるのは単なる習慣に過ぎないという見
方を取ることもできるだろう。ちょうどパブロフの犬が鈴の音を聞くと条件反射で餌を欲
しがるように、動物たちも私たちの手から餌を食べることが習慣となっているのである。
そこに、「信頼」は介在していない。このような見方からすると、信頼するという行為に
は合理的・自律的判断が必要となる。つまり、相手を信頼するというのは、習慣から生じ
るのではなく、自律的

4 4 4

に選択する—裏切られるというリスクを踏まえた上で、信頼するこ
とによる脆弱性を自ら

4 4

引き受ける—ものでなければならないのである。
上述したように、家畜動物は人間によって飼育される以外の選択肢を持っていない。人

間に対して脆弱である現状を受け入れざるを得ないのである。また、裏切られるかもしれ
ない可能性を考慮に入れた上で信頼するという選択を取ることも彼らにはできない。ここ
から、自律的で対等な関係でない人間と動物の間では、信頼関係は構築できないという見
方が出てくることになる。すなわち、この立場からすると、信頼しないという選択ができ
ない、あるいはその選択が奪われた状態で信頼関係を形成することは原理的に不可能なの
である。

しかし、信頼は対等な関係を前提としなくても可能であるし、自律的な選択を伴うもの
である必要もない。例えば、幼児や介護を必要とする老人は、誰かに頼らなければ生きて
いけない上に、合理的な判断能力を伴わない場合も十分に考えられる。だからといって、
彼らとの間に信頼関係を築くことはできないと主張する人はいないだろう。ベイアーは、
このような信頼形態を幼児的信頼（infant trust）と呼ぶ。このタイプの信頼は、自律的・
合理的なプロセスを通して意識的に獲得されるものではない。親を無条件に信頼する幼児
の態度に見られるように、それはすでにそこに存在しているものなのである。この信頼は、
差し出される手があれば疑うことなくその手を握ることを可能にし、裏切られない限り持
続する。ベイアーは、幼児的信頼を契約論的信頼—差し出された手が信頼に値するかどう
かを熟慮するタイプのもの—と区別した上で、私たちが他者と親密な関係（e.g., 親子関係）
を構築するためには欠かせない、原初的な信頼形態であると述べる。

家畜動物が警戒心を持たずに人間の世話を受け入れるのもまた、幼児的信頼の一つとし
て捉えることができる。もちろん人間と家畜動物の関係は、親と幼児の関係とは異なるが、
どちらも「世話をする - される関係」であるという点で共通の関係的構造を有していると
言える。また、幼児的信頼が原初タイプの信頼であるならば、家畜動物との関係において
もそれを想定することは至極自然なことであるように思われる。実際、私たちは様々な動
物たちと親密な関係を築いてきている。この事実を無視して、幼児的信頼を人間同士の関
係にのみ限定するのは、不当な人間中心主義であると言えよう。

このように、人間と家畜動物の関係を信頼の観点から捉えると、屠殺行為の道徳的悪は
次のような形で論じることができる。すなわち、それは家畜動物の信頼を裏切る行為なの
である。人間に対して危害を加えられるかもしれないという警戒心を持っていない家畜動
物は、（幼児的）信頼を人間に置いていると捉えることができる。「世話をする - される」
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関係は、この信頼に基づいて成り立っているのである。そのような関係にある動物を殺す
ことは、信頼を悪用していることになる。したがって、グランディンの設計も、危害を加
えられることはないという相手の信頼を利用し、私たちの意図を最後まで隠すことで相手
を騙すという点に問題があると結論づけることができる。

しかし、上述の議論を通して動物との信頼関係が構築できることを認めたとしても、殺
すことは信頼の悪用にはならないという反論がさらに想定できるかもしれない。第一節で
論じた福利モデルの中で、動物には死の概念を理解する認知能力がないため、動物の死は
道徳的に問題とはならないという見方を紹介した。この立場に立つと、動物に苦痛をもた
らすのは動物を害することになるが、死をもたらすことは少なくともそれ自体では害には
ならないことになる。つまり、動物にとって、「危害を加えられる」という認識の中に死
という概念が含まれていないのである。この主張に対しては、次のような形で応答するこ
とができる。福利モデルにおける「危害」概念と関係的悪の議論における「危害」概念は
異なるものである。福利モデルでは、動物個体の能力に応じて危害の性質が決定されるこ
とになる。一方、関係的悪の議論では、家畜動物との特定の関係に応じて危害のあり方が
規定される。例えば、ペットに餌を与えない飼い主は非難されるが、野生動物に餌を与え
ないことで誰かが責めを負うことはない。それぞれの動物との関係に基づいて危害概念が
変容するのである。一般的に、家畜動物と人間は「世話をする - される関係」にある。家
畜動物を屠殺するという行為は、人間がその関係を一方的に破棄するものとして理解する
ことができる。殺すということは、世話の放棄を意味するのである。そして、関係の一方
的破棄は、その関係において形作られてきた信頼を裏切る行為となる。関係的悪に基づく
危害は、このように説明することができる。

　上記の点は、次のように言うこともできるだろう。殺すという意図を持つこと自体が、
家畜動物との関係に反している。つまり、私たちの視点からすると、「世話をする - され
る関係」を家畜動物と築くのは、最終的に彼らを食用として殺すためである。言うなれば、
その手段として「世話をする - される関係」を用いているのである。それは、裏切ること
を前提とした信頼関係の構築である。ここに、関係的悪、つまりは信頼を悪用するという
問題を見いだすことができる。信頼を介した「世話をする - される関係」は、一方が他方（の
脆弱性）を搾取することを禁じる規範的関係なのである。

４．結論
本論文では、家畜動物を殺すという行為の道徳的悪を、信頼の悪用という観点から論じ

た。まず、動物倫理の議論において主流となっている「動物の福利モデル」を第一節で紹
介した。この立場は、苦痛をもたらす行為と殺す行為を道徳的に区別した上で、前者のみ
を動物の福利概念に関連づける。快苦を経験する能力や認知能力、それに関連した性質に
依拠して動物の福利を規定し、動物は死の概念を持たないがゆえに動物の福利には反しな
いと論じたのである。これに対し、苦痛を伴わなくとも動物に死をもたらす行為は道徳的
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に問題であることを、第二節と第三節を通して見ていった。
第二節では、福利モデルに代わる立場、動物の権利論を紹介した。動物権利論は、動物

を殺す行為が動物の権利（自然的善を追求する権利）を侵害しているとし、苦痛を伴わな
い場合でも道徳的に問題であると論じる立場である。一方、第三節で提示した見方は、関
係的悪、すなわち関係に根差した悪という考えに焦点を当てる。関係的悪は、特定の相手
とある一定の関係を結んでいるがゆえに生じる悪である。グランディンの設計には、動物
の権利を侵害しているという動物全般に当てはまる観点とは別の、人間と固有の関係にあ
る家畜動物に対する問題が含まれている。それは、飼育する人間に対して家畜動物が持つ
脆弱性を不当に利用しているという点である。この点を、信頼の悪用という形で論じ、家
畜動物を屠殺することの倫理的考察を通して苦痛を伴わない動物の死が問題となりうるこ
とを関係的悪の観点から示した。

注
 （ 1 ） 以下、動物は全て家畜動物を指すことにする。

 （ 2 ） 打越（2018）, p.190-191.

 （ 3 ） シンガーにとって、人格を持つ存在と持たない存在の線引きは、その存在が人間であるかど

うかによっては決まらない。人間の中でも人格を持たない存在はいるし、動物の中でも人格を

持つ存在はいる。この点において、彼は種差別主義者ではない。

 （ 4 ） 屠殺を是とする論者としてシンガーを挙げるのは間違いであると指摘されるかもしれない。

確かに、彼は動物の屠殺に反対しており、長年動物性のものを一切摂取しないビーガンである。

しかし、彼が屠殺に反対しているのは、あくまでも屠殺が動物に多大な苦痛をもたらすからで

あり、動物一個体を殺すことが道徳的に悪いかどうかはその動物の認知能力に依拠していると

考えている点で福利モデルの論者に分類できる。

 （ 5 ） シンガー（2012）, p.115.

 （ 6 ） ここで述べられている「悪」は、あくまでも主観的経験としての悪（動物が経験する悪）である。

しかし、仮に動物が将来の自己との結びつきがなく、その欲求が将来に向けた長期的なもので

なかったとしても、動物の将来を奪うことは客観的に悪いと論じることは可能であるように思

われる。動物を殺すことは、将来その動物が享受しうるはずであった快を奪うことになるから

だ。だが、ここで言う客観的悪とはあくまでも将来動物が経験できたであろうはずの快の不在

を意味しているに過ぎない。そして、快が不在である状態はそれ自体で道徳的に問題であると

論じることはできない（快を生み出すことと害を生み出すことの非対称性の議論）。したがって、

客観的悪の議論だけでは動物を殺すことへの十分な反論にはならない。

 （ 7 ） ベイアー（1992）, p.152.
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Moral Wrongness of Slaughtering Domesticated Animals
― From a Relational Perspective of Abusing Trust ―

Kanako TAKAE

Abstract

People often consider animal pain more seriously than animal death. In fact, some people even 
claim that it is not morally wrong to kill animals as long as we don＇t cause them pain. In this paper, 
I attempt to show that there is a case in which it is morally wrong, with or without pain, to kill 
animals by introducing the concept of relational wrongness. Relational wrongness is a type of 
wrongness that we would do to those we form a specific relationship with. I argue that slaughtering 
domesticated animals is this type of wrongness. We form a trust-based relationship with them and  
killing them would be equivalent to abusing their trust.  

Keywords: domesticated animals, trust, relational wrongness, special responsibility
　


