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逆輸入される解放の神学
―ラテンアメリカにおける同性愛神学の影響―

上村淳志 (Atsushi Uemura)

高崎経済大学非常勤講師

はじめに

本稿の目的は、ラテンアメリカで生まれた解

放の神学 (Teología de la liberación)において、

同性愛者が解放されるべき「抑圧されし者 (los

oprimidos)」と看做されるに至った過程を分析

することである。

解放の神学は、1962–1965年の第二バチカン

公会議 (Concilium Vaticanum Secundum) を契

機として、伝統的なカトリックの布教方法に限

界を感じ、ラテンアメリカ地域の貧困問題に積

極的に取り組むべきと考えるようになった聖職

者達の手で立ち上げられた (小笠原 2011: 175)。

解放の神学者は、スラムや農村などの経済的弱

者が住まう空間に自ら入ってゆき、そこにキリ

スト教基礎共同体 (Comunidades Eclesiales de

Base)を作ることによって、信仰に基づいて貧

困問題に取り組もうと試みた (乗 2009: 7)。そ

うした解放の神学の理論と実践は、ラテンアメ

リカの重要な政治課題である貧困問題に聖職者

が教会外に出てまで取り組もうとしたことから、

多くの研究者の関心を集めてきた。

ここで問題としたいのは、解放の神学の実践

ではなく、同神学の理論的中核にある「抑圧さ

れし者」という概念である。解放の神学におい

て「抑圧されし者」とは、近代以降に世界規模

で生じた発展 (desarrollo)、とりわけ経済成長

(crecimiento económico)から取り残されて、発

展の恩恵を受ける層から支配されて自己充足を

阻まれている人々のことを指す (Gutiérrez 1972:

43-69)。解放の神学者は、友情の断絶や社会的不

正という罪から人を解放しようとしたイエス＝

キリストに倣って、「抑圧されし者」を経済的、

社会的、政治的、更には心理的にも解放しよう

と試みたのである (ibid.)。

「抑圧されし者」という概念は、このように

経済格差の問題を前提として提出された概念で

あった為に、解放の神学の初期においては専ら

経済的弱者を指す語として使われていた。だが、

解放の神学者は比較的早期に、先住民 (indígena)

や黒人、女性をも「抑圧されし者」と看做すよう

になった。とはいえ、先住民や黒人、女性とは

異なり、同性愛者が解放の神学者から「抑圧さ

れし者」と認められるには時間を要した。1970

年代後半にはラテンアメリカ地域においても同

性愛者自身による同性愛者差別撤廃運動（以下、

ゲイ解放運動, movimiento de liberación gay）が

始まっていたが、解放の神学者は 1990年代に

入って漸く同性愛者を「抑圧されし者」と認め

始めた。

本稿では、解放の神学者が同性愛者を「抑圧
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されし者」と認定する過程を見て行く。具体的

には、(1)解放の神学が米国に伝わり、(2)米国で

解放の神学を基礎として同性愛者を「抑圧され

し者」の類型として位置付ける同性愛神学 (Gay

and Lesbian Theology)が誕生し、(3)同性愛神

学が同性愛を肯定する聖書解釈を生産し、(4)そ

の聖書解釈を用いて解放の神学者が同性愛者を

「抑圧されし者」として擁護する、という展開を

見て行く。

そのことを通して、共に「解放」の理念を中核

に据えている２つの運動、つまりラテンアメリカ

で生まれた解放の神学と米国で生まれたゲイ解

放運動とが、相互に影響を及ぼし合ってきた事を

明らかにする。これまでに、解放の神学がそれ

を育んだラテンアメリカ地域の外へ与えてきた

影響については様々な形で議論されてきた (e.g.

Alvarez 2007; Floyd-Thomas and Pinn 2010)。

また、米国で生まれたゲイ解放運動がラテンアメ

リカ地域に与えた影響に関しても多くの論者が

指摘してきた (e.g. Díez 2010; Vaggione 2008)。

更には、本稿 2章で見るように、米国の同性愛

神学が解放の神学から受けてきた影響について

も十分に論じられてきた。だが、米国からラテ

ンアメリカへと波及したゲイ解放運動が、ラテ

ンアメリカで展開する解放の神学に与えてきた

影響についてはほとんど論じられてこなかった。

本稿では、解放の神学の影響を受けて米国で生

まれた同性愛神学が解放の神学者によって流用

されている事実を示すことで、解放の神学とゲ

イ解放運動が相互に及ぼしてきた影響について

考察する。

1 解放の神学における同性愛嫌悪

1970-1980年代の解放の神学者の多くは、従

来のカトリック教会の手法に不満を覚えて経済

的弱者の解放に力を注ぐ一方で、伝統的なカト

リックの価値観を維持し、家父長制に基づく異性

愛主義を支持した (Vuola 2000: 162)。その為、

女性や同性愛者といったジェンダーやセクシュ

アリティの面での弱者に関する話題は、初期の

解放の神学者にとって階級という主要課題から

気を逸らさせられてしまう事柄でしかなかった

(Althaus-Reid 2006a: 1)。

実際、解放の神学者が、経済的弱者以外の社

会的弱者を「抑圧されし者」と看做すまでには時

間を要した。特に同性愛者は、解放の神学者に

とって 1990年代半ば頃まで解放の対象ではな

く、否定あるいは無視すべき対象であり続けた。

同性愛を明確に否定する立場を明確に打ち

出していた解放の神学者の一人が、セヴェリー

ノ・クロアット (Severino Croatto) である。ク

ロアットは、1986 年に発表した著作の中で旧

約聖書の創世記を分析し、同性愛を神の意思か

ら外れた「節度のないもの (demesura)」と批判

した (Croatto 1986: 221, 226)。そう批判する

際、クロアットが哲学者エンリケ・ドゥッセル

(Enrique Dussel) の「エロスの解放 (liberación

erótica)」という議論に依拠して同性愛を否定し

たことから、「エロスの解放」の議論は解放の神

学者の間で有名になった (Althaus-Reid 2006b:

12)。

「エロスの解放」は、ドゥッセルの「解放の哲

学 (Filosofía de la liberación)」の一部をなす議

論である (Dussel 1977: 99-109)。「解放の哲学」

は、カール・マルクスの経済学批判をエマニュ

エル・レヴィナスの倫理学の観点から再検討し、

植民地期以降のラテンアメリカの史的発展から

取り残されてきた様々な社会的弱者の解放を模

索した哲学である1(中野 2012: 15-16)。ドゥッ

1ドゥッセル自身は哲学者だが、解放の神学を意識して
「解放の哲学」を構想したこともあって、広義の意味での
解放の神学者の一人に数えられることもある (e.g. Tamez
1986: 71-80)。
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セルは、(1)ラテンアメリカを覆っている資本

主義システムが差異を無視して人を「画一的な

存在 (lo mismo)」として扱う全体主義的なシス

テムであること、(2)その帰結として当該シス

テムの支配層とは異なる様々な他者 (otro)の存

在がこれまで否定されてきたこと、を問題視し

た (Dussel 1977: 67-71)。

そのような「解放の哲学」をジェンダーの点

での社会的弱者である女性に敷衍し、女性の解

放を模索したのが「エロスの解放」という議論

である (Dussel 1977: 99-109)。ドゥッセルは、

資本主義の主な担い手たる男性が性別 (sexo)の

点で他性にあたる女性を抑圧してきた事実を批

判し、特に女性を性欲の対象としか看做さない

マチスモ (machismo, “男性優位主義”)の発想を

問題視した。そうしたマチスモの発想から女性

を解放する為には、男女の性的関係たるエロス

(éros) を男性による女性支配の手段ではなく、

キスや抱擁といった近接性 (proximidad)を通し

て男女という異質な性が互いを承認しあう機会

へと変える事が不可欠だと、ドゥッセルは考え

た。その目的を達成する為には、男性が自身の

性器を通して女性や他の男性との関係を築いて

きたように、女性も自身の性器を通した他者と

の結びつき――例えば性交の際にクリトリスや

膣を通して夫と繋がる在り方や、栄養を与える

際に乳房や口を通して自分の子供と繋がる在り

方――を肯定して語ることができるようになり、

更にはそれを男性も承認できるようになる必要

があると、ドゥッセルは言う。性交が男女間の

相互承認の機会になれば、マチスモが家庭内に

引き起こしてきた抑圧の連鎖――夫が妻を疎外

し、その妻が自分の子供を疎外し、その子供が

成長して他者を疎外するという連鎖――を断ち

切り、他性を排除する資本主義システムを再生

産しない夫婦関係や親子関係が築けるはずだと、

ドゥッセルは主張する。

このように、「エロスの解放」はマチスモの

解体を試みた議論なのである。そこでは異性愛

のみが問題とされており、一見すると同性愛の

話が介入する余地はないように見える。だが、

ドゥッセルは結論部において、「エロスの解放」

とは同性愛を肯定することではないと丁寧に断

りを入れている。

ここで言う解放とは、(フェミニズムが同性愛

や試験管ベイビーなどを推奨する場合のよう

に)性的多様性を否定することによって支配

を完全に否定すること、ではない。そうでは

なくて、解放とは性を真に区別する事である。

具体的には、男性が自らの陰茎をさらけ出す

こと――それには危険があるとは私は思うが

――を肯定し、女性も同様に（女性や母とし

ての次元において）クリトリス-膣、乳房-口

をさらけ出すことを肯定することである

La liberación no es negación pura de la domi-

nación por la negación de la diversidad sexual

(como cuando el feminismo propone la homo-

sexualidad, los hijos en probetas, etc.). La

liberación es distinción real sexual: el varón

afirma su exposición (con lo que supone de

riesgo) fálica, y la mujer afirma igualmente

su exposición clitoriana-vaginal y mamario-

bucal (en su dimensión de mujer y madre)

(Dussel 1977: 106)

ドゥッセルにとって「エロスの解放」の実現

とは、彼の言う「性的多様性」、即ち男女の性差

を保った上で、男女が性的関係を通して相互に

承認しあえるようになることである。その目的

からすれば、同性の性的関係は男女という他者

関係の重要性を薄めてしまうことになり、試験

管ベイビーは男女が相互に結びつく機会である
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性的関係の意義に疑問符を付すことになる。ゆ

えに、ドゥッセルは同性愛や試験管ベイビーを

否定したのである。

こうしたドゥッセルの「エロスの解放」の議

論は、1980年代後半にクロアットを経由して同

性愛を否定したい解放の神学者の間で広まって

いった (Althaus-Reid 2006b: 12)。ドゥッセル

にせよ、クロアットにせよ、異性愛を尊重し、同

性愛を否定した点では変わりはない。1980 年

代後半までの解放の神学者は、同性愛者を解放

の対象たる「抑圧されし者」の類型とは看做さ

なかったのである。

2 米国における「抑圧されし者」概念の拡張と

同性愛神学

1970-1980年代の時点では、ラテンアメリカ

の解放の神学者達は同性愛者を「抑圧されし者」

とは看做していなかった。だがその時期に、同

性愛者を「抑圧されし者」と位置付ける神学がラ

テンアメリカの外部で誕生している。それが、

解放の神学の影響を受けて米国で育った同性愛

神学である。

本章では、米国の同性愛神学が同性愛者を「抑

圧されし者」の類型として語るようになり、解

放の神学の継承者を自称するようになる過程を

見ていく。

米国における「抑圧されし者」概念の拡張

解放の神学は 1970年代半ばに米国に流入し

たが、直接的にはカトリック教徒の間でしか受

容されなかった (Alvarez 2007: 39, 41)。だが、

解放の神学の理念や用語に限れば、米国ではプ

ロテスタントの間でも受容されていった。

1960 年代の米国では既にアフリカ系米国人

の公民権運動、女性解放運動、ラテンアメリカ

系移民の運動などが勃興し、1960 年代末から

1970 年代前半にかけて各対象の解放を目的と

した神学、例えば黒人神学や女性神学などが生

まれた (Floyd-Thomas and Pinn 2010)。そうし

た諸神学は、1970年代半ばに米国に流入した解

放の神学の用語を流用することで各々の神学的

基盤を強化し、同時に「宗教上の罪 (sin)」の概

念を再考するという神学的課題を共有していっ

た (ibid.: 9)。

このように、解放の神学が流入する以前から

様々な社会格差を問題化する諸神学が発展して

いたがゆえに、ラテンアメリカ諸国に比べて米国

には「抑圧されし者」という概念を経済的弱者以

外にも拡張しやすい下地が整っていた (Alvarez

2007: 32-33, 35-36)。その為に、米国ではラテ

ンアメリカ諸国より比較的早く、「抑圧されし者」

という概念が拡張されて使われるようになった

のである2。

解放の神学の理念や「抑圧されし者」という

概念は、米国において様々な社会的抑圧の下に

置かれた多様な主体の運動を結びつける旗印と

して機能し、各々の政治運動と結びついた諸神

学間の連携を可能にしていったのである。

同性愛神学による解放の神学の流用

米国における解放の神学の流用形態の一つ

が、同性愛神学である。米国では、1969年にカ
2ラテンアメリカにおいても、同時期ないしは少し遅れ

て「抑圧されし者」という概念が経済的弱者以外にも拡張
され始めた。例えば、「エロスの解放」を論じたドゥッセル
は、1977 年の段階で経済的弱者のみならず、人種、エスニ
シティ、ジェンダーの面での社会的弱者をも含めて「解放
の哲学」を構想している (Dussel 1977: 103)。また、著名な
解放の神学者であるレオナルド・ボフ (Leonardo Boff) も、
1986年の著作の中で「人種型抑圧の典型は黒人。民族型抑
圧の典型はインディオ。セックス型抑圧の典型は女性 (La
opresión de tipo racial: el negro. La opresión de tipo étnico:
el indio. La opresión de tipo sexual: la mujer)」と述べてい
る (Boff y Boff 1986: 42)。1986 年の段階で「セックス型
抑圧の典型」として同性愛者を想定していないことからも
わかるように、1980年代半ばの段階になってもラテンアメ
リカにおいて同性愛者は「抑圧されし者」とは看做されて
いなかったのである。
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リフォルニア州ロサンゼルス市のゲイバー「ス

トーン・ウォールイン (Stonewall Inn)」で起こっ

た警察の踏み込み捜査に対する抗議活動を契機

として、ゲイ解放運動が全米に拡大した（河口

2003: 17-20）。それとほぼ同時に、米国で同性

愛者のクリスチャンの組織が 3つ立ち上げられ

た (Shore-Goss 2010: 3)。

最も早い時期に創設されたのが、1968年 10月

にカリフォルニア州ロサンゼルス市で創設され

た超教派の教会「メトロポリタン・コミュニティ・

チャーチ (Metropolitan Community Chruch,略

称MCC)」である。MCCは、キリスト教世界で

迫害される同性愛者や両性愛者のクリスチャン

の為に教派の枠を越えて作られた教会で、同性

愛者を対象とした教会の中では最も熱心にラテ

ンアメリカ諸国において布教活動を展開してい

る3(Sánchez-Domínguez 2003; Bárcena Barajas

2011)。

MCCの誕生からほどなくして、同性愛者を

対象とした 2つのキリスト教団体が誕生した。

一つが 1969年にカリフォルニア州サンディエ

ゴ市で創設された「尊厳 (Dignity)」であり、カ

トリック教会内部の同性愛に対する変革を目指

し米国とカナダで活動してきた4(Siker 2007)。

もう一つが 1974 年にジョージア州フォート・

バレー市で創設された「清廉 (Integrity)」であ

り、米国聖公会に属する同性愛者を支援してき

た (Byham 2007)。

3 2013年段階で、アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロン
ビア、キューバ、ドミニカ、エクアドル、エル・サルバドル、
ハイチ、メキシコ、ニカラグア、パラグアイ、ペルー、ウル
グアイ、ベネズエラの各国で MCC は布教している (MCC
Website n.d.)。

4不思議なことに、「尊厳」はカトリック教徒の多いラテ
ンアメリカ諸国での直接的な布教を行っていない。だが、
その影響はラテンアメリカにも及んでいる。例えば、コロ
ンビア初の同性愛者のクリスチャンの団体「同性愛者の男
女 (Hombres y mujeres gays)」は、米国滞在中に「尊厳」に
参加していた人物の手で 1993 年に設立された (Ministerio
de Cultura de Colombia 2013)。

こうしたMCC、「尊厳」、「清廉」という 3団

体の関係者が中心となって、1970年代半ばに同

性愛をめぐる聖書解釈を問い直す運動を引き起

こし、同性愛を肯定する聖書解釈を行う同性愛

神学の著作を盛んに発表してきた (Shore-Goss

2010: 183)。そうした同性愛神学は、聖書解釈

を変えることによってキリスト教世界で否定さ

れてきた同性愛者を解放しようとする点におい

て、誕生当初から解放の神学と理念の面で連続

性を有していた。だが、同性愛神学の提唱者達

は、既に 1970年代半ばに解放の神学が米国に

流入していたにも関わらず、当初から同性愛神

学と解放の神学との接合を試みていたわけでは

なかった。彼らは、1970年代に黒人神学やフェ

ミニスト神学において起こった解放の神学との

接合の動きを見て、その動きに 1980年代に入っ

てから追随したのである。

恐らく同性愛神学と解放の神学の接合が図ら

れた最初の例は、1984 年に MCC が刊行した

ドキュメンタリービデオ『神、ゲイ、福音 God,

Gays and the Gospel』である。同ビデオの中で、

MCCは解放の神学に寄り添う (espousing)教会

だと宣言している (Wilcox 2003: 86-87)。他に

も、「尊厳」の設立者の一人であるジョン・マッ

クネイル (John McNeil)は、1988年の著作の中

で、解放の神学の主題を同性愛者運動にも適用

すると宣言している (McNeil 1996: xviii)。

米国で生まれた同性愛神学は、1980年代半ば

から解放の神学の理念や用語を流用するように

なり、「抑圧されし者」という概念を同性愛者に

も拡張し始めたのである。同時に、解放の神学

の継承者を自称するようにもなったのである。

3 逆輸入される解放の神学

解放の神学の影響を受けて米国で発達した同

性愛神学は、解放の神学を生み出したラテンア
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メリカに 1980 年代中頃から 1990 年代にかけ

て逆輸入されてくることになる。それとほぼ同

時期に、ラテンアメリカの解放の神学者の間で

も同性愛者を「抑圧されし者」の類型と看做す

発想が広がり始める。本章では、解放の神学の

継承者を自称する同性愛神学がラテンアメリカ

にどのように逆輸入されたのか、メキシコの例

を見ていく。その上で、同性愛神学の普及を踏

まえて、解放の神学者が同性愛の理解を変更し

ていく姿を追っていこう。

メキシコにおける同性愛神学の普及

米国と国境を接しているメキシコでは、米国

で始まったゲイ解放運動はラテンアメリカ諸国

の中でも逸早く伝わってきた。メキシコでは、

1971年に同国初のゲイ解放運動の団体「同性愛

者解放戦線 (Frente de Liberación Homosexual,

略称 FLH)」がモレーロス州クエルナバカ市に設

立されている (Lizarraga Cruchuaga 2012: 40)。

それ以来、ゲイ解放運動は首都メキシコ市を中

心に拡大し、1979年 6月には首都でメキシコ

初の同性愛者によるデモ行進が行われる程に活

発化した (Díez 2010: 139)。

そうしたメキシコ市のゲイ解放運動を主導し

たのは、1960年代に何らかの社会運動に携わっ

てきた者達だった。例えば、FLHの創設者で女

優のナンシー・カルデナス (Nancy Cárdenas)は

鉄道員の労働運動に参加した経験を有し、初期

のゲイ解放運動の中心にいた作家のルイス・ゴ

ンザレス・デ・アルバ (Luis González de Alba)

は 1968年に首都で起きた大規模な学生運動を

率いた経験を持っていた (Díez 2010: 137-138)。

そうした社会運動への参加経験を踏まえると、

メキシコの初期ゲイ解放運動の活動家が、解放

の神学の存在を当時知らなかったはずがない。

実際、自分の過去の活動を解放の神学と関連付

けて振り返る者もいる。例えば、初期のゲイ解

放運動の活動家で詩人のホセ・ラモン・エンリ

ケ (José Ramón Enríquez)は、同性愛者の視点

からキリストの愛やイメージを再検討する事が

自身の詩作の原動力の一つであった為に、「自

分は解放の神学のあらゆる課題を横断すること

になった (Crucé por todos los problemas de la

Teología de la Liberación)」のだと述懐してい

る (Loisel 2002: 129)。

このエンリケの言葉から考えても、メキシコ

におけるゲイ解放運動の初期活動家達は、解放

の神学を念頭に置いて活動を展開していたはず

である。だが、1970年代から 1980年代前半に

かけて展開したメキシコ市の初期ゲイ解放運動

においては、キリスト教の同性愛嫌悪の教義に

対する批判は主要課題とはされなかった。勿論、

その事はキリスト教と同性愛の問題に取り組む

動きが全くなかったことを意味するものではな

い。実際、キリスト教における同性愛嫌悪と取

り組もうとするメキシコ生まれの団体が、1980

年代前半に短命ではあったが 2つ生まれている。

1 つはカトリック教会内部における同性愛

の承認を目的として 1980 年に設立された団

体「忠誠 (Fidelidad)」で、もう 1 つはほぼ同

時期に創設された同性愛関係を認める宗教団

体「愛された弟子の (Del Discípulo Amado)」で

ある (Sánchez-Domínguez 2003: 105; Lizarraga

Cruchuaga 2012: 42)。ただ、正確な理由は不明

であるが、両団体ともに 1985年までには消滅し

てしまった5(Sánchez-Domínguez 2003: 105)。

5 1980年代中頃からメキシコ市のゲイ解放運動は停滞期
に入ったが、その理由は 2 つある (Díez 2010: 145-147)。
第一に、1980年代に入ってエイズの問題が同性愛者の間で
深刻化したことに加えて、1984年に経済不況が発生した為
に、ゲイ解放運動の諸団体はエイズや経済問題以外の問題
を取り上げる余力を失ったことが挙げられる (ibid.)。第二
に、経済不況を前にして、ゲイ解放運動の団体間でフェミニ
ズムは階級闘争と並ぶ重要課題か否かをめぐって分裂が生
じ、団体間の連携がとれなくなった事が挙げられる (ibid.)。
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メキシコ生まれの 2 つの団体が消滅してし

まった後で同性愛と神学の関係を継続的に問い

直す役割を担ったのは、米国で生まれたMCC

であった。

MCCは 1981年 10月に首都メキシコ市にラ

テンアメリカ初の支教会「赦免 (Reconcilación)」

を創設した (Sánchez-Domínguez 2003: 114)。

そして、1984年にはモレーロス州クエルナバカ

市とハリスコ州グアダラハラ市に、1998年には

ヌエボ・レオン州モンテレイ市にも支教会を置

くなど、MCCはメキシコにおける布教を拡大

させてきた6(ibid.: 141-145)。

メキシコにあるMCCの支教会は、創設以来

メキシコのゲイ解放運動に深く関わり、神学と

同性愛の関係が問題となる政治的局面で大きな

存在感を示してきてきた7。特に、同性愛を肯定

する聖書解釈の普及という点では、「解放の神

学に寄り添う」(Wilcox 2003: 86)ことを公言す

る教会として大きく貢献してきた。

その中核的役割を果たしたのが、1994年にメ

キシコ市に置かれたMCCの神学普及部門ラテン

アメリカ地区支部の「他の羊たち (Otras Ovejas)」

である (Sánchez-Domínguez 2003: 146)。同団

体は、米国で発達した同性愛を肯定する同性愛

神学について平信徒が簡単に理解できるような

小冊子をスペイン語で刊行すると同時に、それ

をウェブ・サイトで広く公開している8。

こうしたMCCの布教活動に影響を受けるか

恐らくは、そうした流れを受けて、「忠誠」や「愛された弟
子の」も活力を失って消滅したと思われる。

6首都メキシコ市の支教会は MCC から独立し、更には
クエルナバカ市とグアダラハラ市の支教会が規模縮小して
しまった為、2013年段階でメキシコ国内の MCC関連団体
で教会の形態を維持しているのはモンテレイ市の教会だけ
になっている (MCC Website n.d.)。

7メキシコにある MCC 関連団体を統括する MCC のメ
キシコ支部は、2005年にメキシコ政府から宗教法人格を認
可されている (El Porvenir 2005)。

8 http://www.otrasovejas.org/

のように、1990年代以降、次第に同性愛者を支

援するユダヤ・キリスト教のコミュニティが増

え始める。2011年段階のある調査によれば、メ

キシコ国内に同性愛者を受け入れるユダヤ・キ

リスト教のコミュニティがMCCを除いて 14団

体ある (Bárcena Barajas 2011: 48)。ただその多

くは、同性愛者の信徒を受け入れる事に寛容な

コミュニティか、単一の教派を信じる同性愛者

だけで結成されたグループである。すなわち、

ユダヤ・キリスト教の同性愛嫌悪の教義と闘う

団体は様々にあるが、教派の枠に囚われず、同

性愛を肯定する聖書解釈の普及にまで力を入れ

ているのはMCCをおいて他にない。現在でも

MCCは、メキシコにおいて同性愛神学の普及を

試みる数少ない団体の一つであり続けている。

逆輸入される解放の神学

米国で生まれた同性愛神学を普及させる団体

のラテンアメリカへの布教、或いは解放の神学

の理念を拡張させた同性愛を肯定する聖書解釈

のラテンアメリカへの逆輸入という現象は、メ

キシコにおいて特に顕著であるが、それは他の

ラテンアメリカ諸国でも確認されるものである。

例えば、アルゼンチンの場合、同性愛者を受け

入れる同国初のキリスト教団体「愛された弟子

の (Del Discípulo Amado)」が 1985年に創設さ

れ、しばらくの間はキリスト教の同性愛嫌悪と

闘う同国の中核団体となっていた。ところが、

同団体は 1990年に解散してしまう。その後に、

「愛されし弟子の」に代わって中核団体となっ

たのは、アルゼンチン生まれの団体ではなく、

1987年にブエノス・アイレス市に創設された米

国発のMCCの支教会であった (Vaggione 2008:

33-34; González y D’Amico 2008: 113)。

メキシコにおいてもアルゼンチンにおいても、

同性愛者のクリスチャンを対象とした自生的な
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団体の誕生が、同性愛神学を掲げる米国の団体

の布教に先行していた。だが、結果的に後者の

布教活動が力を持つに至っている。その結果を

鑑みると、(1)解放の神学の中核概念である「抑

圧されし者」を同性愛者に拡張する発想はラテ

ンアメリカで自生的に育つ前に先に米国から持

ちこまれており、(2)同性愛を肯定する聖書解釈

も米国からラテンアメリカに輸入されている、

と言う事ができる。

実際、解放の神学者やその関係者が聖書解釈

を通じて同性愛を擁護しようとする際には、必

ず米国の同性愛神学の聖書解釈を参照している。

例えば、1950年代からブラジルで布教してきた

オランダ生まれの司祭ベルナルディーノ・レー

ルス (Bernardino Leers)は、同性愛神学の成立

に大きく寄与した宗教史家ジョン・ボズウェル

(John Boswell)の仕事に触れながら、1988年と

いう早い段階で同性愛を擁護する聖書解釈を発

表している (Leers 1988)。

解放の神学者とその周辺による同性愛者の受容

1980 年代末頃までは同性愛を否定する傾向

にあったラテンアメリカの解放の神学者達も、

1990年代に入ると同性愛者を「抑圧されし者」

と認めて、擁護し始めるようになる。

例えば、著名な解放の神学者であるレオナル

ド・ボフは、1997年のテレビのインタビュー番

組の中で、同性カップルの愛は崇高な愛とは思え

ないと主張するインタビューアーに対して、「教

会内部の同性愛者を含めて、たとえその人物が

司祭であっても、同性愛者を侮辱しないように

しましょう (Não vamos ofender os homossexu-

ais, inclusive aqueles que estão dentro da Igreja,

que são até padres)」と諌めるまでになっている

(Roda Viva 1997)。

このボフのように、解放の神学者やその周辺

にいる者の間で 1990年代以降に同性愛者に対

する見解を変えた者は少なくない。その背景は、

大別すると 2つ挙げられる。第一に、ヒト免疫

不全ウイルス (Virus de la inmunodeficiencia hu-

mana,略称VIH)の感染者や、エイズ (Síndrome

de InmunoDeficiencia Adquirida,略称 SIDA)の

発症者に対する支援を行ってきたカトリックの

聖職者の体験が挙げられる。第二に、ゲイ解放

運動の進展に伴って同性愛者の人権が社会的に

承認され始めたことがある。

まずVIH感染者やエイズ発症者に対する聖職

者の支援から見ていこう。1981年に米国で最初

のVIH感染者が判明して以来、ラテンアメリカ

地域でもVIH感染者が次々に発見されたが、そ

の多くが男性同性愛者だった (Contreras 2006:

240-241; Facciolla Paiva et al. 2013: 937)。そ

の為、米国と同様にラテンアメリカ諸国でもエ

イズは同性愛者の病と考えられた (e.g. Facciolla

Paiva et al. 2013: 933)。そうした事情ゆえに、

1980 年代のラテンアメリカ諸国のゲイ解放運

動の活動家は、同性愛者コミュニティの中に数

多くいる VIH感染者の支援のみならず、「エイ

ズ＝男性同性愛者の病」という風評から生じた

社会的差別との闘いにも力を注がざるをえなく

なった (e.g. Díez 2010: 145)。

そうした VIH 感染者の拡大を前に、解放の

神学者を始めとしたカトリックの聖職者は無為

でいたわけではなかった。例えばブラジルのサ

ンパウロ市の場合、1988年に同市のエイズ対策

機関が様々な宗教の聖職者を集めてエイズ啓蒙

活動をしたことが契機となり、カトリックの聖

職者達の中にも同性愛嫌悪の教義に囚われずに

エイズ感染者の支援やエイズ予防活動に乗り出

す者が現れた (Facciolla Paiva et al. 2013: 934-

938)。そうしたカトリックの聖職者は、同性愛

者か否かを問題とするのではなく、病に侵され
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た人を助けるか否かを問題としてエイズ感染者

の支援やエイズ予防啓蒙活動に取り組んでいた

(ibid. : 934)。そうした聖職者の一人は次の様

に回顧している。

不安を前に、当該ウイルスのキャリアを収容す

る覚悟のある者はほとんどいなかった。この

点では、サンパウロ大司教の言葉が心理的に大

きな影響を与えた。大司教曰く、私達は人々

の看病を止めることはできないのであり、同

性愛を認めていないからといって私達は人々

の治療をやめるつもりはないと。

Frente a la inseguridad, pocas personas se

disponían acoger portadores del virus. En

este punto, Don Paulo tuvo gran influencia

psicológica: Nosotros no podemos dejar de

cuidar personas y no es porque nosotros no

aprobamos la homosexualidad que vamos a

dejar de tratarlas (Facciolla Paiva et al. 2013:

933-934)

ここからわかるように、エイズ感染者の支援や

予防活動に力を注いだサンパウロ市のカトリッ

クの司祭達は、VIH 感染者が同性愛者であっ

ても病を抱えた救うべき弱者であると認識した

のである。勿論、その事が直接的には同性愛自

体を承認するものになるとは限らなかったが、

少なくとも同性愛者とカトリックの聖職者との

交流の道を開くことになった。例えば、メキシ

コのユカタン州の司祭ラウル・ルーゴ・ロドリ

ゲス (Raúl Lugo Rodríguez)は、2002年に同州

で VIH 感染者やエイズ発症者のシェルターを

設立した後、2006 年には同性愛神学の聖書解

釈を流用した『カトリック教会と同性愛 Iglesia

católica y homosexualidad』を著して、同性愛

を擁護するにまで至っている (Lugo Rodríguez

2006)。

こうしたエイズ問題を通じたカトリックの司

祭と同性愛者の交流に加えて、ゲイ解放運動が

普及し始めたことも、解放の神学者やその関係

者が同性愛者を「抑圧されし者」と認める大きな

きっかけになった。ゲイ解放運動は、ラテンア

メリカ地域の早い国では 1970年代に始まって

いたが、同地域におけるフェミニズムの進展も

あって 1980 年代末-1990 年代初頭には社会的

に認知されるようになってくる。その影響は、

本稿 1章で見た「エロスの解放」の論者である

エンリケ・ドゥッセルにも見ることができる。

彼は、女性や同性愛者に対する認識の甘さを米

国のフェミニストから批判されて、1990年代に

入って同性愛者も「抑圧されし者」であり尊重

されるべき他者だとする方向へ大きく舵を切っ

ている (Dussel 1993: 22; 1998: 33-34)。

そうした学者間の交流を通じてではなく、社

会運動の影響を受けて聖職者が同性愛者を「抑

圧されし者」と認識し始めた例もある。例えば、

サパティスタ国民解放軍 (Ejército Zapatista de

Liberación Nacional,略称 EZLN)はメキシコの

チアパス州の住人を貧困や抑圧から解放するこ

とを大きな目的として同州で 1994年に蜂起し

たが、そのEZLNのマルコス副司令 (Subcoman-

dante Marcos)は 1994年 5月の声名の中で「サ

ンフランシスコのゲイ (gay en San Francisco)」

を抑圧されたマイノリティの例として挙げてい

る (EZLN 1994)。EZLN は同性愛者も「抑圧

されし者」であると認めたのである。そうした

EZLNの活動に影響を受けた聖職者がいる。メ

キシコのコアウイラ州サルティーヨ市の現司教

であるラウル・ベラ (Raúl Vera)は、1995-1999

年にチアパス州サン・クリストバル・ラス・カ

サス市の司教をしていた間に EZLNの活動の影

響を受けて、2000年以降には同性愛者の人権を

擁護するようになった (e.g. SDPnoticias.com.
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2012)。

ドゥッセルやベラに見るように、フェミニズ

ムやゲイ解放運動の進展を受けて同性愛者擁護

の姿勢を取る者もいるのである。

このように、解放の神学者やその関係者は、

(1)聖職者によるエイズ感染者支援やエイズ啓

蒙活動を通した実体験や、(2)同性愛者を「抑圧

されし者」と認める社会運動の影響を受けて、同

性愛者を「抑圧されし者」と認めるようになっ

たのである。その事実だけを考慮すると、米国

の同性愛神学の影響、換言すれば解放の神学の

逆流は大きなものではないように見える。

だが、決してそうではない。解放の神学者や

その関係者が同性愛者を「抑圧されし者」として

擁護しようとする時、同性愛を否定する伝統的

なカトリックの聖書解釈と対峙しなければなら

なくなる (e.g. Facciolla Paiva et al. 2013: 934-

938)。その際、ブラジルのサンパウロ市の司祭

達のように、同性愛の是非やそれにまつわる聖

書解釈の問題を脇に置いて、病に苦しむ存在と

して同性愛者のエイズ感染者と向き合うことも

可能である (ibid. : 933-934)。だが一度、同性愛

者の人権を真正面から擁護しようとすれば、同

性愛に関する聖書解釈の問題は避けて通れない。

その際、同性愛者を擁護しようとする解放の神

学者は、同性愛者を「抑圧されし者」として位置

づけるのみならず、同性愛を擁護する聖書解釈

を打ち出してきた米国の同性愛神学を参照して

きたのである (e.g. Leers 1988; Lugo Rodríguez

2006)。同性愛を肯定する聖書解釈の点では、解

放の神学を受けて米国で成立した同性愛神学が

間違いなくラテンアメリカに逆流してきている

のである。

おわりに

本稿では、(1)解放の神学の「抑圧されし者」

という概念が米国において同性愛者にも拡張さ

れ、(2)その拡張を実践した同性愛神学がラテ

ンアメリカに輸入され、(3)その輸入された同

性愛神学を援用してラテンアメリカの解放の神

学者が同性愛を擁護する聖書解釈を打ち出す、

という史的展開を追ってきた。この展開は、解

放の神学がラテンアメリカ生まれの神学である

という事実のみを強調したり、或いはゲイ解放

運動が米国から輸入されたという事実ばかりを

強調したりしていては、見失ってしまうもので

ある。解放の神学それ自体はラテンアメリカで

生まれたものである。だが、現代の解放の神学

は、その影響の下で米国において成立した同性

愛神学の聖書解釈を取り入れることによって、

単に同性愛者を「抑圧されし者」として位置づ

けるに留まらず、聖書解釈の面でも同性愛を擁

護するようになってきているのである。
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