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「緑」の民主主義の可能性 

 

瀧   章 次 

 
 
１．はじめに 
 
人間の生み出した社会経済制度が、自然のしくみを損ね、その結果、人間が将来にわたって生存し

ていけるか危うい状況となっている。したがって、今ある社会経済制度を、自然のしくみを保つ社会

経済制度に変えなければ、人間の将来がない。では、どのように、現在の社会経済制度を変えていけ

ばよいか。こうした課題をめぐって、「緑」を冠する政治理論は、20 世紀末より展開されてきた。ま

た、これは今日地球に生きるわれわれ一人ひとりにとっての課題でもある。 

しかし、その一方で、先進国においては、「環境問題」とは、現在の自分たちの物質的生活水準、利

便性を保つことであるかのように考えられたり、生態系や自然がイメージとして商業的に宣伝された

りしており、自然や生態系の保全に目を奪われ、問題の背後にある南北間の不平等な経済的構造や、

この世界に生きる同胞のおかれている社会的状況への関心がややもすれば後景に退いている。 

「環境問題」の根は、確かに、人類の生存上の危機の問題である。水や空気や、日の光や、踏みし

める大地や、目に和む緑は、本来、人間が人間らしい社会的、創造的活動をする上で、あって当たり

前と思われるものであろう。生活に密着していて、そのなかに溶け込み、充実した生では、背景に後

退しているものの、何もしない休息のときにくつろぎや安堵を備えてくれるものであろう。そういう

意味で環境といえるもの、これらが失われ、破壊される深刻な状況に陥り、緊迫感をともなうことに

もなれば、これは緊急事態である。なくてはならないものがなくなりかけていれば、命がけとなる。

欲望の剥き出しになった状態となりやすい。 

しかし、生きるためになくてはならないものに執してものを考えることには、陥穽がある。確かに

難破船ではまず生き残りが先になろう。みな己が命のことで一杯である。しかし、己が生存のために

人は命がけになるべきであろうか。確かに、飢えや渇きや眠気は、ほかならぬこの身に堪えがたいほ

ど迫ってくる。しかし、人間は、思慮も失い、必然的に、自動的に、まわりも他者も顧みず、一切合

財己が生存のための手段として、何でも利用する存在だろうか。 

欲望が満たされて苦しみから解き放たれるとき、さっきまで疑いもなく苦しみ以外の何もなかった

自分は、既に消えてしまっている。人の生は生存上の欲求に同化することではない。忍耐とつつしみ、

そして命を惜しまない愛や友情がある。それは、難破船でも変わらないのではなかろうか。「環境問題」

の行き着く先では人間の知恵が試されている。 
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２．全体主義としての、自然中心主義の問題 
 

1970 年代から 80 年代、環境論者は、動物解放論との対質を通じて、その議論を洗練することがで

きた。しかし、一部の、全体主義へと議論を転じた人たちは、依然、動物解放論者の、動物解放運動

のための戦略的な議論の質を克服しているとは思えない。すなわち、動物解放論者が戦略的に採用し

た功利主義的価値観、すなわち、快苦の感覚を自明の原理とし、その原理に基づき、快を求め苦を避

ける欲求が満たされることを価値とすること、この価値観以上の固有の価値を提起しえていない。 

動物解放論者は、19 世紀以来の個人の内省的な倫理・道徳原理に従って、快苦の感受者を道徳的・

倫理的考慮の対象にすべきとし、それを根拠に、権利の平等を、人間から動物にまでは拡張するが、

他方、植物以外、快苦の感受性がないという事実に基づいて、植物やそのほかのものには拡張しなかっ

た1。こうした動物解放論者の議論に対して、一部の環境中心主義者が、植物以下の「解放」の理路を

探ろうとしたこと2、このことは理解できる。 

また、人間が生物として生存上、生物資源に依存する以上、生物を生存の手段として用いることを

否定できない。したがって、動物以外のものが有すべき固有の権利を求めていくには、すなわち、人

間がその存在を尊重して手段として用いないようにするには、「個体の権利の尊重」という路線ではう

まくいかないことになる。よって、全体の尊重という方向を目指す3。これも理解可能な筋道である。 

しかし、議論の筋道を元から質すべきだとすれば、動物解放論者は、「人が人を殺すことを正当化す

る理由は一致をみていない」ことに基づいて、現実的な動物解放運動のために、快苦感受性を梃子に

功利主義的議論を展開したけれども、そこには、人間が他の人間の存在を目的とすることが可能かと

いう問題をさしおいて議論を進めた事情が潜んでいることを忘れてはならない4。 

対動物解放論者との議論の故に生じたこうした見逃しは、人間の生存のための生物資源、自然資源

の利用の問題にも現れる。人間が生きるためには、生物資源、自然資源を利用しなければならないと

いうとき、この＜ねばならない＞の意味は、地球生物学的、またその生理学的な事実として、人間が

生命活動を持続するための物質的条件である。もちろん、生活上の大事な習慣として、われわれは多

く、「生きていくために水や食べ物が必要だ」と思って行動している。空気はもっと当たり前であるか

                                                           
1 Singer, 1974; 19902. ジンガーの立場を、受苦（受快）に焦点を当て快苦の総量計算を遂行しようとする功利主

義であるとして批判し、それに対して、生活を経験する主体（ ‘an experiencing subject of a life’）としての内

在的な価値において、動物と人間の平等な権利を立てるリーガンも、食物としての植物の消費には思いが及ばな

い(Regan, 1983, 1986)。一方、Diamond は、人と人との関係における平等性の要求から、人と生き物との関係

における平等性を要求する議論が抱えている論過、すなわち、人と生き物との間にある道徳的区別を無視する論

理の問題、これを、人が生き物を食することに焦点を当て、明確にしている (Diamond, 1978)。 
2 Rodman, 1977; Callicott, 1980; Des Jardins, 1997, 119-120 (cf. Leopold, 1949). なお「緑」を旗印に掲げる人

は「すべての命の尊重」、「非暴力」を謳ってきた（Die Grünen, 1981; Goodin, 1992, 131; Doherty, 1996）。 
3 Callicott, 1980. 一方、人間を人間で賄うという人間性を揺るがす出来事は西欧では単なる伝承ではない

（Tertullianus, Ap., ch. 2 (‘quot quisque iam infanticidia degustasset, quot incesta contenebrasset’), ch. 7 
(‘dicimur sceleratissimi de sacramento infanticidii, et pabulo inde et post convivium incesto’ ; Athenagoras, 
Legatio sive supplicatio pro Christianis, 3.1.1 τρία  ἐπιφημίζουσιν  ἡμῖν  ἐγκλήματα,  ἀθεότητα,  θυέστεια 
δεῖπνα, Οἰδιποδείους μίξεις ; Swift, A Modest Proposal , 1729; Fleischer, Soylent Green, 1973; Des Jardins, 
1997, 108-122, esp. 114; cf. Marriner, 1992）。 

4 Singer, 19902, 17-22. 
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ら息を吸うことは当然のことと思っている。しかし、これは、倫理的な意味での＜ねばならない＞で

はない。「体が水を必要とするから、水を飲む義務がある」ということにはならない。この＜ねばなら

ない＞の意味の違いを明確にしなかった点では、動物解放論者もそれに応じた環境論者も同罪である。 

生命現象の物質的条件がなければ、人間が行為をなすことはできない。したがって、何か行為をな

すには、その物質的条件を整えること、意識の問題として言えば、環境条件を保ち、体の健康を整え

ること、これは、大事なことになる。しかし、水や空気の環境条件を保ったり、健康を整えたりする

ことは、人間が人間としての行為をなすために必要なことであるが、しかし、そのこと自体は己が生

存の条件を確保すること以上の事ではない。 

両者の間で、より焦点となった問題についてさらに論ずると、生物資源を手段とする人間行動の一

つ、「食べる」ということについて言えば、生物学的に、栄養摂取行動は、生まれながらに―解発され

なければ発現しないという制限はあるものの―人間にプログラムされていると思われる。しかし、空

腹感を繰り返しの中で「空腹」と覚え、その「空腹」と覚えた感覚を、「食べる」という行為によって

消失させることを繰り返しの中で覚え、同時に、この「食べる」という行為の後でほかの活動をする

ことが可能になることも覚える、以上の一連の経験を繰り返しの中で覚え習得することは、社会的文

化的に強化され習慣化されてきていることではあるが、しかし、それゆえに、意志で解除することも

また可能である5。「食べて生きる」という絶対的な義務は与えられていない。われわれは「食べて生

きる」自動機械ではない。他の目的に対して、＜食べる＞こと、＜生きる＞ことを斥ける、制限する

ことは人間の行為として不可能事ではない。 

この考察から得られる示唆は、快苦の感受性を出発点とした動物解放論者の議論が、その出発点を

共に受け容れる人たちにのみ通用する議論であったことを、また、そうあるべきものとして戦略的に

突きつけたということを、改めて示していることである。 

また、人間に必要な栄養素がいくら人工的に合成されても、人間が生き物を食べ物として食べるこ

とは、現状の生存条件であるとしても、そこで議論されている人間の生存とは、人間が行為を可能に

するための条件としての単なる生存のことに過ぎない6。 

                                                           
5 例えばインド文化圏では「殺生」（アヒンサー（अिहसंा; ahiṃsā）＝「非暴力」）を禁ずる戒が生きている（例えば、

『チャーンドギヤ・ウパニシャッド』（3.17.4; 8.15.1））。またジャイナ教では生き物に対する暴力が禁ぜられて

いるばかりでなく (Uttarâdhyayana, 22, 30-35 (以下丸かっこ内は Jacobi, 1895 の所載箇所 )(146-7); 
Sûtrakritânga, 1.7.1-9(292-3); 1.7.19-20 (295); 1.9.4-10 (301-302))、それは自己の魂に害を及ぼすこととなる

(Sûtrakritânga, 1.7.1-2 (292): ‘Earth, water, fire, wind; grass, trees, and corn; and the movable beings, (viz.) the 
oviparous, viviparous, those generated from dirt, and those generated in fluids; [1] / These classes (of living 
beings) have been declared (by the Ginas); know and understand that they (all desire) happiness; by (hurting) 
these beings (men) do harm to their own souls, and will again and again be born as one of them. [2] )。 

6 「生きている」ことの条件を、息や体の温かさに求めることは、地球生物学、生理学的知見以前からあるが、日

本の「いのち」、中国の「命」、「生命」、仏教の「命」（ミョウ）の語義には、いずれもそうした物質的生存条件

とは別のより根本的な次元を志向する考えがあったことを示唆している（大槻文彦、『新編大言海』、冨山房、

1986 年（『言海』1889‐1891 年）、中田祝夫、和田利政、北原保雄『古語大辞典』、小学館、1983 年、諸橋轍

次『大漢和辞典』大修館、1960 年（「生命」を「いのち。天の賦與する所から命といひ、人の得る所から生とい

ふ」と説明する）、白川静『字統』、普及版、平凡社、1994 年、林大ほか、『国語大辞典』第 2 版、小学館、2002
年）。このことは印欧語でも確かめられる（e.g. ‘live’, ‘life’, Oxford English Dictionary, 2nd ed., Oxford, 1989）。
植物にも認められる「生きている」こと以上の、人間としての行為がアリストテレスの倫理学においても重要で

あった（EN, 1097b33-1098a4）。 
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もし、動物解放論との対質が理論構成上の重要な契機であったとしても、環境論にとっては、快苦

を当然の出発点とすることが問題であり、また、行為以前の物質条件としての生存に留まっているこ

とが問題である。したがって、環境論者による、自然の全体性への理論上の「回避」は、人間が他の

人間を手段としてではなく目的として生きるような社会の原理の探求には、依然、貢献していない。 

全体主義としての自然中心主義は、動物解放論との対質とは全く別に自然それ自体の価値を一から

議論しなおすということも可能であろう。しかし、現状の環境問題を出発点としている限り、どこま

で全体主義は有効であろうか。宇宙史、地球惑星の歴史からすれば、自然界の生成変化から地球上の

自然も独立のものではない7。人間が、将来の人間のために、現在の自然利用の社会システムをどのよ

うに制御するかという問題を離れて、自然の独立した価値を、人間の行動原理や社会原理の内に導入

することは、自然の有する審美的な価値を通じて、乱開発に対する制動にはなろうけれども、人間社

会の問題を解決することにはならない ― もちろん、環境論が生存のための必要条件について語っ

ている限りにおいて、人間社会の問題を解決するための物質的基礎条件を与えていることは否定しな

いし、どんな社会問題の解決策も、そうした物質的基礎条件を無視しては与えられないけれども。 

それでは、快苦の原理に基づく権利の平等の拡張理論とは異なる、しかも、単なる生存レベル以上

に、他の存在を目的として尊重する理論は可能であろうか。また、もし可能とすれば、そうした理論

を、人間界を越えて拡張することは可能であろうか。 

 
 
３．「緑」の民主主義理論の挑戦 
 
 従来の民主政治の実態に対して、1990 年前後から地球規模の問題に迫られて民主政治の理論も根本

的に問い返されることになる。なかでも、熟議民主主義（deliberative democracy）、討議民主主義

（discursive democracy）は、地球規模の国境を越えた問題を突きつけられている人類に、政治的原

理、倫理的原理を再考させる契機となる。 

従来、代表される人々のメンバーシップも確定しており、領域も国境で限られた「国民国家」にお

いては、参加者個々の利害が固定したものとして想定され、参加者の頭数を集計することによる投票

                                                           
7 人為的影響を措いて、太陽の高度の増加を考慮すると生物圏の消滅は 5 億年後とも（松井、2007a、114-5; 2007b, 

63-5）、10 億年後（同著、2008、202-3）とも松井は言う。専門家同一人の言明の食い違いとして、信用性に欠

けるが、恒星太陽の「死滅」という定説に託してもいずれ人間の文明が生物学的生存条件によって終わることは

免れない。さらに、松井は、惑星としての地球における物質循環の仕組みを無視した環境問題をめぐる議論はナ

ンセンスだとする一方（松井、2007b、106-110）、人間が 20 世紀に速めた地球上の物質循環の速度をそのまま

持続しようとすれば人間の築いた人間界内部のシステムは 21 世紀半ばに崩壊すると読む（同、66-67）。なお自

然全体の意志の可能性については、地球における人類の生誕に至る過程の宇宙の物理的条件は、「偶然と呼ぶに

しても、確率的にあり得ないような偶然」（松井）、あるいは、アインシュタインが言及した創造神を援用して「わ

れわれの存在を至上目的とするかのような方向だけで、神には他を選ぶ自由はまったくなかったといえるほど」

（松井）、あるいは、因果のアポステリオリな言い方で「われわれが存在するがゆえに、われわれは宇宙がこの

ようなかたちであることを知る」（ホーキング）と言えるにせよ、誕生後の宇宙の進展に関する人間の介在がど

うあるべきかは意思されていたということは含意されていない（以上、引用は、松井、2009, 451-4）。かつて人

間の行為の選択とは独立に存立したものと考えられる自然の観念は、現代を再帰的近代と考える論者は、かつ

ての伝統の観念同様、喪失し、社会化され、人間の行為の選択の対象となったと論ずる（Giddens, 1994, 
76-9）。 
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で全体の意思決定を図る仕組みが民主政治として理念的にとらえられ、実態との間で、理論やその実

際が検討されてきた。それに対して、ものごとを決めることを正当化する手続きとして、すべての利

害関係者が参集して（参加型民主主義、直接民主主義として）、参加者の考えに陰に陽に相互に圧力を

掛けることなく、平等な発言の機会を備え、自由に話し合い、自らの最初に抱いていた考えを反省、

再考し決定することに、民主主義の正当性が求められるようになり、ひいては、票決そのものや、票

決のための取引による同意そのものまでが、その価値を疑われるようになった。 

 民主政治のこれらの根底的な問い直しは、ひとの話に耳を傾ける態度、さらに、ともにあることを

尊重し、他者に応答する態勢を備えること、こうした人の態度に、ものごとを決める際のその決定の

正当化の原理を置いている。この点では、民主主義として、依然、話し合いの結果どのような結論に

たどりつくべきか保証するものではない。すなわち環境問題に対してとるべき態度を民主主義そのも

のが含意しているわけではない。利害関係者の頭数による票決に先立つお互いの真摯な話し合いを深

化させた民主主義理論も同様である。 

 以下民主政治を論ずる際の議論の進め方の問題について先に確認しておく。もちろん、環境破壊に

ついての民主主義的な政体がとる手続きを、そのほかの政体がとる手続きと比較して、環境問題に関

わる民主政治を論ずることはできる。また、民主政治が多様であり、問題を含んでいるように、環境

問題を現在の政治、経済の仕組みを前提にどのように解決していくか、また、具体的にそれぞれの政

府の政治的特性にしたがって具体策を検討することは、国際政治における枠組みの検討同様、現在、

重要な課題である。さらにまた、確かに近代政治が前提としてきた所有権や経済活動の自由に関する

考え方の前提には、地球の限界を想定してこなかったことによる問題が隠されており、そうした考え

方を改めることが対症療法を越えて必要な理論的任務である。なおまた、環境問題が生じてこなけれ

ば、民主政治の基本的前提や経済活動の自由に関する想定は見直されなかったであろう。しかしそう

した数々のアプローチを考慮に入れたうえで、ただ単に、環境問題の解決策と民主政治の折り合いを

つけるのではなく、民主主義理論そのものに内包されている諸条件から環境問題に関する理論的可能

性を確認することも理論的課題として検討に値しよう。以下、民主主義理論の彫琢のうちにどのよう

な人間観、自然観が導き出せるのか、ドライゼクを主に考察することとする。 

 ドライゼクは、『熟議民主主義とその先－自由主義者、批判者、そして、対論』8の第 6 章「緑の民

主主義（green democracy）」（140－161）で、「緑の民主主義」を、discursive democracy（言説間の

対論に正当性の根拠をおく民主主義）を、従来の政治、社会の境界を越えて拡張した場合の拡張理論

の一つとして論じている。拡張理論は三つあり、それぞれ独立に論じられている。先ず第一は、国内

における政府と対峙する市民社会（公共空間）における議論が、少数意見に対する排除を備えた政府

があることによって、逆説的に不断の民主化の過程が成り立つことを論じる。また、第二には、非政

府組織のネットワークによって、国境を越えて、自生的に盛んになる民主主義が、とりわけそのなか

では、後の『地球の政治学』で整理拡張される9、環境問題をめぐる言説間の国際的な対論が、スケッ

                                                           
8 Dryzek, 2000[=DDB]. 
9 Dryzek, 2005[=PE]. 
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チされている。そして最後に、人間と自然との境界、ドライゼクに言わせるともっとも乗り越えがた

い確固とした境界、これを乗り越えていく民主主義として「緑の民主主義」が提示される。 

 言説間の対論に正当性の根拠をおくドライゼクの民主主義は、熟議民主主義、討議民主主義の論者

によって、ラディカル・デモクラシーとして紹介されてきたけれども、この「緑の民主主義」となる

と、ドライゼクもその一人として属する環境政治学者らが論じてきた「緑の政治学」との比較検討を

もその評価に要するためか、行きずりに紹介される程度で、内容は日本では、管見によれば、十分議

論されていない10。また自身後論で展開していない11。 

 しかし、民主主義が実質的な結論を予見としない手続き論であることを認めたうえで12、民主主義

はいかにして「緑」になりうるか、こう問うのは一人ドライゼクだけではない13。サウォードは、民

主主義から「緑」の信条を導出するにあたって、民主主義の正当性を現在ばかりでなく将来にわたっ

ても存立すべきものとして拡張することによって、将来の世代にわたる権利の存立を導くが、しかし、

ドライゼクのように、人と動物との境界線を越えた権利の拡張は図らない。目的としての善は不可知

であるとの立場から、民主主義の正当性は、他の政治制度に対して相対的に一番強いものであるとし

たうえで、市民権を限定した領域国家における民主主義においては、人々が感じる願望に政府が応答

する責任があり、民主主義的決定を行う前提として、民主的決定に先立って、民主的決定手続きにな

くてはならない権利が、民主主義に内在する権利として、すべての市民に与えられていなければなら

ないとする。そして、その民主主義に内在する権利のうちには、社会権があり、その社会権のうちに

は国民の健康を保つための権利があり、しかもそこには健康に対するリスクから市民を守る予防的な

施策が備わっていなければならないとして、拠って「緑」の信条を民主主義の内在的な市民の権利の

内容として導出してみせる。しかしながら、環境問題は当然ながら国民国家の領域を越えた問題であ

ろうから、領域限定的な国家における民主主義的諸権利の保障によって、現実にどう対応できるのか

は問われていない。また、民主主義を内在的に成立させる権利のうちには、これまた当然、経済的活

動の自由、政治的活動の自由が保障されるべきであろうから、これらの権利と環境権との間での優越

性の順位について、これも問われていない。 

 翻って、ドライゼクは、熟議／熟慮の働きに民主主義の正当性の根拠をおきながら、依然、産業主

義と裏合わせの自由民主主義の枠内から抜け出すことのできない民主主義を批判して、立憲主義的な

場面で働く理性の働きが予定調和的に全員の合意に至るというジョン・ロールズの立場や、コミュニ

                                                           
10 山崎、2002、篠原、2004、110-2、同著、「歴史の中の討議デモクラシー」、2007、3-85、特に、48-53。なお

篠原(2004)はドライゼクの discursive democracy をハーバーマス批判の延長として「討議民主主義」と訳し支

持したが、篠原も、また、ドライゼク自身も、民主主義は「未完のプロジェクト」として常に試される概念で

あることを承知しており、deliberative democracy「熟議民主主義」との間で用語法の上でも厳密に区別するこ

とは彼らの意図ではない(Dryzek, 2000; 篠原, 2007)。 
11 Dryzek, 2006. 
12 自然に本有的価値があることを信条とする多くの「緑」を旗印とする政治は、実質的な結論に関与しない決定

手続きとしての民主主義をその関与する価値の項目に立てることはできない。したがって、「緑」の政治は、

自然界の多様性との類比として語られるような場合を除いて、また、実際上、政策の現実的実現過程として、

地域分権的直接民主制を標榜していることは別にして、多くの場合、厳密な意味では、決定手続きとしての民

主主義を原理とすることができない（Saward, 1993） 
13 Goodin, 1992, 168; Saward, 1996, 79-96; Ball, 2006. 
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ケーション的理性の働きを論証という言論方式に狭めるというユルゲン・ハーバーマスの立場、さら

には、言説理論における言説を閉じた言語空間ととらえるというミシェル・フーコーの立場と ― こ

こではこれらのドライゼクの理解の妥当性を論ずることは措いて ― 批判的に対質した結果、すべ

ての言説が対論に開かれてあるべきととらえることによって、さまざまな証言や物語りやレトリック

という言論様式までを、相互に強制することなく、平等な発言の場を与える公共空間に導きいれ、相

互の対論を促進する、そのような諸言説の対論に、民主主義の正当性の根拠をおく、独自の討議・熟

議民主主義の立場に立つ。ドライゼクは、「緑」の思想が何であるかを明確にしない点で、「緑」を冠

する言葉で埋まった政治学者の言説空間を批判的に、また、反省的にとらえることには明らかに失敗

していると ―あるいは「赤」に代わる「緑」の旗を掲げる政治的言説にコミットしていると― 言わ

ざるを得ないけれども14、直接「緑」の政治学者たちの結論を混入するのでなく、自らの民主主義理

論そのものから「緑」の民主主義を導こうとする点で、構想としては、実質的結論を予見としない手

続き論としての民主主義理論の特性として正しい15。すなわち、批判的に彫琢したコミュニケーショ

ン的理性の働きを、人間以外の存在者のうちにも読み取ろうとする出発点は理論的構想においては欠

がない。 

 特に、いわゆる言語的な相互の意思の伝達を、人間と生物の相互的はたらきかけの中で検証するこ

とも、実行することも、試みとしては承認しつつ、したがって、人間と動物の間で開かれる議会や、

生き物の投票などということは可能性に触れつつ、否定する。そこで、ドライゼクは、民主主義が「緑」

となりうるか試みるため、コミュニケーションよりさらに原生的な相互作用の場を探る。 

ここまでにおいて、理論的可能性を追求する理路に問題はない。しかしドライゼク民主主義理論に

内蔵された原コミュニケーション原理が具体的に何であると認定すべきか、ドライゼクの展開には困

難を覚える。 

 この構想は、既に 1990 年の論文「緑の理性：生命圏のためのコミュニケーション能力に基づく倫

理学」16冒頭要旨要約において、道具的理性に対してコミュニケーション的理性を立てると同時に、

最近の科学的知見から得られる、自然の中の作用性／行為性（‘recent scientific intimations of agency 

in nature’）に既に現れる。このとき、政治用語としての、ラテン語 ago「する、なす」を語源とする

英語の関連する語群 actor, agent, agency, interaction の用語法に関わってくるが、ドライゼクは、並

行して、生き物、自然について agency, act をも用いる―例えば、 ‘agency and communicative capacity 

in nature’（DDB, 150）。これに対して、ボールは、エッカースリーとともに、討議の場に居合わせ

ない人の「利益を代表」するという間接民主主義を、将来の世代、過去の世代、生物、生態系へと影

響を被る利害関係者を拡張する戦略（人間が自然圏全体の利益代表として運営する、世代や種を越え

                                                           
14 green structures, green values, the green political theory, the green theory of values, green ends, the green 

theory of agency, Greens, green political agenda, green politics, green ideas, green political participation, 
green programme, green capitalists, green candidates など、これらの語が、20 ページ余りの中で説明なく使

われている。 
15 生命圏への拡張の構想は、すでに 1990 年に始まる（GR, 204: ‘However, the best move here is not to reject 

communicative rationality, but to extend it.’）（「民主主義の拡張について」(Dryzek, 1990b, 217-221)をも見よ）。 
16 Dryzek, 1990a [=GR]. 
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た代議制民主政治 ‘biocracy’）において、政治的現実における力の行使としての agency をこれらの現

前していないものたちに認めない（‘without voice and agency’）17。またエッカースリーは、人間以

外の他者に対する配慮は、正義の問題でなければ、討議の手続き論として拡張するだけでは期待でき

ないと考えている18。 

ドライゼクのもっとも重要な理論的貢献は、コミュニケーション的理性を、人間以外の存在にも拡

張を試みる点である。（「緑の理性」（GR, 204）では、ハーバーマスに対しては、自然を人間の目的に

従属させる意味で支配制御の対象と見るしか、すなわち、道具的理性の対象と見るしかないというそ

の人の見解に反対する。）すなわち、「主体であること（ subjectivity ）を意味内包として含む自己認

知（self-awareness ）には欠けるとしても、行為者／作用者（agents）として、行為／作用（act）

する可能性／能力（can）のある存在者」（DDB､148）にもコミュニケーション的理性を認める。と

ころが、訳の上でスラッシュで示したように、ドライゼクのあいまいさは、最後まで理論展開で響い

て行く。確かに明確に、「作用／行為 のはたらき（agency）は、主体であること（subjectivity）と

同じではなく、そして、自然の中に求めねばならないのは、ただ前者［＝作用／行為 のはたらき

（agency）］である」と理論構成の出発点を明確にしている。また理論構成が、人ならびに人以外の

存在者に関して、コミュニケーション能力を備えた存在の本質が展開されるべきことになる。人の側

に立って語るときには、personhood 、また、勇み足であるが、ecological self と述べるように、自

己をどうとらえるかが問題であることを明らかにしている。 

ドライゼクは、（テオドア・アドルノ、マックス・ホルクハイマーの提起した）啓蒙の弁証法の延長

において、道具的理性によって、人間の自己が自然と疎遠になっている状況を、宗教や直観によるの

ではなく、コミュニケーション的理性の優位に立って、いかに、自然と和解するかという問題として

とらえている（GR, 198）。 

 しかし、ドライゼクは、ジェームズ・ラブロックの自然全体の意思や、物質の物理化学的変化と人

間間の相互対応など、種々の可能性に触れるが、そう言いながら、生き物の中でも、人間とのコミュ

ニケーションの可能性としては高等動物しかとりあげない。一体、個々の個体の生き物との原コミュ

ニケーション、意思的相互作用という理論的要をどうとらえ先に進むか、このことについては、明確

に論じない。他方、一方的に緑の政治の結論を先取りして、自らの民主主義拡張理論と緑の政治とが

矛盾しないことを主張するのみで、本来あるべき理論を構成していく筋道、すなわち生き物と人とに

共通する≪自己≫の構造分析が失われている点で、理論構成を咎なく完成させるに至っていない。 

 この理路の欠点は、すでに自信をもって提示した、ハーバーマス批判、すなわち、ハーバーマスに

反して、ハーバーマスのコミュニケーション的理性を生態系に拡張する論考にもあらわれている（GR, 

204）。生態系の中に人が見出す特徴、多様性、恒常性、柔軟性、弾性が、人間の言説における批判的

基準、平等であること、強制のないことなどに対応してあるとの見方である。ここでも、類比的にす

                                                           
17 Ball, 2006, 140. 
18 Eckerseley, 2004, 166-8. 
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り合わせているのであって、論点としては興味深くなお議論を要するけれども、言説の中に含まれる

能力から組み立てていない点に理路として欠がある。 

 第二に、発話の非本質的条件である環境条件を拡大解釈する（GR, 205）。人間のコミュニケーショ

ンは、「生態学的な環境のもとで成立している」（ibid.）。それ故に、生態系の中にもコミュニケーショ

ン能力がある。あるいは、それ故に、生態系は、「黙って」、人間のコミュニケーションに「参加して

いる」。これは通信工学的な動物行動学的類比以上に、言葉の意味の拡張において、ドライゼクの忌み

嫌うはずの霊魂論的解釈であろう。これを「科学的」といって説得するには無理があろう。ここでは、

agency は、外在的非本質的要因の意味で使われている。自然現象中の作用因と認められればコミュニ

ケーション的理性があるという考え方は、生物の例しか取り上げていないように、物質から「意味を

奪う」と自らの用いた論理で攻められることになろう（GR, 206）。 

忖度するに、ドライゼクが、大文字の「我」や宇宙霊魂の話はすべて「spiritual な話」とみなし

てうんざりしいることにも理路の欠は潜んでいよう（GR, 200; DDB, 148, n. 2）。特に、環境問題の

解決に向けた現実的な政治的プログラムとしての実効性を疑っている（この点ではほかの民主主義理

論ほどには我慢して聴く耳をもたない！）（GR, 201）。また、「緑の政治」に対して中立に立って考え

るよりも、生態系中心主義への自己の現実的なコミットが意識の表面に出てくるということももちろ

んあろうけれども、ドライゼクには、執拗に、環境危機が与件としてあって、従来の民主政治を必然

的に、自らの構想するような民主主義理論の方向に変えたという傾向があり19、この傾向が、コミュ

ニケーション的理性のはたらきに根拠をおく民主主義の理論をどこまで理論的に拡張できるかという

理論的問題を追求する際に、その議論の道筋を不明確にしていると思われる（DDB, 6;PE, ‘Ecological 

Democracy’ 231-6）。そして、自然のしくみ、あるいは、生態系というシステムに、人間的コミュニ

ケーションの通信工学的類比を越えて、平等や強制のなさといった規則をあてはめる点で、spiritual

に代わる最近の科学的知見に基づいた、より安全で、しかも環境問題を実効力をもって解決できる理

論にと、本人が望むようにそうなっているか、極めて疑わしい。 

 それでは、原コミュニケーション的理性から、「緑」の領域には、どのように、そして、どこまで、

立ち入ることができるであろうか。ドライゼクの方向を受け取って考えてみたい。方向としては、ド

ライゼクの努力が無駄だということではない。ドライゼク自身「緑の理性」（GR, 1990）で悪戦苦闘

しているとおり、どのように明確に筋道をたて説明するか、またどのような科学的知見が結論を支持

するものなりうるか、提示の仕方にも困難があろう。しかしながら、二つのことが認められるならば、

彫琢し、詳述すべき目標は見えてくる。すなわち、一つに、もしコミュニケーション的理性の帰属を、

従来の主観に対して間主観性によって説明すべきであるとすれば、人間中心的な説明よりも、人間と

                                                           
19 人間の生存のための必要条件が脅かされているというような状況が現在あるかあるいは差し迫っているという

のでなければ、集団が集団全体の問題を決定することに関する生態系に機軸をおいた探求はほとんど追求する

価値がないと考え、その考えに基づき、世界の諸制度が環境問題に対応するには何が必要かを既に分析したと、

この時点で考えているのであろう。特に、「緑の民主主義」において、コミュニケーション的理性の働きを理論

的に進化させる過程で自ずと自らが構想した生態系的な理性の働きを先取すること、また生態系的な理性の働

きから見た polyarchy の欠陥を、緑の民主主義において補填しようと動機づけられること、これら二つのこと

は十分に考えられる（Dryzek, 1987, 10-11; 25-60; 110-131）。 
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他の存在との間の相互性、相互の働きかけが第一次的なものと説明されることになるであろう。した

がって、コミュニケーション的理性が働く場面では、場を構成している相互に役柄を入れ替えうる、

一方のコミュニケーション主体だけにさまざまな特性が帰属するのではなく、介在する当事者相互に

同等の役割が与えられていることになるであろう。第二に、もしコミュニケーション的理性が、人間

を越えて、人間以外の存在者にも与えられることになれば、仮に、生物圏なら生物圏を構成する存在

者にも与えられることになれば、第一の帰結から明らかなように、世界はコミュニケーションが相互

に働き合っている場として、相互の関係性の束として、しかも体系的に、相関的に、記述されること

がより実態に近く、一人の人間の「主観」から世界が構成されるわけではないことになる。そのよう

な意味で、民主主義理論がコミュニケーション的理性を人間から人間以外の生物圏にまで拡大するな

らば、人間中心主義から、生態系中心主義へと世界の記述の仕方が変わるという方向は見やすいとこ

ろである。実際、ドライゼクのような文字通りのコミュニケーションには留保しつつ、他者に対する

気遣い（‘listen for’）、他者との間の相互の往還に、拡張理論の要を Ball は見ている20。 

生き物に、agency とコミュニケーション能力を認めようとするドライゼクの最も重要な理論的貢献

の場に立ちかえって見てみよう。いわゆる人間の言語的コミュニケーションに先行する原的な場であ

り、かつ、包摂すべき利害関係者の代表を認定する場である。それは、ドライゼクが政治用語ととも

に傾きがちな、力の行使、物理的な作用の面ではなく、生き物の目的的行動の面ではなかったか。も

しこの面を押していくことが許されるならば、生き物の目的的行動の含意として、ある生き物の外界

把握、外界との相互交換的はたらきかけ、相互の存在の承認に立った行動に目を向けることが可能で

あろう。そこには、原コミュニケーション場面として、人間を含めた生き物の目的的行動の根本とし

て、相互の存在の認知、（既遂の、現行の、あるいは予期される）相互の働きかけの承認（相互換入）

の場面を見出すことができるのではないか。言語的相互伝達を人と生き物の間に観察することはでき

ないけれども、人間の持っている他者理解としてのコミュニケーション的理性の、人間を越えた連続

性をとらえようとしたドライゼクの志向は、十分「緑」の思想に至りうるという余地があろう。 

 それでは、こうした相互的コミュニケーション的理性を土台にした民主政治を構成していくわれわ

れにとって、判断、欲求をも含めた選択の主体に映ずる倫理的原理はどのようなものであるべきなの

か。そこでは、習慣化、強化された、単なる生存を肯定するための判断や欲求も相対化されるであろ

う。疑うこともしない我欲を土台とした生存の肯定と相互の競争はもはや自明な出発点ではなかろう。

他方、我欲を捨て他者を顧み他者の立場になって考えてみようとすることは、本来的なありかたに遠

くない。もしこうした民主主義が可能であるならば、それは、個人の生存上の欲求を充足することを

疑いのない原理として発達してきた西欧における近代的人間の活動、それを擁護してきた政治経済の

しくみとは全く転倒した位置に立つと思われる。ここでは、人間が開発してきた力による支配という

                                                           
20  Ball, 2006, 142: ‘Democracy does indeed require speech and deliberation and listening 

(Bickford, 1996); but listening need not be coextensive with hearing human speech. An 
inclusive democracy or biocracy requires not only or literally listening to those who can speak 
－ i.e. human beings － but entities that are dumb but not mute.’ 
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政治技術の交錯とも遠いところにある。また自然からメッセージ性を奪って感受性を喪失してきた技

術やそれをもちいた開発とも遠いところにある。そういう意味で、他者への気遣い、常に流れている

相互の働きかけ合いの感受、人間と生き物、人間と道具、人間と物質、人間と環境との境目を越えて

いく意味で、対立の先にあるものに帰還または帰入をこころみるという意味で、「緑」の倫理となりう

るのではなかろうか。 

 個体が疑うこともなき生存上の欲求に突き動かされて、生存のために外界を搾取して自己の生存を

確保する、そのような動物的生命を出発点とするならば、人には、他者の生存を敬愛することすらで

きない。しかし、生存上の欲求は人間には、単なる衝動として、無反省的に与えられているわけでは

決してない（極限状況でも葛藤から完全に解放されるであろうか―もちろん葛藤を解除することを習

いにすることはできるけれども）。先にみたとおり、個体生命の生存が価値の原理ではありえないとす

れば、個体生命の生存のための欲求も価値として根拠をもっていないし、その充足のための行動もし

かりである。 

 では、動物的生存欲求の充足に基づくエゴイズムを脱することはどのようにしてできるであろうか。

「緑」の論者は、民主主義が「緑」であるところにたどりつくと、自然への愛や崇敬を歌い上げるけ

れども、また、思考そのものを改めること（Eckerseley ‘enlarged thought’）を顕揚するけれども、

現状において、人が当の自然の生き物の命を滅して食する風景は論域から消えている（Ball, 2006,143; 

Saward, 1996, 91）。ドライゼクは日本の調査捕鯨をクジラ「殺し」と断ずるけれども自らの食卓には

思いが及ばないし21、ボールはペットへの思いを心をつくして描くけれどもペットのえさの成分には

想像力が働かない。人間以外の他者を、苦しみを受けている声なき存在者を代弁するということを論

じているときにも、自然の中の個体の生命を滅していることには思いを致していない（Eckersely, 

2004, 121）。 

 
 
４．「緑」の民主主義はどこから何を始められるのか 
 
 動物的生存欲求の充足は、個体的生命の尊重がそれ自身としての価値をもつものでない限り、それ

自体価値あるものとしての根拠を持っていない。またその充足するための行動を考えれば、ドライゼ

クらもおそらく承認するであろう、人間のコミュニケーション能力の発現の一形態である。そうであ

るとすると、コミュニケーション的理性のはたらきを発見すれば、そこに生存以上の原理的な価値を

置くことは出来るであろうか。「緑」の民主主義理論が教えるところは、ただコミュニケーション的理

性として、他者への気遣いが働いているということに留まっているのではなく、コミュニケーション

が相互作用として、それが充実した形で実現してもいることでなければならないと考えれば、生存以

上の原理的な価値とは、すべてのひとが、他なるもののために、公共的に、他なるものの声を聞き届

けようとする態勢が実現している状態ではないであろうか22。具体的には、環境問題という危機を迎

                                                           
21 Dryzek, 2000, 127. 
22 すでにアリストテレスも、動物の間に、その鳴き声のもとに、種の間での快苦に関する信号のやりとりは認め
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えているとはいえ、声なき声を聞き届ける気遣い、己の利害を反省し他者の利害を十分聞き届けるよ

うな態勢が整っている社会状態であろう。そうだとすれば、環境問題を含む地球全体に及ぶ問題に直

面する中で、一部の人の生存が確保されている状態で、また、その保持のために、政治的決定が運営

されて行くことが克服されていかなければならない。その意味で、すべての人に政治決定への参加を

整えるという平等な意思決定への参加の条件が整っている状態こそが単なる生存を越えた緑の民主主

義が提起する原理的価値ではなかろうか。 
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Is ‘Green’ Democracy Possible? 

 

Akitsugu Taki 

 

Abstract 

Through the debate with animal rights theorists, some environmentalists have turned toward a collectivism, 

that is, the view of nature as a whole, not its individual members; however, the problem of respecting other 

individuals as ends, the solution of which animal rights movement avoided, has not been well addressed in its 

theoretical turn. ‘Green’ democracy, ａ theory of extending participants in discursive democracy from humans 

to nature, contributes more than the theoretical turn to justifying viewing others as ends and as more than 

mere living things because it intends to form a society in which all individual members must respect each 

other by mutual caring and communication toward making a collective decision. However, its extension to 

nature is controversial in the process of extending communicative rationality from human to nature.    

 


