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発表の概要

研究背景︓コミュニケーションロボットの発話がもたらす倫理的問題
（本発表ではMicrosoftのチャットボット“Tay” の問題にフォーカス）

先⾏研究︓ロボット倫理学において主流の「⾏為者性中⼼主義」
→コミュニケーションロボットにそのまま応⽤することが難しい

代替枠組︓1. ⾏為者性中⼼主義からの「脱却」（去年のSTS学会で検討）
2. ⾏為者性概念の「拡張」（本発表で検討）

発表内容︓ Tay事例を分析し⾏為者性概念の拡張を試みる先⾏研究を批判的に検討
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研究対象

Communication (ro)bot
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="#$ 対話システム（dialogue system）を搭載した技術的⼈⼯物

⾝体（ハードウェア）の有無は問わない

（これ以降 CR と略すときがあります）



対話システムの定義

対話システム
＝ ⼈間と対話するソフトウェア（cf. 中野+[2015]）

対話
＝ ⾃然⾔語でコミュニケーションを⾏い、情報を授受すること [ibid.]

対話システムの例
... りんな, Cortana, Siri, Alexa, Xiaoice, Pepperなど
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事例︓”Tay” の憎悪発話問題（2016年） 4

⽶Microsoft が開発したチャットボット “Tay”

Twitter上でユーザの発話を学習する対話システム

開発動機
もともと中国で⼈気を博していた”Xiaoice”は

異なる⽂化的環境でも⼈々を魅了するのか︖

結果
ユーザから憎悪発話や⾃殺教唆などの発話を学習し炎上
→開発側はプログラムの修正を試みるが解決できず⾮公開に



ガイドライン的な倫理はあるが…

東中 [2016]「対話システムと倫理」

対話システムの倫理的側⾯として、発⾔内容の適切さ、プライバシー保護、関係者保護を指摘
→ 開発者同⼠で通⽤するガイドラインに過ぎない

検討されていないより根本的な問題︓
・意図のない対話システムの「発話」がなぜ倫理の問題となるのか
・発話内容の「適切さ」とはなにか
・ユーザからリアルタイムで学習するシステムの責任は誰が取るのか

などなど...
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先⾏研究

ロボット倫理学 (Roboethics) [Lin+ 2011; 2017]

ロボットの引き起こす倫理的問題について哲学的にアプローチ
2006年ごろから

研究テーマ例

・ロボットの⾏為と責任
・ロボットの権利
・ロボットの倫理的デザイン

6



従来のロボット倫理学の傾向

⾏為者性中⼼主義（独⾃定義）
ロボットの倫理を考えるために、ロボットが道徳的⾏為者であるか否かをまず考える
ロボットの「道徳的⾝分」を⼈間との⽐較において議論（ロボットの存在論に焦点）
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なぜ「道徳的⾏為者性」︖

倫理学が伝統的に⾏為者性指向だから [Gunkel 2012]

・道徳的⾏為者に対してのみ「道徳的責任」が問える
・道徳的⾏為者であること＝道徳的に重要であるということ という構図 [Himma 2009]

ロボット倫理学は「応⽤」倫理学なので、このアプローチが応⽤される
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「標準的⾒解」に基づいた概念整理 9

道徳的⾏為者性（moral agency）

free will, deliberation, intentionality, autonomous... etc.

moral
responsibility

moral
evaluation

moral
significance



道徳的⾏為者性中⼼主義の問題点

Tayが⾃由意志や志向性をもっていると主張するのは困難

＝⽂字通りの意味で道徳的⾏為者だとはいえない

→ ⾏為者性中⼼的な構図では（Tay事例で⽰唆されたような）
コミュニケーションロボットの道徳的価値を説明しきれない
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「標準的⾒解」の 代替アプローチ 11

コミュニケーションロボットの道徳的重要性を説明するための道

１. ⾏為者性中⼼主義からの「脱却」 ２. 道徳的⾏為者性概念の「拡張」



free will, deliberation, intentionality, autonomous... etc.

1. ⾏為者性中⼼主義からの脱却 12

道徳的⾏為者性（moral agency）

moral
responsibility

moral
evaluation

moral
significance



free will, deliberation, intentionality, autonomous... etc.

2. ⾏為者性概念の「拡張」 13

道徳的⾏為者性（moral agency）

moral
responsibility

moral
evaluation

moral
significance



⾏為者性の拡張は妥当︖

去年の発表では⾏為者性中⼼主義の構図そのものを批判

→たとえコミュニケーションロボットが⾏為者だといえなくとも
道徳的重要性をもつ可能性はある（submitted）

しかし、⾏為者性概念を拡張し

コミュニケーションロボットが⾏為者だと主張する道はまだ残っている
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⾏為者性概念の拡張についての先⾏研究

技術的⼈⼯物は何らかの意味で
freedom, deliberation, intentionality, autonomous ... etc. をもち、
したがって拡張された意味で技術的⼈⼯物は道徳的⾏為者たりうる、という⽴場の例

・ポスト現象学およびアクターネットワーク理論に基づいた媒介理論 [Verbeek 2011] 

・Floridi & Sanders[2004] の「情報倫理」（抽象化⽅策）

・Dennett[1994] の “as-if intentionality”

・他には Sullins [2006]; Coeckelbergh[2009b]; Neff & Nagy [2016] など
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拡張アプローチの分類法

拡張アプローチを分類する⽅法は無数にあるが、
本発表ではこれらの研究を、それが「関係論的」なアプローチか否かで分類

⾮関係論的 … 技術的⼈⼯物の（道徳的⾏為者性の必要条件に相当する）性質を
当該の⼈⼯物のみを分析することによって検討

関係論的 … 技術的⼈⼯物の（道徳的⾏為者性の必要条件に相当する）性質を
当該の⼈⼯物だけではなくユーザとのインタラクションなどに分析射程を広げて検討
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なぜこの分類法なのか︖

関係論的か否かの分類と⼈間中⼼主義的か否かの分類が対応するため

⾮関係論的アプローチ … 技術の道徳的⾝分を「格上げ」（or⼈間の特権性を批判）
→⾮⼈間中⼼主義的

関係論的アプローチ … あくまで⼈間側の想像⼒や⼼的傾向性が分析の焦点
→⼈間中⼼主義的

拡張アプローチのうち、⼈間中⼼主義的な⽅向性での道徳的⾏為者性の「拡張」については
⼗分な検討がなされていない（ため、本発表ではここにフォーカス）

→本発表では特にTay事例を対象にしているNeff & Nagy[2016]を取り上げ検討
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共⽣的⾏為者性（１）

Neff & Nagy [2016] “Talking to Bots: Symbiotic agency and the case of Tay”

“Tay”事例を踏まえ、当該のチャットボットについて⾔及したツイートを収集・分析

Tay は受容のされ⽅は主に２パターン

1. Tayを⼈間の振る舞いのダークサイドの反映として扱う捉え⽅（＝私たちの責任）
e.g. ”It just held up a mirror to what ppl think is engaging or funny. Prejudice is learned.”

2. 技術の潜在的な害に対する恐れを反映し、Tayを脅威として扱う捉え⽅
e.g. ”Microsoft created the new Ultron!”
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共⽣的⾏為者性（２）

Neff & Nagy は以上の分析を踏まえて⾏為者性（agency）概念を再検討

1.技術の能⼒ ... 相互⾏為、⽂脈、受容に宿る
・Tay事例では設計者の意図（エンタメ⽤途）とは異なる受容のされ⽅をした

XiaoiceとTay の能⼒の違いは技術的内実ではなく相互⾏為と⽂脈に⾒いだせる

2.⼈間とボットとのコミュニケーションにおいて⾏為者性は本質的に共⽣的

・「共⽣的⾏為者性（symbiotic agency）」と呼ぶべきもの
（symbiosisは⽣物学において2つの異なる種の⻑期的な互恵関係を意味する）

・「いかにして技術が⼈間の経験、受容、振る舞いを媒介するのか」だけではなく、
「いかにして⼈間的な⾏為者性が技術的⼈⼯物の使⽤に影響を与えるのか」も含む
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Neff & Nagy のアプローチの批判

”Tay”事例のポイント … 倫理的問題が発⽣しなかった（していない）
”XiaoIce”や「りんな」と、“Tay”の違いは技術的要素だけでは説明できない

”Tay”事例では⼈間 / ⾮⼈間の⾏為者性が鱗のように重なり合う
→少なくとも、Tayの道徳的価値（重要性）は「共⽣的」だといえる
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道徳的重要性を⽀える⼼的傾向性

（似たような⽴場を取る）Coeckelbergh [2009a]

私たちにはソーシャルロボットがあたかも思考や信念をもっていると考える傾向があり、

私たちがロボットに対してなにを期待するのかが重要

Reeves & Nass [1996]
⼈間は僅かな社会的合図（social cue）でコンピュータを社会的存在として認知
＝いわゆる「メディアの等式（media equation）」
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Neff & Nagy のアプローチの批判

「メディアの等式」で表現されるような私たちの傾向性
（コミュニケーションロボットを単なる道具ではなく社会的存在としてみなしてしまうこと）

→道徳的重要性を説明することはできても
⾏為者性概念そのものを拡張する必然性の根拠にはなるとは限らない

岡本[2012]が指摘しているように、⾏為者性概念の拡張が必要ないのならば、
拡張しないというのがオッカムの存在論的倹約という意味でも望ましい
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Neff & Nagy のアプローチの批判

また、「責任」の観点から共⽣的⾏為者性を考えたとき、
Neff & Nagy は、共⽣的⾏為者性を「共⽣的責任」につなげることはしていない

道徳的責任の適切な帰属のための道徳的⾏為者性の考察、という本来の構図に⽴ち返れば、
Neff & Nagy [2016] の「拡張」はむしろ不適切なアプローチ

コミュニケーションロボットの道徳的重要性は
関係論的な視点で「共⽣的」なものとして考えることができるが、
責任概念の共⽣性はまた別の問題

道徳的重要性と⾏為者性を分離することができるのならば、
オルタナティブな⾏為者性を提案する必要はない
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以下、予備資料 26



対話システムの構築法 27

ルールベース
・応答パターンを⼿動で定義
辞書を作るイメージ

・発話を制御できる

・作るのは⼤変（職⼈芸）

抽出ベース
・SNSや⽂書などのデータから
適切な応答を抽出

・完成した⽂を⽤いるので
⾮⽂になりにくい

・いかにうまく抽出するか
という問題がある

⽣成ベース
・統計的機械学習などを⽤いて
発話の⽣成モデルを作る

・ユーザの発話に合わせて
⾃らの発話を変化させられる

・予測できない発話を⽣み出す
可能性



free will, deliberation, intentionality, autonomous... etc.

Neff & Nagy のアプローチの批判 28
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free will, deliberation, intentionality, autonomous... etc.

Neff & Nagy のアプローチの批判 29
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free will, deliberation, intentionality, autonomous... etc.

Neff & Nagy のアプローチの批判 30

道徳的⾏為者性（moral agency）

共⽣的moral
responsibility

共⽣的moral
evaluation

moral
significance? ?


