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研究対象の定義

Social (ro)bots, SR

1

=𝑑𝑒𝑓 1. 工学的な意味で自律的に振る舞う技術的人工物

2. 何らかの社会的役割をもつことを目的に開発

e.g. 教育、介護、エンタメ ... etc.



研究対象の定義 2

具体例：Pepper, AIBO, Paro, りんな...など

画像省略



一方、倫理的懸念も 3

例：デンマーク国家生命倫理委員会「ソーシャルロボットに関する勧告」

・ソーシャルロボットが人間や動物などのフリをすることは倫理的に望ましいものか？

・ソーシャルロボットが学習によって下した意思決定の責任をどう考えるか？

（cf. http://www.f.waseda.jp/s_yamauchi/Robot/Danish_Gov.html, 山内繁訳）

http://www.f.waseda.jp/s_yamauchi/Robot/Danish_Gov.html


ソーシャルロボットの倫理的懸念 4

一言でまとめると：

「人間や動物のフリをして社会的役割を担うソーシャルロボットの

存在や行為をどのように理解するべきか？」という問題

よりよい説明が見つかれば、

ソーシャルロボットとのよりよい付き合い方や具体的な設計運用の提案にもつながる



ソーシャルロボットの特殊性 5

Q. ソーシャルロボットは何が特殊なのか？

A. 人間の想像力がソーシャルロボットの「能力」を規定

メディアの等式（media equation）[Reeves & Nass 1996]：

ユーザは僅かなきっかけでロボットを社会的存在として認知

意図・自律性（自由意志）などの心的能力を帰属させることも



意図や自律性があると思わせることの問題 6

道徳的行為者性として経験される可能性

社会性（life-like性）

意図 自律性

倫理学の基礎概念

「道徳的行為者性（moral agency）」

道徳的行為者性の標準的説明 (cf. Himma[2009])

X is MA ⇔ X has free will, intentionality, ...

ある対象を道徳的コミュニティの中に入れて

考慮するべきかを決定する重要な基準 (cf. Verbeek[2011])

道徳的責任を問える存在（例：法廷）



道徳的行為者性の拡張？ 7

意図や自律性をもつもの（e.g. 人間）

ソーシャルロボットは心的能力なし

心的能力があるように現れる

道徳的重要性・影響力をもつ

e.g. Neff & Nagy の “Tay”事例の分析 [2016]

道徳的行為者性の伝統的説明 ソーシャルロボットの経験

道徳的行為者として現れるソーシャルロボットの行為を理解するため、

道徳的行為者性の概念を拡張するべきか？（＝概念工学的問い）



M. Coeckelbergh[2009] “Virtual moral agency, virtual moral responsibility”

仮想的行為者性（virtual agency）

... 自由意志や心的状態をもっているかのように現れている存在がもつもの

仮想的責任（virtual responsibility）

... 仮想的行為者のもつ「責任」

たとえば、罰に対して悲しむような振る舞いをすることが求められる

拡張するべき、という立場の例 8



Virtual moral agency の問題点 9

「責任」を縮小解釈してしまっている

「責任」は多様な意味をもつ

cf. H. L. A. Hart [1968=1971] Punishment and responsibility

責任概念を4つに分類

役割責任 因果責任 負担責任 能力責任

Coeckelbergh の想定する「責任」＝負担責任（過去指向的責任）

道徳的処罰や称賛だけで終わってしまう

（本スライドの議論の詳しいものは水上[in press]を参照）



拡張しなければ解決、というわけでもない

Johnson[2006] “Computer systems: moral entities but not moral agents”

道徳的行為者概念を拡張せず、技術の道徳的重要性（moral significance）を説明

しかし、このアプローチは

設計者の意図が組み込まれることを中心に議論

→ ソーシャルロボットに行為者性を見出すユーザ側の想像力を説明から除外

拡張しなければ解決？ 10



本発表での提案：「フィクション・アプローチ」

Q. ソーシャルロボットは「道具」か「行為者」か？

A. ソーシャルロボットは「小道具」である

小道具（props）[Walton 1990] ... フィクション的空間・真理を創り出すモノ

代案：フィクション・アプローチ 11



代案：フィクション・アプローチ 12

Walton[1990] Mimesis as make-believe

虚構に関する体験 ... 「ごっこ遊び（make-believe）」として説明

→ ごっこ遊び的態度を可能にするものが「小道具（props）」

小道具の役割

1. 想像活動を促す

2. 想像活動のオブジェクトとなる

3. 虚構的真理を生み出す



代案：フィクション・アプローチ 13

道徳的行為者として現れるソーシャルロボット

＝そのロボットが道徳的行為者であるという虚構上の真理を創り出す小道具



ソーシャルロボットをどのように理解するか？ 14

fictional なレイヤ（non-serious mode）

・ソーシャルロボットが道徳的行為者（主体）として

ユーザに現れるという経験をそのまま受容

real なレイヤ（serious mode）

・道徳的行為者はあくまで人間

・技術者とユーザ（人間）が主体となって開発運用

・トラブル発生時の未来志向的な責任は人間に帰属



ソーシャルロボットをどのように理解するか？ 15

世界観の「冗長化」（redundancy の確保）

信頼性工学の概念で、システムの運用方針のひとつ

障害発生に備え平常時からバックアップを並用

ソーシャルロボットの創り出す虚構的世界を含む主系と

現実世界の最小限の存在論を含む待機系に区別

通常時：主系を稼働

同時に現実レイヤの待機系もホットスタンバイ



ソーシャルロボットをどのように理解するか？ 16

倫理的懸念が生じた場合（ポジネガ問わず）

ホットスタンバイさせていた

現実認識に関する待機系をフェイルオーバー（代わりに稼働）

倫理的懸念をめぐる対応の必要がなくなった場合

→ 待機系から主系へフェイルバック

（pretension ≒ failback）



このアプローチで得られること 17

ソーシャルロボットとの付き合い方・設計運用の方針に対する示唆

1 32

フリをすることの倫理的問題

人間や動物の「フリ」をするソーシャルロボットと

どのように付き合うべきか？



このアプローチで得られること 18

ソーシャルロボットとの付き合い方・設計運用の方針に対する示唆

1 32

フリをすることの倫理的問題

技術倫理における典型的課題

新しい技術が設計者の意図を超えて社会浸透する問題

例：意図の問題 価値観の転換



このアプローチで得られること 19

ソーシャルロボットとの付き合い方・設計運用の方針に対する示唆

1 32

フリをすることの倫理的問題

よいフィクション作品は作者の意図を超えていく（cf. 桑原[1950]）

→ ソーシャルロボットの予期しない受容も避けるべき事態とは限らない

例：意図の問題 価値観の転換



このアプローチで得られること 20

ソーシャルロボットとの付き合い方・設計運用の方針に対する示唆

1 32

責任帰属の問題

フィクションの倫理的問題 ... 現実のレイヤで解決

ソーシャルロボットにおいても責任主体は人間側



このアプローチで得られること 21

ソーシャルロボットとの付き合い方・設計運用の方針に対する示唆

1 32

設計の方針を与える

ソーシャルロボットとよりよい付き合い方を実現するため

どのような機能を組み込むべきか？



このアプローチで得られること 22

ソーシャルロボットとの付き合い方・設計運用の方針に対する示唆

1 32

設計の方針を与える

例：ペットロボットの故障

→ ユーザには（病院ではなく）修理に出してほしい

例：ペットロボットの故障 現実に戻す仕組み 必要な機能の特定へ



このアプローチで得られること 23

ソーシャルロボットとの付き合い方・設計運用の方針に対する示唆

1 32

設計の方針を与える

ユーザに、フィクション的認識を解除してもらい、

現実認識に基づく行動を取ってもらう仕組みが必要

例：ペットロボットの故障 現実に戻す仕組み 必要な機能の特定へ



このアプローチで得られること 24

ソーシャルロボットとの付き合い方・設計運用の方針に対する示唆

1 32

設計の方針を与える

例：鳴き声ではなく人間の声で故障をアナウンス

実装されるべき機能・仕掛けについて考える出発点を提供

例：ペットロボットの故障 現実に戻す仕組み 必要な機能の特定へ
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発表のまとめ

研究背景：ソーシャルロボットのもたらす倫理的懸念

人間や動物のフリをするロボットの行為をどのように理解するべきか？

先行研究：関係に基づく「道徳的行為者性（moral agency）」概念の拡張

問題点 ：私たちの道徳的実践（特に責任帰属）にもたらされる概念的混乱

代替案 ：ソーシャルロボットをフィクション的空間を創り出す「小道具」として理解

→ 道徳的行為者性・道徳的責任に関する概念的混乱を回避

26

※発表資料は水上の Researchmap にもアップロードする予定です



予備資料



社会的役割への期待の高まり 28

マクロミル（株）による

「人工知能に期待すること」の調査

出典: https://robotstart.info/2017/09/12/ai-reseach-mcrm.html

・2017年のインターネット調査

・n = 1000

多くの期待の中に

「会話・自然言語のやり取り」が含まれている

https://robotstart.info/2017/09/12/ai-reseach-mcrm.html


「いいとこ取り」は可能？

・道徳的行為者性を安易に拡張せず概念的混乱を避ける

・ソーシャルロボットが行為者として現れる経験を説明に組み込む

代替案に求められるもの 29



Pretensionと道徳的実践 30

人間じゃない場合でも同様

社会性（life-like性）

被行為者性

“moral patiency”だけでも大問題

・道徳的行為者性の帰属

・道徳的責任の帰属

・道徳的評価（称賛・非難）

→ moral patiency をもつ存在に対する

二次的行為（cf. Floridi & Sanders[2004]）



概念の「べき」を問う 31

概念工学（conceptual engineering） [Cappelen & Dever 2019]

ある概念のよりよい意味を探求するアプローチ

ソーシャルロボットは道徳的行為者か？

ソーシャルロボットのもたらす経験を踏まえ、

道徳的行為者という概念は拡張されるべきか？



代案：フィクション・アプローチ 32

Rodogno[2016] “Social robots, fiction, and sentimentality”

・論敵：Sparrow[2002]の批判「ペットロボットへの感情移入は望ましくない世界の誤表象」

・反論：ロボットへの感情を「フィクション感情のパラドックス」[Radford 1975] に接続

・ロボットから芽生える感情が誤表象を伴う感傷ではないことを示唆

この議論は拡張可能

ペットロボット 感情

ソーシャルロボット一般 道徳的行為者性



下の式は成り立たない（上から下への移行を写像に喩えれば「構造が保たれない」写像）

なぜか？

→ あるものが「道徳的行為者だとみなされる基準」と「道徳的責任があるとみなされる基準」のズレ

前者のほうがハードルが低い（cf. Reeves & Nass[1996]の “media equation”, Neff & Nagy[2016]など）

ここでいう「責任」は何を指しているのか？

Virtual moral agency の問題点 33

∀𝑥 𝑚𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑐𝑦 𝑥 ⟹ 𝑚𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑥 … standard account

∀𝑥 𝑣𝑖𝑟𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑐𝑦 𝑥 ⟹ 𝑣𝑖𝑟𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑥 …Coeckelbergh′s account

比喩的に言えば：準同型写像（homomorphism）ではない写像（概念設定）を作ってしまっている



Virtual moral agency の問題点 34

多義的な「責任」概念

e.g. H. L. A. ハート『刑罰と責任（Punishment and responsibility）』[1968=1971]

責任概念を4つに分類

・役割責任（role-responsibility）

・因果責任（causal-responsibility）

・負担責任（liability-responsibility）

・能力責任（capacity-responsibility）

e.g. 日本の少年法における「責任」

→ 未来指向的責任（保護される地位）

Coeckelbergh の想定する「責任」

→ 負担責任（過去指向的責任）

他の意味での責任で

Virtual moral agency⇒ Virtual moral responsibility

が成立する、というのは疑わしい



1. 行為者性概念の伝統的な用法を保持

1.1. 行為者性を認めないが道徳的価値をもつ（Johnson[2006]; 岡本[2012]など）

2. 行為者性概念を「拡張」

2.1. 関係論的アプローチで拡張

2.1.1. 関係論的転回（Coeckelbergh[2009]; Floridi & Sanders[2004]; Gunkel[2012]; Neff & Nagy[2016]）

2.2. 非関係論的アプローチで拡張

2.2.1. 個別の必要条件の拡張（Dennett[1994]; Sullins[2006]）

ソーシャルロボットをどのように理解するか？ 35

部分的に擁護しつつ「脱却」へ



事例：”Tay” の憎悪発話問題（2016年） 36

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

画像：”Tay”（省略）



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!”

37



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つの異なる種の長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

38


