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Moral agency is one of the most commonly discussed concepts in robot ethics. In this paper, we consider the
moral agency of social robots in terms of fiction theory. As taking the user’s emotional responses into consideration
is important in social robotics, some researchers have developed a “relational turn” approach to robot ethics.
Coeckelbergh, for example, has discussed the moral significance of robots in terms of “virtual moral agency.”
However, such an extension of moral agency creates confusion in whether the moral responsibility is attributed to
human or robots. Therefore, we suggest an alternative approach that distinguishes between social robots’ human
likeness and moral status. Specifically, based on Rodogno’s argument, we try to understand social robots as “props”
that create a fictional world. We believe that this approach provides an innovative solution to explaining the moral
status of social robots without extending the concept of moral agency recklessly.

1. はじめに

近年の機械学習の理論的進展を背景に，人間と自然言語のや
り取りを行いコミュニケーションを行う対話システムや，そう
いったソフトウェアを備えるソーシャルロボットの実用化が進
んでいる．ソーシャルロボットは介護や教育，エンターテイメ
ントなどといった分野での活躍が期待されている．ソーシャル
ロボットは産業ロボットや軍事ロボットとは異なり，特定のタ
スクを遂行することに特化するだけではなく，ユーザに対して
（人間や動物のような）社会的な存在としてのアピアランスを
備えているという特徴をもっている．
しかし，このようなソーシャルロボットのよりよい社会浸透

を実現する上で，検討しなければならない基礎的な課題も少な
くない ∗1．たとえば，2016年にはMicrosoftが開発したチャッ
トボット “Tay”が，ユーザのツイートを学習した結果，攻撃
的・差別的発話を繰り返したとして話題となった．もし “Tay”

が人間と同じ水準での意図や自律性を備えていないといえる
場合，このようなプログラムの「ヘイトスピーチ」はただの文
字列に過ぎず，したがってそれに影響されるユーザは単に情報
技術の知識に乏しいだけなのだといってしまってよいのだろう
か ∗2．それとも私たちは，このようなプログラムのことを何
らかの基準において人間と同等の道徳的身分をもつのだと積極
的に主張するべきなのだろうか．
ロボットのような技術的人工物をどう理解するべきかという

問いに取り組む際，倫理学者たちはその道徳的身分（moral

status）を分析してきた．特に彼らが議論してきたのはロ
ボットが何らかの意味において「道徳的行為者性（moral

ageny）」をもつのか否か，という問題である [Coeckelbergh 20,

久木田 et al. 2017]．ロボットという技術がツールなのかエー
ジェントなのかについては，これまで様々な立場が考案されて
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∗1 本稿で言及した以外のソーシャルロボットの倫理の問題領域の広
がりについては，Nørskov の論集 [Nørskov eds. 16] を参照．

∗2 “Tay” 事例における Twitter ユーザの反応を分析した研究
[Neff&Nagy 16]では，ユーザが “Tay”を価値中立的なプログラム
というよりはむしろ，ネット社会の被害者として，もしくは人工知
能の潜在的な脅威として受け取っていることが示唆されている．

きたものの，決着はついていない．というのも，この類の議
論は，自由意志や意識（意図）といった曖昧な概念への言及を
避けて通れないからである [Gunkel 12]．しかしながら，仮に
「ロボットが道徳的行為者であるか」という問いが本来的に結
論の出ないものだとしても，「ロボットが道徳的行為者であると
みなすべきか（＝行為者性概念を拡張するべきか）」という議論
はなお可能である．このようにある概念のよりよい定義を探求
するアプローチは今日「概念工学（conceptual engineering）」
と呼ばれており [Cappelen 18, Cappelen&Dever 19]，本稿で
取り組む問いも概念工学的なものである ∗3．
では人間のように社会的存在として現れるようなソーシャル

ロボットは，道徳的行為者として理解するべきなのだろうか．
ソーシャルロボットは他のロボットとは違いツールではなく
エージェントとして設計されることも少なくない．しかしなが
ら，だからといってそのような技術的人工物を道徳的行為者と
して理解するのはいささか早計ではなかろうか．この点につい
て，本発表では，既存の道徳的行為者性をめぐる議論をフィク
ション論に接続させることで，ソーシャルロボットを理解する
ための代替となる枠組みを提示することを試みる．

2. メディアの等式とロボット倫理学における
関係論的転回

初期のロボット倫理学における分析対象はあくまでロボット
という技術そのものであったように思われる．ロボットの道徳
的行為者性を問うとき，その問いは，ロボットが（道徳的行為
者のために必要となる）自由意志や心的能力といった性質を実
際に有しているかどうかが問われてきたのである．これらの

∗3 概念工学における既存の批判に，ある概念のよりよい定義が発見さ
れたとしても，人々のその概念の使用法までは変えられないのではな
いか，というものがある [Cappelen&Dever 19]．ここで Cappelen
は，人々の概念使用法を変えることは難しいと認めており，あくま
で規範を示せればよいという立場を取っている．しかし，ロボット
倫理学においては，実際的な貢献も見込めると思われる．というの
も，重要な概念のよりよい定義が見つかった場合，たとえ人々のそ
の概念の使用に影響を与えられなくとも，ポリシー策定の場面でそ
の定義を用いて概念的混乱を正すことに貢献することは十分に可能
だからだ．

1



性質を何らかの意味で拡張して再解釈を試みるアプローチは，
基本的にこの路線で議論している．
だが，先述したように，ソーシャルロボット開発において

は，人間がロボットを社会的存在としてみなすための「ソー
シャル・キュー」[Fogg 02]が巧みに利用されている．ここで
重要なのは，ソーシャル・キューによって私たちはロボットを，
その内側の機能の程度とは独立的に自分と同じような社会的
存在としてみなしてしまうということだ．このような心的傾向
は今日「メディアの等式（media equation）」と呼ばれている
[Reeves&Nass 96]．ソーシャルロボットが「ソーシャル」であ
るためには，このようなユーザ側の心的能力が必要不可欠な
のだ．
これを踏まえて従来の実在指向のロボット倫理学を批判した

のが，技術哲学者のM. Coeckelberghである．Coeckelbergh

によれば，私たちはしばしばそういったロボットをあたかも
心があるかのように振る舞うことがあり，したがって私たちの
倫理的配慮はロボットではなくむしろ人間，すなわち「私た
ち」が何を考え，感じ，想像するのかに向けられるべきなのだ
[Coeckelbergh 09a, p.219]．Gerdes[16]は，このようなロボッ
ト倫理学におけるアプローチの転回を，Gunkel[12]の立場と
合わせて「関係論的転回（relational turn）」と呼んでいる．

3. 道徳的行為者性概念の関係論的再構築――
仮想的行為者性

分析の焦点をロボット単体ではなくロボットと人間のインタ
ラクションに当てる「関係論的転回」は，ソーシャルロボット
の倫理的課題を分析するための基本的姿勢として適当だと思わ
れる．では，この「転回」は，既存の道徳的行為者性概念の議
論にどういった帰結をもたらすのだろうか．
Coeckelberghは別の論文で，ロボットのアピアランスと人

間の想像に依拠した「仮想的道徳的行為者性（virtual moral

agency）」という概念構築を試みている [Coeckelbergh 09b]．
この概念は，心の哲学や倫理学でよく知られている「他者の心
の問題」をポジティブな形でロボットに適用することで作られ
る．すなわち，私たち人間においても道徳的行為者性や責任の
帰属は（本当に心があるかどうかを問わず）アピアランスに基
づいて行われるのだから，私たちはそれをロボットに対しても
行ってもよいのではないか，ということだ．ロボットがもし，
私たちと同じように道徳的行為者として現れるのであれば，そ
のロボットは仮想的道徳的行為者である，といえるのである．
また，Coeckelberghは，仮想的道徳的行為者に帰属される

責任についても仮想的なものでよいと主張している．これを彼
は「仮想的責任（virtual moral responsibility）」と呼ぶ．こ
の立場においては，人間の責任帰属の実践においてなされる称
賛や罰するといった行為についても，それに対してロボットが
（喜んだり悲しんだりといった）特定のアピアランスを表出す
るのであれば十分だということになる．
Coeckelberghのような道徳的行為者性のアピアランスに基

づく拡張は，社会的役割をもつようなロボットの道徳的価値を
捉える上で示唆的である．しかしながら，このような方向性
での拡張は，私たちが行ってきた責任帰属の実践という観点で
は，余計な混乱をもたらしかねない．道徳的行為者性の「標準
的見解」[Himma 09]がいうように，自由で意図の要請される
道徳的行為者はすなわち，責任を問える存在であるのだが，仮
想的道徳的行為者に帰属可能な責任は非常に限られた意味での
責任になってしまう．
そもそも責任概念は一般的に，過去指向的なものに限定され

ず，未来指向的な意味での責任も存在する [久木田 et al. 2017,

pp.53-55]．たとえば，我が国における少年法における「責任」
概念は，再非行可能性と矯正可能性（成長発達可能性）とい
う，非行少年の要保護性が主軸となっている [秋本 15]．つま
り，ここでの「責任」は，非行や犯罪を行った少年たちの行為
に対応した事後的な責任非難，つまり処罰や制裁としての法的
責任を問うているわけではないのだ．また，高内 [03]が指摘
するように，少年法上の法的責任とは「保護処分を受けるべき
地位」として解釈されている．すなわち，（過去の行為の非難
としてではなく） 将来的な非行反復可能性，また保護処分に
よる矯正教育を通して成長発達を遂げる可能性に基づいて与え
られるのがここでの「責任」なのだ．

Coeckelberghは，道徳性についての標準的見解である「道
徳的行為者→道徳的責任」という構図を議論の出発点としてい
た．そして，ロボットの道徳的身分の考察という文脈でアピア
ランスの重要性を指摘し，仮想的な水準で行為者性の再定義を
行っている．すなわち，ここで「標準的見解」の構図は，「仮
想的道徳的行為者→仮想的道徳的責任」という形で拡張されて
いるのだ．しかしながら，この拡張版の構図が元の構図の関係
性を保つことができるのは，事後的な意味での「責任」におい
てのみである．というのも，Coeckelberghの仮想的責任で期
待されるアピアランスは，罰によって悲しむ素振りを見せると
いった事後的な責任に関するものに限定されているからだ．
もちろん，ここでの責任概念は事後的なものでよい，という

反論はありうるし，ソーシャルロボットの「責任」の概念工学
もまた検討されなければならないのだろう．しかし，さしあた
り本稿では，責任概念を事後的なものに限定しないことを前提
に議論をすすめる．この前提のもとでは，ロボットが行為者と
して現れているからといって，既存の道徳的行為者性概念およ
びそれに伴う責任概念を安易に拡張してはならない，というこ
とになるだろう．

4. 代替案――フィクションとしてのソーシャ
ルロボット

以上確認したように，ソーシャルロボットの道徳的行為者性
には厄介な問題がつきまとう．一方で，Coeckelberghのよう
にユーザの認識を重視して行為者性を拡張すれば，ただちに責
任帰属における概念的混乱がもたらされる．他方で，価値中立
的な道具として理解することはソーシャルロボットのもつ影響
力を捨象してしまう可能性がある．
とはいえ，Coeckelberghらの関係論的転回が示唆するよう

に，ソーシャルロボットの「能力」はロボットだけを分析する
だけでは把握しきれない．では，関係論的な立場で，かつ道徳
的行為者性概念の安易な拡張を避ける形で，ソーシャルロボッ
トの道徳的重要性（moral significance）を理解する道はある
のだろうか．本稿ではこの問題について，フィクション論にお
ける議論を参照しつつ，ソーシャルロボットを「道具（tools）」
ではなく「小道具（props）」として理解するアプローチの可
能性を示唆する．
まず，留意すべきなのは，技術的人工物の道徳的重要性をす

くい取るために，必ずしも道徳的行為者性概念の拡張は要請さ
れない，ということだ．実際，Johnson[06]のように道徳的重
要性をもつ存在と道徳的行為者を区別する立場はかねてより
存在している．ただ，ここで考えなければならないのは，ソー
シャルロボットのユーザに対する働きかけに対して，どのよう
な説明を与えるのがもっともよいのか，ということである．
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4.1 Rodognoのフィクション的説明
これを踏まえて本稿で提案するアプローチは，ソーシャルロ

ボットを行為者としてみなすユーザの心的傾向を，フィクショ
ンに対する感情的反応と関連付けて説明する，というものであ
る．ここでは，ペットロボットの感情の説明を試みるRodogno

の立場 [Rodogno 16]を足がかりにする．
Rodognoは，ペットロボットに感情移入することが道徳的

に望ましくない「感傷（sentimentality）」∗4 に浸ることであ
るという批判 [Sparrow 02]に再反論を試みている．ここで打
ち出されるのが，ペットロボットに対するユーザの感情を，フ
ィクションに対する感情と関連付けて説明するという方針だ
[Rodogno 16]．フィクションに対する感情を説明しようとする
際に生じる「フィクション感情のパラドックス」を Rodogno

はペットロボットの文脈で再定式化し，そのそれぞれの前提を
検討することでペットロボットに対する感情を説明している．
Rodognoはその中で，ペットロボットの使用に伴う世界につ
いての「心得違い（misapprehensions）」は，フィクションを
楽しむ際に伴うそれと同じであり，それ自体で道徳的に悪だと
はいえないと示唆している．

4.2 道徳的行為者性の議論への応用可能性
Rodognoの議論はあくまでペットロボットに対する感情に

焦点を当てた議論だが，この方針はソーシャルロボットの道徳
的行為者性というより広い文脈でも有効であるように思われ
る．ユーザがソーシャルロボットを社会的存在としてみなそ
うとする心的傾向性は，ここで議論されている心的状態の派
生として考えることができるかもしれない．Coeckelberghは
仮想的行為者性概念はユーザ側の想像力に焦点を当てたもの
である．しかし，もしその心的能力がフィクションに対して用
いられるものと同様のものであれば，たとえばシャーロック・
ホームズの存在がフィクション上で成立する真理であるよう
に，ソーシャルロボットに見いだされる行為者性もフィクショ
ン上で成立するものに過ぎないのではなかろうか．そして，そ
ういった形で見いだされる行為者性は，私たちの既存の責任帰
属の実践とはまた異なるレイヤの性質なのだ．
もちろん，道徳的行為者性の議論をフィクション論に接続で

きる可能性を示唆しただけで，この議論が収束するわけではな
い．というのも，フィクション感情のパラドックスの解消法に
ついて複数の立場が打ち出されていることからもわかるよう
に，フィクション的な感情をどのように理解するべきかについ
ては理論の選択の余地があるからだ．
フィクション的な感情を理解するための理論や立場のそれぞ

れについて，そのフィクション論内における妥当性と，それを
ソーシャルロボットに適用した際の妥当性が一致するとは限ら
ない．その比較検討については別のところで議論するが，（広い
意味での）人工物によってどのようにフィクションが創出され
るのかを分析するWaltonのフィクション論 [Walton 90]は，
ソーシャルロボットの道徳的身分を理解する上での有益な補助
線となりうるだろう．この理論を用いることで，ソーシャルロ
ボットを価値中立的な「道具（tools）」ではなく，フィクショ
ンの創出に積極的に関わる「小道具（props）」として理解す
ることが可能になるのだ．
Waltonの理論において，虚構について語る体験は「ごっこ

遊び（game of make-believe）」として説明される [成瀬 17]．
そして，ごっこ遊び的な態度を取る際に必要となるのが「小道
具（props）」である．Waltonによれば小道具の役割には（1）

∗4 ここでの「感傷」は，ある主体が何らかの感情や心的状態に耽る
ことを目的に，世界を誤表象することである [Rodogno 16]．

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，の 3つがある [Walton 90, pp.20-21]∗5．
ここで重要なのは，この 3 つ目の特徴こそがWalton がいう
ところの小道具を定義する特徴であるということだ．つまり，
小道具の役割は，虚構上の真理の同定に寄与するという点にあ
る [森 11]．
たとえば，「切り株はクマだということにしよう」とエリッ

クが提案し，それをグレゴリーが同意するとき，そこで「ごっ
こ遊び」が始まる．このとき，茂みの中の切り株は，ごっこ遊
びにおける慣習や理解や合意に基づいてのみ，そこにクマがい
るということを虚構として成り立たせている．このような習
慣や理解や合意は「生成の原理（a principle of generation）」
と呼ばれる．この例における生成の原理は「切り株はクマだと
いうことにしよう」という明示的な約定によって確立されてい
る [Walton 90, pp.38-39]．なお，この生成の原理は「～しま
しょう」という明示的な言葉のみによって確立されるわけでは
ない．人工物の作り手は，それを見たり使ったりする人々が特
定の想像をするように，形状を工夫して想像を促す事物を作る
のである [Walton 90, p.21]．
さて，Waltonによれば，このような想像を促す事物の多く

は，その事物自身についての想像活動を促している [Walton 90,

p.25]．たとえば，布で作ったお人形で遊んでいる子どもは，赤
ちゃんを想像するだけではなく，そのお人形が赤ちゃんだと想
像しているのである．この延長線で考えると，特定の方法でデ
ザインされたソーシャルロボットに対して，それが自分と同じ
ような道徳的行為者だと想像するような心的態度も，ソーシャ
ルロボットという小道具によって展開されるごっこ遊びとして
理解できないだろうか．このとき，行為者性に関する生成の原
理は基本的に，明示的な約定によってではなく，作り手（設計
者）がユーザに行為者性を感じさせるような工夫をしてロボッ
トを設計することによって確立される．
このような関係性は，ソーシャルロボットの責任帰属の説明

のモデルとして利用することができるだろう．小道具によって
成立する真理はフィクション上の真理であって，現実の真理と
は区別される．したがって，あるソーシャルロボットが小道具
として機能し，ユーザがそれに社会性，ひいては（道徳的）行
為者性を見出したとしても，それはフィクション上の真理に過
ぎないのである．そして，仮想的行為者性という拡張が責任帰
属の実践という観点において混乱をもたらしたことを踏まえる
と，このようなフィクション上の真理は，責任帰属に関わる道
徳的身分とは別のレイヤで語られるべき性質だと思われる．

5. 結論――ソーシャルロボットを「正しく怖
がる」こと

本稿では，ソーシャルロボットの倫理を基礎づけることを目
的に，ソーシャルロボットを人間と同じような道徳的行為者と
してみなすべきか，という問いについて考察した．この問いは
すなわち，ソーシャルロボットのアピアランスに対するユーザ
の想像力をもとに道徳的行為者性を拡張するべきなのかという
概念工学的な問いである．

Coeckelberghなどの推し進める関係論的転回は，ソーシャ
ルロボットの道徳的重要性を理解する上で示唆的な考え方であ
る．しかし，それを道徳的行為者性概念の拡張にまで適用して
しまうことは，責任を人間に問うのかロボットに問うのかとい
う混乱を招いてしまうのであった．

∗5 Walton[90] は邦訳のページ数を参照する．
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本稿ではこの問題について，道徳的行為者性の議論をフィク
ション論に接続し，関係論的に見いだされる行為者性を既存の
行為者性と区別して考える方向性を提案した．
このとき，ペットロボットの感情をフィクション感情のパラ

ドックスに当てはめて考察した Rodognoの議論は有益な橋頭
堡となるだろう．特に，Waltonの理論に従えば，ソーシャル
ロボットとユーザとのインタラクションは，ロボットという小
道具を用いることで創られる「ごっこ遊び」として理解するこ
とができる．ソーシャルロボットに道徳的行為者性を帰属させ
ようとするユーザの心的傾向をこのような視点で捉え直すこと
は，人間がこれまで行ってきた責任帰属の実践の構造を保つこ
とが可能にするだろう．
この方向性で議論を進めるためにはさらなる理論的検討が

必要である．まず，フィクションおよびフィクション感情を説
明しようとする既存の理論について，その妥当性をソーシャル
ロボットの文脈で比較検討しなければならない．また，たとえ
ある理論がソーシャルロボットの文脈で妥当な説明を与えるこ
とが示されたとしても，その理論の適用の際には細かな修正が
求められる可能性はある．しかし，ソーシャルロボットの道徳
的行為者性を虚構上のものとして理解することは，本稿で問題
としていた概念的混乱を正す有効なアプローチとなるだろう．
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