
1. ロボットの道徳的な行為者性と責任 

ロボットは「道徳的行為者性 moral agency」を
発揮できるのか。彼らには「道徳的責任 moral 

responsibility」が負えるのか。 

ＡＩを搭載した自動運転車の実用化が目前に迫

り、無人兵器の開発が急速に進み、そして今後い

っそう高度な知能を備えたロボットが社会のさま

ざまな場面に進出していくことが見込まれる現在

において、こうした問いを検討することは喫緊の

課題となっている。典型的な問題として想定され

るのは，完全自律型の自動運転車が歩行者と事故

を起こしそうになったときに，搭乗者と歩行者の

どちらの生命を優先する行動をとるのかを選ばね

ばならないといった――いわゆる「トロッコ問題」

と類似の設定の――状況であり，そこでは，自動

運転車に道徳的行為者性やその判断の帰結に対す

る道徳的責任を帰属させることはできるのか，可

能であるとすればそれはどの程度なのかが問われ

るのである。この問いに対し，原理的にロボット

はそもそも道徳的行為者にはなりえず，したがっ

て道徳的責任を負うこともありえないと答える論

者がいる一方で，ロボットもまた十全な意味で道

徳的責任の主体となりうると考える論者が他方に

存在し，その中間に，ロボットには部分的で限定

された道徳的行為者性なら認められると応答する

論者がいる。いずれにせよ，ロボットの道徳的行

為者性および道徳的責任をめぐるこのような倫理

学的考察は，ロボット倫理学における最も重要な，

いわば定番の課題のひとつとなっており，近年刊

行が相次ぐテキストやハンドブックの類もこのト

ピックを欠くことはない[1][2][3][4]． 

 しかしながらここでの議論は，以下で見ていく

ように，すでに妥当とはいいがたくなっている行

為者性の概念や責任観を前提としており，その意

味で土台からの再構築を必要としている．そうし

た前提に根元的な批判的検討を加えること，そし

てそこからロボットの道徳的な行為者性と責任に

関して引き出せる含意を手短に示すことが本稿の

目標である． 

 

2. 古典的な行為者概念と個人主義的責任観 

通常，ロボット倫理学においては，人間の道徳

的な行為者性や責任についての見方を念頭に置き

ながら考察が進められることになる．やや理想化

を含んでいるが，おおまかにいってそれは次のよ

うなものだ．まず，人間は自らの自由な意志によ

って，自分のもつ欲求についてその善し悪しを吟

味し，価値的な判断を下す．次いで，そうした価

値的な判断とそれに関連する認識にもとづいて，

自分が何を為すべきかをその帰結も含めて評価・

決定し，実際の行為に移す．したがって，そこで

の行為から生じる帰結については，行為者が責任

を引き受けなければならない．とくに，ここでの

行為やその帰結が道徳に関わるものであるなら，

道徳的な行為者性や責任が当該の人物に帰属させ

られることになる．それでは，ロボットにもこう

した意味での行為者性や責任を帰属させることが

果たしてできるのだろうか，それはどの程度の自

律性や価値判断能力が備われば可能になるのか―

―ロボット倫理ではこういう具合に問いや考察が

進められるわけである． 

 道徳的な行為者性や責任についての上記の見方

は，この主題に関する現代の古典というべき論文

を著したＨ・Ｇ・フランクファートやＧ・ワトソ

ンに大枠で共有されているが[5][6]，その歴史はア

リストテレスの『ニコマコス倫理学』にその原型

を見出すことができるほど古いものである[4][7]．

アリストテレスは，行為者が意思決定を行う能力

を行使し，その行為が外部ではなく自分自身のう

ちに起源があるという意味で自発的なものである

とき，行為者には道徳的責任があるとしている．

これは，行為者が自らの行為を自分でコントロー

ルしていることを要請しているという意味で，道

徳的責任についての「制御の条件 control condi-

tion」もしくは「自由の条件 freedom condition」と

呼ばれる．アリストテレスによれば，道徳的責任

を帰属させるには，この制御の条件に加えてさら

に，現代では「認識的条件 epistemic condition」な

どと呼ばれる――それ自体が重要な議論の主題で

ある[8]――条件をも満たされていなければならな

い．要するに，責任ある行為者は，自分のしてい

る行為が何であり，それがいかなる（道徳的な意

味をもった）帰結を生み出すかを認識していなけ

ればならないというのである．以上とは逆に，自

らのふるまいに自らの制御が及んでいない場合に

は行為者性は成立していないものと見なされ，ま

たかりにそのふるまいが制御下にあってもそれに

関わる重要な事実を認識していない場合，責任は

減免されることになる． 

 この見方がロボット倫理学に適用されると，た
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とえば以下のような論争が展開されることになる．

技術の発展により自律性が向上していけば，ロボ

ットも制御の条件をある程度までは満たす――し

たがって一定水準の行為者性を発揮する――よう

になるだろう．いや，その自律性はあくまでも設

計者やプログラマという外部の存在に由来するも

のであり，人間のもつような自由意志にもとづく

真の自発性を欠いているのだから，やはり行為者

性は認めがたい，もしくは非常に限定されたもの

にならざるをえない．ふむそれでは，ロボットが

自らの意思決定がもたらす道徳的な帰結について

認識できるようになればどうか．そうして認識的

条件が充足されれば，ロボットにも道徳的責任を

帰属させることができるはずだ．駄目だ，意識や

自由意志をもちえないロボットの認識は，それら

を備えた存在である人間の認識とはまったく異質

のものであるから，人間と同じようには認識的条

件が成り立つことはありえない．なぜならロボッ

トは，道徳的観点から見て自分が何をしようとし

ているのか，それが何を引き起こすのかを理解し

ていないからだ，などなど……． 

この論争については，技術の将来的な発展可能

性や，意識・自由意志の本性（ならびにその人工

的な実現可能性）をめぐる哲学的な議論などを絡

めながら，さらに掘り下げていくことができる．

しかし本稿では，その先を追いかけるのではなく，

このような論争で前提として共有されている見方

をいくつかの観点から批判的に検討してみたい．

その見方とは，道徳的な行為者性も責任も本質的

に個人の内部にその起源を有し，基本的には意識

と自由意志を備えた個人にのみ宿るという「個人

主義 individualism」ないし「内在主義 internalism」

――「責任のアトミズム的な説明 atomistic account 

of responsibility」と呼ぶ哲学者[8]もいる――である．

ロボット倫理学における議論でも多くの場合この

見方が踏襲されているが，人間の行為者性と責任

の実態はそもそもそうしたものではなく，したが

ってロボットを論じる際にそれを当てはめようと

するのはある種の錯誤に陥っている，というのが

次節以降で明らかにしたいことにほかならない． 

 

3. 人間の行為者性と責任の実態 

3.1制御の条件にまつわる批判的検討 

人間の行為者性やその部分としての道徳的行為

者性を批判的に検討するうえで大きなポイントに

なるのは，現実には非常に限られた場合にしか制

御の条件が満たされないということである．この

ことは以下の①と②の二つの方向から述べること

ができる． 

①個人の内部にあっても制御できるとは限らない 

第一に，行為の産出に寄与する認知プロセスの

多くは，意識の及ばない領域で自動的に進行する

という意味で，個人の内部にありながらも本人の

コントロール下にはない．知覚のみならず，因果

的推論や確率推論，あるいは価値的な判断ないし

は意思決定といった，これまで哲学や倫理学で想

定されてきた以上の非常に広い範囲で，無意識的

な認知プロセスが強力に作動しているのである．

そうしたプロセスは，哲学者のＮ・リーヴィやＨ・

コーンブリスの議論によれば[10] [11]，認知モジュ

ール内に情報的に遮蔽されていて本人の内省的思

考によってはアクセスできない．したがって行為

ならびにそれに先立つ意思決定の過程において，

個人の意識や自由意志が関与する範囲は控えめに

言ってもかなり小さいと見積もられる．類似の主

張は，Ｄ・カーネマン[12]に代表される二重プロセ

ス理論を引き合いに出しても成り立つだろう．い

ずれにせよ，かりに行為の起源が個人の内部にあ

るからといって，通常は当人がそこで進行するプ

ロセスを的確に把握しているわけではなく，それ

ゆえ制御の条件が充足されることはごく稀だと考

えられる．つまり個人主義・内在主義的な見方と

制御の条件の間には亀裂が走っているのである．

なお，ここではさらに有名なＢ・リベットの実験

などを引き合いに出すことにより[13]，そもそも意

識的な意図や自由意志などというものは行為にお

いて実際には傍観者的な役割しか果たしていない

のではないか，という深刻な疑義が呈されるかも

しれない． 

②行為者性は外的足場に支えられている 

第二に，実際の人間の行為性は，個人の外部に

存在する事物による支えのおかげで発揮されてい

るものと理解するべきである．Ａ・クラークが力

説するように[14]，われわれは自分を取り囲んでい

る多種多様な人工物や社会的制度を「外的足場 

external scaffoldings」として用いることで意思決定

を行い，行為を生み出しているのだ．紙にペンで

記録を書きつける，コンピュータを使って計算を

行う，電子取引で金融商品を購入する，裁判を通

じて紛争解決を図る，間接民主制のもと投票によ

って国民の代表者を選出する，という具合である．

こうした外的足場は個人の行為者性を支えてくれ

るものではあるけれども，個人の自由な変更を容

易に許すものではない．その意味で，Ｍ・Ｒ・ヴ

ァルガスも指摘するように[9]，従来の哲学的説明

において典型的に見出される自由で独立した自己，

すなわち自らの行為を自分の制御下に収めている

自己なる考えは，われわれがごく限られた影響力

しかもたない制度や力によって自分の選択が構造



化されているという事実によって脅かされてしま

うのである．このように，道徳的行為者性や責任

の所在を周囲から切り離されたアトムとしての個

人（の内部）に限定するような個人主義・内在主

義は，人間の現実の姿に照らすならおよそ妥当性

を欠いているといわざるをえない． 

 

3.2 認識的条件にまつわる批判的検討 

行為者性が外的足場に支えられているという点

は，認識的条件の成立のありようとも密接に関わ

っている．ここでもリーヴィが示す議論の方向に

従うなら[15]，行為についての認識を含め，一般に

人間の認識は個人の内部に閉じない共同的な事業

として営まれており，そこでは認識的条件とそれ

に応じた道徳的責任がしばしば個人主義や内在主

義では捉え切れなくなるのである． 

そうした共同事業としての認識的営為の際立っ

た成功例は科学である．現代の科学では，高度な

機器――これもまた個人を超えた集団的営為の所

産である――の使用に加えて，たいていは一人の

力ではなく分業体制を敷くことで効率的に探究が

進められ，さらに査読によるチェックが制度的に

行われることで研究の質の改善・向上が図られる．

要するに個人を超えた外的足場の構築と活用が科

学をきわめて強力な知的活動にしているのだ．と

はいえ，こうした人間の認識の共同性や分業体制

は，科学に際立った仕方で見られるものではある

けれども，近年急速に発展しつつある人類進化学

が示唆するように，人類史における最近の革新と

いうよりむしろ，人間という生物種の比類なき適

応的成功を長きにわたり支え続けてきた大きな要

因だと考えるべきものである[16]． 

 そうだとすると，認識的条件の充足に関して，

個人レベルと超個人レベルとを区別する必要があ

りそうだ．かりに個人ではこの条件を満たしてい

ない状況でも，人工物や制度からなる外的足場に

立脚して分業的・共同的に活動する集団に定位し，

その全体からなる一体的なシステムを単位として

見るなら認識的条件が成立している，と捉えられ

る見込みは十分ある．そうした場合には，認識的

条件を充足し，それに応じた道徳的責任を負う行

為者性を発揮するのは，そのシステムということ

になるだろう．Ｍ・シウリアもリーヴィと同様に

「道徳的責任は頭の中だけにあるものではない 

Moral responsibility ain’t just in the head」と述べおり，

道徳的責任についての集団的・共同的な見方を採

るべきだと主張している[17]．こうした主張を引き

受けるなら，道徳的な行為者性や責任の所在を一

人の人間やその内部だけに閉じ込めようとする狭

隘な個人主義・内在主義の見方（責任のアトミズ

ム）は，決然と放棄されねばならない．  

 

4. ロボット倫理学の理論的基礎の根元的な

再構築に向けて 

ロボットの行為者性や道徳的責任について問うと

き，われわれはつい人間に関する従来の個人主義

的・内在主義的な見方をそのまま投射してしまいが

ちになる．しかし，前節での検討からは，人間の行

為者性や道徳的責任は，外的足場に支えられた集団

的・共同的な営為により成立するのが本来のあり方

なのであって，自由意志を備えた意識的で独立した

個人というレベルでの成立は――それが現実に可能

だとしても――実際にはせいぜい派生的なあり方に

すぎないのではないか，と考えたくなってくる．こ

うした一種の「外在主義 externalism」と呼びうる観

点のもとでは，たとえば企業や法人の責任を問うこ

とは，擬人化やフィクションにもとづくものではな

く，まさしく真正の責任を帰属させることであるか

もしれない． 

ロボット倫理学の理論的基礎をあくまでも人間の

道徳性に求めるのであれば，こうしたラディカルな

主張を組み入れる形での再構築を目指すことも必要

になるだろう．最後にそのために重要になると思わ

れる論点を手短に三つ挙げて本稿を締めくくりたい． 

 

・ロボットの道徳的行為者性や道徳的責任を考える

うえでは，意識や自由意志の人工的な実現可能性

をあまり重視しなくてもよい．少なくとも従来型

の制御の条件に縛られる必要はない． 

・行為者性や道徳的責任を個々のロボットに内在す

るものとして帰属させねばならない，という個人

主義的・内在主義的な発想も不要である．人間と

同様の行為者性を実現するには外的足場による

支持に注目するのがよいかもしれない．その意味

で外在主義が重要な視点になる． 

・多種多様な人工物や社会制度を含む外的足場に支

えられた人間の集団的・共同的営為にロボットが

参画することで，全体として認識的条件を満たす

ような一体的なシステムが成立する場合には，そ

のシステムが行為者性を発揮し，また道徳的責任

を負う真正の単位となる，という可能性を真剣に

受け取るべきである． 
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