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テレプレゼンス技術は人間関係を貧困にする

か？ 

――コミュニケーションメディアの技術哲学* 

呉羽 真 

 

 

概要 

In this paper, I address social and ethical issues concerning telepresence technologies. New 

communication media such as smartphones, video-conferencing systems, and tele-operated 

communication robots bring forth novel modes of communication and alter the way human 

relationships are established and maintained. It is sometimes said that these technologies realize 

“social telepresence,” or being together with distant others. However, some theorists, such as 

Dreyfus and Turkle, argue that these media degrade the quality of our communication practices 

and impoverish our human relationships and social lives. These theorists stress instead the 

importance of non-mediated, face-to-face conversation.  

An aim of the present paper is to examine these critics’ arguments against telepresence 

technologies and to show that they fail: their arguments, I will argue, are based on simplistic and 

false assumptions on the effect of communication media and are not supported by empirical 

evidence currently available. Thus, there turns out to be little basis for the claim that telepresence 

technologies have harmful effects on human relationships, though it is true that these 

technologies are sometimes used in inappropriate and ethically problematic ways. Another aim of 

this paper is to offer an explanation why such usage is problematic. Citing an actual case of 

inappropriate use of telepresence technologies, I will argue that what make it problematic is not 

certain intrinsic features of these technologies themselves, but “metamessages” the act of 

choosing them as communication media bears in certain situations. Thus, I will stress, we should 

pay critical attention to cultural contexts in which communication media are used and which 
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partly determine how they are used. 

 

Keywords: 技術哲学, テレプレゼンス, 情報通信技術（ICT）, コミュニケーションメディア,  

ロボット 

 

1 序論 

本稿は、テレプレゼンス技術を介したコミュニケーションがもたらしうる社会的・倫理的課題を検討する。

スマートフォンからテレビ会議システム、そして人間同士の会話を媒介するロボットまで、情報通信技術

（ICT）の発展は、「コンピューター媒介コミュニケーション（CMC: computer-mediated communication）」あ

るいは「ロボット媒介コミュニケーション（RMC: robot-mediated communication）」と呼ばれる新しい形態の

コミュニケーションを可能にし、人間関係のあり方を大きく変化させつつある。これらの技術は「社会的テレ

プレゼンス」、すなわち離れた相手と一緒にいることを可能にするのだ、ともしばしば言われる（この点を踏

まえて、本稿では、上記のコミュニケーション形態を「テレプレゼンスコミュニケーション」と総称することとす

る）。 

だが、こうした変化には望ましくないものも含まれるとして、様々な論者が警告を発してきた。例えばドレ

イファス（Dreyfus 2002, 2009）は、身体性を欠いたテレプレゼンスは人々の間の信頼関係をむしばむ、と

論じている。最近ではタークル（Turkle 2011, 2015）が、ICTの普及に伴ってわれわれは本物の会話をしな

くなり、共感能力を失いつつある、と論じている。これらの批判者によれば、コミュニケーションを促進する

はずの ICTがそれを劣化させ、人々の人間関係や社会生活を貧困にする、という逆説的な事態が生じて

いるのである。彼らは、ICT を介したテレプレゼンスコミュニケーションと対比して、対面コミュニケーション

のかけがえなさを強調する。本稿では、批判者たちの議論を最近の経験科学の知見も踏まえて検討す

る。 

コミュニケーションメディアが哲学的に興味深いのは、それが、様々な技術の中でも人間関係という社

会生活の根幹に甚大な影響を及ぼすものであり、また特に対面コミュニケーションの価値とは何か、という

問題を提起するからである*1。この問題は、対面コミュニケーションの代用になりうるコミュニケーション形

態が登場したことで初めて問題化したものと考えられる。本稿では、テレプレゼンス技術を題材として、こ

の問題を考察する。この過程で、上記の批判者たちの議論がメディアの影響について過度に単純な想定

に基づいており、十分な根拠を欠いていることを明らかにする。またその上で、テレプレゼンスコミュニケ

ーションが生じさせている倫理的問題を指摘し、その対処法について考察する。 

 

                                                        
*1 対面コミュニケーションおよびテレプレゼンスコミュニケーションの価値の問題は、ドレイファスを始めとする技術哲学

の議論（e.g. Dreyfus 2001, 2009; Clark 2003; Seibt & Nørskov 2012; Simpson 2017）に加えて、VR技術のそれと並べ

たテレプレゼンス技術の倫理を巡る議論（e.g. Maslen & Savulescu 2018）や、テレプレゼンス技術を用いた遠隔医療

を巡る医療倫理の議論（e.g. van Wynsberghe & Gastmans 2009）、等で論じられている。 
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2 テレプレゼンスとは何か 

「テレプレゼンス」は、ミンスキー（Minsky 1980）による造語であり、本来は、一定の装置を操作すること

を通して操作者が自らの生身の身体とは離れた場所にいると感じる現象を指す（この感覚はのちに「社会

的プレゼンス」と対比して「物理的プレゼンス」と呼ばれるようになる）*2。ミンスキーが考案した装置は、特

殊な眼鏡とジャケットを着用する遠隔操作型ロボットシステムだった。このジャケットは操作者の手足の動

きを遠隔環境に置かれたロボットに送信してロボットを動かし、ロボットはその動作の視覚的・触覚的フィ

ードバックを眼鏡とジャケットに送信する。こうして遠隔環境に関する情報を操作者にフィードバックするこ

とにより、操作者は自分自身がその環境にいるかのように円滑にロボットを操縦できる。ミンスキーがこの

システムを考案したのは、原発や宇宙ステーションなどの危険な環境で生身の身体を危険にさらすことな

く安全に作業を遂行可能にするためだった。それ以来、テレプレゼンス技術は、ロボティクスやバーチャ

ルリアリティ（VR）などの分野で研究が進められ、またエンターテインメント、ビジネス、教育、医療など

様々な領域に応用されている。最近の国内の例では、ANA ホールディングスが、テレプレゼンス技術を

用いた分身ロボット「アバター」を通じて人が離れた場所に「瞬間移動」する未来構想「ANA AVATAR 

VISION」を掲げ、2018年 3月にはXPRIZE財団と共同でアバター開発を競う総額 1,000万ドルの賞金レ

ース「ANA AVATAR XPRIZE」を始動させるなど、注目を集めている*3。 

テレプレゼンス技術はコミュニケーションメディアとしても利用されており、この点では電話やメール、チ

ャットなどの延長上にあると見なせる。これらの既存のメディアも、離れた場所にいる相手と一緒にいる、と

いう社会的テレプレゼンスの感覚を操作者にもたらすものとされることがあり（e.g. Clark 2003; Noë 2009）

*4 、広義のテレプレゼンス技術に含めてよいかもしれない。だが、より狭義のテレプレゼンスシステムとは、

テレビ会議装置や遠隔操作型ロボットを使用し、マルチモーダルな情報をリアルタイムでやり取りできるも

のである。コミュニケーションメディアとして用いられるロボットシステムは、通常、カメラやマイク、ディスプ

レイやスピーカーを備えているが、簡素なものが多い。しかし、ロボット学者の石黒浩は、より鮮烈に存在

感を伝送できる人間型の遠隔操作型対話ロボットシステムを開発し、CMC に続く新形態のコミュニケーシ

ョンとしての RMC を提案している（石黒 2012）。（本稿では、狭義のテレプレゼンス技術を議論の主要な

ターゲットとしつつも、広義のテレプレゼンス技術に含まれる旧来のメディアも視野に入れた考察を行うこ

                                                        
*2 ミンスキー（Minsky 1985）以来、テレプレゼンスを巡る議論では一般に、この用語はもっぱらテレプレゼンス装置の操

作者が抱く感覚を指すために用いられている。査読者の 1人は、装置の操作者が抱く感覚だけでなく、そのコミュニケ

ーション相手が抱く感覚も含める形で「テレプレゼンス」の定義を拡張し、それに基づいて種々のテレプレゼンス現象

を区別することを筆者に提案した。筆者は、こうした詳細な分析によってコミュニケーションの価値の問題についても新

しい論点を提示できる可能性があることを否定しない。しかし、定義の拡張はテレプレゼンス現象についての一般的

な理解との乖離をもたらすおそれがあり、また、本稿で取り上げるドレイファス（Dreyfus 2001; 2009）のような論者も、操

作者のコミュニケーション相手の抱く感覚に定位した議論を行ってはいないことから、本稿では従来の定義に従うこと

とする。 
*3 https://ana-avatar.com/ <最終閲覧日＝2019年 10月 7日> 
*4 ノエ（Noë 2009）は、日本のティーンエージャーたちによるテキストメッセージやインスタントメッセージサービスの利用

を、「社会的プレゼンスの新しいモダリティ」（ibid., p. 84）と捉える見方を提示している。 
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ととする。） 

一般にテレプレゼンス技術の利点には、危険な環境での活動を安全に遂行可能にする安全性や、生

身での活動や対面コミュニケーションに要求される移動の手間を省く効率性に加えて、生身での活動が

困難な人や地理的な理由でコミュニティに加わることが困難な人に活動手段を提供するインクルージョン

がある。例えば、アメリカでは、免疫不全の高校生*5や重いアレルギーをもった小学生*6がロボットを介し

て「登校」したことが報じられている。また、日本のオリィ研究所は、筋萎縮性側索硬化症（ALS）等で歩行

困難な人が自宅にいながら遠隔操作できるロボット「OriHime」を開発し、2018 年から彼らがロボットを介し

て接客を行うカフェを試験的に開催している*7。ALS の参議院議員が誕生したことで、同社のロボットを国

会で使用することも検討されている*8。こうしてテレプレゼンス技術は、ICT によって万人の社会参加を可

能にする「e-インクルージョン」の重要な手段と考えられている。 

 

3 フィクションに描かれたテレプレゼンス 

前節で述べたようにテレプレゼンスにはメリットがあるが、むしろそのデメリットに注目し、懸念を抱く人々

もいる。本節では、こうした懸念をよりよく理解するために、テレプレゼンスを題材としたフィクション作品を

紹介する。 

テレプレゼンスを取り上げて近年話題になった作品に、SF映画『サロゲート』（Ｊ・モストウ監督, 2009, ア

メリカ）がある。同作は、人々が遠隔操作型ロボットを自らの身代わり（「サロゲート」）として用いて生活する

ようになった時代を描いている。彼らは自分の好む容姿を備えたロボットを選択し、仕事や旅行にもサロゲ

ートで出かける。こうして病気やけがの危険、そして犯罪は激減した。だが、この世界ではほとんど不可能

と思われていた殺人事件が起こり、FBI 捜査官の主人公（トム）は捜査を開始する――。興味深いのはこ

の世界で営まれる人間関係であり、トムとその妻マギーの関係がそれを象徴している。マギーは家の中で

もサロゲートを使用し、長い間トムと顔を合わせておらず、トムはそのことに不満を抱いている。ある日トム

はマギーにその不満をぶちまける。 

 

トム：俺はただ、最近君と一緒に過ごしていないように感じるんだ。 

マギー：毎日一緒にいるじゃない。 

トム：サロゲート同士がね。そうじゃないんだ。 

 

ここには、テレプレゼンスコミュニケーションで対面コミュニケーションを代替することへの危惧が表れてい

                                                        
*5 http://www.huffingtonpost.com/2011/02/06/texas-studentlyndon-baty-vgo-robot_n_818884.html <最終閲覧日＝2019

年 10月 7日> 
*6  https://abcnews.go.com/blogs/health/2013/05/03/boy-with-severe-allergies-attends-school-via-robot/ <最終閲覧日＝

2019年 10月 7日> 
*7 https://orihime.orylab.com/ <最終閲覧日＝2019年 10月 7日> 
*8 https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_5d413945e4b0db8affb05d63 <最終閲覧日＝2019年 10月 7日> 
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る。 

『サロゲート』はテレプレゼンスを主題とした作品として注目に値するが、その着想の原型は、同作が公

開されるちょうど 100年前に出版されたＥ・Ｍ・フォースターの小説『機械が止まる』（Forster 1909/1997）に

すでに見出される。この作品は、地上の汚染のために人々が地下で生活するようになった時代を舞台とし

たディストピア小説である。人々は衣食住の供給をすべて機械に任せてそれぞれが孤立して暮らし、テレ

プレゼンス装置を通してのみ他人と交流する。対面の会話は時代遅れ、身体的接触は失礼なこととされ

ている。ある日主人公（ヴァシティ）は、離れて暮らしている息子（クノ）から直接会って話したいと連絡を受

け、嫌々ながら彼に会いに行く――。同作でテレプレゼンスへの不満を口にする役割を演じるのはクノで

ある。彼は、機械を過信するヴァシティに、以下の言葉を投げかける。 

 

機械はたいしたものだが、すべてじゃない。僕の円盤の中に何か母さんらしいものが見えているが、

母さんを見ているわけじゃない。この電話を通して何か母さんらしい音が聞こえているが、母さんの声

を聞いているわけじゃない。（ibid., p. 88） 

 

機械は僕たちから空間の感覚、接触の感覚を奪ってしまった。すべての人間関係をぼやけさせ、愛

を性行為に狭めてしまった。僕たちの身体と意志を麻痺させてしまった（……）。（ibid., p. 105） 

 

これらの言葉は、対面コミュニケーションのかけがえなさを強調し、テレプレゼンス技術がそれを蝕むこと

を警戒するメッセージとして読める。 

上記の２作はいずれも、フィクションならではの極端な描き方ではあるものの、対面コミュニケーションの

減少による人間関係の貧困化と人間の能力の退化を描いている*9。また興味深いのは、テレプレゼンス

が社会に浸透していく経緯に関する両作品の描写である。いずれの作品においても、テレプレゼンスは

利便性や安全性の追求のために普及し、価値観の変化を伴いながら対面コミュニケーションを代替する、

という経過をたどる。現代のテレプレゼンス批判の中でもしばしばこれと同じ点が指摘される。例えばター

クル（Turkle 2011）は、「近年では、つながっているかどうかは互いの距離ではなく、使えるコミュニケーショ

ン技術の問題になっている」（ibid., p. 155）と述べて、現在生じている価値観の変化に注意を促している。

この共通性は、テレプレゼンスへの懸念が高い一般性をもつことを物語っている。 

次節（第 4 節）および第 5 節では、こうした懸念をテレプレゼンス批判として展開したドレイファスやター

クルの議論を紹介する。なお、本節ではテレプレゼンス技術に関する懸念を際立った仕方で提示するた

めに想像上のテレプレゼンス技術を扱った『サロゲート』を紹介したものの、本稿の目的は狭義および広

義のテレプレゼンス技術が社会に及ぼしている影響を明らかにすることにあるため、以下では、現在すで

に利用ないし開発されているテレプレゼンス技術に議論のターゲットを絞ることとする。 

                                                        
*9 『サロゲート』と『機械が止まる』の両作品ともラストシーンで社会の崩壊を描いており、そこから（人間関係の貧困化へ

の懸念に加えて）テレプレゼンス技術に依存した社会システムの脆弱性への懸念が読み取れる。とは言え、この点は

テレプレゼンス技術に限らず、様々な技術に幅広く当てはまるだろう。 
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4 テレプレゼンスへの批判 

本節では、テレプレゼンスに対する批判として、ドレイファスに代表される身体性の欠如に基づく批判

（第 4.1項）と、コミットメントの欠如に着目したタークルの批判（第 4.2項）を取り上げる。 

4.1  身体性の欠如に基づく批判――ドレイファスを中心に 

テレプレゼンスコミュニケーションの欠陥として頻繁に指摘されるのは、それが対面コミュニケーションに

見られる身体的な諸要因を欠いていることである。「身体的／身体性」という用語は曖昧だが、しばしば指

摘されるのは、対面コミュニケーションでは、身体を用いることで表情、身振り、視線、声音などの豊かな

非言語的情報が伝達されるが、非対面コミュニケーションはこうした情報を伝えられない、という点である

（e.g. Pettit 2004）。また、同じく頻繁に挙げられるのは、非対面コミュニケーションには身体的接触が欠け

ている、という点である。このためにそれは、一定の種類の人間関係の構築と維持にとって適したコミュニ

ケーション形態ではない、とされることがある（e.g. Maslen & Savulescu 2018; van Wynsberghe & Gastmans 

2009）。 

こうした身体性の欠如を根拠にテレプレゼンス批判を展開したのが、ドレイファスである。彼はその著書

『インターネットについて』（Dreyfus 2001, 2009）において、テレプレゼンス技術のようにインターネットを用

いた技術の導入に対して、警告を発した。ドレイファスの議論は以下のものである。これらの技術はしばし

ば身体の課す制約を乗り越えることを可能にすると言われてきたが、身体こそはリアリティの感覚と他者へ

の信頼の源泉である。テレプレゼンス技術を介した経験は、生身の身体を介したそれと違って必然的に

身体性を欠いており、このためにリアリティの感覚を喪失させ、人間同士の信頼関係を損なう。一般にテレ

プレゼンス技術を介した経験では、身体をコントロールして世界を適切に把握することや、その場のムード

を感じ取り重要なものとそうでないものを見分けることができない。このため、それに頼ることで、リアリティ

の感覚が失われる。また、テレプレゼンス技術を介したコミュニケーションは、あらゆる信頼の基礎を成す

「根源的信頼」を脅かす。根源的信頼とは、ドレイファスによれば、本人の利益に反しても自分のために行

動してくれる相手に対する信頼を指し、身体的に触れ合ったり、傷つきやすさを曝け出した上で相手がそ

れに付け込まないことを確認したりすることで築かれるとされる。だが、テレプレゼンスコミュニケーションで

は、触れ合うことも傷つきやすさを曝け出すこともできない。そこには「現実の人間の身体の温もり、抱擁、

近さ」（Dreyfus 2009, p. 69）が欠けているのだ。このため、それが普及した結果あらゆる社会的相互作用

において信頼が疑われるようになる――。ドレイファスも、すでに互いを信頼し合っている知り合い同士で

はテレビ会議が一定の有効性をもつことは認めるものの、テレプレゼンス技術に安易に頼ることは危険で

あると警告する。 
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4.2  タークルの批判――会話離れと共感の衰退 

ICT の社会的影響を巡る議論の中で、人々をつなぐインターネットやソーシャルメディア等の ICT が逆

説的にも人間関係に悪影響を及ぼす、ということはしばしば論じられてきた。近年では、心理学者のター

クルが、２つの著作『つながっていても孤独』（Turkle 2011）と『一緒にいてもスマホ』（Turkle 2015）におい

て、豊富なインタビュー調査に基づいて ICT の利用に対する警告を発し、話題になっている。なお、ター

クルの議論の主たるターゲットはスマートフォンや自律型ロボットであり、狭義のテレプレゼンス技術では

ない。しかし、対面コミュニケーションの重要性を考察する上で参考になると考えられるため、ここで紹介し

ておく。 

まず、『つながっていても孤独』で彼女は、「われわれは互いにつながりを増しながら、奇妙なことに以

前よりも孤独だ。親密さの中に新たな孤独が生じている」（Turkle 2011, p. 19）と述べて、ソーシャルロボッ

トやインターネットの普及がもたらしている孤独
．．

に注意を促す。特に問題とされるのはネットへの常時接続

であり、これが、例えばゴミを捨てるように友人からのメールを「処理する」と語ることから伺われるように、他

人を物のように扱う風潮をもたらした、という。われわれは物にすぎないソーシャルロボットを人間のように

扱う一方で、オンラインツールを通してつながる他者を物のように扱っている。その結果、人々は本物の

つながりを失い、孤独になっている、とタークルは診断するのである。 

次の著書『一緒にいてもスマホ』でタークルは、ICTの普及が「会話離れ」、すなわち対面コミュニケーシ

ョンの減少をもたらしている、と論じる。彼女によれば、スマートフォンのような機械を通して、そしてソーシ

ャルロボットのような機械に向かって話すことで、われわれは本物の会話をすることの大切さを忘れて、会

話もどきしかできなくなっていく。われわれは共感や友情を育む真のつながりを求めることをやめ、単に共

感や友情が生み出されているかのように錯覚させるだけの見せかけのつながりで済ますようになっている。

そして、このことが共感能力の低下を招いている。このように論じて、彼女は、同書の原題にあるように「会

話を取り戻す」ことを提案する。彼女によれば、対面の会話こそ人間を人間たらしめる行為であり、また共

感能力を育む手段でもあるのだ。 

ここで、タークルの議論の特徴を整理しておこう。彼女も、ある種の身体性の欠如のために、非対面コミ

ュニケーションに本質的限界がある、と論じている。例えば彼女は、「（……）どんなによくなったとしても、

それら［テキストメッセージやＥメール、テレビ会議］には内在的な限界がある。人々は安定した情動と円

滑な社交のためにアイコンタクトを必要とするのだ」（Turkle 2015, p. 325）と述べる。だが、タークルの主要

な論点はむしろ、非対面コミュニケーションにおけるコミットメントの欠如
．．．．．．．．．．

にある、と考えられる。彼女が特に

警戒するのは、「オープンエンドの自発的な会話や、アイディアと戯れる会話、互いに向き合い傷つきや

すさを曝け出せる会話」（ibid., p. 4）を避ける態度である。コミットメントにはリスクが伴い、それと気安さの

間にはトレードオフがある。例えば、別れ話や謝罪をする際に、われわれは気安さを求めてそれをメール

で行うようになっている。タークルのインタビューを受けたある学生は、友人に対面で謝罪することを「重す

ぎる（too emotional）」（ibid., p. 34）と述べる。タークルはこれを人間関係の貧困化と捉える。人間関係に

伴う面倒を回避すれば、本物のつながりは得られない、というのだ。（以上の点を考慮すれば、彼女は非



Contemporary and Applied Philosophy Vol. 11  65 

対面コミュニケーションへの依存そのものを問題視するが、本当に問題とすべきはむしろメディアの利用

法なのではないか、という点が疑われる*10。この点については次節で検討する。） 

 

5 テレプレゼンス批判の検討 

本節では、次節で紹介した批判者たちの議論を検討し、それらが根拠を欠くことを示す。ここで示した

いのは、ドレイファスやタークルの主張に反して、テレプレゼンス技術の使用が必ずしも人間関係に悪影

響を及ぼすものではないこと、および、実際に現在のところ、社会全体として見た場合に、テレプレゼンス

技術の普及による人間関係の貧困化が生じているとは言えないこと、である。この過程で、メディアの影響

はそれが使用される社会的文脈に依存するにもかわらず、批判者たちの議論がこの社会的文脈依存性

を無視している、ということを明らかにする。第 5.1項では、身体性の欠如に基づくドレイファスの批判につ

いて、第 5.2項では、会話離れと共感能力の低下に基づくタークルの批判について、検討を加える。 

 

5.1  身体性の欠如に基づく批判への応答 

テレプレゼンスコミュニケーションに対するドレイファスの批判は、以下の論証構造をもっていると考えら

れる。 

 

P1: コミュニケーションを通して根源的信頼を確立するためには、そのコミュニケーションは身体性を

有していなければならない。 

P2: テレプレゼンスコミュニケーションには一般に身体性が欠けている。 

C:  従って、テレプレゼンスコミュニケーションを通して根源的信頼を確立することはできない。 

 

P1 を巡るドレイファスの議論には、幾つかの難点が容易に見て取れる。まず、傷つきやすさを曝け出す

ために同じ場所にいる必要はない。シンプソン（Simpson 2017）が指摘するように、ロボットアームを遠隔

操作して相手を物理的に傷つけることもできるし、ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）で相手に恥

をかかせ、社会的に傷つけることもできる。従って、仮にドレイファスの言うように、信頼は相手が傷つきや

すさに付け込まないことを確認することで築かれるのだとしても、そのことから身体的なコミュニケーション

が必要だという結論は導けない。また、信頼関係が身体的接触にどの程度依存するかは、時代や文化に

よるとも考えられる。例えば、インターネットの普及によって、一度も会ったことのない者同士（取引相手、

本の著者と編集者など）が信頼関係を構築しながら仕事をする例はありふれたものとなっているし、身体

的接触を頻繁に行う文化と（日本社会のように）そうでない文化では、それが信頼の構築において演じる

役割も異なると考えられる。確かに、身体性が信頼の確立にとって重要な役割を果たす場面はあるだろう

                                                        
*10 タークルが批判するような、ICT を用いたコミットメントに欠けるコミュニケーション形態を、久木田（2018）は「バッチ処

理型コミュニケーション」（同書, 30頁）と名付けている。 
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が、上記の点を考慮すれば、それにとって不可欠とまでは言えないだろう。 

 これに加えて問題なのは、ドレイファスが P2 において、対面コミュニケーション／テレプレゼンスコミュニ

ケーションを身体的なコミュニケーション／脱身体化されたコミュニケーションとして鋭く対置している点で

ある。この際、そもそもテレプレゼンスを脱身体化と解釈することが適切か、という点に疑問の余地がある。

クラーク（Clark 2003, ch. 3）は、経験における身体の重要性に関してドレイファスに同意しつつも、身体性

に関するその硬直した見方を批判し、テレプレゼンス技術を介した経験を脱身体化ではなく身体性の変
．．．．．

容
．
と捉えることを提案する。彼によれば、社会的テレプレゼンスを含むプレゼンスの感覚（どこかにいる、

あるいは誰かと一緒にいるという感覚）は、身体を用いて環境に働きかけ、そのフィードバックを受け取ると

いう相互作用から生じる。ただし、そこで身体が演じる機能は、テレプレゼンス技術が円滑な行為や豊か

なフィードバックを提供しうるようになれば、部分的であれ実現可能である。これを否定し、当該の機能が

皮膚に囲まれた生身の肉体によってのみ実現可能だと断じることは、身体性を神秘化することにもなりか

ねない。 

また、P2 を巡っては、様々な種類の非対面コミュニケーション形態を一緒くたにして対面コミュニケーシ

ョンと対置する点にも異論が可能である。セイプトら（Seibt & Nørskov 2012）は、前出の石黒らが開発した

人間型の遠隔操作型対話ロボット「テレノイド」を例に挙げて、ロボットは、人間同士の相互作用を人間‐ロ

ボット間の相互作用で置き換えようとするものではなく、むしろ従来のオンラインコミュニケーションに身体

性（身体的接触や触覚的フィードバック）を付加するものと捉えるべきだ、と論じる*11。 

以上の点を裏付ける経験的知見として、最近のヒューマン‐ロボット・インタラクション（HRI）の研究で、

遠隔操作型ロボットを用いることで社会的テレプレゼンスの感覚が生み出され、強化される、ということが

判明している（e.g. Tanaka, Nakanishi & Ishiguro 2015）。また、シャーマンら（Sherman, Michikyan & 

Greenfield 2013）は、女子大生を対象としてコミュニケーション形態ごとに友人同士で感情的つながりをも

たらす効果を調査したところ、①対面、②ビデオチャット、③音声チャット、④メールの順で効果が高い、と

いう結果となった。この際、言語的情報と視覚的情報の双方をやり取りするビデオチャットは、対面ほどで

はないにせよつながりをもたらす上で高い効果をもつことが示された。 

前述のようにドレイファスは、いかなるテレプレゼンスコミュニケーションも、根源的信頼の確立に必要な

「温もり、抱擁、近さ」を欠いている、としてそれを批判する。だが、テレプレゼンスコミュニケーション一般

の特性に由来する影響と、特定のメディアの特性に由来する影響は区別する必要がある。そして上記の

結果は、身体性が程度問題であり、テレプレゼンスコミュニケーションが一般に脱身体化されているわけ

ではない、ということを示唆する。そうだとすれば、P2 を巡るドレイファスの議論もまた、的を外していること

になる。 

 以上で、身体性の欠如に基づくドレイファスの批判が、論証として成功していないことを示した。まとめれ

                                                        
*11 ただし、ロボットはその外見から、従来の技術にはなかった新しい問題を引き起こす可能性ももっている。例えば、

人々はしばしば人間と話すこと以上にロボットと話すことを好み、またロボットが話者の自己開示を促進する場合があ

る。そこで、ロボットへの過度な依存の結果ユーザーが人間との対面の会話を避けるようになる事態や、ユーザーがロ

ボットを介して他人に言うべきでないことを言ってしまう事態が生じうる。これらの問題は一定の対処を要求するが、そ

の対処法の検討については稿を改めたい。 
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ば、ドレイファスが行った、信頼の確立にとって身体的なコミュニケーションが不可欠であるという主張も、

テレプレゼンスコミュニケーションには一般に身体性が欠けているという主張も、根拠を欠いている。（本

節では、信頼を確立するコミュニケーションにとって身体性が求められる場面もそうでない場合もある、と

いう主張を行ったが、その必要性がどのような要因に左右されるかについては、第 6節で考察する。） 

5.2  会話離れと共感能力の低下に基づく批判の検討 

序論では、新しいコミュニケーション形態の登場によって対面コミュニケーションの価値の問題が生じた、

と述べた。とは言え、コミュニケーションメディアに対する否定的言説は、これまでも新しいメディアが登場

するたびに語られてきたものでもある。そこで、テレプレゼンスへの批判を検討する上では、過去の言説

への反省を踏まえた議論をすべきだろう。ここでは、こうした否定的言説の代表として、プラトンが『パイドロ

ス』（プラトン 1967）で展開した書き言葉批判を取り上げる。 

 プラトンは同書で、書き言葉は真の言葉の「影」にすぎず、また記憶力の低下をもたらす、とソクラテスに

述べさせて、書き言葉への依存を戒めたとされる*12。しかし、書き言葉への依存が本当に記憶力の低下を

もたらすかは疑問であり、また（仮にもたらすとしても）記憶力の重要性自体が社会的要因に依存する。例

えば、現代の情報化社会では必要な情報すべてを記憶しておくことは不可能であり、また ICTを通じて容

易にアクセスできる情報をすべて記憶しておく必要もない。また、重要なのは、書き言葉が話し言葉とは

異なる機能をもつことである。例えば、書き言葉は思考の媒体としてもコミュニケーションの媒体としても話

し言葉よりもずっと安定した構造を提供し、時空的にずっと遠くまで効果を及ぼす。このために前者は後

者とは異なった用途に用いられるのであり、従って後者のもつ特徴（例えば声音などの非言語的・身体的

情報の伝達可能性）を欠くことは直ちに欠陥とはならない（cf. Clark 2003, p. 109）。人間のコミュニケーシ

ョンに単一の目的はなく、各コミュニケーション形態がそれぞれ特有の機能をもつのである。この点を無視

して、話し言葉のやり取りをいわば「本来的な」コミュニケーション形態と見なし、書き言葉のやり取りをその

粗悪品のように扱うことは、特定のコミュニケーションの機能を特権化するような偏見に由来する誤りであ

る。コミュニケーションの機能の多様性を考慮すれば、あるコミュニケーション形態を本来的と見なすことも、

他のコミュニケーション形態に対して原理的に優位に立つと見なすこともできないのだ。 

 こうした反省を踏まえるならば、テレプレゼンス技術に関する否定的言説も、経験的証拠を確認しながら、

どのような社会的文脈の中で、どのような用途にそれが用いられているかを、慎重に検討する必要がある

と言えよう。会話離れと共感能力の低下を指摘したタークルの議論にも、こうした経験的証拠による裏付け

を必要とする主張として、以下２つの想定が含まれている。 

 

A1: ICTの利用が対面コミュニケーションの減少をもたらしている。 

A2: 対面コミュニケーションの減少が人々の共感能力の低下をもたらしている。 

 

                                                        
*12 プラトンが当該箇所で何を主張したかったのかは解釈の余地があるが、本稿では解釈問題に立ち入らず、通俗的解

釈に準拠する。 
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以下で、経験的知見を参照しながら、これらの想定が支持されうるかを検討しよう。 

 タークルは、上記の想定の根拠として、彼女自身が行ったインタビュー調査に加えて、マクファーソンら

（McPherson, Smith-Lovin & Brashears 2006）およびコンラースら（Konrath, O’Brien & Hsing 2011）の研

究に言及している。マクファーソンらの研究によれば、1985 年と 2004 年にアメリカで行われた調査結果を

比較すると、この 20年弱の間に、人々が自分にとって重要な事柄を話し合える相手の人数は平均で 2.94

人から 2.08人に減少し、またそういう相手がいない人の割合は 10.0%から 24.6%に増加した。著者たちは、

この劇的な変化の要因の一つとして、インターネットが対面コミュニケーションの機会を減少させ、人々の

間の狭くて緊密なつながりに代えて広くて弱いつながりを普及させた、という可能性を指摘している。また、

コンラースらは、今日の大学生が 20～30 年前に比べて他者への共感を顕著に欠いていることを示し、原

因の一つはソーシャルメディアの手軽な友人関係にあると推測している*13。 

 しかし、より最近の調査では、一見したところ上記のものと一致しない結果も出ている。いわゆる「インタ

ーネット世代」（1980年以降に誕生した成人）を対象とした調査（Carrier, Spradlin, Bunce & Rosen 2015）

で、ソーシャルメディアの利用時間の増加は対面コミュニケーションに従事する時間の減少をもたらさず、

またそれが共感に及ぼす負の影響は非常に小さい、という結果になった。また、オランダの 10～14 歳を

対象とした調査（Vossen & Valkenburg 2016）で、ソーシャルメディア利用は共感の減少ではなく、むしろそ

の増加と相関する、という結果が得られた。各調査で調査対象の層も用いられる手法や尺度も異なるため、

これらの結果を比較検討することは容易でない。だが、少なくとも、タークルの上記の推測は証拠不十分

である（A1、ないし A1 と A2の両方が偽である可能性がある）、とは言えるだろう。 

また、コミュニケーションメディアの影響を考える上では、以前いわゆる「インターネットの逆説」を巡って

行われた議論を参照することが有益である。クラウトら （Kraut, Patterson, Lundmark, Kiesler, 

Mukhopadhyay & Scherlis 1998）が1995～97年に行った調査で、インターネットを利用し始めると、家族と

のコミュニケーションが減少し、社会的ネットワークの規模が縮小し、孤独感や抑鬱傾向が増す、という結

果が得られた。そこで著者たちは、コミュニケーションを促進するためのインターネットが人間関係をかえ

って希薄化してしまうという「逆説」を指摘し、またその説明として、ネットを介したオンラインコミュニケーシ

ョンによって結ばれる絆は、対面コミュニケーションによるそれよりも弱い、という「弱い絆」仮説を提唱した。

しかし、クラウトらが 1997～98 年に行った第 1 回調査対象者たちの追跡調査では、家族とのコミュニケー

ション時間、社会的ネットワークの規模、孤独感や抑鬱傾向、のいずれもネット利用と有意な相関なし、と

いう結果となった。また、同時に行われた新規パネル調査では、ネット利用者ほど社会的ネットワークの規

模が拡大する傾向が見られた。クラウトらはこの変化の原因として、利用者のネットへの習熟に加えて、ネ

ット利用者の増加やネット上で提供されるサービスの向上により、親しい家族や友人の間でそれが利用さ

れるようになったことを挙げた（Kraut, Boneva, Cummings, Helgeson & Crawford 2002）*14。すなわち、ネッ

                                                        
*13 「共感」という用語は多義的だが、本文中に挙げた調査（Konrath et al. 2011; Carrier et al. 2015; Vossen & 

Valkenburg 2016）はいずれも、相手の心的状態を読み取る能力（「認知的共感」）と相手の心的状態に対して一定の

感情的反応を示す傾向（「感情的共感」）を包含する複合的な尺度を用いている。 
*14 ドレイファス（Dreyfus 2001）も自らの主張の裏付けとしてクラウトらの第 1回調査（Kraut et al. 1998）に言及しているが、
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トを取り巻く社会状況の変化により、ネットというメディアの利用法もまた変化し、それが人間関係や社会

生活に及ぼす影響がネガティブなものからポジティブなものへ転じたことが示唆される。以上の一連の調

査結果からは、コミュニケーションメディアがどのような影響を及ぼすかは、その利用法を規定する社会状

況に大きく依存する、ということが読み取れる。 

青少年を対象とした最近の調査でも、ソーシャルメディアは主に、対面の交流がある相手とのコミュニケ

ーションに用いられている、と言われている（cf. Flora 2018）。このことからは、多くの人が、非対面のオンラ

インコミュニケーションを、対面コミュニケーションとは異なる目的のために行っており、後者を補完する手

段と位置づけていることが読み取れる。確かに、これらの調査結果は、テレプレゼンス技術のヘビーユー

ザーにおいて、人間関係の貧困化を招くようなテレプレゼンス技術の利用法が行われている、という可能

性を排除するものではなく、タークルの懸念はむしろその点にあるのかもしれない。しかし、仮にこの可能

性が事実であったとしても、そこで生じる悪影響は、テレプレゼンス技術というメディアそのものの特性で

はなく、むしろその利用法に起因するものと考えられる。 

実際に、非対面コミュニケーションの問題とされるものの中には、メディアの利用法に起因すると思われ

るものがある。例えば、マルチタスキングや短いテキストの頻繁なやり取りが青少年の発達に悪影響を及

ぼすことは、経験的証拠によって広く支持されている（cf. Pea, Nass, Meheula, Rance, Kumar, Bamford, 

Nass, Simha, Stillerman, Yang & Zhou 2012; Flora 2018）。これは非対面コミュニケーション一般に当ては

まるものではない。また、これと同様の点に基づいて、技術哲学者のブリグル（Briggle 2008）は、マクファ

ーソンらの特定した友情の衰退の原因が、インターネット技術そのものではなく、効率性を美徳とする高

速社会のダイナミクスと文化的価値観にある、と論じている。この点を踏まえれば、テレプレゼンスコミュニ

ケーションが人間関係を貧困にする、といった語り方をすることは、ある技術が及ぼす影響をもっぱら当該

の技術を構成する物質的人工物の内在的特性に由来すると見なす技術本質主義
．．．．．．

の誤りを犯すものだと

言える。技術とはむしろ、その人工物を取り巻く制度や慣習と不可分に結びついた仕方で人々の生活に

影響を及ぼすものである。この点を無視したテレプレゼンス批判は、説得力を欠く。 

 

 以上の考察の結論として、テレプレゼンス技術が一般に人間関係の貧困化を招く、という主張は根拠を

欠く、と言える。批判者たちは、テレプレゼンス技術はその非対面的・脱身体的性格ゆえに本質的限界を

もち、その利用が悪影響を及ぼすと論じるが、この際に当該技術を取り巻く社会的文脈を無視している。

コミュニケーションメディアの悪影響とされるものは、当該技術それ自体ではなく、文化的慣習と結びつい

たその利用法の問題だと推測される。また現状では、多くの場合に、非対面コミュニケーションはあくまで

対面コミュニケーションを補完する手段として行われている。批判者たちが危惧するのは、「機械が止ま

る」や『サロゲート』にも描かれた、対面コミュニケーションがテレプレゼンスコミュニケーションに取って代

わられるという事態だが、現実はその方向には向かっていないのである*15。 

                                                                                                                                                                             

それと一致しない結果となった第 2回調査（Kraut et al. 2002）については後に刊行された第 2版（Dreyfus 2009）でも

言及していない。 
*15 久木田（2018）は、ICTの賛成派と反対派の議論のまとめとして、コミュニケーションの役割には、（1）有益な情報の伝
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 無論、メディアごとの特性の相違を考慮すれば、従来のコミュニケーションメディアに当てはまることが必

ずしも狭義のテレプレゼンス技術にも当てはまるとは限らない。そこで、テレプレゼンス技術の開発に際し

ては、経験的探究を通して人々がそれをどのように用いるかを確かめながら、それが悪影響を及ぼさない

ように配慮した設計を心掛ける必要があるだろう。だが、この点を踏まえても、テレプレゼンス技術の影響

を巡る批判的言説は、暗黙裡に技術本質主義的な考え方に依拠してしまっており、信じるべき材料に欠

けているとは言えよう。 

本節では、テレプレゼンス技術が一般に人間関係に悪影響を及ぼす、という主張について否定すべき

理由を述べた。ただし、個別の場面でテレプレゼンス技術の不適切な利用法がしばしば行われていること

は事実だろう。例えば、タークルが言及した、「重すぎる」ことを理由に対面コミュニケーションを回避する、

という事例に関しては（そうした利用法が必ずしも社会に蔓延しているわけではなく、またそれが常に不適

切になるわけではないにせよ）それが不適切になる場面は確かにあるだろう。では、テレプレゼンス技術

の使用はどんな場合に不適切となるのだろうか？ 次節では、この問いに対する回答を試みつつ、テレプ

レゼンス技術の不適切な利用が生み出す問題への対処法について考察する。 

 

6 テレプレゼンスコミュニケーションの倫理 

テレプレゼンス技術の不適切な利用法はしばしば行われており、時としてそれが倫理的問題を生み出

すこともある。本節ではこの点を、実際にテレプレゼンス技術の使用が問題を引き起こした事例に即して

考察する。 

このような事例として、2019 年 3 月、カリフォルニア州フリーモントの病院で、医師が患者に、患者の余

命が短いことをテレビ会議装置越しに伝え、患者の親族を憤慨させたケースがある。この件を報じた『ニュ

ーヨークタイムズ』の記事（Jacobs 2019）によれば、患者とその家族がいる病室に前触れもなく装置が入っ

てきて、画面に映った医師が、患者の肺に深刻なダメージがあり有効な処置がないと述べ、モルヒネが欲

しいか尋ねた、という。このような使用法は、倫理的観点から見ても確かに不適切だと考えられるが、なぜ

不適切なのだろうか？ 上記の記事では、ニュアンスの伝達の難しさや身体的接触の不可能性のために、

テレビ会議装置はセンシティブな情報を伝える場合には必ずしも適した手段ではない、と述べられている

*16。だが、果たして（高性能のテレプレゼンス技術のおかげで）医師のニュアンスが正しく伝わったとすれ

ば、問題は起きなかったのだろうか？ 前節の議論を考慮すれば、このようにテレプレゼンス技術それ自

体の情報伝達能力の限界に問題を求めるのは、事態を過度に単純化した見方だと言えよう。以下では、

                                                                                                                                                                             

達・交換と、（2）良好な社会的関係の構築・維持、の２つがあり、ICT は前者には役立つものの、後者には不向きだ、と

論じる。彼の分析は、コミュニケーションに複数の目的があることを踏まえている点では評価できるものの、ICT の影響

に関する調査結果にばらつきがあることに触れていない点や、技術そのものの特性に基づく影響とその利用法に基

づく影響とを区別していない点では不十分である。 
*16 テレプレゼンス技術の不適切な使用法については、遠隔医療を巡る医療倫理の議論の中でも考察が行われている。

そこでも、遠隔診療は、あくまで対面診療を補完するものと位置付けられ、また患者の同意を得た上で使用することと

されている（e.g. 森久保 2018）。 
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何があるメディアの使用を適切／不適切とするのか、という問いを考察することを通して、上記のようなケ

ースの問題性を明らかにすることを試みる。あらかじめ答えを述べておくと、メディアそれ自体の特性以上

に、タークルの指摘したコミットメントの欠如にこそ当該のケースの問題性がある、と筆者は論じる。 

さて、上記の問いを考える上で参考になるのが、現象学者のリンギス（Lingis 1994）が、死にゆく母親を

看取る、という場面について与えた以下の記述である。 

 

要請されているのは、君がそこにいて語ることである。何を語るかは、結局のところ、ほとんど重要で

はない。君はどんなことでも口走ってしまう。例えば、「大丈夫だよ、母さん」と。君には、こんなことを

言うのはばかげており、母親の知性に対する侮辱ですらあることが分かっている。母親は自分が死に

つつあることを知っているし、君よりも勇敢なのだから。母親は君が言ったことを責めたりしない。結局、

何を言ったかはたいして重要ではないのだ。要請されていたのは、何でもよいから、何かを言うことだ

けだったのである。君の手と声が彼女に伸ばされ、彼女が今しも漂いゆく何処とも知れぬ場所に付き

添いゆくこと。君の声の暖かさと抑揚が、彼女が息を引き取るときに、彼女の下に届くこと。そして君

の目の光が、何も見るものがない場所に向けられた彼女の目と出会うこと。それだけが求められてい

たのである。（ibid., pp. 108-109） 

 

この箇所でリンギスは、この場面では対面コミュニケーションが要求される、と主張していると見なせる。た

だしそれが要求されるのは、対面コミュニケーションが一定の内容を伝えるのに有効な手段だからではな

い。と言うのも、彼が述べるように、この場面ではそもそも伝達される内容自体が重要でないからである。

それはむしろ、対面で話すという行為が共感的コミットメント
．．．．．．．．．．

を表明する手段だからだと考えられる。ここで

言う「共感的コミットメント」とは、自分の利害を考慮することなく相手の感情（苦しみや恐れ等）を理解した

り、分かち合ったり、和らげようとする態度のことを意図している。 

また、同じく上記の問いを考える上で参考になる論点として、シンプソン（Simpson 2017）は、コミュニケ

ーション媒体の選択が各媒体に特有の社会的意義をもった行為である、と指摘している。例えば、手紙と

いうメディアは、書き損じの修正が困難であることから、あらかじめ何を書くかを注意深く考えなければなら

ない、という特徴をもつ。このため、コミュニケーションの目的が非常に重要な場合、手紙を選択することは

適切だとされる。また、テレビ会議装置は、話者が互いの状況を相手に曝け出すという特徴があるため、

話者同士が親しくない場合やコミュニケーションの目的が重要でない場合には不適切だ、とシンプソンは

論じる*17。同じ論点をベイトソン（Bateson 1972）の言葉で言い直せば、メディアの選択がメディアを通して

伝達されるメッセージ（いわば一階のメッセージ）とは別の「メタメッセージ」を担う、とも言い表せるだろう。

上記の例では、手紙を選択することは、送り手がコミュニケーションの目的を重要視している、というメタメ

ッセージを、またテレビ会議装置を選択することは、話者が相手との関係性を親密だと考えている、という

メタメッセージを担うのである。 

                                                        
*17 同様の指摘として、石黒（2012）も、テレビ電話は、相手の態度を確認できるので重要な決定を下す仕事のミーティン

グでは有用だが、こうした確認が不要な日常的な会話ではかえって不便だ、と述べている。 
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 以上の点を考慮すれば、あるメディアの使用が不適切な場面とは、コミュニケーション形態としてそれを

選択する行為が、伝えるべきメタメッセージの伝達に失敗したり、伝えるべきでないメタメッセージを伝達し

てしまうような状況である、と考えられる。共感的コミットメントはこうしたメタメッセージの一種である。例え

ば、リンギスが描いた死者を看取るという場面は、一階のメッセージが重要でなくなり、共感的コミットメント

というメタメッセージの表明のみが求められる極端な状況だと解釈できる。この場面のように、共感的コミッ

トメントを表明する手段として、他の手段ではなく対面コミュニケーションが望ましい場合がある。それを望

ましくする要因としては、身体的接触の可能性や非言語的情報を伝える能力も挙げられるだろうが、それ

に加えて重要なのが、時間や労力を要するという非効率性それ自体
．．．．．．．．

である。つまり、対面コミュニケーショ

ンを選択することで、メタメッセージとして、話者が対面に要する時間や労力を厭わないほどにそこで伝達

されるメッセージを重要視していることが伝わり、自分の利害を考慮しないというコミットメントの表明につな

がる。対面コミュニケーションが有する価値の一部は、まさしくそれが面倒だという点
．．．．．．．．．．

にあるのだ。これに対

して、テレプレゼンス技術には効率性というメリットがあるため、それを使用することで、話者がそこで伝達

されるメッセージを重要視しておらず、手間を惜しんでいる、というメタメッセージが伝わってしまう危険が

ある。これは、コミットメントの表明が要求される場面では不適切になる。前述のフリーモントの病院の事例

は、まさにこのケースに該当すると考えられる。当該の医師は、テレプレゼンスを選択したことで、この場面

で要求されていた共感的コミットメントの表明に失敗したのだ。 

ただし、以上のようなコミットメントに関わる欠落を、批判者たちのように、テレプレゼンスコミュニケーショ

ンの本質的な限界のように言い立てることは誤解を招く。と言うのも、メタメッセージがどのように受け取ら

れるかは固定したものではなく、ある状況下でどのようなコミュニケーション形態が適切かは、メタメッセー

ジの受け取られ方を規定する複数の文脈的要因に左右されるからだ*18。シンプソンは、こうした文脈的要

因として、①話者同士の関係性と、②コミュニケーションの目的、の２点を挙げている。これに加えて、③

他の選択肢の有無や、④文化的慣習も含めてよいだろう。③については、他の伝達手段が利用不可能

な状況ならば、テレプレゼンス技術を用いてセンシティブな情報を伝達したとしてもコミットメントを欠いて

いるとは見なされないだろう。さらに、④の文化的慣習も、メタメッセージの受け取られ方を大きく左右する。

例えば、身体的接触を頻繁に行う文化に比べて、そうしない文化では、接触の不在がコミットメントの欠落

と受け取られる可能性が低く、テレプレゼンスを選ぶことの問題性が減じるかもしれない。また、メールで

別れ話をすることをコミットメントの欠落と捉える世代もあれば、そうでない世代もあるだろう。交際の仕方

自体が技術の影響で大きく変わってきている以上、交際に関する連絡の仕方が意味を変化させたとして

も不自然でない。こうした変化を、一概に人間関係の貧困化と捉えるのは一面的ではないだろうか。 

要するに、コミュニケーション形態の選択において重要なのは、情報伝達能力のようなメディアの特性

                                                        
*18 この点に関わる経験的研究として、女子大学生が目的に応じてどのようにメディアを使い分けているかを調べた酒

井・岸良（2005）がある。この研究によれば、学生たちは、謝ったり頼みごとをしたりする場合には対面を選択すべきで

あり、断ったり誘ったりする場合にはメール・電話といった非対面のメディアを選択すべきだと考える。また、自分が相

手から連絡を受ける場合にも、それぞれの目的で自分が連絡する場合に選択するメディアを相手が選択してくれるこ

とを望む。以上の結果は、メディアの選択の適切さがコミュニケーションの目的を含む文脈的要因に左右される、という

本稿の主張を補強するものと考えられる。 
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それ自体ではなく、それが状況に適うかどうか――それを選択することが当該状況でどのようなメタメッセ

ージをもつか――である。テレプレゼンス技術に関してドレイファスが問題視する身体性の欠落も、ターク

ルが問題視する（「重すぎる」がゆえに対面コミュニケーションを回避するという事例に見られるような）コミ

ットメントの欠落も、一概に問題であるわけではない。むしろ、上記のような文脈的要因に応じて各ケース

でテレプレゼンス技術を選択する行為が担うメタメッセージの観点から、その使用が問題となるケース／な

らないケースがあるのだ。従って、テレプレゼンス技術をコミュニケーションメディアとして選択する際には、

文脈的要因を踏まえてその是非を検討する必要がある。特に、単なる情報伝達以上に共感的コミットメン

トの表明が求められる場面があること、および、そうした場面では、テレプレゼンス技術の利点でもある効

率性が、それを選択することを不適切にする要因ともなりうること、には留意が必要である。これらの点を

見落とすことが、倫理的に問題のある事態をも引き起こしかねないのだ。 

 

7 結論 

本稿は、テレプレゼンス技術への批判的言説を検討し、その誤りを示した。現状は、テレプレゼンス技

術を含む ICT が人間関係を貧困化させつつある状況というよりも、その利用法を規定すべき社会規範が

未だ十分に浸透していないために、（時として倫理的にも問題のある）不適切な使用が行われている状況、

と考えるべきだろう。そしてこうしたケースの問題性は、コミュニケーション形態の選択がもつメタメッセージ

の観点から理解できる、ということを本稿は示した。そこで、テレプレゼンス技術を使用する際には、その

選択自体が社会的行為であることを銘記し、その行為がもつメタメッセージに留意しながら、使用の是非

を検討することが必要になる。 

付言しておくと、上記の結論は、テレプレゼンス技術自体は価値中立的であり、それが生み出している

問題は単にユーザー側の問題にすぎない、ということを意図するものではない。技術本質主義の否定は、

技術の利用法を規定している文化的慣習に批判の目を向けることを要求する。そして、（狭義および広義

の）テレプレゼンス技術が憂慮すべき文化的慣習と結び付いていることは、しばしば指摘されてきた。例え

ば前出のブリグル（Briggle 2008）は、インターネットを介した友情の可能性を問う議論の中で、インターネ

ットが友情の形成を阻害するという技術決定論の主張を斥けつつも、それが親しい友人関係を育む上で

有害なスピード重視の文化を反映し、それを強化する傾向をもつ、と指摘する。同様に江間（2019）は、遠

隔対話サービスを例に挙げて、それが既存の価値観を強化してしまう可能性を指摘している。例えば、単

身赴任中の家族との連絡などの目的で利用可能な当該技術の存在が、そもそも単身赴任が必要かを疑

う機会を奪い、考え方の「ロックイン（固定）」をもたらしてしまう恐れがあるという（同書, 159～160頁）。テレ

プレゼンス技術がもちうる以上のような憂慮すべき社会的含意については、当該技術のユーザーだけで

なく、その開発に携わる者も目を配る必要があるだろう。この際、特に、効率性を至上の価値とするような

価値観を前提してそれが開発・利用されることがないように、注意すべきである。 

とは言え、テレプレゼンス技術は単なる効率化の手段ではなく、（第 1節で述べたように）人々に活動の

手段を提供するインクルージョンの有効な手段でもある。このため、上記の点に留意してそれが開発・利
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用されれば、人間関係や社会生活がむしろ豊かにもなりうるだろう。 

 

付記 

 本稿は、京都生命倫理研究会 2019年 9月例会（2019年 9月 28日、京都女子大学）での発表「テレプ

レゼンス技術は人間関係を劣化させるか」に基づく。 
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