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   Abstract  Cyberspace has the possibility to build new relations, different from those in communities
restricted by border, region, profession, social status, culture, etc. the space where we meet the anonymous
others. We must examine the problem of the type of relationship we can have, especially the nature of social 
bonds we can have with them. That is exactly the question of ethics in cyberspace. We explore ethics 
particular to cyberspace, where anyone can join and discuss, not an ethics of obligation from a transcendent 
dimension.
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１．これまでの情報倫理学のあり方とその限界
これまでの情報倫理学は、応用倫理学の一分野とし

て、法規制、対症療法としての実践的倫理が主に論じ

られてきた。この方向性は、著作権問題を例に挙げる

までもなく、確かに必要であり、かつ効果的であるこ

とに異論はなかろう。また、このような立場は、実際

的な問題にその都度対応するがゆえに、最も合理的で

あると思われるかもしれない。

しかしながら、問題の解決の目指すものがあらかじ

め決定されているならば、大きな変化に対応すること

が難しくなる。例えば、既得権益の保持があらかじめ

目的とされるとき、その権利や利益が基づく枠組み自

体を疑問視するには決して到らない。たとえ、枠組み

自体が変容し、従来の捉え方のうちに収まらなくなっ

てしまったとしても、すでに手にした権利や利益はな

かなか手放しがたいものである。

サイバースペースという新しい空間における倫理を

考える際、その新しさゆえに、これまでの方法では対

応しきれない部分が出てくる。従来の枠組みを越え出

る問題に出会ったとき、そこへと差し戻して再考察で

きるような基盤もまた必要であろう（先の著作権問題

で言えば、この権利はサイバースペースでは守るのが

難しい。これは旧来の枠組みでの所有という考え方を、

サイバースペースという新たな空間へも持ち込もうと

するために生じる齟齬である。このとき私たちは所有

権概念の変更を余儀なくされる）。それが新たな倫理

的可能性を探求する端緒となる。

私たちが提起するサイバースペースの倫理を語る方

法は、実際的な法のレベルで論じられるというよりも

むしろ、作法として、あるいは心構えや態度として語

られる。このような倫理の語り方は、法として人々を

強制するものでも、命法として外部の超越的権威や価

値に従わせるようなものでもない。重要なのは、コミ

ュニケーションの新たな形態に即した倫理を探求し続

けるということだ。その探求し続けるという態度が、

倫理の実践となり模範ともなる。

この二つの立場、すなわち法整備を目指す立場と新

たな倫理を探求する立場について、どちらが優先され

るべきかだとか、どちらがより有効かといった議論は

無意味であろう。なぜなら、この二つはレベルの異な

る視点であり、それと同時に、両者は相互補完的でも

あるからだ。実際の法整備が進められる一方で、それ

でもなお、既存の枠組みや見方を変更しうる可能性を

含んだ議論もなされる。両者が互いの議論に影響を与

えつつ、与えられつつ、いわば直線の両極端から中央

を目指すようにして、倫理や法を語ることが重要なの

である。たとえ、その動きがどこまでいっても決して

接することがなかったとしても。私たちがここで進め

ていきたいのは、サイバースペースにおける人々の新

たな社会的関係を、どのような倫理の下で語るのかと

いう議論である。さらに、サイバースペースという特

性を積極的に活かした倫理は可能かどうかをも探求し

ていきたいのである。そのためには、これまでの社会

的関係を根底から変えてしまうサイバースペースとは、

どのような空間であるのかを見きわめなければならな

い。

２．開かれたサイバースペース
交通手段の発達や電話の普及は、距離感覚を変更さ

せた。距離とはもはや地理上の距離ではなく、ヴァー



チャルな概念なのだ(1)。インターネットの出現は、空

間時間概念をさらにヴァーチャルなものにする。ネッ

ト上でのコミュニケーションは、リアルタイムでなさ

れる。しかもマスメディアのような一対多のほぼ一方

向的なコミュニケーションではなく、多対多の双方向

的コミュニケーションである。私たちはこれまで出会

うことのなかった人々と、空間や時間を超えて、出会

い、相互にコミュニケーションするのである。

だからといってサイバースペースがすぐさま「開か

れた空間」となるわけではない。なぜなら、インター

ネットを利用しながらも、従来の人間関係に留まった

閉じたリンクを形成する場合も多々あるからだ。例え

ば、実際の現実世界においてすでに築かれた関係を、

サイバースペース上でも維持するという場合、それは

閉じた世界を形成していると言える。だがそれだけで

はない。サイバースペースにおいて出会われるのが、

いわゆる同一的な自己としての他者、自分を一歩も超

え出ることのない他者であれば、関係は閉じたままに

終わるであろう。

サイバースペースの大きな特徴の一つとして、これ

までならば決して出会うことのなかった他者と私とを、

時間や空間を越えて結びつけるということが挙げられ

る。そのとき他者は、身分や社会的地位を必ずしも明

らかにせず、私の前に現れる。ときには偽ることさえ

あるだろう。いわば匿名性のもとに現れる他者とは、

私たちにとっていったいどのような存在なのだろうか。

３．匿名性のもとに現れる他者
サイバースペースにおいて、他者が現実世界の名前

や身分、職業などを明かさないとしても（ときには偽

るとしても）、他者は別の仕方で自らを露わにする。

それは、他者の発するメッセージや情報の内容である。

私たちの関心は、その人がどのような人物なのか、と

いうことではなく、何を考え、何を表現しているのか

という点に絞られていく。いわば、主語（名前、身

分）ではなく述語（情報内容）によって規定される他

者を、私たちは匿名性のもとに現れる他者と呼ぶ。

このとき、この新しい空間における人々の関係は、

メンバーは何を知っていて、何を語り、何に興味を持

っており、どのように考えるのかといった観点から築

かれる。それは、身分や職業的なアイデンティティか

ら知のアイデンティティへの移行を意味する。サイバ

ースペースとは知の空間であるのだ。例えば、私たち

はそれがどこの誰によって発言されたかということを

問うことなく、情報そのものに興味をひかれ共感する

ということがある。それが契機となってコミュニティ

が形成されることもあるだろう。知という規準に基づ

いて何らかのコミュニティを作りあげたとき、そこで

問題となるのは、地理上の距離や年齢や職業といった

ものではない。何が語られているのかということのな

のだ。とはいえ、サイバースペースが従来のヒエラル

キー的関係性や職業や身分に基づくアイデンティティ

を完全に破壊するものでもない。従来の社会的関係性

を覆う形でサイバースペースは新たな空間を拓く。既

存の関係性は、あるときはこの新たな空間に侵食され

て弱められ、あるときはこの空間に対抗する意味で強

められるだろう。ただし重要なのは、既存の関係性が

たとえ強められるにしても、知の空間ともはや無関係

ではいられないということである。

知という観点から他者を捉え直したとき、たとえ現

実世界における身分が明らかにならなくとも、他者は

より根源的な姿を私たちの前に現す。そのとき、私た

ちは他者とどのような関係を構築することが可能なの

だろうか。サイバースペースにおける他者との社会的

関係を再考しなければならない。

４．社会的なものとは何か
市野川容孝は『社会』において、次のような指摘を

している(2)。

私たちが「社会」という言葉を用いるとき、ふつう、

以下の対立概念のもとに意味を理解している。すなわ

ち、自然に対する社会、個人に対する社会、そして国

家に対する社会。よって、私たちが「社会的関係（連

繋） le lien social, social bonds」という表現を目にする
とき、思い浮かべられるのは、上述の三つのカテゴリ

ーのうちにいずれか一つ（あるいは複数）である。個

人ではなく公の関係であるとか、自然状態ではなく、

社会化された人間関係であるとか、国家権力に対する

社会関係であるといったように。しかし、社会的

social, sozial には、日本語のニュアンスからは読み取
れない四つ目の意味が含まれている。それは、日本語

で言えば、福祉とか厚生といった意味合いである。

市野川の指摘によれば、フランスにせよドイツにせ

よ、憲法において次のような規定がなされている。

「ドイツ連邦共和国は、民主的、かつ社会的な

（sozial）連邦国家である」（ドイツ基本法第20条）
「フランスは、不可分の、世俗的、民主的、かつ社

会的な共和国である」（フランス現行憲法第１条）

もし、私たちが、「社会的」という用語を自然や個

人や国家に対立させて理解するならば、この規定は非

常に奇妙なもののように思われてしまう。なぜ、「社

会的」social という語が「民主的」 démocratique と
いう語と並列されるのか。「社会的」というタームは

決してデモクラシーの対立概念ではない。いわゆる弱

者を視野に入れること。これが日本語から完全に抜け

落ちてしまっている第四の意味合いなのだ。このとき、

私たちは「社会的な社会」というものすら語る可能性

を持つのである。

このように見るならば、欧米で社会的関係（連繋）

が語られる際に、なぜ議論がダイレクトに「倫理」や

「礼儀作法」へと結びつけられうるのかを私たちは理

解する。例えば、新たな知の空間であり、これまでに

ない社会的関係を切り開く「集合的知性」をテーマに

した著書で、レヴィが第一章にサイバースペースにお

ける「倫理」を置いたのは故なきことではなかったの

である。私たちは今後、社会および社会的という用語

を目にするたびごとに、第四の意味を念頭に置くこと

が求められるのだ。

そもそも、これまでの「民族や国家や宗教といった

帰属によるコミュニティの発生が凄惨な袋小路」へと



至ってしまっていたことは周知の事柄である。そのた

めにレヴィが提示するのが「知」という基軸である。

民族や国家や宗教は、必ず、「～ではない」人々を生

み出す。すなわち、Ａ民族ではない人々、Ｂ国家に属

さない人々、Ｃ宗教を信じない人々といった具合にで

ある。民族や国家によるコミュニティに属する人々と

属さない人々の間には、争いや排除、対立等々が生ま

れ、せいぜいましな事態として互いに無関心を装う状

況を想定できるくらいである。しかし、「知」をベー

スに置くことで状況は一変する。なぜなら、何一つ知

らない人は存在しないからだ。また、次節でも述べる

ように、いわゆるアカデミックな知を持たない人々で

も他の何かを知っているだろうし、何も知らないよう

に見える人々でさえ、潜在的には学びうる者なのだか

ら。さらに言えば、何も知らないように見える人々こ

そが、触媒となって新たな知を生みだすエネルギーを

もたらすことすらあるのだから。このように、何かを

知っているということを基盤に私たちは一つの大きな

集合を構想することができる。そこでは、民族や国家

といった何らかの基準を軸にＡか非Ａかを語るのでは

なく、何を知っており、それをどのように語るのかが

問題となる。それは多様性を積極的に認める集合なの

だ。

こうして、従来の公と私との調停といったレベルで

はなく、ドゥルーズの言うように、公と私を横断する

かたちで社会的なものを語ることができる(3)。この意

味での「社会的」連繋を、すなわち、多様性を認めつ

つ、できる限り多くの人を覆うような関係を、探求し

なければならない。重要なのは、知を基盤にした関係、

相互的修習の関係であり、孤立した状態ではなく社会

においてこそ各自の価値が承認されるという点である。

５．相互的修習から社会的連繋へ
さて、そもそも何かを知る、何かを学ぶとはどのよ

うな事態なのか。普通、何かを学ぶというとき、私た

ちは、教師とその生徒という関係を思い浮かべる。そ

して、知は教師から生徒へと一方通行で伝えられるも

のだと考えられがちである。また、本などによって独

学する場合も、本と自分、教材と自分（もちろん、本

や教材の背後には著者が存在し、その著者と自分との

関係と考えることもできる）という関係の中で、一方

的に学ぶ自分が想定されるだろう。しかし、ここで私

たちが論じようとしている「修習」とは、このような

一方向的な運動を意味するわけではない。例えば、私

たちは日々さまざまな事柄を学ぶ。その一方で、私た

ちはすでに知っている事柄を絶えず誰かに教えている。

私たちは必ず、対話相手の知らない事柄を知っている

からである。本などによって私たちが何かを学ぶ場合、

著者とのコミュニケーションが不可能であれば、相互

関係を築くのは困難であるように思われる。だが、そ

うではない。サイバースペースへと考察の場を移して

みよう。そこでは、書き込みに対する書き込みが次々

となされていったり、コメントを記したメールが行き

交ったりする。それは印刷された書物が生み出すこと

の難しい事態であろう。だがそれと同時に私たちが気

づくのは、相互関係とはいえ、必ずしも常に、著者と

読者という直接的な関係を考える必要はないというこ

とだ。書物から何かを学び、直接著者に働きかけなく

とも（著者は二千年以上も前にこの世を去っているこ

とすらあり）、何かを学んだ者は、それを誰かに語っ

たり、テクストによって表現したりすることで、他の

人々に働きかけていく。それは、俯瞰的な視点から眺

めれば、一冊の書物を媒介に生まれる巨大な集合体な

のだ。

しかしながら、これだけでは事態の半分しか言い当

てていない。私たちの強みは、何かを学んだり教えた

りということを無意識に実行することができることだ。

すなわち、ある特定の事柄について学ぼうとか、何ら

かの知識を教えようと意識することなく、相手から学

んだり、誰かに教えたりするという事態が起こりうる。

その場合、コミュニケーションの時点では、互いに修

習が起こったと気づかない。しかし、そのときのやり

取りはやがて何かを生み出したり、生み出させたりす

る原動力となる。つまり、潜在的な力が生ずるのだ。

重要なのは、コミュニケーション運動そのものである。

何をやり取りしているか気づくことなく、両者がコミ

ュニケーションし、その行為から、直接的にであれ、

間接的にであれ、新たな知や考えがあふれ出る。ここ

から二つの事柄が引き出せる。一つは、教える側と教

えられる側というものが、固定的ではなく、流動的な

関係であること。私たちは、あるときは学ぶ側に立ち、

あるときは教える側に立つのであって、この関係は常

に移行し続ける。さらにいえば、学びつつ教える、教

えつつ学ぶという関係すら可能なのだ。もう一つは、

学んだり、教えたりする事柄があらかじめ決定されて

いるわけではないこと。私たちは具体的な何かという

ものを学ばないことすらありうるのだ。あるいは、学

んだり、教えたりしたことすら気づかないこともある。

それは、学ぶとはどういうことかということを学んだ

り、表面上のメッセージとは異なるメタ・メッセージ

を受け取ることなのだ。知を媒介にした流動的な関係

が、潜在的な力を生み出すこと、これが相互的修習の

最も重要な点である。

こうして相互的修習は何かを知っている人すべてを

巻き込んでいく。さらに言えば、何も知らないように

見える人々すらこの関係のうちに含まれていく。なぜ

なら、従来の価値観による判断からすれば、無知であ

るように思える人に、何かを知っている人が向き合っ

たとき、教える側は、教えるという行為を通して何か

を学ぶからである。また、教えながらその人物が潜在

的に持っている力を引き出しうるからである。その潜

在的な力は、今度は逆に教える側に働きかけて、別の

エネルギーを生じさせる。これはすぐれて社会的な関

係であり連繋であるのだ。

６．リアルタイムの倫理 ---- 新たな倫理の可

能性
さてこのような社会的連繋が新たな倫理への入口だ

としても、私たちはそのような連繋自体を受け入れる

べきか否か、あるいはそれ以外の連繋が可能か否かを



問いたくなる。そもそも相互的修習という態度を認め

るかどうかについても議論が分かれる可能性があるだ

ろう。ただ、上述のような関係性を認めることによっ

て、私たちは大きなメリットを手に入れることができ

る。それは、社会的連繋を基盤にした知の空間におい

て、私たちはそのような連繋自体を問題化し、新たな

関係を探求する手段が残されているということである。

それはまさに、サイバースペースのリアルタイム性に

基づいている。

サイバースペースにおけるリアルタイムでの調整は

重要な要素となる。まず何よりも、これまでの時間的

リズムを速めることができる。ネットワークにつなが

ること、デジタル技術を駆使することによって、デー

タの書き込みや伝達、共有などは、より効率的になさ

れうる。身体的移動や身体的現前を必要とすることな

く、コミュニケーションが可能となる。この点に関し

ては、すでに私たちが日々経験していることでもある。

しかし、忘れてはならないのは次のような意味でリア

ルタイムを捉えることである。すなわち、これまでの

情報伝達やコミュニケーションのスタイルを変えずに

速度だけを速めるのではなくて、集合に属するメンバ

ーが相互に作用し、互いの潜在的な力を最も高めるよ

うな仕方でコミュニケーションすることである。言い

換えれば、手段や速度の変化にのみ甘んじるのではな

く、それに伴って、メンバーが以前よりも力を発揮で

きるようなコミュニケーションや関係性を、まさにリ

アルタイムで創り出していくことが重要なのである。

その場合、その時々で論じられるテーマや目指される

計画によって、価値基準や判断基準も異なってくるで

あろうし、重視される能力や必要とされる知も変わっ

てくることだろう。この意味でリアルタイムを捉える

ならば、前例や慣習を守って行動した方が、リアルタ

イムの知の調整よりも、費やされる時間を短縮可能で

あるということが、皮肉にも理解されるだろう。しか

しながら、目指されるのは単なる時間短縮ではないの

だ。むしろ、集合がリアルタイムに対応し、変化し、

決定していくという可能性を拓き、各メンバーが絶え

ず相互作用し、意味を書きかえ、読みかえていき、そ

れによって集合的知性がますます豊かになること。こ

の意味でのリアルタイムを重視しなくてはならない。

このように捉えられたリアルタイムは、コミュニテ

ィ内での閉じた慣習そのものを問題として俎上に載せ

ることを可能にする。それだけではなく、そもそもコ

ミュニティ内で築かれる関係そのものを再考したり、

よりよい基準や方法それ自体を共に模索することがで

きる。もしサイバースペースの特性を活かした倫理が

ありうるとすれば、まさにこの点こそが強調されるべ

きであろう。絶えず多数の基準によって再評価される

こと、それも基準そのものを問い直すようなかたちで

評価され続けることが重要である。

見知らぬ者をコミュニティへと受け入れるのは、容

易なことではない。言うまでもなく、受け入れるとい

うことは、コミュニティ側の規律や習慣を全く変える

ことなく、見知らぬ者に既存のルールを守らせて、メ

ンバーに入れるということを意味しない。見知らぬ者

がもたらす差違や刺戟を積極的に認める。コミュニテ

ィ内の規律や習慣をその差違をもとに見直したり、問

題化することもありうるだろう。構成員が変われば、

コミュニティ自体も変化していくはずである。また逆

に、あるコミュニティに新たな加わった者たちは、そ

のコミュニティと自らのスタンスの違い、考え方の違

いを積極的に認める。自らの思想そのものを問題化す

ることも視野に入れつつ、メンバーとしてコミュニテ

ィに関わっていく。これが歓待に基づく道徳がもたら

す理想的な状況である。誰もが見知らぬ者と出会う可

能性を持ち、誰もが見知らぬ者となりうる可能性を持

ち、誰もが変化していくのである。そのとき、歓待に

基づく相互的で社会的な連繋が何よりも重要となるの

だ。

補注

(1)ヴァーチャル化の主な特徴の一つに、「今ここ」から離

脱が挙げられる。すなわち、空間時間的なありかを変容さ

せるのである。サイバースペースや遠隔通信におけるコミ

ュニケーションの場はもはや正確に「どこにあるともいえ

ない」。それは場という空間概念それ自体の再考を私たち

に迫るものである。この問題提起こそがまさにヴァーチャ

ル化なのだ。詳しくはレヴィ（1995）およびセール

（1994）のヴァーチャル論を参照されたい。

(2)市野川は、ルソーに遡りながら、丁寧に「社会的なも

の」という概念に何が含まれるかを考察している。詳しく

は市野川（2006）の第 II 部を参照せよ。

3. 社会的なものの横断性をドゥルーズは語っている。「そ

れ〔＝社会的なもの〕はまた公的領域とも私的領域とも混

同されない。何故ならば、反対に社会的なものは、逆に公

的なものと私的なものとの新たな雑種的様態をもたらし、

国家の介入とその撤退の、国家の負担とその軽減の再配分、

独自の絡み合いを自ら作り出すのだから」(ドゥルーズ

（2003）, p.160)。
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