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日本工学アカデミーの使命

社団法人日本工学アカデミーは、広く学界、産業界及び国の機関等において、工学及び科学

技術並びにこれらと密接に関連する分野に関し、顕著な貢献をなし、広範な識見を有する指導

的人材によって構成されており、工学及び科学技術全般の進歩及びこれらと社会との関係の維

持向上を図るため、下記の諸活動を通じて、我が国ひいては世界の発展に資することを目的と

する。

寸巳--=ロ
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1 )国内外の工学・科学技術政策、教育等に関する調査研究、提言活動を積極的に行う。

2)国内外における学際・業際的及び新技術領域の活動を推進することに資する調査研究等の

諸活動を積極的に行う。

3)国内外の工学、科学技術の健全な進歩発展に寄与するための教育活動、及び一般に対する

普及、啓発活動を推進する。

4)上記の諸活動を効果的に実施するため、国内外の諸国体、特に海外の工学アカデミーとの

連携を強化し、共同事業等を推進する。

5 )上記の一環として国際工学アカデミ一連合の主要メンバーの一員として、特に近隣諸国に

おける工学アカデミーの設立に対して、良きアドバイザーとしての責務を果たす。
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東アジア工学アカデミー円卓会議の技術倫理宣言の
意義と今後の展望
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上野 晴樹(うえのはる き)

司 会(飯塚幸三国際委員会委員長) 第1461iil談

話サロンを始めさせていただきます。

本 Hは技術倫理!を'1'心にご議論をいただくとい

うことで、お二人の講師をお願いしております。

私、司会を務めさせていただきますのは飯塚でご

ざいますが、私lιl身は技術倫理の則"1家でもやIJて'

もありません。たまたま国際委11会の活動の-11i

として、これからお話をいただきます上野先生ご

活断;の京アジア工学アカデミ一 川卓会;義(EA-

RTM)、その中でこのIllll垣がテーマとして取り上

げられたという 関係で、お引き受けした次第です。

凶際委員会の活-到jの1'1.1でEA-RTMというのは

過去 8 阿の実絞があり、非'I~I:; に人~Jp;'な活動の一つ

です。

上野先生については、多くの干判決がご存じと，也

いますが、 間i11i，にご経際を紺介いたしますと、防

衛大学校、東京'，l!:機大学で、それぞれ屯気T:予を

専攻されて、修士謀裂を終えられ、 ニ'I~;ï11学院大ザ:、

京京'，l!:機大学の郁l':iIi、助教授、教授を歴任さ札た

後、 :半・術情報センタ一、現在のHliJ:情報学研究所

に教授として就イでされました。宅lU[:は総令研究大

学院大学↑i刊lA132・T.，ll攻の専攻長も兼任されています。

そのIl¥J、米国及び'1Jlilで研究i~、治:只教授をなさ

いました。なお、 ト|木工学アカデミーでは、|王11漂

委11会、特に EA-RTMのタスクフォースのメン

ノfーとして、 2003年か ら非常に泊先な活動をして

いただいておりますので、本11は、 2004年度の成

果ということで、「点アジア]で子・アカデミ一円山会

議の技術倫理買言のな誌と今後の展望Jと題して、

'M::f)}に上野先生にお話をいただきます。

では、上野先生よろしくお悶!いいた します。

上野晴樹 どうもありがとうございました。

それでは、アジア技術倫理汽言に|民J:&するご報

告と、ついでに基本(I~)な概論の訴をさせていただ

き、それから今後の1111題提起などをさせていただ

こうと思います。以後に、ご助言などを賜れば幸

いです。

先ほど先日介の'1:1にもありましたが、米アジア-1て

学アカデミ 一円以会議(EA-RTM)は2003年度から

タスクフォースをiLち上げ、年度別テーマを決め

て共同で作業し、その成果を RTMで報f与すると

いう JIヲ態になりました。

この EA-RTM は飯塚全員が委111えを務められ

るliI際委Ll全の活動の一つで、す。RTM設立以米関

与してこられた鈴木治会員を '1.1心に活動してきま

したが、 2003年度から、程、と1JI':米総先生も参加す

ることになり、 2004年度 4月からはさらに実際の

タスクフォースの窓nを私が務めさせていただい
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た次第です。

実は技術倫理宣言の調査研究のための EAJの母

体となっていますのが、「エンジニアリングと社会」

タスクフォース (E&PTF)です。その作業部会の

中でのいろいろな言義論がベースとなっております

ので、この場をお借りして委員の方々に感謝致し

ます。

では、最初にアジア技術倫理宣言の経緯と概要

について説明させていただ、きます。その後で、「伝

統文化に基づく技術倫理のすすめ」について説明

させて項こうと思っております。これは、私が主

に最近提唱している概念でございます。

まず、経緯ですが、名称が東アジア工学アカデ

を社会に対して約束する"という宣言をするもの

であるわけです。ところが、 RTMにはそういう母

体があるわけではなく、また東アジア全体を包括

しているわけでもない。そのような組織がアジア

のエンジニアはこうあるべきだという宣言を出す

というのは越権ではないかということです。

もう一つは、国によって状況は違うという点で

す。技術のレベルも違いますし、法制度も違いま

すし、社会システムも違う。経済システムとして

も、我々は自由主義経済ですが、中国は社会主義

経済であるわけです。個人の自律が極端に制限さ

れている社会主義経済の中に、現在言われている

ような技術倫理綱領は本質的に合わないのではな

ミ一円車会議 (EA-RTM)になりましたのは、ー いか。したがって、中国は多分賛成できないに違 へ
昨年 (2003年)の秋に第 7回EA-RTMが東京で

開催されてからです。母体となっていますのは、

日本、韓国、中国の工学アカデミーですが、今後

少しずつ ASEAN等の東アジア諸国もメンバーに

入ってくるということを想定しています。したが

って、日中韓から東アジア連携へ進みつつありま

すので、その受け皿にするために名称を変え、同

時に Bylawsも制定されました。

技術倫理宣言のきっかけになりましたのは、日

本側ではありません。韓国の工学アカデミーです。

韓国では、技術倫理に関連する極めて憂慮すべき

問題が起こっているといつことで、この際アジア

のエンジニアを対象とする技術倫理綱領を提案す

るから、それに賛成してくれないかという話が一

昨年ありました。根拠は、ご存じと思いますが、

韓国についても、中国についても、アジア諸国に

ついても、技術倫理という意識が極めて乏しいの

が実情である。そのために社会混乱が起こってお

り、いろいろな事故や災害も起こっている。つい

ては、アメリカが中心で進んでいる技術倫理綱領

の考え方をアジアに普及させたいということであ

りました。

その提案に対して、日本側のグループでは何回

か議論をしたのですが、幾つかの点で問題がある

ということで賛成できないという態度をとってお

りました。一つの理由は、後でも説明させていた

だきますが、技術倫理綱領というのは基本的には、

協会とか学会という母体が、“我々はこういうこと
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いないということです。

また、日本については、英語のホームページが

ほとんどないといフこともあり、韓国がInternetで

調査したときに日本の情報がほとんど得られなか

ったという問題もありますが、既に日本では色々

な学協会で技術倫理綱領が制定されていて、しか

しうまく機能していないのはどういうことである

かという、次のステップに進んでいるわけです。

そういうこともあって、目的には賛成できない

が、韓国内での技術倫理の推進に関する活動を先

ずすべきであり、その上でそれをされたいのなら、

我々の経験をもとにして協力しましようという立

場をとっていたわけです。中国も、理由は特に説

明していませんでしたが、反対であるという表明

をしておりました。しかし韓国は“アジア"に拘

っており、何としてもアジア技術倫理宣言を実現

したいという強い働きかけを続けておりました。

今年度になってから、状況が変化しました。韓

国工学アカデミーのキーパーソンが中国工学アカ

デミ一事務局を訪問して、何とか宣言にまとめた

いから協力してほしいと、個別にネゴシエーショ

ンしたらしくて、中国ではとりあえずタスクフォ

ースのテーマにはしようということになったわけ

です。韓国では猛烈にそのための勉強だとか提案

書作成をしたようですが、我々はそういうことで

あったとしても基本理念として実現が難しいと考

え、常に意見や参考となる情報を送っていたわけ

です。

へ
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付属文書

アジア技術者の倫理に関する指針

我々、中国工学アカデミ一、日本工学アカデミーおよび韓国工学アカデミーは、肢術者が生活の質と地球
環境の持続可能性に技術がi重要な役割lを担っていることを認識し、近隣諸国の人々や I~I 然環境と調和のと
れたアジアの文化遺産を大切にし、正直で偏見のないプロの技術者として誠実、名誉、品位を重んじ、独
立した個人としての技術者の義務を遵守し、原い主・依頼主・凶民に誠実に奉仕し、最も高い倫理規準で
プロの行為に専念するように、アジアのL学系学協会に勧告する。 この精神を達成するために、アジア
の技術者はド記事項を実行寸・る3

1. 国民の安全、健康、福祉と整合のとれた技術的決定をする立任があることを認識し、また自然界における
長期で大規模な元に戻すことができない 1:木技術を応用する際に、安全、健康、福祉、および持続可能な
グローパルな開発に関する、すべての関連情報を公開する。

2. 職業的または専門的事項について、この指針の他の項 ~I ，こ触れない限り、原い主や依頼主に忠実な代行者
または受託者として行動するの

3. サービスの品質や評価に影響を及ぼすまたは及ぼす恐れのある事項について、すべての知られているまた
は潜在的な利害対立事項を公開する。

4. データに基づく主張や予測を述べる際には、正直で信頼できる人である。
5. 準拠法、法令、規則や規制、契約、および諸規格を遵守して、仕事を遂行する。

6. 著作権や特許を含む財産権を尊重し、知的財産権を正当に評価する。
7. 正砲な専門家としての批評を求め、受け入れ、提供する。他の人の業総を適切に評仙.し、行ってもいない

仕事の権利を主張しない。
8. 経験と教育の限界に正直に、率直に対応し、自己の信念と良心にもとづいて行動する。
9. 業務を過して関連知識、技能、および専門的技術の修得を続け、専門分野の技術の改良に貢献する。

10. 性別、宗教、民族、年齢、性的優先権、人種、肉体的または精神的な障害に閲する偏見と差別に反対する。
11. 地球の持続的発展とその生産能力の保存と岡復lこ必要な努力を払う。

12. アジアの技術者の相互理解と連帯を促進し、アジア各国の友好関係に貢献する。

図1 アジア技術倫理綱領ガイドライン(日本語訳)

韓国の熱意は相当なものでしたので、よいたた

き台を提案してくださいと譲歩しました。その後、

9月末頃にアジア技術倫理宣言のたたき台が送付

されてきました。この案を10月の国際委員会で審

議して項きましたが、幾つか問題点があるので本

年度の EA-RTMでの合意は見送るという方針に

なりました。倫理綱領を除いた一般的宣言につい

ては合意できるというものでした。

EA-RTMは10月31日と11月 1日の 2日間の予

定でしたが、その直前にたまたま国際委員長が北

京を訪問されることになり、ついでに事務局を訪

問して率直な意見を確認してもらいましたところ、

中国では技術倫理宣言に調印する方向で調整して

いるという話でありました。そこで急逮、調印す

るための必須条件として、エンジニアを対象とす

るのではなく学協会などの組織を対象として勧告

することや、知的財産権の遵守を含む 5項目の追

加などを出したわけです。それを韓国と中国も受

け入れましたので、アジア技術倫理宣言をまとめ、

日中韓の三会長による調印に至りました。

これが技術倫理宣言とその付属文書です(図 1)。

技術倫理宣言は本アカデミーのホームページで公

開されておりますので、確認して頂ければ幸いで

す (http://www.eaj.or.jp/)。

付属文書のいわゆるモデルコードでは、先ず基

本理念が述べてあり、それに続いて12項目が列挙

されています。

第 1項目は、技術者は国民の安全、健康、福祉

を最優先の達成目標として、それに関連する重要

な情報は常に開示するというものです。これは最

近の殆どの技術倫理綱領で第一に挙げられている

項目でもあります。

第2項目は、第 3項目以下に幾つかの条件が書

いてありますが、その条件に触れない限りは、雇

用主や発注者との契約を守りなさいと明記されて

います。つまり、雇用主との契約あるいは職業上

の組織との契約というのは、ランクが下がること

であるということです。あくまでも社会に対して

の技術者の貢献や責任というのが優先するという

ことです。これが最近の動向ですので、指針に入

れてあります。

実は、これは韓国のアカデミーが作成したドラ

フトでありまして、いわゆるアメリカン・スタン

ダードと言われるものと理念的にほぽ同じです。

第5項目と第 6項目は、韓国のドラフトにはな

かったのですが、我々がぜひ加えてほしいという
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提案といいますか，合意条件を

だしたものです。 EA-RTMでのレクチャー要旨:

第5項目は、法令や規則、国

際条約や契約を遵守するという

ことです。このような項目は一

Issues of Engineering Ethics from Asian Perspectives 

般的な技術倫理綱領にはあまり

入っていないものなのですが、

アジアにおける産業活動の上で

この種のいろいろなトラブルが

起こっておりますので、この項

目は欠かせないということです。

第6項目では、著作権や特許

を含むような知的財産権を正当

• A personal view ・

Harukl Ueno 

Member of EAJ 
Chairman of Taskforce on Engineering and the Public， EAJ 

Member of Intemational A仔:airsCommittee， EAJ 

Professor of Nationallnstitute of Informatics 

S"'EA-RTMm岡田"91nSllzb叫， No四 mbo什， 2004

に評価し、遵守するということ

を盛り込みました。これに関し

図2 EA-RTMで行った技術倫理レクチャーのトップ画面

てもいろいろ産業上のトラブルが起こっており、

日本のダメージが大きいというのを耳にしており

ましたもので、ぜひ追加してほしいとお願いしま

した。この項目も一般の技術倫理綱領にはあまり

入っていないものです。それをあえて入れてもら

った次第です。

後でちょっと説明いたしますが、この倫理綱領

はかなりアメリカ的な思想に基づくものです。最

も重要な理念は、「技術者は自律しなければならな

いJというものです。中国のような自由の束縛さ

れた国では、この理念は機能しないだろうと我々

は思っているわけです。思っているんですが、韓

国がまだ技術倫理のベースがないということです

ので、とりあえずこれを受け入れて、 2段階目と

して、アジアに適合した技術倫理のあり方を検討

しようじゃないかと考えているところです。

技術倫理宣言に関する意見交換はクローズドミ

ーテイングで行われる予定でしたが、中国のアカ

デミーは、我々に相談なしに ASEANのオブザー

ノぐーを 5、6名呼んでおりまして、調印の直前ま

で参加されており、退室前の挨拶でこれからはぜ

ひ参加したいということを希望されておりました。

ついでに ASEANの地図を調べてみますと、

rASEAN+ 3 Jというのがちょうど束アジアとい

う概念に当たるのではないかと思われます。ASEAN

ではいろいろな連携が既に存在しており、ヨーロ

ツノマとの聞で ASEANとしての立場からいろいろ
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な協力活動をしているようです。ここらで何か

ASEANを含んだ組織づくりが必要ではないかと

感じられます。

技術倫理宣言書の確認の前に個人的な立場でレ

クチャーをしてほしいと依頼されておりましたの

で、パワーポイントを使って「アジアの視点から

見た技術倫理一個人的視点」という話をいたしま

した(図 2)。

個人的視点としましたのは、日本側で合意を得

て発言したというよりも、極めて個人的意見であ

るということです。したがって、責任があるとす

れば個人に帰結するということです。中国にとっ

て少しきついことも話をいたしましたので、パー

ソナルビューという副題を入れさせていただきま

した。そのさわり部分を紹介させていただきます。

最近、日本でアメリカの技術倫理スタンダードを

導入して普及させようという活動が活発なことは

ご案内のことと思いますが、私は多少懐疑的に感

じております。日本(金沢工業大学)に滞在した

ことのあるアメリカの倫理学者で技術倫理の専門

家である HeinzLuegenbiehlが、帰国後の論文で

次のような指摘を行っております。つまり、アメ

リカ型の技術倫理はアメリカの社会体制や文化を

ベースにしているので、適用される国は限定され

ており、日本の社会には向かないのではないかと

か、今後国際的なパラダイムを考えるには新しい

枠組みが必要ではないかというような提言の論文

へ

府内



です。

その'1:1で、 一つのiT!:裂な基本概念がAutonomy

つまり“ EI体"という考え方です。附lji.に言えば、

アメリカでは 「技術者は引き|人の責任で行動 しイ|占|人

で災任を負いなさい」というものです。これはア

メリカの歴史的な考え方であって、主1:全体llilJとか

法llJiJJ.立もそれを支援するようにできているという

ことです。この考え)jは極めて厳格であるようで

して、 たとえ組織やmJ辺か ら):j:'力がかかったとし

ても、それらに屈しないで行動 し、i'HでもM人で

負うものであるというものであります。そのよう

な考え方が迎応できる凶は極めて限定されており、

日本滞在の経験から、 1:::1本はこれには該当しない

というようなことをf行f向しております。担、は Internet

の検京機能を使って英語で判:かれた資料や論文を

サーベイしていて、たまたまこの論丈が口につい

たんですが、非常に納得する部分があると!悲じま

した。

図3は、技術倫理は社会システムとどのような

関係になっているかという私の考えている相究念を

説明したものであります。先ず、宗教とか文化と

いうものがベースになるであろうと思います。そ

の上に祉会システムがあり、その社会システムを

支えるために具体的な手段として法律があり、そ

れらがエンジニア リング活動を支えていると，也、い

ます。

An image of relationship between domestic codes 

Suslainable developmenl 01 Quality 01 lile 

て二r
Engineering practice 

合 τコ← ふ hics
Laws 

Engineering quality ...，戸』

and Standards I I む
Social system (C.pil.lism， Soci.lism， olc.) Ethics/Moral 

官 官
Rellglon & Culturo (Buddhism， Chrlstianity， Conlucianism， otc.) 

図3 技術倫理と社会システムとの関係

もう一つは、モラルあるいは道徳という考え)j

があり、モラルを具イ本化したものが倫理綱領だと

しますと、それもエンジニアリング活動を支えて

いる。さらに、技術の質だとか、技術i標準という

ものがそれぞれの凶にあると忠われますが、それ

らがあって初めて技術倫羽!という552え方が達成で

きる。それが、社会の持続的発展を支えるのであ

るという考えブjです。このような概念が'11国とか

聡凪では正しくわかっているかどうかという設lliJ

をな凶したものです。

また、イI~I月IJの凶で見た場令と 、 凶際(I~)な立場で

凡た場介とは倫JJH制領において重要な1Ii11が変わ

ってくるはずであるということでごさ'います。こ

れは当然だといえば当然で、ある

わけですね。|山人jでの技術上の

トラブルと、IJiJI僚がjな|則係にお

けるトラブルは典なったもので

あり 、 したがって倫理が)Jfi1=1も

月IJであると思います。つまり、

アメリカと、1171人事i'，，:1王|、およ

び中|主|、更にはアジアという枠

組みは大分違う のではないです

かという指摘で、す(図 4)。

Order 

統制

Cooperation _一一一一_Autonomy 

先ほども説明させていただき

ましたように、アメリカはイ凶人

が責イでをf"lうという “['1枠"社

会であ るようです。 11占|人と組織

協鯛 自律

EA.RTM弐m・sω...... は対立する場令があるわけです

図4 米園、日本、続園、中国の社会的特長と技術倫理 ね。それをベースとして何を守
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るかという ことが決まっている

と思われます。日本と韓国はい

ってみれば仙教文化の国で、“協

調"こそ重要であると信じられ

ております。「組織の維持があっ

て初めて側人の去任が達成でき

る」という考え方であるわけで

すね。ところが、 qJ国は統制の

社会であって、個人の自由とい

うのは極めて限定される。その

ような枠の'1"で同じような倫理

綱領で縛ろうというのはおかし

Pirate editions of Windows 05 are in sale in Chongqing(霊腹)
(NIKKEI News Paper， 10/13/04) 

"¥'，::1 

ウィンドウズ
海賊版はんらん

大
生半

底
頭
で
瓦

'手

不法1

(1.苦t望Ut

EんRTM2曲""'"圃』

いのではないか。!とl律を推奨す

れば国の維持が困難になるので

はないか、という説l切です。 図 5 重度の海賊版販売行為を指摘した日経の記事

図5は、たまたま中国に行-く

数週間前に、 WindoW5という

osの海賊版が'1:1国の重度で販

売されており知的財産権に|剥し

て大きな問題を起こしていると

いう記事が写兵入りで日経に載

っていたのですが、 これをレク

チャーの中で紹介して、 中国で

はこのように トラフ.ルが起こ っ

ていますねと話しま した。それ

に目をつぶった状態で形だけの

倫理宣言をしても、かえって社

会は混乱するのではないかとい

Intelligent Property Rights relating to a mobile phone 

知的財産権(例 燐帯電館)

hllpωIIwww.custo1tls.go.jp!mizu且iwa/chitckilpagcsla_OOI.htm 

特許権
a patent right 

実用新案権
a utiJity mode right 

わ
意匠権

a design right 

商標t1i!
a trademark right 

(a brand name， a logo mark) 

著作織
a copy right 

!ou，J{- ピンク

回線配置利用権

a circuit arrangement usage right 

う意図であります。
EA・Rlt.12QO.tSω.-

図6は、例えば知的財産椛に

関連する説明をインターネ ット

のサイ トで見つけましたので、

図6 燐格端末に関る知的財産権の例

これを使って実施体制!の説明をしたのですが、がIJ

えば特許椛、実用新案椛、11;匠椛、岡松椛、著作

権、回線配也利則椛のすべてがこのような携帯に

|刻わっているということを知っていますかという

話もしました。

ついでに、成山空港の税関で不正輸入などがあ

るかどうかを、どうやってチェックするかという

体制の紹介も致しました。このような体制がない

と、たとえ理itlがあっても実呪できないのではな

いか。中国でも本当にやるならこのような体制を

6 

つくるべきではないですかという説明をしたわけ

です。

技術倫理と教育に|到する考え方も説lりlいたしま

したが、 H寺II¥Jの|剥係で'，IHJ愛いたします。ただ、教

育学者の論文を引用して、米国の初等教育では“競

午に打ち勝つ自立心に;苛んだ人材の育成"に重点

がおかれ、我が回のそれでは“思いやりのある協

~NH，、 に日んだ人材の T1J此"に重点が世かれている

など、米国の“競争"と1-1本の “協調"は大きな

述いであり、協訓はf.I，i教の考え方に基づいている



臥-RTM8の技術倫理宣言書の調印式

図 7 三アカデミ 一会長による技術倫理宣言の調印式

という立見を述べ、技術倫理教育における人桁形

成の重要性を説明しました。

レクチャーの締めくくり として、二つの設1l:Jを

3文しました。「あなたの国ではエンジニアはどうあ

って欲 しいと忠いますかJが一つ。 これは、 多分

アメリカでエンジニアがこうあって欲しい と思っ

ていることと、中国のエンジニアにこうあって欲

しいと 中凶政府が思うことは述うのではないかと

いう InJいかけです。もう一つは、 「エンジニアは(1

律的であって欲しいと忠っていますかJ。多分'1J固

ではそうではないと思 うわけです。我が凶でもそ

うではないと私は考えておりますので。

コーヒープレイクの11寺、あなたはイ"1であんな激

しいことを言ったんだ、協力を壊したいのか、協

力したいのかと言わ札ましたので、深い協力 をす

るにはi菜く担解することが必要ではないですかと

いう訴をし、分ったと言われたので・すが。故後に

は三会長にサインしていただきましたので、ほっ

としました(図7)。

'1:'凶工学アカデミ一会:lえのこの徐 (Xu)さんが

かなり大物であるということを前も ってお聞きし

ていましたが、大変胤絡のある)1で'1'1主|代表トtIの

中でも特)J IJの存在て与あると!~Ii;じられました。 'll~近

インターネットで調べてみましたところ、上海市

長からアカデミーの会長になられたときに、 CNN

では “シ ュ ウ ・ ショック"という m~を流してい

ます。この人は政治エリートのキ

ャリア ・ノマスをステッフ。ダウンし

ているというわけです。

ところが、現在の中国のニュー

リーダーシップというホームペー

ジカずありまして、古JI量出正;さんカf当

然トップなのですが、その下の全

体で50名位のリストに徐さんが載

って いるということで、:g~在でも

極めて重要な政治的立場にあると

分りました。その徐さんがサイン

をされたということは、この技術

倫理宣言を '1-'国政Jr.J・が実訂すると

いう こ とをがt心 さi.'LたとJ，~てもい

いのではないかと262え、 1Ul持して

おります。その徐さんには、「 円本

とアメリカは同じだと思っていたが、違うという

話は大変而白かった」 と言われました。その後、

メールでも lド凶の窓口の銭さんから、同様のコメ

ン卜をもらいました。 '1'1剖の リーダーカ'q-，本をア

メリカと同じと，目、っていたことは-9'1!1J未i来いことだ.

と感じます。

さて、技術倫理!の目的と一般に言われますのは、

第一に、技術に起悶する危害、 :::J'~ ，I夜、災守を防止

することです。第二は、技術に起|討する以境破壊

の防止で、こ札はtlk近j主日されるようになってい

ます。第三は、技術に起1"1する社会秩序の破壊で、

す。五収引や談令はそういう問題であります。第

凶は、エ ンジニアリングの社会的理!.解とかイ言頼の

li，U.で・す。実は私には京朴な疑InJありまして、そ

れは、このようなことを知っている立場の人たち

が、なぜ恐いことをするのだろうかということで

す。

故近:企業や行政の不作~Fが次々に起こ っている

わけですが、矢11詰在がないためにそのようなトラブ

ルを起こしているといっより 、矢11りながら H先の

利益に11.けてしまうといつことなのかなと思いま

して、初等教育における人格形成教育に水質的な

InJ題があるのではないかと思い至るようになった

次第です。基本的な人格形成 ・人IIIJ形成教育が松

本であるとすれば、我が|主|にはすぐれた伝統的教

育文化があるのではないか、あるいはあ ったはず

EA] Information No.126/2005年 9tJ 7 



科学、銭術、ヱ学、銭能の関係(よ野) “エンジニアリング"と 11乎んで・い

研究 開発 E量計 製造 段置/像作/保守

ます。実|際、産業界では技術者

(engineers)が装置や機械の設

計・製造を担当しているわけです。

Scientists 

研究者
(Scientists) 

原理. ~里給 ・銭術 ・鎗文

銭術者
(Engineers) 

機線・袋世

図8 エンジニアリングの役割を示す概念図

だと考える次第です。

妓能者

技術倫理 (あるいは技術者倫理、 Engineering

Ethics)の概説を少しさせていただきます。先ず、

エンジニアリングとはfriJかということですカ大ち

ょっと図であらわしますと、日本で一般的に“工

学"の対象となるいわゆる技術傾城は、研究、開

発、設計、製造、利用と いう枠組みで考えます と、

応用研究からIJf.I発、設計、製造というと ころまで

を広くカバーすると考えられており、それを担う

エンジニアという人たちは大:学では工学者といわ

れ、産業界では技術者といわれております。

また、日本部の技術の~~:I床がl暖l床ですが、テク

ニ ック(技tì~) とテク ノロ ジー(技術) が使い分

けられていない様でもあります。以前から欧米の

会議等で芯;見のずれが感じられ、多少凝u日に思っ

ていたこともあって Internetで英語サイトを調べ

てみたと ころ、 H本と欧米のlリlらかな違いを発見

して、少し驚いた次第です。

こういう ことは本アカデミーの中でも何人かの

先生方が指摘されていることでもありますが、 例

えばITといわれるときのテクノロジーとは、サイ

エンスと エンジニアリングの11¥1の、限りなくサイ

エンスに近い所にあるようです。言い方を変えま

すと、テクノ ロジーは最終的には製品として実

現するための科学的理論、原理!あるいは仕組み

を指し、実際に設計し製造するというと ころを

8 

つまり、技術者はサイエンスや

テクノロジーの成果を製品という

形にして社会に提供する立場にい

るから社会的支任が重く、技術倫

理が極めて重要であるという脈絡

になると忠われます。

研究者 (scientists)は、成来物

を論文などの形で出すので技術者

とは社会との|剥わりがかなり却な

ると思います。ただ、日本で産業

界の方々と勉強会をしていますと、

産業界におけるエンジニアとか、

あるいは技術者は研究対11と設計・ -製造州を行った

り米たりしておられるようです。つまり、研究開

発と設計製造との1mに境界線がないようです。ど

うも|政米ではこの線がかなりクリアになっている

ような気が致します。こういう ことからもアメリ

カの技術倫理というのと臼木のそれとは少し区別

して考える必要があるのではないかと忠われます

(図8)。

11~近、技術倫理!と |刻述してプ ロ フェ ッション

(profession)という言葉もよく使われます。大統先

生によりますと、元々はかなり社会的な位置(1"，1け

のr5ぃ].'ll"Jl慨をなl旅していたということですが、

lnternet辞書:によりますと“プロフェッションとは

専門職として収入を何:る人たちのことである"と

いうな昧で使われており、社会にはいろいろなレ

ベルのプロフェ ッションがいらっ しゃるというわ

けです。

その '1) で最近~j'に注目されておりますのは、

Professional Engineer (PE)です。日本では技術

土の訳と して使われるようになっていますが、 一

般に、 “特に高度な専門知識を持つ認定技術者"を

指しております。このiProfessionaIJが副につく

と、エンジニア ・技術職の'IJで特に高いレベルの

人たちのことをいうわけです。そういう人々につ

いては特に社会的支任が京いということでありま

す。円本では、色々なレベルの技術業の方々がエ



炉

Fヘ

ABET Code of Ethics of Engineers 

The Fundamental Princ伊俗s(原初j

Enginee隠 upholdand advance the integrity (信頼)，honor(名誉)， and dignity(品絡)of the engineering 

profession by: 

1. using their knowledge and skill for the enhancement of human welfare (福祉);

11. being honest(正直)andimpaバial(公平)， and serving with fidelity(忠実)the public， their employers， and their 

clients; 

111. striving(努力)ωincreasethe ∞mpetence(能力)and prestige(名声)of the engineering profession; and， 
IV. suppo同ngthe professional and technical societies (専門分野への支援)of their disciplines. 

The Fundamental Canons倒的

1. Enginee時 shallhold paramount the safety， health， and welfare of the publlc in the penormance 
of their professlonal duties. (安全、健鹿、福祉の最優先)

2. Engineers shall pe斤'ormservices only in the areas of their competence. 
(業務領域限定)

3. Engineers shall issue public statements only in an 0同ectiveand truthful manner. 

(事実に基づく正直な発言)

4. Engineers shalJ act in professional maHers for each employer or client as faithful agents or trustees， 
and shalJ avoid conflicts of interest. (契約鹿行と紛争回避)

5. Engineers shalJ build their professional reputation on the merit of their services and shalJ not compete 
unfairly with others. (名声向上)

6. Engineers shalJ act in such a manner as to uphold and enhance the honor， integrity， and dignity of the 
profession. (名昔、完全、品格向上)

7. Engineers shall continue their professional development throughout their careers and shalJ provide 

oppoはunitiesfor the professional development of those enginee陪 undertheir supervision. (生涯研錯)

図9 ABETの技術倫理綱領

ンジニアを自称し、社会もそれを受け入れており

ますので、このような線引きがどうもあいまいで

あるという気がいたします。

なお、意外な感じも受けますが、イギリスでは

エンジニアといわれると軽蔑された印象をもっそ

うです。何とかして、軽蔑されないエンジニアの

概念をつくりたいというのが、英国工学アカデミ

ー (RoyalAcademy of Engineering)から出た

最近のレポートで、その中には“Engineersas 

dull professions"と、頭の悪い技術職とか専門職

がエンジニアであるという英国社会の一般的認識

を変えたいということのようです。

一方日本では、技術者の社会的認識は幸いなこ

とに高いと思われますので、職人から大学教授ま

でエンジニアを自称していると，思います。しかし、

技術倫理という観点で技術土 (PE)の社会的位置

づけを明確にするには、呼称を整理する必要があ

るのではないでしょうか。

技術倫理綱領について少し説明させていただき

ます(図的。我が国の JABEE※(日本技術者教育

認定機構)に対応しております米国の工学系カリキ

ュラム認定機関である ABET(Accreditation 

Board for Engineering and Technology)は、

この図ような技術倫理綱領を制定しています。米

国の主な学協会では夫々倫理綱領を制定しホーム

ページで公開しておりますが、先ほどのアジア技

術倫理宣言のガイドラインとしての技術倫理綱領

と重複しますので、内容の説明は省略致します。

今回韓国アカデミーではこのような倫理綱領をサ

ーベイして標準的と思われる技術倫理綱領のテン

プレートをつくったということだと思います。

ABETを含み、倫理綱領には著作権とか、契約

を守るというようなことはあまり含まれておりま

せん。ついでに、幾つかの学協会で出している倫

理綱領をざっと比較してみたのですが、その一部

を表にしました(図 10次頁)。

(正直、事実、公平)、(安全、健康、福祉の最優

先)、(生涯研鍍)は比較的多く見られる項目、(品

質保証)、(組織独立)はあまり見られない項目です。

例えば、プライパシーは最近重要だと言われてお

りますが、日本の電子情報通信学会とか、情報処

理学会以外にはあまり見られない項目です。歴史

遺産の保存をうたっている団体は我が国の土木学

会だけのようです。遵法というのも比較的に少な

いですね。 ABETの倫理綱領には遵法という項目

が無いと思います。私の見落としかもしれません
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Items appea開 din the Code of Ethics (倫理綱領比較表)

ABET IEEE 
(USA) (USA) 

I尊nt厳eg}rity，honor，and dignity(B事実、名響、 + 

Honest， Reallstlc and Impartial (正也、‘ + + 
事実、公平}

s福a祉fetのy，級h優ea先lth)，and welfare(安全、健康、 + + 

Area of competence(資絡限定) + + 

Conflicts of interest(係争回避) + + 

R威e信pu向ta上tio}nJSoda1sutusIPmstleet名声、 + + 

Honest critlclsm(批判傾現) + 

Professional development(生還研餓) + + 

Quallty assurance(品質保1iE>

Disclose(情報公開) + 

Keeps田 ret(契約遵守、織密保持)

Falrness/Culture(人種公平.文化尊霊} + 

Privacy(プライバシー}

Brlbery(贈収賄祭止} + 

Avold InJuring othe悶{危容貌止) + 

Compllance(違法)

Intellectual property(知的財産権)

Heri匂ge(遺産保存)

Assist colleagues(相互協力} + + 

Affillation ind叩 endency(組織独立)

図 10 主な学協会の技術倫理綱領の項目

が。知的財産権も最近重要であると言われるよう

になったのですが、これを明示している団体は電

子情報通信学会などですが、意外に少ないようです。

技術倫理綱領の項目を、基本的なもの、分野依

IEICE IPSJ JSCE IPEJ 
JaA栂M学E会 I

通会価学 情理報学処会
土木学会 会銭街士
('38，・99)

+ + + 

+ + + + + 

+ + + + 

+ + 

+ + + 

+ + 

+ + + + + 

+ 

+ + + 

+ + + + 

+ + + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + + 

+ + + 

+ 

+ 

+ 

例えば、他のカリキュラムに関しては“ーの能

力をもつこと"という、いわゆる強い達成目標

(outcomes)であるのに対して、技術倫理につい

ては、そういう問題があるということを“理解す

存のもの、もっと限定的なものに分けてみますと、 る"だけで良いとなっています。したがって、ABET

へ

各団体にとって何が重要とれられているかが浮 が期待するのは技術者の専門能力が中心で、倫理 ベ
き彫りになるように感じます。問題は、こういう

ものの整理・分類が重要ということよりも、この

裏側にある理念が重要ではないかと思います。し

かし、まだそこまでは分析が進んではいない状況

です。少なくとも私のレベルではですね。これま

では米国の中で検討されてきた課題ですので、米

国の文化や制度を改めて意識するということが無

かったからだと思います。この点で、先ほど紹介

しました米国の技術倫理研究者の指摘は示唆に富

んでいると思います。

米国のABETでは工学教育の認定プログラム

として技術倫理教育を要求していますが、

“ABET2000"といって、 1998年に見直しを行っ

たときに、少し項目を入れかえているようです。

10 

についても教養があって欲しいという程度です。

この点は技術倫理教育者には不満のようです。実

際、米国では80%の工学系学科で技術倫理教育が

なされていないというIEEEレポートも出ております。

欧米の違いを示す面白いレポートもあります。

“フランスにはなせ"技術倫理綱領が無かったのか"

というフランス人が書いた論文です。フランスの

エンジニアは修士修了の限定された者しか呼称で

きないという、極めてステータスが高いもので、

そういう人たちは技術倫理を守る守らないという

レベルより高いので、特に問題とならなかったと

いうことです。 1934年にエンジニアの呼称、を限定

する法律が制定され、社会的地位か法的にも守ら

れているようです。



~ 

~ 

ここで、伝統文化あるいは人間形成教育につい

て再度少し考えを述べさせていただきます。例え

ば日米を比較しますと、人間形成教育において、

アメリカでは個人行動とか自立に視点があり、日

本は団体行動とか協調性に視点、があることが教育

者の調査分析で明らかにされております。“自立"

あるいは自律という概念でも、アメリカだと“組

織への忠誠心よりも個人の自立と責任"が中心で

あるという考え方ですが、日本の自立という言葉

を見ますと、例えばこれは経団連の会長がインタ

ビューに答えられたものですが、“責任ある組織の

一員として自立してほしい"というように、組織

の一員の方が前提にあって、全く逆になっている

と思います。

そこで、日本文化の特質だとか特徴を少し調べ

てみたのですが、例えば「わぴJという概念は、

東洋独特ではなくて、どうも日本狛特であると思

われます。“華やぎを超えて簡素に至っている状況"

を「わぴJというそうですが、そのような感覚と

いうのはアジアでもほかの諸国ではないように思

います。

仏像でも、我々は古くて金箔の剥げた仏像を“あ

りがたい"と感じているわけですが、アジア諸国

ではこういう古ぼけた仏像はどうも見当たりませ

ん。ミャンマ一、インド、タイ、バングラデシュ

はおろか、韓国の仏像は常に金ぴかに塗りかえら

れているようです。どうも我々の感覚とは違うな

ということがわかります。

また、明治20年代に制定された「教育勅語Jの

ことですが、私より 10歳か15歳ほど年齢が上の方々

に、どうして「教育勅語」という立派な倫理綱領

を捨てたんだ、これがなくなったために教育の理

念が壊れてしまったと嘆かれたことを思い出しま

して、Internetで検索してみました。昭和23年に教

育勅語を廃して、教育基本法に置きかわったそう

です。そこで、教育基本法を読んでみましたとこ

ろ、表現があいまいで、抽象的で、極めて分かり

にくいものであることが分りました。道徳教育に

支障があるのは当然で、はないでしょうか。

また、一般に“日本人は勤勉"だといわれてい

ましたが、これはどこから来たかということを調

べてみました。どうも“浄土に行くためには誠実

に仕事をすることが大切である"という教えが江

戸時代の初めにあって、それがつい最近まで続い

てきたのではないかなという感じがします。仏教

が日本人の心のよりどころであった時代の話です

が。

以上、貴重な時間を項きまして、アジア技術倫

理宣言のご報告と、それに関連して考えておりま

すことを説明させていただきました。技術倫理の

普及においてこの宣言が役に立つことを願います

とともに、アジアや日本の伝統文化との整合性や、

人格形成教育について今後も勉強を続けてまいる

所存でございます。

どうもありカfとうございました。

※ 2005年 5月の会議で ]ABEEが Washington

Accordの正式メンノてーになった。英語圏以外の国と

しては初めてである。
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技術者会の役割と倫理綱領

.....ーー・・・・・・・・ーーーーーー・・・・ーー・..........ー・..............-ーーー・・・・・・ー・ーーーーーー・ーーーーーーーーーー・・ーーーーーーー.
1936.i1'.生まれ

1959.í1~ 東京大学工学部Eit業
: 1964.i1'. 米国 Lehigh大学大学院jilJ士諜程修了 (Ph.D.)

東京大学工学部講師、助教授を経て、
: 1980-1995年東京大学工学部教授

: 1984 -1986'1'- アジア工科大学院副学長
1991-2000年 崎玉大学大学院政策科学研究科教授
1996-2000年同研究科長、等を経て
199N. 政策研究大学院大学教佼、現在に至る。
日本ユネスコ問内委H会委H、科学技術庁参与、 民川資金等;
i舌川事業推進委H会委H長代型、科学技術 ・::f:術審議会委員令;膝:
任。

却1"1分野 :桝泣ブJ学、柿jヰ工学、制総造、途 上国援助

西野 文 雄 (にしのふみお)

司 会 では、 引 き統き、西野先生に技術士倫理!

の発展に技術士会やその他の辿合体が来たした役

割lと技術士会で・の倫理規定の現;!;丈というお話をし

ていただきます。

西野先生は、皆様、やはりよくご存じかと思い

ますけれども、東京大学工学部をご卒業の後、米

国のリーハイ大学で博士課程を終え られました。

京大で講師、助教授、教授を勤められました。そ

のII¥Jに、 バンコク所在のアジア工科大学院で、 助

教授を 2~q.:. lI\J、教授 ・ 副学長を 2 年半・と二度にわ

たり勤められました。その後、埼玉大学大学院の

政策科学研究科の教授、同研究科長等々を経られ

まして、現在、政策研究大学院大学の教授をなさ

っていら っ しゃいます。 同大学のフ。ロジェ ク トセ

ンタ ーの所長も lIi~~ 1三 までやっ てお られました。

先生はまた、世界工学会述合の型車、東南アジ

ア ・パ シフ ィッ ク工学会述介の理事、副会長、会

長もされてこられました。ま た、もともと二十.木の

ご11'.身でい らっ しゃいますけれども、 EastAsia 

Pacific Conference の StructuralEngineering 

anc1 Constructionという組織の設立に中心的な役

割を果たされてきておられます。現在まで、特に

アジア地域で、いろいろとご活断:でごさ'いますの

で、きょうは世界的な広がり の上でも、倫理の問

!垣についてお話をいただけると思っています。
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先生、よろしくお願いいたします。

西野文雄 ご紹介いただきました西野でございま

す。

講演の題名が 「技術士倫理の発展に技術士会や

その述合体が果たした役!，lilJと技術士会での倫理規

定の現状」となっていたのを、「技術者会の役割と

倫理綱領Jと変えさせて頂きました。少し思い入

れがありまして、あまりも~われておりませんが、

学会に代えて「技術者会」という 呼び方をしてい

ます。そのことも合めてお話ししたいと思います。

あと、倫理綱領に も当然触れますが、ごく 簡単に

触れることにさせて項きます。

普段は名刺にしか書かないのですが、今日の郁

ili~では私の肩:ll- き を、名刺に3・いているのと閉じ

く、まず最初が 「技術士(建設分盟子)J、次いで・、

l二l 本工学アカデミ ーの会l~、土木学会とオースト

ラリア.T学アカデミーのフエローと書きました。

今の私にと って、技術士が最も大事だという認識

の現れです。

私が述う題名にしたのは、そもそも倫理問題の

W.門家ではないというのが理由です。倫理問題に

は一つ言いたいことがあるだけで、それほど触れ

ません。

私が技術者倫型1i~:H垣が大事だ、と思ったのは学術

会議基礎工学研究連絡委l~全の下の、世界工学会



連合小委員会で、小委員長をしていた時です。米

国の技術者倫理の本を読み、博然としたのを覚え

ています。早速、小委員会で取り上げ、工学部で

は、学部段階で、技術者倫理を教えるのがよい、

との報告書をまとめました。その結果は、 1997年

5月に学術会議の報告書として採択されました。

報告書の写しを全国の大学の工学部長宛に、理工

系の単科大学の場合には学長宛にお送りしました

が、反響は全くありませんでした。ここ数年の、

技術者倫理に対する関心の広まりを見ると、隔世

の感を抱きます。私が技術者倫理に拘わったのは、

この報告書を書いたことだけです。

今ご紹介いただきましたように、世界技術者会

炉 連合、あるいは東南アジア・パシフイソク技術者

F、

会連合といったところとのつき合いがあります0

World Federation of Engineering Organi-

zations (WFEO)は世界工学会連合と日本語で

呼ばれることが多いのですが、私は、あえて、世

界技術者会連合と呼んでいます。技術土の相互永

認問題の枠組みづくりで、各国の技術士会とのつ

き合いをしました。つき合いの範囲は、アジア・

パシフィック地域の国やアングロ・サクソン系の

国であり、ヨーロッパ大陸の国とのつき合いはあ

りませんでした。したがって、ヨーロッパ大陸の

国の事情はほとんど知りません。私は土木工学と

いう一つの分野の知識、経験が多く、工学系金体

に共通する話題提供になるかどうか心配です。

一番話をしたかったことは、技術士会に対する

誤解が存在するのではないか、ということです。

個人を会員とする、技術者に関連した会は、日本

では学術団体、例えば工学アカデミーのような組

織と、数多くの専門分野別の学会と呼ばれている

組織、の二つに大きく分けられる、と考えていま

す。多くの国でも学術団体と、技術者の会が併存

しています。大国では技術者の会は専門分野別の

会に別れていますが、多くの国では技術者の会は

必ずしも専門分野別の会とはなっていません。学

術団体には、工学アカデミーの他に、日本では学

術会議の第 5部が存在するように、技術系の学術

団体は 1カ国に l組織とは必ずしも限らないと思

っていますが、それほど多いとも思っていません。

図11に学術団体と技術者の会の例を示します。

この二つの組織の例をあげています。英国では

Royal Academy of Engineering of the UKと

いうのが学術団体です。それに対して、 Engineering

Council UK (ECUK)と、その傘下の36の会が専

門分野別技術者の会になります。米国の例では、

N ational Academy of Engineeringが学術団

体で、専門別の技術者の会が数多く存在します。

オーストラリアでは、 AustralianAcademy of 

Technological Sciences and Engineering 

(ATSE)という学術団体と EngineersAustralia 

という技術者の会とに別れています。 ATSEの

会員の社会的地位は非常に高くて、 Engineers

Australiaの会員の地位とは違っています。

学術団体と技術者会の例

-英国:Royal Academy ofEngineering ofthe UK、
とEngineeringCouncil UKおよびその傘下の組織

.米国:National Academy of Engineering -US、と
数多くの技術者会(傘となる会も存在)

・豪州:Australian Academy ofTechnological 
Sciences and Engineering (ATSE)とEngineers

Australia 

-豪州の例では、 ATSEの会員の社会的評価が高く、
Engineers Australiaの会員の地位とは大きく異なる

図11

学術団体の国際組織として、 International

CounciI of Academies of Engineering and 

Technological Sciences， Inc. (CAETS:国際

工学アカデミ一連合)があります。CAETSと同じ

く、技術者の会の国際的組織も存在しています。

WFEO、あるいは InternationalUnion of Tech-

nical Associations and Organizations (UA TI) 

とl.-lう組織、あるいは地域組織としては Federation

of Engineering Institutions of South East 

Asia and the Pacific (FEISEAP)も存在します。

一般に、技術者の会は倫理綱領を持っているよ

うです。それに対して学術団体には倫理綱領はな

いようです。学術団体が倫理綱領を定めない理由

は、今、上野会員も言われましたが、一つはオー

ストラリアの ATSEを見ましでも、組織に入って

いる会員の質が違います。学術団体の構成員は倫
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理綱領がなくても倫理的な行動がとれるというの

が理由かと思われますが、目的が技術業そのもの

ではない、というのも理由かとも思われます。日

本工学アカデミーの使命は、「工学及ぴ科学技術全

般の進歩及ぴこれらと社会の関係の維持・向上を

図るjと、大局的な大きな目的を中心に据えてい

ます。

多くの技術者の会が、倫理綱領を持っているも

のの、指導的な技術者から見て必ずしも適切な倫

理綱領をつくっていないというのが、現実のよう

に見えます。そのために、先ほど言いました WFEO

や FEISEAP、あるいは米国の National Society 

of Professional Engineers (NSPE)等の組織が

モデル倫理綱領をつくる大きな理由ではないか、

と考えています。

日本の現状を見ますと、大手の学会のみが昨年

の5月だったと私は聞いていますが、技術者倫理

協議会を開催して、モデル倫理綱領をつくろう、

あるいは学会に反映させよう、という努力をして

おられるようです。日本の学会が適切な倫理綱領

を決めないとしますと、日本の風土、伝統、慣習

に応じたモデル倫理綱領を決めるのは、日本工学

会や技術者倫理協議会等の役割ではないか、と考

えています。

モデル倫理綱領がない状況のもとでは、日本工

学アカデミーがアジアの技術者の倫理に関する指

導・指針を附属文書とする技術者倫理宣言をとり

まとめ、ラウンド・テーブル・ミーティングで、

日中韓三国のアカデミー会長によって署名された

意義は大きい、と思っています。

ここから、技術者の会に話を移したいと思いま

す。まず、 ECUKは王室から RoyalCharterをも

らい、そのもとで英国の36の技術者会を通して、

技術者に技術士のライセンスを与える傘組織にな

っています。

ECUKでの、技術者会のメンパーの種類として、

まず CharteredEngineer (CEng)があり、その他

にIncorporatedEngineer (IEng)、Engineering

Technician (Eng Tech)があります。 ECUKの

36の下部組織の会員を見ますと、CEngが正会員で

す。 CEngのみを正会員とする会と、 CEngと対応

する技術水準を持つ技術者も正会員に加える会と
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が混在しているのではないか、と思っていますが、

後者については確かめていません。

歴史的には、指導的な技術者が創設し、後に

Royal Charterを受けて、CEngを称した技術者を

正会員とする会の可能性が大きいと見ています。

CEngの資格を持つ技術者が正会員の会です。日本

の技術士会には、技術士の他に技術士補も含まれ

ていることを考えますと、技術士会に対応すると

思います。

Institution of Civil Engineers (UK) 

1818年創設で、現在は ECUK傘下
.メンバーの種類は

• Professionally Qualified MembersとStudentおよび
Graduate 

• Professionally Qualified Membersとしては
• Member (CEng)、AssociateMember (IEng)、
Technician Member (Eng Tech)の3種類とFellow

• ICE はCEngを正会員とする会=技術土中心の会

• CEngは米国の Pro島ssionalEngineer (PE)に対応

.日本の技術士は米国に似た技術士法に基づく資
格、従って、 CEngは日本の技術士に対応

図12

私のよく知っている英国の Institutionof Civil 

Engineers (ICE)は1818年の創設で、 ECUKの傘

下の会の一つです。ICEのメンバーを図12に示し

ます。会員の種類を見ますと、 Professionally

Qualified Members、Students、Graduatesの三

つに分けています。さらに、この Professionally

Qualified Memberを、 MemberとAssociate

Member、TechnicianMemberに分けていて、

正会員である MemberはCEngです。 IEngは

Associate Memberで正会員ではありません。そ

れから、TechnicianMemberもいますが、これも

正会員ではありません。そのほかに、 Memberの

中から選ばれた Fellowという、少し上位の会員が

いる組織です。

こういう構成から見ますと、 ICEというのは

Chartered Engineerを正会員とする会で、技術士

資格を有する技術者を中心メンバーとする会とい

えるかと思います。日本の技術士会の建設部門に

対応すると考えて良いでしょう。英国の Chartered

Engineerは、米国での ProfessionalEngineer に

内)
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対応します。日本の技術士は米国の Professional

Engineerの基になっている法律に似た技術士法に

基づく資格であり、CEngは日本の技術土に対応す

るといえます。日本の技術士というのは、そうい

う位置づけになる、と考えています。

先ほどの ECUKの関連で申しますと、米国には

1920年前後にAmericanAssociation of Engineers 

(AAE)というのが存在したようですが、その後解

散して詳細はよくわかりません。現在は American

Association of Engineering Societies (AAES) 

というのがありまして、これは Societiesからわか

るように、明らかに傘学会になっています。AAES

は傘組織ではあるのですが、 RoyalCharterを受

けて下部組織を傘下に持ち、その傘下の会に CEng

の資格を与える、というような権限はありません。

個々の技術者会が単独で提言しでも大きな意味を

持たないことを、まとめて連邦政府に提言する、

という役割を持っているのかな、と思っています。

日本には傘学会として、日本工学会がありますが、

その役割は AAESと似ています。

ASCEのメンバー

• Fellows、Members、AssociateMembers、Student
Members、Affiliates、HonoraryMembers 

• Memberになるための標準的な必要条件
.認定された学士プログラムを終了

• 1)理事会が適切と認める重要な仕事に責任者、あるい
はその補助者として5年以上従事し、 3名からの推薦状
のある技術者、あるいは 2)米国でPE登録した人

.外国人の場合、本国で法的に登録した技術士で理事会
が適切と認めた技術者

・英国のICEがCEngのみを正会員にするのに対し、
必ずしもPE登録を要求しないが、実質的にはPE
とほぼ同じ条件を満たす人が正会員の会

図 13

米国には独立した数多くの技術者の会がありま

す。米国での土木工学分野での中心的な技術者の

会は AmericanSociety of Civil Engineers 

(ASCE)です。 ASCEのメンバーの種類を図 13

に示します。 ASCEの会員の種別は、 Fellows、

Members、AssociateMembers、Student

Members、Affiliates、HonoraryMembersとな

っています。正会員である Memberになるには各

種の方法がありますが、現在の規定で最も標準的

な条件を見ますと、第一に、先ほど出ましたワシ

ントン・アコードの加盟団体である ABETに認定

された学習フ。ログラムを修了していることです。

その上で、理事会が適切と認める重要な仕事に責

任者、あるいはその補助者として 5年以上従事し、

3名からの推薦状のある技術者であることが必要

です。その上で、理事会の承認が必要です。米国

でPE登録をした人は自動的に Memberと認定さ

れます。こういう人が標準的な Memberです。外

国人の場合は、本国で法的に登録した技術士で、

理事会が適切と認めた人が基本的な条件です。

英国の ICEがCharteredEngineerのみを正会

員にするのに対して、ASCEは必ずしも PE資格を

要求していません。要求しないのですが、実質的

には PEとほぽ同じ条件封筒たす技術者と PE資格

を持つ技術者とが正会員です。

米国、英国以外の図での技術者の会がどうなっ

ているか、調べますと、技術者の数も少ないこと

から 1カ国に 1組織というのが普通のようです。

この状況を図 14、15(次頁)に示します。専門分野

は一つの組織の中での部門として存在します。例

えば、EngineersAustraliaというのはそういう会

の代表的な例です。オーストラリアの他に、ニュ

ージーランド、カナダ、アイルランド、マレーシア、

シンガポール、香港などが、全て、同じ組織形態

になっています。正会員は ProfessionalEngineer 

のみの会と、ProfessionalEngineerと同等の条件

を持った技術者に広げている会とが混在していま

すが、どちらかというと ProfessionlEngineerの

みを正会員とする国が多いようです。これらの会

の状況を見ますと、日本の技術士会と良い対応関

係にあります。

英国のように古くから技術者の会が存在した国

の歴史を見ますと、発足時には LearnedSociety 

と書いている会が存在したり、あるいは Learned

Professionという部門も見られることから、古い

時代には、日本の明治時代の学会と似た性格だっ

たかと忠われます。リーダーシッフ。を持った技術

者や大学の教員の会であったのかなと忠われます。

その会の名前を見ますと、大部分がInstitution

of Engineersや Associationof Engineersが多

くて、技術者の会であることは非常に明解ですし、
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英国、米国以外の国での技術者の会

.技術者の数も少ないことから、一カ国に一組織
.専門分野は一つの組織の中での部門として存在

・オーストラリア、ニュー・ジーランド、カナダ、アイル
ランド、マレイシア、シンガポール、香港など

・正会員はPEのみの会と、 PEと同等の条件を持っ
た技術者に広げている会とが混在

・発足時にはLearnedSocietyと書いている会が存
在、LearnedProfessionの語も見られることから、古
い時代には日本の明治時代の学会と似た性格で
あったと、想像される

図14

-名前は Insti同tionof EngineersやAssociationof 
Engineersが多く、元々技術者が正面に出ていた

.名称に技術者が出ていたこともあり、時代と共に、
技術者中心の会に変身したのではないかと想像さ
れる

・階級制度の影響もあり、技術士としての認定は、
自律して仕事が出来る力を持つ技術者(英語では
Competence)に定着したのか、と思われる

・正会員は CEng、CPEng、PEやそれらと同等の
Competenceを持っている技術者

・大国である英国や米国の会をのぞき、学術的な論
文を出版している会は少ない

図15

技術者の会である以上は、個人の正会員が中心だ

というのもわかります。名称、に技術者が出ていた

こともあって、時代と共に LearnedSocietyの重

みが薄れ、技術者中心の会に変身したのではない

かと思われます。

技術士としての認定は、自立して技術的な仕事がで

きる力を持っていることで、英語では Competence

のある技術者という言い方をしているようです。

この粂件を満たす技術者が正会員の条件となりま

す。正会員はアングロ・サクソン系の国の一部で

はCharteredEngineer、あるいは、 Chartered

Professional Engineerという称号で呼ばれていま

す。他の多くの国では、それらと近い Competence

を持っている技術者は、英語に訳したとき、

Professional Engineerと呼ばれています。

大国である英国や米国の技術者の会を除いて、

学術的な論文を出版している技術者の会は少ない

と理解しています。日本の技術者の会がどのよう

に発展したかと見ますと、 1879年に日本工学会が

16 

でき、その後、日本鉱業会、造家学会、電気学会、

窯業協会、機械学会、水曜会、関西造船協会が設

立され、次いで、 1914年に土木学会が設立されて

います。日本工学会の創設時には数多くの会員が

土木系の技術者でした。日本工学会から土木系以

外の技術者が独立して、それぞれの分野の会を設

立し、日本工学会発足後35年たった1914年になっ

て、日本工学会を専門分野別学会の傘学会とする

ことにして、土木学会を設立した、という経緯が

あるようです。

日本の学会とアングロ・サクソン系の国の技術

者の会との違いが気になります。この違いを図16、

17に示します。

創設初期の日本工学会の会員は、英国、米国、

カナダ、オーストラリアなどの会員とほぼ同様の

指導的な技術者、学者を正会員にする会ではなか

ったかな、と想像しています。明治期の日本には、

技術者と大学教員の聞に交流もありましたし、名

日本の学会とアングロ・サクソン系の
技術者会との違い

・創設初期の日本工学会の会員は英国、米園、カ
ナダ、オーストラリア等の会員と同様の指導的な
技術者、学者だったのではないか

・技術者と大学教員の聞の交流もあったが、名前
としては技術者の会ではなく、初めから学会

・現在に至っても、技術者の会と言うより、学術の
会と去った印象を与える活動が前面に出る

・英国で‘はRoyalCharterのもとで、 CEngの名称の
技術士の会、カナダ、ニュー・ジーランド、マレー
シア、シンガポール、香港等でも技術士の会

図16

-オーストラリアは CharteredProfessional Engineers 
(CPEng)が正会員の主流であるが、米国と同じく、
少数ではあるが、 CPEngの資格を有しない正会員
も存在、この正会員も資格要件は CPEngと閉じ

・土木学会(英語名:Japan Society of Civil Engineers) 
の個人正会員の条件は世界の技術者会の中では
最も条件が緩い:
.土木事業に闘し、学識経験がある者

.土木工学専門の教育を受け、その業務に従事している
者

.前各号に準ずる者

.対応する米国の ASCEをはじめ、他の先進工業諸国
の技術者の会の正会員の資格要件と大きな差

図 17
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前としては技術者の会ではなく、初めから学会と

呼んでいました。技術者の会と学会がどう違うか、

という議論は別として、与える印象は非常に違い

ます。現在に至っても技術者の会というより、学

者の会、学術目的の会といった印象を与える活動

が前面に出ているという印象です。やはり名前に

依存して、名前に引きずられているのかな、とい

う印象を持っています。

日本の土木学会は、英語名では Japan Society 

of Civil Engineersですが、正会員の条件は世界

の技術者会の中では最も緩くて、「土木事業に関し

学識経験がある者」、「土木工学専門の教育を受け

その業務に従事している者」、「前各号に準ずるも

等の学会は 3-4万人規模の会員を擁しています。

学会という名前に引きずられ、学術活動が会の活

動の中心になり、技術力や技術者の地位の向上に

代表されるような活動が活発でない、というのに

代表されるように、他国の技術者の会とは活動内

容の重点も異なっています。工業製品の製造や社

会資本の整備、建物の建設といった科学技術立国

の第一線での貢献の一部にしか技術者の会が役立

っていないのではないか、と心配します。

技術士資格付与の基本的な条件と技術士数がど

うなっているかという話をします。工学系高等教

育が大衆化された国では、学士の学位取得と 3-5

年程度の実務経験が一般的な必要条件です。その

炉 の」、となっています。したがって、大学を出ます 上で、錦織や口頭試問により、能力判定をし

F帆

とすぐに正会員になれます。ほかの国ではそうい

うことはないので、対応する米国の ASCEをはじ

め、他の先進工業諸国の技術者の会の正会員の資

格要件とは、大きな差があります。

日本の個々の学会の正会員の状況を調べなかっ

たのですが、土木学会に近いのではないか、と想

像しています。土木学会の正会員の条件では、そ

れほど世間から認められる技術者の会とは言いが

たいとも思います。このような状況の中で1957年

に技術士法が成立しました。既存の学会の中での

正会員と技術土との技術力の違いが大きく、学会

という名前ともなじみがよくないことから、学会

とは別に技術士会の創設が技術士法の中に書かれ

た、と想像しています。

世界の先進工業諸国では、すべて技術士、ある

いは技術士に近い技術者を正会員とする会しか存

在しないのに対し、日本だけが学会という名前で

すが、幅の広い技術者の会と技術士会が別個に存

在しています。本来は同じ組織でよい会が、別組

織になっています。この意味で、日本の技術士会

は世界の先進工業諸国の技術者の会の中では特殊

な組織と考えざるを得ない、と忠っています。

世界的には、技術土を正会員とする会がそれぞ

れの国での中心的技術者組織としての役割を担っ

ています。これに対し、日本では技術者の大部分

が学会に所属しています。技術士会の会員が一万

人強なのに対し、土木学会、日本建築学会、機械

学会、電気学会、電子情報通信学会、日本化学会

ます。口頭試験のみの国の方が多いようです。英

語で言う Competenceを判定する、というのが一

般的です。技術経験を基に、その経験を通して、

問題解決能力の判定をするようです。英国の場合

は、学士取得だけでは十分ではなく、学士取得時

に、 Honorを貰っていることが必要です。少数の

エリート養成国では学位取得で技術士資格が得ら

れます。ドイツの DiplomIngenieurやフランスの

Ingenieur Diplome保持者はすべて技術士の扱い

です。

技術士の数はどのぐらいかといいますと、米国

で40万人、英国で20万人位です。日本には、建築

系の構造の技術者が10万人程度います。一級建築

士の内、技術を専門とする人です。それと技術士

の5万人の合計15万人ぐらいです。米国や英国に

比べて、少し少ない状態です。技術者全体のなか

にしめる技術士の数は各国とも多くはないという

状況ですが、その技術士が、技術者会を通して、

社会に発言し、工学の進歩に寄与しています。

技術士資格の根拠は法律に基づいている国が多

く、日本、米国、カナダ、フランス、 ドイツ、韓

国、シンガポール、マレーシア、ニュージーラン

ド等の国です。技術士資格がRoyalCharterに基

づいている国があることは既に述べました。Royal

Charterに基づいているのは、法律に基づいている

のと同じと考えていいと思っています。歴史的に

王室から RoyalCharterという特権をもらったの

が、現在に至っているのが実態で、英国、オース
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トラリア、さらにアイルランドもそうかと思いま

す。確かめてはいませんが、法律に基づくか、Royal

Charterに基づくかは形式的な違いで、 CEng、

CPEng、PEと名前の差にかかわらず、また国によ

って技術士の技術的な水準は変わりますが、それ

ぞれが技術士資格と認識されています。

技術士の部門は、国によって大きく異なってい

ます。これはやむを得ないことかと思います。そ

の反面、部門分類がない上に、自由に自分で自信

のある分野で技術士として仕事が出来る国も存在

しています。カナダ、ニュージーランドがその代

表で、試験を受けるときに土木工学分野で試験を

受けても、情報通信を専門とする技術士として仕

事をする、というようなことが許されています。

技術士資格を得た分野と異なる分野で技術士と

して仕事が出来る、というのは一見奇妙に思える

かも知れません。技術士の資格要件として、技術

の基礎となる学問を修得し、問題解決能力を持っ

た人材であれば、技術が急速に発展する現在の世

界では、自己学習を通して、専門分野が変わって

いくことは、不自然ではない、という考えに基づ

いているようです。技術士を考えるときに、参考

となる考え方と思っています。研究者が学生時代

に勉学した分野と異なる学際分野で活躍している

のを考えれば、当然のことかと思われます。

技術士資格は、名称、独占資格というのが普通で

す。先進工業諸国では、技術士資格がないと仕事

ができないという業務独占という国は、ほとんど

ありません。業務独占の分野があっても、工学の

中のごく限られた分野のようです。技術士資格が

業務独占資格になっているのは後発国に多く見ら

れます。例えば、シンガポールでは、公共分野の

設計や工事の施工では、技術的な仕事はほとんど

全部が技術士の業務独占です。一般に、技術士法

の中では業務独占資格と書いていないようです。

日本の例では、建設業法とそれに関連する政令、

通達などの中で「こういう仕事は技術士に限るj

という書き方をしています。大体、どこの国も同

じような形で規定されているようです。上野会員

とも話をしましたが、英国では、建築構造の設計

や、施工は技術士でないと出来ない、といった誤

解があるようです。英国で技術士資格を持たない

18 

と仕事が出来ないのは公共建築物に限られていま

す。公共建築物については国が責任をとるべきと

いうことで、技術士資格を粂件にしているようで

すが、民間の建築についてはどうぞご自由に、だ

れに頼んでも結構です、という形になっています。

技術士の相互承認を目的とする国際的な技術士

の登録制度が出来つつあります。この状況を図18

に示します。日本が一員となっている登録制度に、

APEC EngineerとInternationalEngineerの二

つの登録制度があります。他にEuroEngineerと

いうヨーロッパ中心の登録制度があります。技術

士の技術水準は国によって異なるものですから、

国際的な技術士の登録制度では、登録された技術

士の技術水準の同等性を確保する必要があります。

相互承認を目的とする登録制度

• APEC EngineersとIntemationalEngineersの二つ
の登録制度が存在、他に FEANI*(ヨーロッパ中心)
の登録制度

• APECとIntemationalの二つの登録制度では同等
性の承認をするのは技術土のみ

• ASCEや EngineerAustraliaの正会員であっても
PEや CPngのみが対象

図18
* FEANI (Federation Europeenne d' Associations 

Nationales d'Ingenieurs) 

この同等性を確保するため、 APECとInter-

nationalの二つの登録制度では、登録するのに必

要な条件をいくつかもうけていますが、その一つ

は各国で技術士資格を持っていることです。すな

わち、技術士の国際的な登録制度に登録するには、

それぞれの国で技術士の資格を持っているのが前

提条件になります。このため、英国の Chartered

Engineer、 オ ー ス ト ラ リ ア の Chartered

Professional Engineer、多くの国の Professional

Engineerはそれぞれの国の技術士として認められ

ます。 ASCEやEngineersAustraliaの正会員で

あっても、 PEやCPEngのみが対象であって、こ

れらの資格を持っていない正会員は国際的な技術

士資格の登録の対象にはなっていません。

国際的な技術士の登録制度は技術士の国際的な

相互承認を目的に始まったと理解していますが、

相互承認協定の締結は進展していません。相互承

起へ

へ



認が進まないことと、先進工業諸国の多くで、技

術士資格が名称独占資格であることも手伝って、

国際的な登録制度に登録した技術士は、相互弟認

とは別に、登録制度に加盟している図では、法的

には認められないものの、技術者同士の聞ではそ

れなりの技術力を有する技術者の国際資格として

認めようという、認識が高まっています。

ASCEには会員全員に配布する機関誌に rCivil

EngineeringJがあります。 CivilEngineeringで

のProfessionalEngineerの扱いを見ますと、著

者の肩書として、もし PEで有れば、 PEを書きま

す。著者の半数近くは PEです。著者がPE資格と

題に遭遇し、どう判断すべきかとなると、困難を

感じる問題が多くあるように思えます。技術者倫

理は簡単に学べる分野ではない、と考えています。

その反面、最近報道されている技術に起因する多

くの不祥事のように、倫理綱領にそぐわない行動

の結果である、ということが、学習するまでもな

く明らかな問題もあります。

指導的な役割を果たす技術者にとって、報道さ

れている多くの不祥事に至った行為は倫理の学習、

理解以前の問題であって、どこかの会に所属し、

そこに倫理綱領があれば会員資格を剥奪されて当

然の人たちである、と思っています。先進工業諸

Ph.Dを持っている場合、目次や記事の最初のとこ 国の多くの技術士はそのような扱いを受けている、

作 ろには P白書いてあることが多く、記事の最後の と理解しています。

著者紹介のところに Ph.Dと書いていることが多 技術者の倫理の大部分は、技術者の職務に直接

r̂ 

いです。 Prof.についても同じです。学者の会で

はない、というのが明確です。

その例を図19、20(次頁)に示します。図19は

ある月のCivilEngineeringの目次です。ここに B.

Smithと大きく書いてありますが、肩書きは PEと

書いてあります。他にも、 7名の著者名に PEとい

う肩書がついています。図20に示すように、記事

の最後に著者の紹介があります。ここに B.Smith 

氏は、 Ph.Dでもあることが紹介されています。

ASCEは技術者の会であり、学者中心の会でない

ことが読み取れます。 ASCEでの技術士の扱いは

このようになっています。したがって、活動は当

然技術が対象であり、もちろん学術を対象にしな

いわけではなく、論文集を出していますが、あく

までも学術活動は活動の一つであるということが

明解です。

これから、やっと本題の、あるいは本題に近い

といいますか、私から見るとあまり得意でない分

野なのですが、技術者の倫理に少し触れたいと思

います。技術者の業務が人々の生活や地球の未来

に大きな影響を与えることから、技術者が倫理的

な行動をとる必然性が近年ますます重要になって

きている、という認識を持っています。

倫理にかなった行動をとるには、まず技術者倫

理の学習が必要です。技術者倫理の学習はそれほ

ど簡単ではありません。多くの書が出版されてい

ます。一読して、感激はするのですが、自分が問

関連することであるのは当然です。先ほどの上野

会員の話によりますと、技術者の行為の結果、そ

の仕事に直接関係して生じる事故や雇用主との関

係などです。このこととは少し違いますが、仕事

の結果が仕事とは直接関連のない社会、あるいは

公衆に及ぼす影響に関連したことがより重要だ、

との認識が定着しています。

技術者はその職務の遂行において、公衆の安全、

健康、福祉を最優先すべき、というのが、今の考

え方になっています。最近になって、健康とは別

に環境の保護にも言及しています。あるいは持続

的発展、持続性ということが言われています。そ

れから、私が大事だと思うのは、他人が非倫理的、

または違法な行為をしていると信じるとき、公益

通報することを容認する、という考えです。技術

者倫理規定に加わった一番新しい考え方かと思っ

ています。

技術者の不祥事は、ご存じのように、その多く

が公益通報によって、明らかになっています。公

益通報がなければわからなかったという不祥事が、

多くあるのではないかと考えて、自然ではないか、

と信じています。最近の新聞紙上をにぎわす不祥

事を見て、公益通報が必要な時代に入ったと思っ

ています。技術者倫理を勉学する以前の問題です。

多くの技術者に、このことは守って項きたいと考

えます。

私が言いたいのはこの公益通報ぐらいのことで

EAJ Information No.126/2005年 9月 19
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して、それ以上細かい話はとてもわからないので

すが、日本は2004年 6月18日に公益通報者保護法

を公布しています。施行は2006年 4月1日です。

公益通報者保護法の適用は技術者には限りません。

すべての分野の人を保護しています。公益通報者

保護法が施行されている国と施行年は、米国が89

年、英国が98年、ほかにオーストラリアです。オ

ーストラリアの施行年は調べられませんでした。

今私が知っている範囲で、公益通報者保護法が公

布されているのは、これら三国と日本の 4カ国で

す。この意味では、日本は非常に進んでいると思

います。いろいろな人が、この公益通報者保護法

は不十分であるという議論をしていますが、それ

にしても進んだ国である、と考えています。

私は、公益通報者保護法が施行されている国で

は、倫理綱領の中で公益通報を容認するのは当然

のことであろう、と思っています。これが今日、

最も言いたかった事です。

公衆の安全を最優先するという考え方は、文献

によりますと1926年以前のある時期の AAEの倫理

綱領に記載されている、と文献にあります。文献

には引用されていますが、1920年の AAEを調べた

人がいます。そこの綱領にはなかったので、その

後の 6年の聞に加えられたようです。

AAE自身がその後すぐ解散したため詳細がよく

わかりません。その後米国の Engineer'sCouncil 

for Professional Developmentが1947年に「技術

者は公衆の安全、健康に正当な注意が…。Jと書か

れています。この段階ではまだ、福祉が入っていま

せん。 1974年になって、「技術者は公衆の安全・健

康・福祉を最優先するJと書かれ、現在の概念が

定着したようです。図 21に示す1938年の日本の土

木学会の「土木技術者の信粂と実践要綱」には、

「国運の進展ならびに人類の福祉増進に貢献しな

ければならないJと、信条の中に明確に書いてい

ます。当時としては、世界に先駆けた規定です。

米国に次いで最も早く規定した例かと思っていま

す。この意味では、私は、日本は技術者倫理の面

では、先進的であったと思います。

現在多くの技術士、技術者関連の会の倫理規定

に、最優先義務として安全、健康、福祉が規定さ

れています。例えば、先ほどの WFEO、NSPEの

土木技術者の信条と実践要領
(土木学会、昭和 13年)

土木技術者の信条(実践要綱は省略)

1 土木技術者は国運の進展ならびに人類の福祉
増進に貢献しなければならない

2.土木技術者は技術の進歩向上に努め，あまね
くその真価を発揮しなければならない

3.土木技術者は常に真塾な態度を持ち徳義と名
営とを重んじなければならない

図21

モデル倫理規定の他に、米国の化学、電子、機械、

土木系の技術者会、日本の技術士会が規定してい

ます。日本の土木学会は残念ながら、「福祉の増進J
のみを規定しています。福祉を安全、健康を含む

広い語として使っているのか、とも思っています。

環境と地球の未来ということについて、 WFEO

はモデル倫理綱領の中で環境の保護を最優先義務

に挙げています。さらに、モデル倫理綱領とは別

に、モデル環境倫理綱領を発表して、その中で地

球の未来にわたる環境問題についての技術者の義

務を書いています。

日本の土木学会の現在の倫理規定には、「地球の

持続ある発展に貢献J、と明確に書いています。日

本の技術土法では環境の保全に言及していますが、

技術士会の倫理綱領には残念ながら、このことに

言及していません。技術士法で触れられている概

念が技術士会の倫理綱領には欠けています。

米国の場合、 ASCEは技術者が、事業が持続的

発展の原則に反すると判断したときには、雇用者

あるいは発注者にそのことを伝えなければならな

い、と規定しています。公益通報を倫理規定の中

で認めているのは、米国の NSPEのモデル綱領と

米国の ASCEとASME位のようです。

ASMEの記述を日本語で書きますと、「技術者は

他の人または企業がこの綱領の条項のいずれかに

違反しているかもしれないと信じるだけの知識ま

たは根拠がある場合、正当な権限ある者にその情

報を書面で提出し、そして正当な権限ある者に必

要があればさらなる情報または援助を提供して協

力する。Jと書・いています。これを提供して罰則を

受けたときに、その通報した人を保護するのが公
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益通報者保護法という連邦法です。

公益通報者保護法のある国では、当然のことと

して、倫理綱領の中に公益通報の規定を書くべき

だ、と考えます。日本もそういう時代になってい

ます。すべての技術者の会がそういう規定をつく

るべきであろう、と思っています。公益通報がな

い国でもやはり必要ではないかというのが、日々

新聞を見ていて感じることです。

これも既に上野会員がお話しされたのですが、

あらためて技術士とは何かということを言いたい

と思います。 ECUKから引用しますと、技術士は

Competenceを有する技術者であり、さらに、

rToday's professional engineers demonstrate 

a personal and professional commitment to 

society， to their profession， and to the 

environment. Jとなっています。さらに、 Competence

を有する技術土についての説明があって、三つの

ことが書かれています。rMaintainCompetenceJ、

つまり、常に継続的に学習し、能力を上げること、

それから rwork within professional codesJと

明確に書-いており、さらにrParticipateactively 

within the professionJという書-き方になってい

ます。Competenceは非常にいい言葉だと思います

が、対応する日本語を思いつきません。

日本技術士会の技術士の定義を見ますと、「技術

士法の登録を受け、技術士の名称、を用いて、科学

技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする

事項についての計画、研究、分析、試験、評価ま

たはこれらに関する指導の業務を行う者Jと書か

れており、別の所に技術士の義務として「倫理綱領

に従うJと書かれています。この二つが書かれてい

ますが、前者の部分が狭い意味でのCompetenceに

対応しているのだろうと思います。 ECUKでは、

Competenceの中に倫理に従う、というのも入れて

いるようです。日本の技術士の定義は本質的には、

ほかの国と同じですが、まず Competenceを狭い

意味で定義した上、倫理規定に従う、と書き加え

る書き方をしている、というのが日本語の残念な

ところです。私がCompetenceの翻訳語を思いつ

かない、と言ったのはこのためです。技術土の定

義に倫理規定に従う技術者となっているのと、技

術士の定義があり、その技術士は倫理規定に従う
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べきである、というのは少し語感が違うように感

じます。

最後に、日本の技術士の現状と今後のあり方に

ついて、私見を述べたいと思います。技術士は「技

術力があり、その応用能力、特に問題解決能力に

優れた技術者j、「継続的に技術の発展に努める技

術者j、「倫理的な判断に基づき業務遂行のできる

技術者Jの三つの条件を満たす技術者といえます

が、このうち前の二つは当然として、最後の倫理

的な判断に基づき業務遂行のできる技術者が大事

な要件かと考えるようになってきています。

多くの企業人から、技術土の資格にはどのよう

な利益があるのか、という質問を受けます。技術

士は業務独占が伴ってはじめて役立つ、という誤

解が存在しているようです。機械や電気、情報通

信、化学の分野では技術士資格がないと仕事に就

けないという制約はありません。現今のように技

術的な問題で不祥事が続く状況では、倫理的な行

動のとれる技術士を多く抱えていることが、企業

にとって必要なことか、と思っています。企業に

とっての技術士の存在価値は、技術的な問題で、

反社会的な倫理問題を起こさない、というところ

にある、と考えたいです。

これに対して日本の技術士会は、業務独占の分

野を広げる方向で技術士の活用促進運動をしてき

ています。規制緩和が言われている時代に逆行し

ているのではないか、と思われます。企業にとっ

て、技術士を抱えることは、技術力を持つと同時

に、倫理的な行動をとる技術者を抱えることを社

会に示すことになる、と考えたいと，思っています。

企業にとって、技術系出身の管理者には技術士を

当てるのが、倫理的な企業活動をすることを示す

上で大事ではないか、と考えます。技術面で不祥

事を興した企業から「技術士を雇う Jといった言

葉が謝罪の席で出ないというのは非常に残念です。

倫理に違反して、とんでもない隠し事をしたとだ

れの目にも明らかなときに、謝罪の席で、こうい

う言葉が一つも出ないというのは、技術士に対す

る理解不足、と残念です。

文部科学省や日本技術士会の広報不足が問題な

のか、あるいは文部科学省や技術士会そのものが

こういう認識を持っていないのか、ということに

時 1

内 1
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ついては、必ずしもよくわかっていません。私自

身は技術士会の会員ですが、今まで忙しかったも

のですから、技術士会にはあまり関係をしてきて

いません。今後こういうことで技術士会、あるい

は文部科学省と話をして、日本社会に技術士の資

格制度がもう少し普及するような働きかけをした

いと思っています。

先ほど言いましたように、日本には多くの学会

が存在しています。先進工業諸国の技術者の会と

日本の学会を比べると、日本の学会には学術に重

きを置く反面、日常生活のみならず、経済発展に

も大きな役割を果たす技術者の会、という意味で

はいひ山つな状態になっているのではないか、とい

う思いが強いです。正会員の技術者としての技術

力、技術者としての倫理に対する認識に差がある、

とも思います。学術に重きを置くことも手伝って、

技術者本来の役割に対する認識にも違いがあるの

か、とも思います。倫理綱領を持っている学会が

存在しでも、技術土法に基づいた技術士のように、

反倫理的な行為に対する制裁権限はありません。

強制力が大事だとは必ずしも思いませんが、強制

力を持った会の倫理綱領と、強制力を持っていな

い会の倫理綱領では、会員の倫理綱領に対する認

識に、自ずから差がでるのか、とも思います。こ

のようなことを考えると、技術士と技術士会の役

割lを社会に認識して貰う努力が必要かと思います。

ご静聴、ありがとうございました。

.......................................................................................................................................... 

司会 どうもありがとうございました。お二人

の講師から含蓄のあるご講演をいただきました。

特に西野先生からは技術士のあり方まで含めて、

大変問題提起が深刻な感じがしておりますし、日

本工学アカデミーのまさに現在の課題でもあろう

かと思っております。とりあえずご質問なりコメ

ントございましたら、どなたからでもどうぞ。

武田邦彦 名古屋大学の武田です。西野先生の大

変に格調の高いお話の後、ちょっと質問のレベル

が低くて恐縮ですが、身分保障を伴う職業倫理と

いうものと、単に信念としての倫理というのが、

二つ混在しているような気がします。例えばギル

ドがあって、お医者さんなんかは特にそうであり

ます、弁護士会もそうだと思いますが、ある資格

があって、その資格の中で倫理が言われる。それ

でその倫理があることと身分が保障されていると

いうことはリンクされていて。リンクされている

かどうかはわからないが、私の今の認識ではリン

クされていて、それで弁護士は弁護士としての倫

理、医師は医師しての倫理を守る。そのかわり、

その倫理を守ることによって雇用主からは解雇さ

れないという身分保障を持っている。解雇される

というか、資格を剥奪されるのは医師会とか弁護

士会であって、雇用主ではないというシチュエー

ションのものと、我々のように単にふらふらして

いて、技術士はちょっと中間的な存在ですが、そ

ういう倫理と二つの種類をどう考えたらいいかと

いつも迷っておりますが。

西野 そういう難しい話はとてもわからないの

ですが、少なくともここにいる我々は世の中から

倫理的な行動をする、ということを期待されてい

ると忠、います。技術が社会に及ぽす影響が非常に

大きな時代になっています。倫理問題は雇用とい

う問題を超えた問題と考えています。ある技術者

グループ。が間違ったことをしますと、世の中に重

大な惑い影響をおよぽす、ということを認めざる

を得ないと思います。

土木学会で倫理規定が先んじていたのは、公共

事業に伴う失敗の影響が非常に大きい、という理

由で、進んでいたのだろうと思います。それが、

今や土木工学という分野に限らず、あるいはもっ

と他の工学分野のほうが社会に大きな影響を及ぽ

す、という時代になっていますので、全ての技術

者が倫理的な行動をすることの重要性は増してい

ます。

先ほど申しましたように、先進工業諸国の技術

士は名誉独占資格と考えた方がよいようです。国

によって事情は違うでしょうが、技術者倫理は雇

用問題とは別に守るべき問題である、といった認

識が増しているように，思っています。さらに、名
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称、独占とは、名誉称号なので、技術士資格を剥奪

されるというのは、大変不名誉なことは間違いな

いと思っています。

武 田 そういうものに加入している人数とか、

そういうものとはリンクは多少しますか。最後、

土木学会の資格の問題がありましたけれども、あ

まり無制限に増えると、なかなか今、西野先生が

言われたような、ほんとうの意味での倫理という

のは守りにくくなるのか。

西野技術者としての認識の低い会員が増える

と、守りにくくなるでしょうね。会員数は難しい

問題です。ある意味ではレベルの低い話もいいと

ころなのですが、日本の学会の多くが「だれでも

良いから会員になってほしいjというような動き

をしているように，思っています。日本の中心的な

学会すべてに共通している中で、どうすればよい

かは難しい問題です。

ちょっと私見を言いますと、技術士の制度の改

革がありまして、総合技術監理部門ができました。

ご存じのことと思います。総合技術監理技術士は、

技術士法を変え、若い人を増やそうとしたときに

既存の技術士が「私たちは技術水準が違うんだJ

ということを言いたくてつくった、と理解してい

ます。そのときに、私はフエローというのをつく

ったらどうですか、と言いました。みんなが、あ

の人は技術的にも人格的にも優れている、という

人をフエローに推薦するのがよい、と考えたので

す。推薦されてフエローになるような人は、倫理

的な行動が取れるのではないか、と考えました。

倫理綱領をほんとうに厳しく守るのはフエローだ、

という位置づけがいいのかな、と思っています。

企業の技術系の管理職の人の多くが、単に技術者

資格を持つのみではなく、技術士会のフエロー会

員である、というような状態になればよい、とい

ったことを考えています。技術士会は、ある意味

で間違った選択をしたのかとも思っています。こ

の選択の取り返しは出来ますので、これからフエ

ローを提言したい、と思っています。

武 田 どうもありがとうございました。

今井兼一郎 お二人の先生から非常にきちんとし

たご説明をいただいて、昔、私が実際にやってい

たときから比べると非常に大きな進歩をしたと思
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います。米国の PEは各個人がそれぞれ綱領(creed)

に署名をして、それを守ることを寄っているのだ

という。それが Professional(神に約束する。職

業Calling(神の呼びかけ)に答えるといった風の

意味あい)だというのでしょうか。

Professional Engineerのアメリカ全体の大会

に行ったときに、一番驚いたのは、さんざん議論

をして昼飯になり、みんながテーブルについたら

突然静かになり、食堂の真ん中に祭壇が設けられ、

キリスト教の牧師が来ていました。 r何が起こる

んだJと言ったら「おまえたちは Professional

Engineerだろう。神に誓っているんだろう jと。

そこで牧師さんが主への祈りを唱えて、みんなも

昭和してそれで終わったんですが、「ああ随分違う

んだJと思いました。

アメリカの PEのcreedの最後に、ディパイン・

ガイダンス (divineguidance)によってしっかり

行えということが書いてあるのです。デイパイン・

ガイダンスというのは“神のお導き"というよう

な言葉じゃないかと思いますが、日本の PEの連中

も非常にぴっくりして、おれはどうしたらいいん

だろうかとか、これから PEを受ける連中にどう説

明すればよいかとか、そういう点で迷ったと思う

のです。

その辺が、さっきからずっと先生がお話しして

いる、カルチャーの違いの中で非常に大きなもの

で、最終的には個人が責任をとってということに

なると思います。それはお話の中でよくわかりま

したけど、彼らに聞いたときに、例えばProfessional

Engineerとして自分の信条を守らなければならな

いという事件が起こると、それは雇い主から分か

れることだと思います。つまり、言われたことを

しないことだと。そのときは一体どうすればいい

のだということを聞くと、非常に私がわかりにく

かったのは、 PEが集まるというのは、自由度高い

社会かどうかということでありますが、国が彼ら

を守っているような感じです。

日本ではそういうことが多分ありませんから、

これが教育に降りかかってくると、先生のところ

へ行って、“先生から教わったとおり私がやろうと

思う"ということになるのではないか。多分先生

は「ばかじゃないかJと、こういうふうに言われ

ヘ
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ると思います。家に帰ってそのことを奥さんに言

ったら、奥さんは「そこが我慢のしどころよJと

言うだろうと思うんですね。

子供は、「それじゃあ、お父さん。明日から学校

へは行けないわ」というような話になって、非常

に追い込まれたことになっちゃうのではないかと

思います。そういうことまでには、日本の今の雇

用体制の中では起こってこないような気がするん

です。そこまで追いつめたときに保護されている

ということがあれば、自分の主張を守るというこ

とをすると思うんですが、その辺をどんなふうに

お感じになるか。お尋ねしたい。

上野私が答えられるようなレベルの問題でな

いように感じますが、少し調査したところでは、

例えば、記憶ですので正確ではありませんが、ア

メリカで技術倫理が社会的に認められるようにな

った切っ掛けの一つに、次のようなことがあった

と読んだ記憶があります。サンフランシスコに

BARTという地下鉄システムがありますが、その

システムの開発か運用に携わっていた技術者が、

倫理的な問題が起こっているということを内部告

発したことがあったらしいです。彼が勤務先の組

織によって排撃されたときに、IEEEが組織を挙げ

てその正しさを支援したということです。IEEEの

そういう技術倫理活動に対する社会的評価が高ま

ったとか、あるいは技術者が、自分たちが責任を

持って行動したら組織が助けてくれると思うよう

になったということだったように記憶しています。

日本ではそのようなことを聞いたことがないので

すが、例えば技術士会がそういう支援を行うこと

を宣言するということは一つかなと思います。

これに関連して、もう一つですが、 WFEOのモ

デル倫理綱領の中の最後の項目には、確か、技術

者は公益通報で情報の公開をするべきであるとい

うような意味のことが書いであるんですね。そう

いうことを努力しなさいと。ところが、日本の技

術士会の倫理綱領にはそういうことがどこにも書

いてないのです。もし、西野先生が国際的な立場

からそれぞれの国の技術士会のあり方を指導され

るのであれば、まず日本の技術士会にそういうこ

とを言っていただいては知何でしょうか。もし日

本の技術士会が組織を挙げて社会に約束すると公

表されたら、我が国の技術士 (PE)のステータス

はかなり上がるのではないかなと。技術士ではな

い私からの希望でございます。

長谷川幸男 長谷川と申しますが、両先生から大

変にいいお話を伺いまして、うれしく思っており

ます。実は少し前の話ですが、イギリスに PEとい

う組織がありまして、そこの役員の人が機械学会

へ行きまして、機械学会の活動状況を聞かせてく

れと。私は機械学会から頼まれてお話をしました。

その中で、その役員の方が「日本機械学会はメン

ノてーを選ぷのに、メンパーになりたい人に対して

どういう審査をするんですかJということを聞か

れまして、いろいろ聞いて「いや一、別に何もし

ていないです。会費さえ払ってくれればどうぞ、

どうぞというようなものです」と。「そんないい加

減なことでいいんですかJという顔をされまして

ね。

PEでは極端なことを言うと、その人がある会社

に勤めていると、社員であるという以上に PEであ

るというのを重視しますと。そのかわり審査を厳

しくするんですが、就職の世話まで PEでちゃんと

やるんですよと言われまして、いわゆるメンバー

シップというものについての考え方が非常に違う

なと感じます。これは国際的に見ていかがなもの

でしょうか。私は、日本の学会とか組織に対して

そこまで期待していいものかどうかということを

感じたことがございますが、いかがでしょうか。

西野私、先ほども申し上げたのですが、多く

の先進工業諸国の技術者の会では Memberと

Associate Memberというのを明確に区別してい

るようです。まず学生は Student、それから大学院

に進学しますと Graduateという会員資格になりま

す。学部を卒業し、仕事に就きますと、 Associate

Memberになります。 Memberになるには技術士

の資格を得る必要があります。既に触れましたが、

少なくとも ASCEは、技術士でなくても正会員に

しますが、技術士と同じような厳しい審査をする

ようです。このために、正会員は技術士でなくて

も、技術土と同じと見られているようです。どう

して PE以外の正会員がPEにならないのか、とい

う事情はよくわかっていません。

国が大きくなると PEだけを正会員にするという
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のは、難しいようです。物事には決めたことの中

に戻せるものと、戻せないものがあるようでして、

今さら日本の学会の会員の会員資格を変えるとい

っても大変で、考えがたいのかな、と，思っていま

す。日本の技術者の会の将来をどのようにすれば

よいのか解りません。技術士会と学会との連携を

良くするのがよいのかと思ったり、技術力や技術

者としての人格を落とさずに、技術士の数を増や

す努力をするのがよいのか、と思ったりします。

私自身は土木学会のフエローであり、技術士会の

会員でもあります。

しかし、日本の技術者の会の状況が十年やそこ

らで変わるとも思えません。このままの状況が続

くのかと，思ったりします。日本の技術者の会のあ

るべき姿の答えが見えていません。

依田直也 お二方の大変有益で内容のあるお話、

ありがとうございました。

一つ質問というか、今井先生の話にも関連する

のですが、おそらく日本になかなか定着しないと

いうことはこういうことにあると思うんです。そ

れは何かというと、上野先生の倫理綱領の分類表

の中にある Dignityの意味は“尊厳"なんです

ね。人の尊厳。 HumanRightsというか Human

Dignity。品格ではなく尊厳ですよ。存在そのものo

民主主義の根底で社会全体が一人の人格を尊重す

ること。これは男女同権もそうなんだけど、権利

ですね。生きているということを承認するという

ことであり、これは尊厳なんです。それを尊重す

るというのがCodeof Ethicsの中心であって、や

はり民主主義の根底ですね。

そういう部分まで入っていかないと、ほんとう

の倫理観というのはなかなかできない。それは共

通していて技術士会もそうです。私は日本化学会

に入っていますが、あるときドイツの化学会を日

本化学会の会長と一緒に訪問しましてね。イギリ

スでは医学部の化学は学問だが応用化学はそうで

はないという論理があります。ところがドイツは

ちがう。アンモニア合成がハーパボッシュから始

まって、そういう応用技術を社会に貢献すること

が学会の仕事だというのです。

この時、最初に「日本の化学会は何人いるんだJ

と聞いてきました。 f3万5.000人だ」と答えまし
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た。向こうは、せいぜい9.000人だというのです。

要するに学位を取らないと化学会の会員になれな

い。ドイツに二つ今学会がありますが、二っとも

その実力というか Competenceというか、それは

博士号にリンクしています。ドイツではなかなか

学位をもらえない。そのかわり-!lもらったらそ

の人はドイツ化学会の会員になるんだということ

でした。

私どもはその次イギリスに行って、そこでも同

じような質問が出るので、あまり会員の数を言う

なと。内容のいいことが大事ですからね。ところ

が、日本は学会の維持費ですね。会員を増やして

いかないと、特に若い会員が増えないとますます

減ってしまうということがやっぱり基本にありま

す。それは日本の社会システムというか、大事な

ところにちゃんと資金が入るように持っていくと。

これはやはり Human Dignityというか尊厳という

ことを、倫理を考えるときに一番大事なのかとい

うコメントでございます。

司会ありがとうございました。

上野重要なご指導をありがとうございました。

実は、文科系といいますか、法律的といいますか、

そういう倫理関連の英語の議論を読んでいますと、

エンジニアの分野で使っている同じ言葉が全く違

う意味で使われていることが分ってきまして、何

回か改訂したのですが、ちょっと古いのが残って

いまして、申し訳ございません。訂正しておきま

す。

依田 ただ、日本語になりにくいのでね。日本

の字引があまり信用できないんですよ。明治時代

から伝統でそのまま残っちゃっていましてね。

上野文脈からそうだなとわかることと、今言

われたような、例えば「尊厳Jという言葉が日本

の社会からだんだん消えているんじゃないのかな

とところもあります。行き着くところはやはり人

格形成教育だと思うんですが。例えば、高等学校

の「倫理jの教科書を読んでみたことがあるんで

す。全く予想、に反して哲学者の思想史なんです。

ソクラテス以来のですね。人聞がこうあるべきだ

ということはどこにも書いてないんですね。

この時代のこういう人は性善説をこのように唱

えた。この時代のこの人は性悪説をこのように訴

用ち}
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えたとかですね。そのようなことが書いてあって、

人の名前と何を訴えたかという思想の変遷が一項

目についてせいぜい三、四行書・いである程度です。

あれには驚きました。多分日本で、もし文部科学

省がある思想教育をするということになりますと

国会でたたかれるんじゃないかと思うんですね。

ですから、何が尊厳だということすら、例えば宗

教観と関係したらもう教えちゃならないというこ

とになっているような感じがしています。そうい

うのはどうすればいいのか。

依田 今の言葉で言えば、Dignityというのはま

さに HumanRightsです。人権なんですよ。人が

生きていく上の最小限の守るべきものだと。これ

は民主主義の基本です。民主主義のない社会主義

とか、団体行動の軍国主義だったら要らないのだ

けど、要するに HumanRightsなんです。これは、

中国で問題になっていますけれども、そういう部

分に結局この倫理問題というのは触れてくるとい

うのが私の観測ですね。

武田上野先生のところで、今のご議論ですが、

「日本の社会にはJなのか、「明治以来の日本の社

会には」なのか、もしくは武士という階級がない

ときの、今は商人の社会みたいなものですから、

そういう商人の社会における道徳みたいなものな

のかよくわかりませんが、現在の、少なくとも日

本には西野さんがお話になったようないわゆる指

導層というものが存在しない。倫理的にも存在し

ない。一般の人たちは、私の感じるところですが、

偉い人ほど悪いことをするという確信があるんで

すね。平等意識が非常に強くて、それでだんだん

庶民になるほど正しいことをするという。要する

に、例えば偉い人は非常につらいデューティーが

あって、非常に高潔な魂を持っていて、それで社

会を指導するんだという、現実的な像が少なくと

も明治以来存在しない。したがってそういうもの

を想定することができないのではないかと思うん

です。

昔は、もしかしたら武士というのはそうだ、った

かもしれない。江戸時代にいないものですからよ

くわからない。だけど、現状ではそういう感じに

ちょっと思えるわけですね。そこで、例えば西野

さんも言われたように、いわゆる倫理以前の問題

が幾らでも報道される。世の中で指導層と考えら

れている社長とかですね。これは商人だといえば

商人なんですが。そういう人たちが大変に惨めに

頭を下げる。こういうのをずっと見せられていて、

ある日突然ある団体が倫理を守るとか言つでもな

かなか定着しないので、は。ヨーロッパとかアメリ

カではそれを普通の人がどう感じているのかとい

うのが、ちょっと私わからないんですけど、いか

がでしょうか。

上野伝統文化というキーワードで最近いろい

ろ調べているんですけども、例えば明治の三十何

年だと思いますが、新渡戸稲造が『武士道jとい

う本を書いていますね。それを私も二、三回読ん

で感激したことがあるんですが、そういう分野の

専門家から言わせると、新渡戸の武士像はほんと

うの武士ではないということらしいです。武士の

理想を書くとこういうことになるのいうのです。

その背景には朱子学という儒教の精神があります

ね。それに沿った武士の生き方というのはこうい

うことであるということではないかと。武士がい

なくなったときに、明治の高揚した気持ちが『武

士道jにあらわれて、それを英語で書いて出版し

たわけですが、当事のアメリカ大統領もそれを読

んで、日露戦争の終戦交渉で日本を助けようとい

う気になったとか、ということを聞いていますが。

それよりちょっと前ですが、「教育勅語jが出た

ときも、それを作成した教育学者が日本の伝統に

基づいた人のあるべき姿というのはこういうこと

ではないかなと。「朕思ふにJということだとか、

「なんじら臣民はjとかですね、幾つかのキーワ

ードを削除すれば、内容は世界共通で、あるという

ふうに思います。インターネットで検索しますと、

何万というサイトが出てくるんですね。「教育勅語j

は英訳もされたそうでして、キリスト教が普及し

ていない日本でも高い倫理が実践されているとい

うことを外国人が知ったきっかけになったらしい

のです。

ところが、第二次世界大戦が終わった後に、こ

れまでの教育が悪かったと全否定していますね。

日本人はよく「全否定jするのですが、そのため

にアメリカの表面的な行動を見習うことが自由で

あるとか、先生と生徒は同じ人聞なんだから指導
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者というのがあってはならないんだとか。そのた

めに伝統文化が壊れてしまって、多分60年ぐらい

たって、もう 1回日本の文化を見直そうという雰

囲気になってきた。見直そうというときには、我々

の心に響く伝統文化というものを根底に置いたも

のになるのかなと思います。

アメリカでは、哲学者だとか宗教学者が基本的

な倫理を教えている。ところが日本では宗教も教

えてはならないということがありますので、「何が

正しいかjというのは一体だれが教えるんでしょ

うか、というような基本的な設聞がございます。

司 会終わりに近づいてきましたけども、森先

生、長島先生、何かコメントございませんでしょ

いう終身雇用が結局ずっと続いてきて、つい最近

まではそれの延長だ‘ったと思っております。

だけど、戦後50年、企業もいろいろ揺さぶられ

ました。明治初年に欧米から学会という組織が入

ってきたときに、福沢諭吉はこれを「寄り合いJ
と訳したらどうかと言った。明白で、あのとき「学

会Jと訳さないで、寄り合いでずっと来たら、土

木寄り合い、機械寄り合いで、意識が随分違った

のではないかと思う。

学ぶ会として、Societyに学ぶという意味は全然

ないのに、あれは寄り合いだと僕もいまだに思っ

ています。数学では会社と訳しました。数学会社

というのが数学会ですね。それが何年かして学会

うか。 という単部こしてしまった。あそこは失敗で、技 へ
森英夫直感的に、私は電気工学だ、ったもので 術者会とか、技士会とか、あそこでも変えるチャ

すから、IEEEは何か随分倫理をやっていましたね。

それで影響されて電気学会はやっていたんです。

そんなこともあって、我々から見ると土木の方々

はもともと宮本武之輔さん以来行政官なんです。

土木研究所は、行政官とのジョブ・ローテーショ

ンでやっていて研究所ではないのです。そういう

構成のもとに成り立った土木学会と電気学会の違

いというのを認識した上で記述していただきたい

ということです。

司会ありがとうございました。

土屋喜一 土屋でございます。日本は江戸時代300

年とか、その前の時代700年。非常に長い間、平凡

な話ですが、農耕社会で各藩の集団で生活して、

大体お上の言うことを守っていれば、大きな飢健

も二、三回しかなくて、何とか家族一生見てもら

えた。それだから、お上の言うことは正しいわけ

で、所属した個人が何か倫理とか何とか必要はな

くて、いつも言われたままで、家族は父親、父長

の言うことがいいわけですね。

それで明治維新でやっぱり欧米の波があって、

あそこで切りかえたんですが、農業社会であるこ

とは切りかえられなかったわけで、欧米に工業社

会があって、あれもまた追っかけなきゃいけない。

だけど、中身は徳川家、細川家、前田家はなくな

ったけど、結局目立家、東芝家、三菱家、三井家

がIndustryを中心に、武家社会というか、藩をつ

くって、やはり従業員、一生面倒を見ましょうと
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ンスがあったのに、Governmentにとっては学ぶ会

にして欧米に追いつけさせたほうがよかったわけ

です。

民主化して個人が自由に意見を言うようになり

ましたが、会社の方が良かったが、固としては大

成功したのです。ところが幸いそれを崩したのが、

今度地球規模のバリアレス社会であり、情報が入

札ものが入札人が動き出して、やっとのこと

社会が崩れていく。情報社会に入った。そうする

と、会社との雇用関係ももう終身雇用はだんだん

なくなって契約社会に今移りつつありますね。

ここでやっとこういう倫理とか何かがこれから

出てくるんじゃないでしょうかね。今までちょっ

とフリクションがあって、うまく乗れなかった。

やっとこれから契約社会になって、個人が技術に

対してどういうことを思うとか、そうなっていく

のではないかと。ヒエラルキーも崩れていくと私

は予想しております。その現象としては今若い人

が、フリーターとかニートなど、何百万人とそこ

へ集まってしまったんですね。現象としては非常

に変なことが出てきたというふうに私は今解釈し

ております。

司会ありがとうございました。

実は日本機械寄り合いの現会長の長島先生がい

らっしゃいますので、コメントをいただこうと思

いますが。

長島昭私は技術倫理専門でも何でもございま
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せんので、少し最近の情報だけご参考までにお伝

え申し上げたいと思います。実は今私遅刻しまし

て、最後のところをちょっとしか伺っていないん

です。ほんとうは最初から伺いたかったのですが、

その理由は飯塚さんが長年ご尽力くださっている

日本工業標準調査会という世界の標準をいろいろ

決めていく日本のまとめ役ですね。その会合がき

ょうありまして、先ほどここへ駆けつけたわけで

すが、非常におもしろい。関係があって多分ご興

味あるということの一つは、SocialResponsibility 

ですね。技術倫理をもうちょっと広げた概念です

が、これを ISOの規格につくろうということで、

今タスクグループができて議論が進行中です。私

も非常に関心を持っております、ということが一

つの情報。

それから、もう一つは、私がど素人ながら技術

倫理に非常に関心を持つようになった理由の一つ

は、1999年に発足しました JABEEという新しい組

織がありまして、日本中の技術教育を技術系の大

学・高専の教育を、一言で言えばある意味の国際

標準にして、そのことを認定していくという団体

ができました。これで新しい概念、国際的には技

術者のために確立していると言われながら日本で

十分で、なかったと言われた項目が三つ、私の解釈

ではありますが。

一つが、自分の意見を社会に伝え、社会が何を

要求しているかを読み取るということ。従来は製

図とか英語を教えればいいのかと思っていた人が

多かったわけですが、そうではなくて、やっぱり

社会のニーズとか反応とかいうものを読み取ると

いう、一種の読み取り能力、表現力ですね。

2番目がデザイン。デザインというのは意匠デ

ザインではなくて、外国から来られた人が言って

いましたが、日本で教えている設計というのは、

必ずしもデザインに該当しない。卒論というのは

必ずしもデザインに該当していないと。指摘をな

さる理由は、未知のもの、答えのない課題にどう

取り組むかを、システマティックに教えるのがデ

ザインの教育だというわけですね。

3番目が、技術者倫理ということで、ある年配

に達すると、皆さんは別ですが、私の仲間たちの

言うことを聞いても、だれでも教えられると思つ

ているんですね。しかし、そうではない、技術者

倫理というのをシステマティックにきちんと教え

るというのはどうするか。この 3点が最大の課題

でございます。

それで、そういうことを織り込んだ教育課程が

日本でできているかどうか。これを JABEEで基準

を決めて審査をして回っているわけですね。それ

が2番目のことです。

それから 3番目ですが、私も若いころからエネ

ルギーに関連のあることが専攻でございました。

エネルギーというのは使うと環境を変えてしまう

ので、環境問題からの刺激といいますか、そうい

うものを若いころから非常に受けておりました。

それで、環境だけではありませんけれども、ここ

何年かで、社会的に不祥事と言われることがたく

さんあります。これは、経営に関するものもあり

ますが、やはり科学技術が絡むものが非常に多い

んです。そういう不祥事が個人にしろ、企業にし

ろ、大学にしろ、起こりますと、それによって技

術全体の社会的な評価が下がってくる。これを非

常に心配したわけであります。

不祥事が起こったときの経過を見てみると、非

常に特徴があります。社会・マスコミがこぞって

企業・技術者を糾弾するわけですよね。そして、

片方はただ謝るだけ。私は、これは技術全体の正

常な発展のためには非常によくないと思います。

やっぱり技術の悪いところ、いいところをきちん

と中立的な立場で言える場所、団体がないといけ

ないということをつくづく痛感いたしました。そ

れから、もう一つは、さっき土木のお話がありま

したが、機械系、それから土木系その他で技術者

倫理の定義が違うんですね。内容も異なります。

私はこれもあまりいいことじゃないと思いまし

て、一昨年からちょっと何人かの方に申し上げま

したら、そういうことを少し学会を連ねて議論す

る場をつくったほうがいいということで、昨年の

4月の末でしたか、技術倫理協議会というのを立

ち上げました。上野さんにもご参加いただいてご

尽力いただいていますけれども、今クローズドな

サークルで、メンバーは影響力のある大きな学協

会だけでございます。機械学会とか電気学会とか、

化学工学会とか、そういったところです。それか
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ら技術士会と工学アカデミーと工学教育教会です

ね。 10団体で結成をして 1団体2名ずつおいでい

ただいて、各学会の状況の情報交流をする。

それで社会で何か起こったときには、場合によ

ったら情報交流のほかに中立的な立場でもって、

社会に向かってもきちんとものが言えるようにい

ずれはしていきたいということでやっております。

昨年は 5回ばかり会合を聞いていろいろ勉強い

たしましたが、今年はいよいよ少しオープンなこ

ともやっていかなければいけないということを話

しております。ちょっとご参考まで。

30 

司会大変よい締めくくりをいただきまして、

ありがとうございました。本日は大変啓発された

二つのご講演をいただきました。

要するに、技術者の倫理というのは、資格とか

あるいは権利とかというものとも非常に密着した

システムとして考えていかないといけないんだと

いうことがよくわかりまして、これからまたもっ

と議論を深めていく必要があろうということを感

じた次第であります。

お忙しい中、お二人の講師に懇切なお話をいた

だきました。拍手でお礼申し上げます。(拍手)
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