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2-3.講演 1 工学倫理の基本的見方

関西大学社会学部教授

斉藤了文

概要

エンジニアO-)実願の仕Tl'Iを通じてエンジニアの行肋を捉えねばならない.(大学の工学研

究者は輿望例でない.研究開発lこ携わっている企韻のエンジニアを典型例とする.)その

とき考鰯すべき問艦は,(D人工物をつくるという r人工物問題｣と(杏-人では仕番ができ

ないことに起因する ｢組織問題｣の二つである.エンジニアがプ ロフェッショナルだとい

うことから話をはじめられない,蛭者や弁鹿士は組緯抜きで晦門家でありうるにしてら,

エンジニアは組織内でどう-一人前になるかを考える必要がある.これが日本の現状だ.

人工物間足弓

殻計!j:,様々な制約 (時札 安全,加工.惜頗性等)の複雑な価値の相互作用を取頗 し

て行われる.だから,醤悪の･･一次元の尺度では削れない.その設計問題という視点で具体

的に甥故例を見て,.多数の要因のうち,どれをどのように改良すれば間晃馴ま起 こらなかっ

たかということを考えさせるのが正夢である.この制約 という観点で,技術的問題.社会

的,制度的問題を取り上げることが必要である.

寒は.-T-ンジニアはいいものをつくろうとしてら,それがう失くいかないことがある.

人工物を扱 う樹合の他人に対する配慮をどのように考えていくか,それを問題にする必繁

があ/J.人工物に媒介されて倫理的行動をする.技術者はテレビを作るが.それは光られ,

知らない人に使われる.二の (どういう人工物の使い方をするか分からない)使用者を府

慮十ることが求められろ,他人にどう配慮すればいいかが見え難い.

｢チビi)の頃からの倫理観｣｢対人的な倫理観｣を持っていても,それだけでは.人工物

に喋介された影幣に/ついてどU.)ようJj:配慮をすべきかは.すぐには明らかでない.これは
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倫理的な感覚を叩ぎ澄,fすという方向ではなく, /･どものころからの倫理が分かった とで.

何をすべきかを工学{nlli例m中で探ってい(ことが坑啓だということをホしていろ.

さらに,心捷しいエンジニアが望_まれているよりも,｢7TIしい｣設計をするエンジニア,

fji収や馴 串を'Egこさない人工的をつくるエンジニアが必711':とされる.エンジニアはテロリ

ス トでないので.過失を犯さないことが虚空だ.すると. 1】世 嗣確や先般に学んだ経敬に

由来する安全.11･i@などの制 度が仔LlJIしていることがポイン トになる.結果1封壬をr,ljlわれる

こと妄)あるエンジニアにとって.マニュアルを守ることも倫理的fr鴇の--部分とな ろ.

微音の力は

-7･どもの墳からの倫理観を持った上で,⑦設計(I)視点とC2)人1二物に媒介された行為とい

う2つのポイン トが効 いてきた場合に,ど(/)ような行為をするペ書かを草/生に哩鋼させる

ことが垂蜜だ.だから.fi･体的に*故LIfOLJを取 り上げて,それが技術的.社会的にどa)よ

うな問題に巻き込まれているかを税別することが必要になる.t]ちろん. 1回の控.#で巌

ラ--つのTJf故では,複雑な関越のすべてが明示化されることはない.だから.績つかの種

鰭 (交通,原髄,蕪品,惰韓など)の'JIL故を分析し.税明することが必要になる.こ,h性

向分ulN-円以外にも関心を椿っべきuI例があることを,T,IL.生涯教組 こも,つながりうる.

講演内容

今日は ｢技術者は奇妙な軸門家 ?｣というテーマでお話しいたLます.

二〔ンジニア0-1晦門椎とは何かということから始めて. r_学倫理の授巣のあり方 へ ,iLtる

べく公理的,アクショー7テ ィツクに話を進めていこうと思います,(二.二ンジニアと1.､-1日1/･

門賓の特殊な条件を誠にして.エンジニアがどう行軸すべきかという倫PP_関越を考える手

かか りを鵡こうと思っています.)そこでは雫門寛の典型例としてお匪背さんや弁.75上を

取りとげ,中門家 という在鹿に納まりきれないところのある技術者は..それ らとどういう

所が追っているかを考えながら,技術者の帝門性を明らかにしていきたいと思います.

謡の内番はPg点です.

】点目は エンジニアの専門性とLて新しい もa)をつくるということがあげられますが.

これはじつは町門性に対 してちょっと変わったポイン トだということをお通しします.

2点日は人1吻問題で｢ト ェンジニアは人T_物を迫るとい うところが もう-一つ().)大き在

ポイン トで,そこからいろんな間屯が出て(ることをお話 しLます,韻証す射 す為につい

ては,単純な研死者倫理では鋭明しきれないものがあります.

3点目は技術者と (彼宙を受ける)第三者G')問を人=物が媒介-ト急という帖牌 は.′lLh/I,､
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なか/,f妙な関越を含んでいるという誼をLます.

4点目は,技術者は絶技に入らないとちゃんとした物作りができないという話です.

以上4つの聞鵜が,コこンジニアの専門性に奇妙な関わり方をしてくるというお話をいた

し ま す＼

まずJTE初に,エンジニアが新 しいものを作るという行為は一野門家 としてはなかなか不

思識なことをや<:･ているという緒から始めます.

問がエンジニIrとして経めた資格には,たとえば亜鵬士や高圧ガスの取強者などいろい

ろあり圭す.おもしろいことにそういった華･格は,捜棟をメンテナンスするという仕轟と.

健城をうまく班:)仕切の二税額になるように思います.つまり今あるシステムをうまく使

う上での申門性が要求された塩梅になっています,これはお医者 さんや井領IIIさんの性格

とも王附Lhることです,現存の制度的な加熱とか技能をうまく使うことが.かれ らの碑門性

の印になっているからです,

しか しエンジニアの中門性にとって不思証なのは,新 しいものを作らないといけないと

いう点です.作らないで今あるものをうまく睦うだけなら,非裾 こお もしろいということ

にはなりません. だからエンジニアの仕軒は研究御願だと考えられています.もちろん.

お医者さんや弥越上さんにも施髄研究をする人はいるし,仕醇を作る人ももちろんい圭す.

でもそういう人々:i:市門家の弛型ではあ･りません.法律を作るの.Jlおもに浪鼠の仕都だし,

基礎研究には/fl物や ｢学の1肘Jq賓 も阻わることができます.そ ういう.正味で新 しいも(/)を

作るり即り家という(j)甘 ふつう硬鋼されている腎門家とはちょっと違っています.

このような.ti味で.エンジニアはちょっと変わったT.gll巧家であるということができます.

こ(nことから諸を碓めて,人工物を作る行為からどういう問屋缶が生じてくる/,.,,,!つるい鳥:

赦し純に岨さ狛 ナればならないことからどういう間匙が生じてくるかを見ていこうと′Uh･､去

l_
)

払拭の関越で.'i,粗雑に巻き込まれて.liいい仕 ●Jiができないよ,という講ではなく,組

紙のIJJでエンジニアは--人l裾こなるということをお適 しいたします. トヨタなどの 工場見

学をいろいろや-〕てきたLrlでIinいたことTi.,｢オン ･ず .ジョブ ･トレーニング-｣などに

よってやっと -)､山Ll-1エンジニアになる,学校を汗.ただけではエンジニアとい う専門家と

してはどうL上=)もないとい うことです,そこで.粗描が -･人前のエンジニアをff'てると

い う｣粁夫が存/i_します. しか しエンジニアから孤独を切り雌せないとい ')二とは.それtj:

それで人変tLIJも]趣を含み 圭す.(俸者や弁護i･とま1巡っていよす.)
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さて,人工物問髄の最初に.設計の話･をします.

ものを作ろうとした場合,設計の際にいろんな制約があるのかふつうで,制約を満た し

た上で隈計されるものです.いろんな制約が相互作用をおよぼしている状鮭が存在します,

相互作用というのは,たとえば,分解 Lやすいものをつくった場合に.それが組み}Ll.てや

すいか.捕修 Lやすいかということ札 単純に輔結 しないということです.ある点でがん

ばっただけでは,物市がうまくいくとは限らないというような脂です.また.制約閃oT'ト

レー ドオフがあります.たとえは,コス トを強調すると安全椎が危ぶまれるというような

ことです.

しかも.制約とはある意味で価旭といわれるものです.どれを秤価するとかどれをめざ

すというi)のになっています.そうなると.エンジニアがちゃんとしたものを作ろうとIL31-

れば,客観的な学問だけではなく.価値を基本に据えなければならないということになり

ます.価折がなければ股引など寓野上はできません.

もちろんいくら優れた股引者でも.神様みたいにすべてをわかっているわけではなくて,

限定された醍謁の中で隈計せざるをえないという条件も基本にあります.-一首でまとめる

と,エンジニアは ｢価値を壊 う｣とい うことになります.〔価値自由というのは基礎科草

にはあるかもしれないが,普通の人がlIIiって事故による横笛を与えることもある工学では.

もともと価値を焼政できな い .)

そこではいろんな価値や条件を複合 LなければならないLT)で. L.らザしらずに副作用と

いうものが出てきます,そ して設計する者は限定合理的な (全知全能ではない)ので,棉

報丘や処理権力の制約のもとで判断を行います.一席簡単な,i.Ij約の例でいうと.作る時間

が決められている,あるいはいくらでいつ圭でに作らないといけZLLlいということです.結

局,頂椎で不純定なせ罪においてどうすればいいかというのが,班計するということのji･

本の考え方であるわけです.

それは じつは避解を作ったり計師するのと一緒のことで,同じような間iB一状況は仕掛 P

に多くU)祐例が存在 L麦･-･jJ.

r.,B定合理性についてもう少 L説明すると, ｢木の性質を完全にわかっているわけではな

いけjl･ど,茸からちゃんと家が立っている という-拝某があります.科学的に安全性を確

保 しようとすうと.知織を掴えていくしか)ノ-法がありません.でもこの例のように,献策

な知識がない矧塔でなんとかしなければなLL.)ない場合は.たとえば安全轟とかフェイルセ

ーフといったことを考えなければならない0)です

一艇的に理学者は,nj:軌7)寄硯的な確告をLなければならないといわれてい.走すが.::_-
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九とは小 L虚 })ことを_T-ンジニアはしないといけないし,呪完にそ うい うfl:一歩をしている

ことになります.研究首輪確とLては,人のもa)をコヒ- してはいけないとい う著作椎の

閏雌などがあI')ます.で i).エンジニアの倫確としてIま ｢虚計する｣という行為が大きな

音吐,i･it,つてくる,})ですね.これは客観的再呼 とは別cr)側面が糊腰になっているというこ

とです.

そしてエンジニアが配慮すべき入関何曲型とい うのは,同輩者つまり同じ軍門家 (例え

げ,論文F)ピア ･レグユ-)ではなくて.たとえば.自/分の追ったテ レビがある音盤に問

われ.爆発を起こして家人がケガをするといった群の ものになってきよす.ェンジニアの

仕lJfとは,こういった人工物に媒介された行熟だという点が相木的な問宙となります.

白/r)が虻樟だれかを殴るとか,ウノをつくとかするのではなくて､人工物が間にある.

ここでは少 L嫌Lいことが生じてきます.倫理の--番の盛/Fとは,人に迷惑をかけないこ

とだとLます.すると人工物を媒介に Lて行為するうえで煉 しいのは,エンジニアが創造

Lている畔には,考舟すべき他人が目の前にいないことです.あるのは梗概やCAD, 武

較管といった t,ので L l:う.そ うした道具を放って造った製品が,どこかのだれかへ渡っ

てその人がケカをしたとしてi},エンジニアが甘態を予測 したり把塵す るのはとても同曲

です.そ ういう宙暁で,エンジニアは子どもの境から173軽純な倫理観を持っているだけで

はど うしようもない(T)で十 .だか[)こそ工学倫理という授業で日分の行為の結果を数える

必要が生じるわけです

3点 目Or)棺に入ります.人工物に娠介されるということは.蔽債相手に宙を与えるので

はなくて.作った物が影野するということです.お医者さんなら.手折をした患者さんの

容態が変わる場合があるかもわからない.でもJri前 に,インフォーム ド･コンセン トによ

って丁重を郎ることはできます.しか しエンジニアの仕番のように,造った物がものすご

く擦れた勘所で使われた場合には,取扱悦明l;rFをつけておいても読まれないことも)あるし,

班 う人が庶IL')ないかもわかりません.また璃などで したら,建築後何百隼も逢てば取扱説

明郡などどこにあるんだという話にもなってきます.媒介するというのは,なかなか雌 し

い閤Rgを含むのです.

また人工物が思いがけない影響をキえる場合もあります.作ったイスを,使 う人はいろ

ん7'_LLやF)方で使います.もしかすると授けつけることだってあるかもしれない.造った人

I-IL,使う人の行為すべてをコン トロールできないのです.二二に t,経 しい間組が含まれ 圭

守

人工物に媒介される行為とは.分野によってさまざまな問題が生 じる可能性があるので
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チ.

そ してまた.人工物の回りにいろんな人が関与Lていることは,別即面で♂)お 子)し,-I-)さ

があ ります.たとえば,おなかがへっているわたしのそばに,おいしそ うなパンがあると

します.因果聞係 としては,バンを食べたらおいしいしラッキーと思 うかと)しれません,

でも ｢起ってはいけないJとい う判断から行為をコン トロールできるし.行(1.5の即 壬を記

触することi)できます.

で壬.)そこで也 Lいのは,最後には当.15番の行為が問われるということです.たとえば自

動水部故を想定 した場合,そこにはいろんな人間がかかわっているにiノかかわらず.巌後

には ドライバーのilt任が問われます.つまり串のブ レーキが利いても利かなくても.重を

ぶつけた ドライバーが悪いとい うことになるのです.これは普通の倫理.の砧としてありえ

ます

その塊型として起こっている0)は.病院の直鎖 ミスをめぐる説明です.有頂師が注射潤

をまちがって患者に注射する丁妊件がいくつか報害されていますが,実際には背･,FA!こ仕IJ‡の

システム上の問題があります.忙 しすぎるとか.洞噺'LPlも藁も同 じ注射針を使 うように'1.,Lh

･つていたとか,いろんな坊が関わっていたりする.そうい う問題がなければ ミスも起こり

にくかっただろうに,麓後に ミスを起こした人側だけが悪いということになってしま/)て

いfJCJ)です.

この額向は人工物を媒介にした人1榔弼榛の暴合.不思隷な表れjJ-をLよす.人⊥浦野li長

淵問存在しますから,取扱鋭明朝 もインフォーム ド･コンセン トも,そ ううまく機能 しま

せん.人工物は行鴇のtl任が,畔F.lf]とともに林泉 Lやすいのです,いいのかとうかわかり

ませんが.冥贋にそうなることがあります.

ですから人工物を蚊介にした関係に力いては,エンジニアが相手をするのtj:CAr)だけ

であるにもかかわらず.多数の人がrTxq与することから,包雄な影響を考出 しなければなら

ないという問題が生 じよす.そこにはお医者さんや弁適士さんに強められる倫理性とは異

なる状況があるU)です.

こ(/)二とは,エンジニアの梓っべき倫理観を考える勘合の条件として明確に伝える必要

があ:)主す.単に rいい人になりなさい｣とかいうことを敢えてもしかた′封 Llい〔/)です.

4つllの組細の間腰について.お話 しL去-3-.

粗放ももちろん鹿要な蓉A:Lとして側わってきます.お医者さんや弁護士さんは一一人で も仕

車ができます.で i)エンジニアがらやんとした物作りをしようとすると,組軌 二輯してい

なければ斑しいIfITl■7があります
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企範において仕物作りに加えて,｢売.れる｣ことが必要にな ります.いかに,:I.f古かとい

-I),PLLtF;克方法を告#)て,他人に常習を与えます.克ったのはいいけれど.使った人がその製

品でケガをするかもわからない.そういうことが物作りのプロセスに関わってきます.

そうすると.組紐の内部でいかにコミュニケーーションをTiかるかが大審になり吏す.他の

中門家や,P_ti,7-Eなどの他軸門との迎桝が必要になってき圭す.串門寮内部.たとえばピア ･

レビューLf)ようなところでの辿甥よりt),企-X内の人々miif塀のほうが並雷だといっても

いいで L.A:ラ.

虫tE_音さんや井漣士さんなど.独立 Lた職窯人に教えるのとはちょっと違ったことを,

エンジニアには教えなければいけないということです.

以 Lの4/コのポイン トから.詰居のところ,エンジニアの純理観 とは,われわれが子ど

もの頃に教えられた単純な倫腰観だけで.riすまないとい うことが分かります.碇計の鵜島

かLlJ見ても.そこには価値即裡僻なFEl互作用,つまりいろんな制轟的て績んでいるからです.

どれか一つの佃-rLIIl,例えて嘗 うと,安全性という朝値だけは慣れていて絶対に落ちない飛

行地とい う0)徳,越にil･:すぎて矧 まないということになります.物作りの世界ではそ うい

う価値の煙い方をLてらしかたがなくて.価値の相互作用をどのように考えるかが菰野な

〟)です,

あらためてL弓うと,人工物に蛸=介されるE過俸というのは他人が見えにくくなるため,他

人 への配慮が欠けやすくなるということです.

そこでわた L叫 安濃では.雄故のビデオを見せながら話を進めています.ェンジ二アが

思いもよらないプロセスによって,製造物に間適が'生じて,-rL';故が軽きます,そ うした慣

故の映憶を見ながら,人工物や組織間鴎をとうiLるのかという話をしています.

また,工学倫理というテ-マはおもしろいと草生に思わせなくてはなりません.直横的

な技韓を撃ぶ刑ではないからおもしろ(ないと思われがちですが,じつは現実間姫に大き

な影哲を1-Jp･えていることを理解させる必-要･があるのです.そのためにはビ7-Jォを見るとい

うのはよい方法-です. しかも何度か軽装でそ ういう語をしているうちに,寮で事故のニュ

ーースをiLていたら自分の間世とつなげて考えられるという,継続教育的な効果が期待でき

I,巨 3-.

実際nビデオだ業で.ri.多樺な番組やテーマを聴F]上げています,F=J分の分野 Lか聞心

7',;持てない卑門化 した学生にも.同じような間道がどこでも,起きていることを知らせるUI)

鳥いいことだと思います.

そ して藩後の出港では.｢L'j分clj好きな,711:故をJJ:)肝せよ｣ という賦留でレホ… トを礎出
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させています.-I.つの耶故を選択させて.そこで何が間凪でどうなったのかを軒かせてい

ます.

麦た,いろんな-ターンの市故を分析する授丑も行っていますが,学生がこれらをしっ

かり身につけると,もう少し郁故を自分の目で見られるようになると思います.

以上で終わります.

2-4.講演2 技術者oBが教える実践的工学倫理

-み じか く,やさしく,役に立つ

立命館大学理工学部客員教授

中村収三

概要

[3'_草倫理｣は.技術者個人の･こころ'の問題だ.実践をつんだ技術者が教えるにこし

たことはない. u捲師自身の体親にもとっくTjr例が,J.Ft･良の壁材になる,私の学生時代には,

日本でもアメリカでも工学倫理の控第などなかった.もしこU)ような授業を受けていたら,

より高い恵臓をもって判断したり行動したりできただろう碍面が.いくつも思い出される.

これ,は.技術者oFISだけが実感できることだろう.その尭感を大抑 こLながら,技術者(.I)

卵たちに接 Lてきた.その教育体験をもとに.1'.学倫理と取 り組 もうとされている大学の

先生方にもお役に立つような話しをしたい.

｣二学生に ｢倫理｣を教えたり,倫確的思考方法の訓練をしたi')することは葺回 していな

い.技術者に必酵な軍門職哲粍 臓 任感と障 り)と.ほんの少 Lの英蛙的由日出を身につけ

てもらうことを円指L.ている.それほど多くの時間は必要とLない.Lli･重な授兼時関目-i,-技

術が祉会や自然に及ぼす影野 ■と"それ らを制御する方法●1など,尊門分野の各崩に使った方

がよい.ただし,技術間雌と倫理間.糟の堰き射j:明純にしておきたい.

あらゆる技術は,危険なものを安全に利用する智恵だといってよい.それゆえ,技術者
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