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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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にr-L L即 l拍fjな推力にくわえ. 高 い倫理作が智東される.そう考えると何が問嘩なのかよ

くわかる,安全 ･衛生 ･環壁間越fJ:i-'は,｢安全に利用するれ慮Jl=顕し,｢市い倫理性｣

が_｢苧梅軒 こ尾する. ｢安全に利 用するれ･嘉｣を正しく行使することが困鰍 こなった場合

早,tEしく'fl=仕できなかった場合に.丁竿倫理GT)問握が発生する.

｢工/苧倫稚｣は.口本では最近まで.とり立てて悪風されてこなかった.それ故.何が

開襟なのか矧博す引こは,比鶴轟的77]ロ-子が有用だ.

zlt伊順F兜も大変有用だ. しかし.いささか厄介なことがある.lj奉で起きる技術者倫理

にかかわるIJ叩∵引ま,有名な鮮件でも.どのような技術者が.どのように考え.どのよう

に行如 したかが明らかにされることはほとんどない.そのため二好例研究の教材にはなりに

くい.その点アメl)カの甘例は有Jl-Jだ. これまでの控英の擾敏から,チャレンジャー事故

とシテ [-コ-フ ･ビルの2つの宰例に揺するだけで,学生たちに強い昔流が芽生えるこ

とを実感 Lている,l]本の咋例でも.綿肺の実体験にもとづく話は畢生たちに強い印盤を

あたえる.ブル-プ肘鶴 も大変有用だ,学生たちは,グルーブで誠鴨することによって思

考lj)福が大きく広がることに潜 く,またグルーブによって払臨U)焦点が違っていたりする

ことにi)気づく.このように して話 し合うことの大切さを実感するとともに.話し合いの

あり方についても学ぶ.グループ討技が圏嫌な堤合はレポー トの礎盤で代替する.

技術者はもの =lとを菜践的に考える.企業や粗描は工学倫理に関わる聞嘘とどのように

敏'･')くむべきか.技術者個人が具体的な問越に出くわした場合にどう対応するのがよいか.

実践的な方法が求められている.｢工等倫理｣は.技術者が職務の上で出くわす "輸】型的

庖藤''を槙 うが,纂践的に比 そのような苛確を生まないようにするのがI-tFr-だ.安全と

同じで,危険の "了.知"と "予防11がもっともIEl輩になる,

El本の技師者は集団活劇を通 して.tli外れに暗摘性の高い技術を創 り,世界に冠たる安全

成義-1を打ち立て､r別封と市敬を製めてきた.工学倫理でも世界の手本になれるはずだ.

講演内容

.i)たくしljl, u本 ･カナダ ･アメリカ(}-)i-A.っLJ)大学で勉強 し,アメリカとLl本の -:/)の

企業で30年余り,おもに技術者として仕串をしました.

そUつ後,96隼から大li,L丈大学で始まった,茶席による短期交換留学プロ//ラムの苛性教

授を堆めました.わたくLとしては同原社台で勉強 してきたことを,国瞭社会にお塩 Lで

きればとい う勾持ちでこのフーrJ/}ラムを相当しました,今 Itl立命鮮大草で.引き続き国願

教育に1掴抹L/Cい圭す.
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たまたま阪大に赴任Lた習隼に,工草研究科に発足した ｢知能 ･即 起副根工学埠攻｣と

いう鯨Lい名節の独立lTti攻から頼まれて,工竿倫理という授業を担当するようになりまし

た.この咋攻に JA批Eの審査盛雄制定卓見産をなさつている大中逸雄先生がおられ,抑埋

やり折よれて引き受けたわけでして.T.掌編確の定盛もわからない1);･櫨で授業を始dJまL

Jl
/_.

その2車線.栗幅相接燃料=樹で磁界却故が発生 しました.わたくLは二0)祈故に強烈

な衝撃を受けまして,叩日新BBに T工苧倫理教育のすすめ｣という文革を投耕しました.

それ以丸 この世界から足が抜けなくなって7年になります.これまで 10の大学 ･学科 ･

研究科 ･専攻で計26回の樫範を行ってきました.ひとりで試行錯節を喧ねながらやつて

きたのですが,今回はその拝観からお題LLたいと思います,

さて,｢あらゆる近代技術は危険なものを安全に使いこなす加温でだ ;ということがで

き表す.それゆえ技術者には帝門的な能力に加え,高い愉理性が要求されます.技術者が

他の将門職 と異なるのは.この一点に尽きます.そ う考えると,工学倫理という間也が非

常にわかりやすくなります.

r工学倫理｣という青熱 ま ''En.(!incLering Ethics"とい うアメリカ陀Gf)師駅ですが,い

ささか吏ざらわしいこと膏薬です,アメリカ生まれの概念ですが,｢_T_学倫理｣桔狭い..'LT:

味での技術者倫理を指 し,技術者個人が仕軒の上で遭遇する倫理的な葛藤を頼います.輿

論が出るかもわかりませんが,わたくLはこう考えるのが正しいと思っています.

技術者倫理に対して,技術鯖軌 これ らよい首筋かどうか分かりませんが.｢庄肝倫理J

は特定の技術,たとえば原子力とか怨伝子紐帯え,と社会とのかかわりを扱います.横桁

倫理は社会が技術をどう救 うかの閃概であって.技術者個人が扱 う間榎ではありません.

技術者たるものは.技師倫理にも閑心を持って主体的に考えるべきなのはいうまでもあ

りませんが,技術者の本分は,どのような技術であれ,安全に使いこなすhJ憩を生み出す

ことにあります.技術者倫理と技術倫理の境 目をあいまいにすると,,持がややこしくなる

ことを指摘しておきたいと思います.

同じように.工竿倫理は安全 ･衛生 ･見解などと開通 して問題になることが多いですが,

安全 ･衛生 ･環境そのものは ｢危険なものを安全に使いこなす如恕 ｣であって,工学の本

論に属し.工学愉風 二は屈 しません.それぞれの専門工学,吏たは.安全 r学 ･環健工手 ･

衛生工学の中で昆体論として取り扱います.

工苧胤哩とは以上すべてをふまえて,技 術者個人が仕事の上で班過する満仲的名勝を取

り扱い 圭す.
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社会もけっしてコ二孝倫理の問屈を技術者だけに押 Lつけているわけではありません.さ

よぎ主な対応をしています.もっとも直積的な対応に法令があります.法令は,社会が技

術をどのように受け入れているかを表していると見てもよいでしょう.

法令の整備が進んでいる技術もありますが,圭だ進んでいない技術もあります.法令化

の進んでいない未成熟な技術の場合には,当然のことですが,技術者の一人よがりで突っ

走ることは許されません.技術者にとって大群なのは,専門とする技術についての両度な

知椛 ･能力はもちろんのこと.その技術が社会に及ぼす影野と,擢轡を制御する技術につ

いての専門的な知抹 ･技能を鮒えることです.

さらに関連する法令に/Jいての十分な加熱と,法令の些肺が不十分な掛合には,社会の

議論に十分な理解を持つ必繋があります.こういう無塵をすべて備えた人だけが T呼門技

術者｣と呼ぶに悼 Lます.必要な東亜を欠いた人が専門的な仕Jl拝に従琳することIj:,はじ

めから工学愉理に反します.

ただ し.大学でどこまで教えるかは個別uj問Rfiで,各専門分野あるいは各大学の教育方

針に基づいて慨別に考えていただかなくてはいけない間組です.

さて.技術者ら人rluqです.ふだんから倫理的な関越に対応しながら生きています.簡単

で些細な聞鮎 もあれば.複雑で正聾7:i間鱈もあります.世の中には倫理的な人間だとlIjさ

れる人ら,そうでない人jt.)います.立派だと.LP.われ る人が.いつも倫理的に行軌をすると

はかぎらないことは,しばしば見聞きするところです.その逆 ら言えます.したがって)'.

竿倫理の目的は,工草生や技術者をより倫理的な人間に改進するとか,あらためて倫理,挙

的な手法を等ばせることではあ りません.技術者として倫健的な判断が必要になった場合

には,格別に商いレベルで行わなくてほならないということを隠韓してもらうことにあり

ます.

職務上の倫理的市軌を通 じて,技術者811人のふだんの行動がより倫理的になったとLた

ら,それはオマJJ-というものです.技術者には軍門的能力に加えて両い倫理性が要求され

るという掛合の.T高い倫理性｣とは今述べたような意味であり,それ以上でも以下で も

あり去せん,

ところで世界中どこでも,技術者というものは元来.律職で倫理 レベルの商い俄業だと

みなされてきました.とくに日本の技新著は.非常に安全では頗性の高い技術を打ち立て

て,人々の琳敬と侶鞭を得てきました.1番よい例は新幹線です.あの璃艶的な安全性と

惜蛾他は,他界a)技術の金字塔といえるでL.i:ラ.新枠碑にかぎらず,自軌di技術であれ

何であれ,Fl本U)技術の安全性と惜輯十酎ま,技術者や技能者が非常に高い倫腰性を維持 し

Tj:けれ(-t'達成できなかったことです.日本の技術者の高い倫理椎のW.と考えてよいで し .L
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二二十年ほど.NHKはしきりに技術開発物相を放送 Lてくれています.古くは r電子

立国 日本(D自叙伝｣シリーズという大きな番組がありました.その後 r新 ･範子立国｣シ

リーズがありました.そ してここ数年は ｢プロジェク トX｣がすっか り人気爵組になって

います.番組の大部分と言っては害い過ぎかもしれませんが.少なくとも半分以上は,非

常に感動的な技術開発物腰です.NrllKのおかげで,技術者への鮮敬と析純がたいへん高

められたと思います.

さらに,F-]分のことを一一技術者と育っておられる田中排-さんのノーベルnJ受賞などJu.

国民に非常に強い印泉を与えました.技術者というのは律舷ですばらしいということを教

えてくれたと思います.

にもかかわらず,技術者倫理や企某倫理が問われるようなTJf件やTF故が起こるの徳,技

術者にとって悲しいことですし,一般大衆にとっても大変不幸なことです.これはやはり.

なんとかしなくて.はいけないという0)那,技術者oBの立場です.

~L掌倫理という概念自体,もとt)と日本にはありませんでしたし,そんなことを取 りた

てて考える必磐もなかったわけです.そのため,この間屈を考えるには,比較論が有用で

す.

アメリカはご存知のとおり,規則 とかマニュアルが非常に大事にされる社会でrj~ l'_ 守

倫理に関しても全米専門技術者協会 (＼spr,)をは じめ,各技術音的会が非常にp7筆細な倫理

規定を設けて,会且の行軌を規制 してい吏す.アメリカ｢7〕=城に行き圭すと膨大なマニュ

アルがあるのに驚かされます.そんなに大 した工埠ではなくても,工程管理マニュアルa)

バインダーがズラーツと並んでいます.晶'61管理のマニュアルも同じように一杯あり吏す.

LJ本ではとても)考えられない分-･'Ti-です.El本の工場にもマニュアルはありますが,バイン

ダ一一柵とか二冊くらいがふつ うでしょう,日本では規則とかマニュアルよりは,｢粟ffl

活軸｣T改鯨活軸｣,つまりみん7LJ:で考えるというや り方をとってきました,

結果は,よく知られているとお り.日本の方が.工程管理でも品質管理でもはるかにう

まくやってきました.今や ､1KA【Z帥''が国際芹酎こまでなっているのはご存知のとおりです.

安全管理においても同 じで,iJ!団安全活動とい うものが非常にすぐれた効果を上げ,他界

各国に比べてケタちがいに補い安全他を適成 してきよした.日本は工程管理と品管管理.

そして安全管理においても.世界に立派な手本を示してきたといえます.

全米専門技術者協会倫理規定の一番はじめには.｢凍酎者は公衆の安全 ･健康卜 福利を

漁協先しなくてはならない｣ということが誕われています,そ Lて四番目に櫨用主に卸す
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る義務が.慣わjJtてい表す.これ lちは77回共通のことですれ L]本のように粗砕に粁する峠

如意純の強い同では,どうしても公衆へUj選務よりもJ由用主-の題務が,他国の勘合より

も､優先されやすいことは否めません.

日本a')技術者.の世界は.欧米とはかなり簸なる発展の仕方をLてきまLた.欧米には11SPE

に代壊されるような技術者協会というものが発達 しています.これらは中牡ヨーロッパの

問銃的な技聴音.ilき団であるギル ドの流れを汲んでお り,l･;-1分たちの立鞄や利益を守る健団

として発展 してきたも0)です.El本では技術者協会 というものはほとんど存在 しません,

そT)かわり.やたらに多くCr)軍El学会があります.一般技術者は,企薬あるいは組織への

帰属怒良は強くても,′盲と-会-の輔威官職は港市だといえるで しょう.これはなにも技術者

に憤ったことではありません.日本には企茶内労働組合はあっても職能別縫合はないのと,

軌を-･にLていると思いよす.

払ifE,グロ-パル化の波の中で,日本でも技紳士利便が改正されました..JABEEによる

工糞倫理教育の蜜即も.この動きの中で出てきてい圭す. しかし日本の技術者社会が,柄

しい制度ができたからといって急に変わるとは思えません.もちろん理工学全が会員を倫

理規定で締るようなことはありません.

二のあたりのBT･i抑i,さきほどのお誰にもあった医師会や弁盛土会とはi勘 ､ますれ 医

榊jや弁過-J=は,会から除名されたら仕･T･;/ができなくなります.技術者の勘合は今のところ,

そういうことはありません.

少 し日を転 じますと,雌締着のおかれている司法的環境も,日米ではずいぶん異なりま

す,[=1本では技術者が関わる市政においてtl,紫務上過失罪に基づく刑郎訴追が鮎先されて.

技術的なrf相郎判と棉械公附は二の次,三UI)次にされます,逆に技Wr首がW_接民柿酢牡に

訴えられることは少ないようです.これに対 してアメリカでは.刑鞍免餌を与えてでij原▲

rAl究uj]と仰俺公l井は 優先 Lます.そのかわL)民坊鰹先で,いわゆる J鷹脚的賠脇制度Jに

並づく膨大な垢も.;縦断を-.m求されます.日本では刑部で締 り.アメリカでは民碑で締ろう

とするとこうに大きな遵いがあります.

この機に,技術者がおかれている環境もすいふん異71.LLつています.

毘なってはいますが,遅れているわけではありません.丁学倫理への取 り組み方も見なつ

てLかるべきだと思います.艮所を生かし短所を生かすような取り組み方を考える必要が

あるでし上う.

次にLl本でU)-1二学備Pll:の取組みについて考えみまLtl.ラ.技術者倫矧 ま,最近までとり

立て.臥韻も盛綿もされてこなかった分野なので.大学の控一業でも‥阻純に耳引する取り組み
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jJ/I,1ら考える必要があります.

ところで,全国紙q)力はさすがに大きく.朝 日新聞に投稿 した乱 全国の実にいろい,-{J

/)))Jから,い/,い/1>侶 f多笑 い/L')いろな反響がありました.反博のほとんとは井感を表す

i,Jのでしたが.批判やJji堰もありまLた.

-つは お前は技術者に内部告発をすすめるつもりか.というものです. Li)うげっは.

問われるべきなのは技術者倫確ではなくな繋倫理ではないのか,というものです.

Fj本ah)技術者がおかれている弔f冊 ､らすると,いずれ も去ことにもつともな批判だと思

います.これに対 してわたくLほ,次U-)ように答えています.工学倫理教育の一題的fi:日

的は,広く技術者に工学倫理の問悪を誼托してもらい,組蹄内部での践輪を行いやすくす

ることにあるということです.けっして内部告確をすすめようとするものではありません.

技術者個人も,組織内での自分の立場や自分の将来を考えて.言 うべきこと,主脹すべき

ことを控えたりしてしまいます.組純内部でじゆラぶん議論が行われるようになって,ほ

じtL7)て,あとは企業倫理の問蛭ということになります.

そこで.改寄宿軌や,安全活動と同伴に,工学倫理にも堪団括軌の手法を取;I)人わろ(])

がよいと勧めています

安全間項や環矧 現題や製超物i-.tT･任では,すでにほとんどの企選rがそのような工夫をLて

います.製品やプロセスの新規導入や改良･合理化に瞭 し,技術者がjAまって安全や環境

問題について検討 Lます,ここまではアメリカの企丑でもやっています.その際,倫理的

な間組がないかも検討すればよいのです.築稗によっては,技術者だけでなく,El常の各

職域での改善ミ一一ティングに取り入れてもよいでL_よう.多くの企業では項範間抱を担当

する部署と担当役軌をおいています.ここに倫犀間笛 も担当させてもよいでしたう.ふだ

んから倫理間鞄を自由に話 し合え,社内に相黙できる部署があれば,ずいぶん違ってくる

でしょう.最近の世相を見ていよすと.どんな企業や組弐簿でも,そうとでもしなければ.

いつ企姫や組練q)存続が舘かされるような私版が起きるかJ:j)かりません.

柴田安全活軌というのは.とにかく†.iじられないくらい地道な活軸の和み上げで行われ

ます.その中に危険予知活動とかヒヤ リ･-ツト惜軌というのがありますが,コ∵学倫理に

かかわる剛節についても同じように,この危険予知や ヒヤ リ･ハットの店軌を持ち込むと

よいと思い 圭す.ほんの些細なことから始めるのがよいでしょう.たとえば.1日｣.入某芹が

ゴルフボールを常いていった.どうしよう.あるいは.実験qLに拭 Lにほんの少し実験梅

酒をこぼしてLまった.どうしよう.どういう危険が千刺されるか,どうLたらよいU)か,

些細なことをみんなで考え印み通わていけばよいとい うことを,わたくLは1,-i案してい表

チ.そうい;)地道な柑みi=Eわによって,I二j本は工学愉Pj圭の分野でも此界G)お手本になれる
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はずだと思い主｢仁

こういうことi:岳~うと.1個人の門任をあいまいにして集団であたろうとするのかという

批判がでてくるかと思い吏すが,けつL/rそうではありませ/L/.アメリカ式のグループ ･

デ ィスカッションをやってみてt,わかるのですが,一人で考えるよりは理数で考えるほ;)

がよい如よが浮かぶO-)ですれ とくに工学(献型のような複雑な問抱を考えるときには,--

人で考えるのは一･番碧いといえるでしょう.倫理的な間脳が発生 してから慌てても遅いの

は,安全の喝合と同じです.殺近のテ レビ･ニュースでは.しょっちゅう大企粟やお役所

の偉いさんが頭をIFげて.申L駅ございませんでしたとやってい宝すが,串件が起きてか

ら慌てても仕方がないですね.間睦が起きないように危険を予知 して予防することが大串

なのです.倫理問題O-)i,L合も.一番の隈超は ｢予防｣であると考えます.ですからけっし

ていたずらに個人の仲仕を回避 しようとするものではありません.

しか し.特定の企業や組織がどのように対応 しようとしているのかは.わたくLにも学

生に 壱)わか りません.技術者としては,とにかく倫理的な間越に泣面 Lたらまわりの人た

ちと諦 L合 うことが一番大事だと.単純なことですが,こういうことを草生たちに教えて

います.

もう--′-).斡育手法とLては,'好例研究が非常に有用ですが.ただやっかいな間団があ

りまして,t=]木q)技術者倫巧!に倒わる部件では,技術者個人のTE性が公表されることはま

ずないわけですれ ですから叫例研究の教材にはならないのです.どんな世故があったか,

なにが聞追っていたか,ということをいくら説明されても,どのような技術者が,何を考

え,どのように行如したかがわからなければ,あまり参考になりません.

その,監 アメリカのfri例はとても有用で して,hrJ係 した技術者が具体的に何を考え.ど

う行胤 LたかがHF]健に示されています,抽型的なFjはチャレンジャー弔故に関わる技術者

のrr動と.シティーコープビルのTir例です.

授筆では鮪蚊Ulビデオを見せたり,物語を誹ませたりするだけで.学生たち(j)意識が,

はっきり変わるのか目に見えてわかります.とくに部例に基づいた//ル-プ市島は非常に

有効です.学生たちはたいへんよくわかったと避ひますね.白分 とはまったく違 う考え方

をする人がいるU-)がわかり.そ ういう人たちというL上に考えることで.よ り 高い次元の

判断ができるようになることを学びます.

//ラスかあまr)大きいと,とてもグループ耐油はできないのですが,その時はレポー ト

を-畑 ､てもらい.その中から純師が選んだもU)を次U-)控某で発表させて,質疑括容すると

い う平は-がよいと思います.

さらに大･許なことは,技術者OBの来体験を鮎h,､てもらうことてす. 二九か,もつとfL-)
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有効な教材になります.

わたくLの授業の招集は.rみじかく,やさしく,役にたっ｣でして.難 しい話は -LJ)

いたしません.基本的に大学院対象でやってきました.ほとんどが一一時限ずつ4週迎縦の

授業です.ところが困ったのは.最終的に草生にレポ･-トを軒かせると.こういったこと

を叩くのですれ 工学倫理的にはこうこうこういう風に行動すべきだと思 うが.多分でき

ないと思う.今だったらできるかも知れないが,家僕を持つと,たふんできなくなると思

うと.こ1-)~J二･く学年がとこ-行ってもil:'･･//)以上いるのですね.これでは,こ/L/なことをい

くら敵えても,なにになるのかと.わたくLは思ったのです

実際ち上つとでもよいから,より倫理的に行動でき,実践的に役立つことを教えてやら

ないとどうしようもないと選って.わたくLは考えました.わたくLなどが考えることは

まことに蛍純でありまして.授業の終わりにちょっとしたことを蔀いた都を,免許皆伝虎

の巻だといって.みんなに配ります.

｢実践的技術者倫理｣.T備えあれば蕃いなし｣,｢L]ごろからま讃つりの人となんでも話L

合う｣｢グル-プ活動の騒があれば,日ごろから輔陸的･に参加する｣｢日ごろから組純内に

噂敬できる持株相手をつくっておく｣｢日ごろから相較すべき部署を知っておく].さらに,

｢仕叫の上で倫理に関わる問題に出会ったら｣.｢ともかく.まわりの人たちと話 し合う｣

Tグループ店軌の鴇があればそこへ持i=,Hl-:h ｢卑敏できる人に相成する｣T担当部署に相

談する｣そして最後に ｢自分や閉院者の舌軌を正純に記紐する｣ということです.

こうしたことは倫矧 二限らず,組蹄の中で仕事をする上でU-)ふつうln軌出と変りません.

なにごとにつけ正しいことを昂くのは容易ではありませんが,T_学倫母だっていっIーよで,

なにも粍しく考える必要はありません.

Jmti後の.倫理に関わる問題に出合ったら自分や阻榛者の吉軌を記録するというa)は.独

)Jな抑止力になります.自分の言動を記如 し.まわりの人がrr･Tをいい､どう行軌したかを,

みんなが配線するのです.自分の吉和を記録するだけでも抑止力になりますが, 表わ :/)a)

人みんながやっているとなれば.これは大きな抑止力にな ります.記鼠をと･-)てい互か′つ

たら,それだけで資多きを問われることになり表す.チャレンジャー事故o:)主人公であるロ

ジャー ･7臣-ジョリ-揺,[-:y分で正確な記牡をとっていたのですね.だから畔故の後で原

因僻明に非常に役立ちました. しかし抑止力にはならなかった.なぜならば'.まわり0)人

たちはpJIL蹄なんかしていなかったからです.みんなですれば強力な抑止ノブになると.わた

くLは会社など呼ばれたときにも話Lております.

わたくLはこうした教育経験をふまえて. 1年ほど前に ｢巽蛙的工学愉FP:-み じかく,
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}ぐさLく､似 こた--).tという本を習きました.圭た,工学愉坪を広めることが技術者()li

の社会的111-任であると考え,わたくLに同感 してくれる仲間と,大阪の近濃化草協会とい

う化学昔サロンa)中に r_単価傑研究会というものを創 り.ニ ト数名のおもに技術者013(I)

)J一々 と活動を拍#)ました.みんなでT/羊倫埋教育について勉強 L,-T･分けLて大学に出向

いて.技術者ORの立ii.',から学生さんたちに授業をやろうと準備をしています.この凹月

からと,八ヶ所でやることが,i.)う決まっています.

いま申し上げたような肺や,わたくLU_)碁抑 二叩かれていることを籍論でやります.さ

らに各論として, T安全と工学倫理｣ ｢環132鷺痕問RBとエ学倫理l ｢リスク評価と技術

者｣[技術者と法規｣r知的財産権と工芋倫理｣というテーマで,どうい うところで倫理rul

鮎が起こるかについても.ご輿望に応 じたは凝できるよう車齢を進めています.そういっ

たことを通 じて,とくに若い技術者の卵たちに.技術者としての滑りと日比を持って L,ら

I-)ことが,工学倫理にとってもっとも大-qlなことだと考えています.

2-5.講演 3 高度情報化時代の工学倫理

京都大学文学研究科助教授

水谷雅彦

概要

工学倫理 (Engineer.ingEthics)揺,数ある応用倫理学のなかでJt>特殊な臆冊にあった

といいうる.第-にそれは,米国O.)N批i{〉nalSociet〉TOrProressionajEngineersが 1981

年に策定 Lた C‖d(IoFEthicsに基づ く.AccrEditation Board ro√Engineeringand

Ter･hnolog),の括刺に旗徴されるように,プロフェッショナルとしてのエンジニアの塵戒

にr判tわる向等敢冊楓削二おいて教育プログラムに関するものとして考えられてきた,また,

それは解放 o)抑qil研究を中心に,エンジニアの鍋ノ＼的な倫理審旅の帯揚を主たる目的とし

ている/I)､())鞠がある.一般に,応用倫理は,畔門戯施理としての方向性をももってお り,
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