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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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NoblcsO1-日Be的な惟格を内包している.20世紀の工学倫理が目指 LたちU)は,まさにそ

うしたIOC)であったといってよいだろう.

しかしなが ら,応用愉埋草叫塾族Q)理由(7)ひとつが,科学技術の軍属のFE背を受ける

l叫mallの潮の意識の向上にあることも確かであり,これは,例えばni毒死間越や現鹿問越を

めぐる誠.rjの広範な駐閥をみても明らかである.本朝告では,とりわけ情軒技術a)場合に

おいては,r蝶門家｣というものの存在が不確定であるとい う点.さらにはエンジニア個

人の倫理意粒の向上という方向だけでは解決が困購な聞頓が多々あるという点tLhどを指摘

し.｢高度情耕:化時代｣における,新しい工学倫理の方向を探ってみたい.

TiS例としては.1980年代に問題化した StraLegic OLlfense lnitiathe計血と.それに

関わった伯帝技術者の取った行動を主に扱 う予定である.これを扱 う耳由は,従来のT.辛

倫確の教科許のほとんどすべてが扱っているフォー･ド.ピン トのケースやチャレンジャー一

号のケースでは房吉りえない問題がそこにあるからである.

講演内容

わたしは工学倫理を専門に研究 しているわけではなく.ここ7, 8年は情緒倫理という

ものを研究しています.

_T.学倫風 情帝倫理ともに応用倫理学の一部だとみられていますが.しかLながら~口:A

倫理は,応用倫理学の中でもかなり変わったポジションにあると考えてい主す.生命倫理,

a.il境倫理,宜欄 倫理,ビジネス倫理に加えて工草倫理があるわけですが,これが少し変;:i)

ったポジションにあるという話から始めます.

まず]二学倫理は.韓門賓の倫理,ブF77ェッショナルエシックスという性鴇を持ってい

吏す.とりわけアメリカ発のエンジニアリング工シックスという1-)のは.工等冊の製品の

品田保北つまり串腰生の品質保証をメインにLています.

工学倫理の教育は基本的に工学部で行われ,多くは新改TP･例に学ぶとい ;)内零になって

います.アメリカにおける工学倫理の歩みを見ると.NSPEの Code ofELhicsが 81年にlLJi

され,合わせる形で ,4批Tの宗主酌 号定められました.さまざまな教科むが軌範され.布鞄

合評会も設立されています.

日本では JABEF,とい うものができたり,技術士会などが括軌 Lてい圭す.その中に,応

用倫埋学者として文学部出身の倫坪学者が乱入してきているのが1=I木の現状です.

コ二学倫哩は,まずだれがそれを教えるのかという問題があり,また個人に対する倫理赦

宵であるのかとい う間圏があります,この二つのF.(7lJには亡国寸先生から許がELJ.ていますが.
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ただ.あと研 和二は者･=卜の旋苑を表明 しておきたいと思います,先生は工学倫理が技術者

偶人の心の間抱であると鞘かれています.きょうのお話を使いた憤 P)ではそうとだけ思っ

てお られないことは明らかですが.もし心の聞出だとすると.もはや個人の倫理:T3織の向

上だけでは対応 Lきれないのではないかとい う点を指摘 Lなければなりません.それは高

度化儲化社会に,そういう考え方が適合するかという問題~があるからです.

昨年 9)‖二九着から出版されました Tl寿城の倫理学｣とい うわた しの木の中で札 コン

ピュータというのはとても変な機械であることを論じています,

まずコンビユー･タとい うのはどこにでも存在するものになります.瓜近マスコミでも首

われでいるユ ビキタスというのは.簡単 ･神学用語で遍在する神様を指 し,どこにでもあ

るから人々が馨施 しなくなることを意味 します.キリス ト教には ｢隠れた紳｣という硯念

が.JtJ･,ります.神様 というのは隠れていて見えない.コンビニ-タという性掛 ま,現在はキ

ーポー トとディスプレイかついている形でH())酢 こありますが,おそらくそ(J,)うちわれ/i)

札は,=tンビュー-タを使っているとい う昔見なしで使 うようになるでL上う.その時初め

てユビキタス ･コンピューテ ィングとい うものが完成する.つまりその時にわれわれは,

コンヒュ一夕という機械に完全に依存するということになります.

ところが)別鹿になるのは.コンヒュ一夕という摘奴にはかならず欠陥があるということ

です.-- ドゥJ=アにもソフ トウェアにもかならずあります.人閥の作った機牌だからあ

たりまえだと思われますが.自動車の欠陥などとは少し追います.われわれはコンビュ-

タを,壊,1L.るものであるとい--)前提で使っています.データのバ ックアップを取るのは必

頃なわけです.将来的にもデータのバックアップを触る作範がなくなることは,おそらく

あ:I)ません.それはコンピュータとい う機械がこわれ ものであることを前提に しない閉り

蛙えないことを雷 昧していよす.

鋸 こいえるのは.コンピュータはかならず蛾れるものだから経も揖任をとらないという

ことです.

コンピュータは盛本的に無保紅が哲主副こなっています.とりわけソフ トウェアは.現在

[シ_1リンクラッ丁契約｣とい う形をとってお り,包装紙をはが し目線慨に使用許諾契約

雷に合音 したも(/)とみなされます,この使用許諾契約鞘を涼みますと,ものすごく恐ろし

いことが†駒 ､れています.つまりこの処晶を睦って何が起きようとも.当社はなんの尿諾iE

fJLないという内容です.このような工濃製品はちょっと珍 しいだろうと思います.

コンピュータのとくにソフ トウ:Lアについては,通常 6')工窯製品に適用されるPL法あ

るいは厳格1封毛というl･JU)が科せられていないのが現状です.･一一番大きな理由は,ソフ ト
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ウェアが有体物でないとい うことでしょう. しか しそれ以外にも.かな{)ず欠陥を有する

ものには誰も常任をとらないというlS榊があるのです.

で は誰も古住をとらないということはなにを皆味するかとい:)と,コンビェ一夕とい:)

穂椀に関しては碑門零がいないということです,

T:草倫理一般に関 Lて腿拍している時に,Tfぜ こんなことを吉うかというと,おそら(

は今後7｢ぺての二｢.掌的な鴬祖に.コンピュータが介在することは施賓で,コンピュータ技

術が工学一一一般に関わる満であると考えるからです.

1股に応用倫埋草は頂門家倫乱 l御 El胸巨の倫理という性格を強く持っています.育代ギ

リシャに ‖二ポクラチスの照い｣とい うi,のがあったのをみてもわか り圭十よ--)に.T)f門

職はある特定O-)分野に関 しての独占的な榊韓を撞ち.独占的に帖報を酎こrできるIlf,境にあ

るため,幹適の人よりはるかに糾い倫理的出 毛を負 うとされまLた. _C･--7'=技術O-)現代社会

に与える影響がきわめて大きくJそして珪肺肘 まばrJJ･門寮に独占されている状鳩において,

技輔者が ･一般市民よりはるかにl机 ､倫理的Jf任を負 うこと廿 I_'lfL一輪伸の 肺 粍とな,,てい

ます.そういう観点から考えると.Llq-門家のいないコンヒュ一夕技術は異常だといえま十.

ブ｡フェッショナルとい う言葉には, もともと rプロフェスする人｣という意味があり

ます.つまり瀬倭と一定の職能Lil体に対して法白する,誓いを立てる人0)ことで.i:,)り.中

世においては厚師と法律篭と聖職省の1-_′つに閉られていました.

現代におけるプロフ_7_I.ツシヲナルGr)曲型は弁博士であります.特定の領域にrJlr]する店既

な知抜と技能を持ち,国家洗顔に合格 したあと.他人には許されないようfilrT為をするこ

とができます.しかも弁謹上会という同罪組合に人らなけれl'iT仕市ができない.二の井穫

土会は非射 こ厳 しい倫理細頓を持ってお り,避反 した頃合は除名処分を受けろことt.)F･)り

ます.除名されるとただちに弁護上としての哨戒を果たせなくなります.

井蛙士を典型的な専門家であるとするならば,技術者の中でもとりわけコンピュータ技

術者ほど,呼門家から遠いものはないということになります.もちろん十IL1'朝処理に関する

検定許敬は存在 し去すが.紙観に合格 しないl.退りはコンピュータをはえない,あるいはフ

rJグラミングができないということではあi')ません.また花子fILf頼通TEi一学会や捕報処理学

会などの単組会というものがあり,これは倫理網髄を有 してい吏すが,会に観 Lている人

がコンヒュ一 夕の滞門家であるとは振 りません.反対に所鵬していなくてもコンビ:i-//

を日常のF'i:唱にしている人は多くいます.中にはきわめてF,'!潤 なフTLT//ラミング能力を持

った小学生もいるし.中耳/i程度の/JJ.'ijれ ＼;IS＼や lW (J)システムをかいくぐって侵入す

る寸叩こも数多くあったわけです.

-つ夫り日報技師とい う特殊な技術は.乱用 Lたり悪用折FF)したりすると,社会にきわb/)
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て大きな影部をう･えるにもかかわらず,それを朝 一r]家のiTi'附 こ尿する1j硝音としてコン ト-i

一一ルするシステムを.呪II:ajところわれわれは持っていないということなのです.

多大なコス トをかけても防ぎえないコンピュータ事故が,すでに出現 しています.例と

してあげるlJ')乱 Th(=､rac2.5とい う放射親指療職に1.る帯地'であります.EJi故はフェイル

セーフなどの安全壌僻の不脇が指摘されていますが,それだけではなく,背旗にプログラ

ムのバグがあって,解放mi,刑がほとんど不可階でした.

コンビユー一夕Ijf故m滞刺さの-,一つは,JJj:故亡77再現が不可能なことにあ･F)ます.過舗rr)-.JJt

故の場合は再現によって再発を防げるわけですが,コンピュータのからんだ事故の場合は

再現がほとんど不可能なため,再礎防止策が説 じられません.また過失の追Jtiがなかなか

できないこともあげられます.P】.法では無過失責任とい うものが定められています.無

過失出仕とは過失がなくても諜任を問われることですれ コンピュータITJf故0,7場合は.実

際誰L7)過 失かわか りません. この例 と Lてあげてお きたいのは Stと､ateg･ic Defense

)nittativLl(SI)日計画です.

Snl計画とは,レ-ガン政権I軒代に考えられた戦略防衛構想です.冷観時代の当時,人

仁術星を打ち上げて,たとえばソ連から大陸間弾道弾が打ち上げられたら.90秒以内に人

工衛星が ミサイルを捕捉 Lてただちに宇宙からレーザ一一ビームを発射 し, ミサイルをたた

き港とすとい う,よさにスターウオーズのような構想でした.当初アメリカ(/)マスコミは

スターウオーズ計軸と呼んでいたのですが,ルーカス濫伊が怒って,こんな′つまL二〕ないrH

画にわたしの映iAL73名前を依うなと宮ったので,SD】計画と呼ばれるようになりました.

Sr)l計画はたいへん大規模なものでした.全米から躯められた数百名の天才コンビュ-

タエンジニアが,数億行のプログラムを1ffいて防衛柄想を完成させようとしました.とこ

ろが連中で多くの技術者,IJ;言い.Ltjしたのは.この計画は媒理であるとい うことです.とれ

だけ自分たちがいい方法を考え出したとしても,完全にプログラムを軌かすことはできず

にかならず失敗する.失敗 した場合は民間航空機を爆破することは確.実である.とかれ ら

は判断 したL'/)ILCす

これはどれだけコス トをつきこんだとしても,またどれだけ技術者が倫理的にふるまった

としてら,絶対的な安全は宗現できないことを素 しています.工学倫理の新例 とLてよく

取り1-.けちれるフォー ド･ピン ト弔件では,コストとリスクの トレー ドオフ儲操が煙点と

･'昌),より多くU)コストをかけていたならば解放は防げただろうと官われています.しか

しわたしはこの SO【計画の挫折をもって,もはやフォ一一ド･ピン ト事件というものが陳麻

化したとみなしてい王す,

'編者貼 .･この'Tl故については63貫に記暇がある,
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