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「技術者倫理」授業計画 

 

 

授業概要： 

技術者（エンジニアのこと。工学者を含む）は、科学技術に携わる専門職であり、専門職の能力は、

つぎのように示される：  専門職の能力 ＝ 専門的能力 ＋ 規範遵守の適性 

この授業では、このうち「規範遵守の適性」を扱う。技術者が社会で生活するとき必要とされるさま

ざまなことについて、多面的に解説する。 

 

授業目的： 

専門職技術者(プロフェッショナル)として実務につくと、モラル上のいろいろな困難な問題に直面する

ことが多い。技術者倫理の体系をふまえ、事例を用いて、自分がその立場だったらどのように課題を

解決するかを考えてみる。技術者倫理が、このようなモラル問題解決の過程における意思決定に重要

であることを理解する。 

 

主テキスト 

「土木技術者の倫理（事例分析を中心として）」土木学会 

 

 

 

 

 

参考図書 

「環境倫理学（環境哲学入門）」ｼﾞｮｾﾞﾌ･R・ﾃﾞ・ｼﾞｬﾙﾀﾞﾝ 

「環境の倫理」ｼｭﾚｰﾀﾞｰ･ﾌﾚﾁｪｯﾄ 

「はじめて学ぶ生命・環境倫理」徳永哲也 

「異議あり！ 生命・環境倫理」岡本祐一郎 

「工学倫理の諸相」斉藤了文 

「科学技術者の倫理｣日本技術士会 

「科学技術者の倫理の事例と考察」日本技術士会 

「はじめての工学倫理」斉藤了文 

「経済倫理のすすめ」竹内靖雄 

「環境倫理学のすすめ」加藤尚武 

「新・環境倫理学のすすめ」加藤尚武 

「合意形成とルールの倫理学」加藤尚武 

「現在を読み解く倫理学」加藤尚武 

「環境と倫理」加藤尚武 

「倫理の探求」関根清三 

「生物多様性という名の革命」ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞ・ﾀｶｰﾁ 

「公共政策の倫理学」河宮信朗 

「なぜ悪いことをしてはいけないのか」大庭健 他 

「技術士の倫理」日本技術士会 

「技術は人なり(ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙと技術者倫理)」土木学会 

「土木技術者倫理問題」土木学会 
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授業計画・授業内容 

第 1回（H18.10.3） 倫理学を学ぶ目的：倫理学の概要、技術者倫理の成り立ち 

授業の目的と進め方 技術者として、人間として、社会の一員として 

⚫ 技術者として社会で活躍するには、技術そのものが両刃の剣であることを理

解し、本来の公共の福祉・安寧のために働くため、自ら考える能力を養い、

判断する基準についての知識を持つことが重要であることを理解してもら

う。 

⚫ 倫理学の目的と歴史的な流れを理解し、現在のおかれた環境を認識する。 

⚫ 多くの複雑な環境の中で、技術者としてのあるべき姿について理解する。 

⚫ 正解のない世界の存在することを理解し、その難しさと対処方法を考える。 

授業の項目と内容 倫理学の目的から、技術者倫理の成り立ち 

⚫ これまでの経済発展を支えた功利主義について理解し、その限界について考

える。自己決定・自己責任の問題点 

⚫ 地球環境問題の解決策への取り組みを含め、応用倫理のひとつである環境倫

理が生まれてきた流れを理解する。 

⚫ 技術者の社会的役割、期待されている技術者像について考える。 

授業を進める際の配慮事項 学生とともに考える授業（考える能力を養う）双方向の授業 

P.P.を用いた対面型授業(テキスト中心としない) 

使用するテキスト等 「土木技術者の倫理（事例分析を中心として）」土木学会 

 

 

第２回（H18.10.3） 技術者が直面する環境倫理を学ぶ 

授業の目的と進め方 環境問題抜きに技術が語れない状況のもと、環境倫理について理解する 

⚫ 開発か環境保全の問題は、二者択一の問題なのか、妥協以外に解決策はある

のか等、技術者として、すぐにぶつかる諸問題に技術者としてどのように考

え行動すべきかについての示唆を与える。 

授業の項目と内容 環境倫理の歴史と環境倫理の考え方 

⚫ 人間中心主義がもたらす問題点について考える。 

⚫ 「持続可能な発展」の意味するところを考える。 

⚫ 自然の生存権の問題、世代間倫理の問題、地球全体主義 

⚫ 環境倫理の考え方の流れと現在 

動物の領域：ピーターシンガー「動物の解放」 

生物の領域：「生態系主義」生物の多様性 

自然環境の領域：レオポルドの「土地倫理」  等 

⚫ 土木技術者（工学を学ぶものと）と環境倫理 

授業を進める際の配慮事項 学生とともに考える授業（考える能力を養う）双方向の授業 

P.P.を用いた対面型授業とテキストによる授業 

使用するテキスト等 環境倫理学に関する書籍・レポートを活用 
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第３回（H18.10.4） 技術者倫理、企業倫理 

授業の目的と進め方 技術者として、組織の一員として倫理規範はどうなっているのか 

⚫ 「組織の理論」と「個人の倫理」の対立 

⚫ 「企業の営利」と「個人の良心」の対立 

⚫  

授業の項目と内容 技術が規範とすべき倫理規定の紹介と理解 

⚫ 技術者が規範とすべき倫理規定の紹介 

ASCE のエンジニア倫理規範 

NSPA(全米プロフェッショナル・エンジニア協会)の倫理規定 

二本の技術者倫理の規定（土木学会、技術士会の倫理規定 等） 

産業界の倫理規定（経団連の倫理規定 等） 

⚫ 実例をもとに倫理規定への理解を深める 

授業を進める際の配慮事項 学生とともに考える授業（考える能力を養う）双方向の授業 

倫理規範等のテキストを中心と授業 

使用するテキスト等 「土木技術者の倫理（事例分析を中心として）」土木学会 

「エンジニア協会の倫理規定」2005.12.15 高城先生版 

「技術者倫理の成り立ち」2005.12.15 高城先生版 

各技術者倫理規定 

 

 

第４回（H18.10.4） 技術者が直面する倫理問題 

授業の目的と進め方 諫早干拓事業、河川事業を題材に技術者倫理を適応してみる 

⚫ 有明海再生が求められるなか、「諫早干拓問題」を技術者倫理としてどう捉え

るのか。また、河川事業における技術者倫理・環境倫理の考え方はどのよう

に変遷してきたかを「河川環境」「多自然かわづくり」等を題材に考える。 

授業の項目と内容 諫早干拓事業、河川事業等の事例紹介を通して考える 

⚫ 「有明海」、あるいは「河川」は、誰のものなのか。「人間中心主義」「持続可

能な発展」の意味するところを具体例を用いて考える。 

⚫ 「河川法の改正」で環境の内部目的化がうたわれた。この内部目的化とは何

なのか。また、河川環境というキーワードで求めてきたものの歴史的変遷か

ら、自然の生存権の問題、世代間倫理の問題、あるいは、地球全体主義につ

いて考える。 

⚫ 土木技術者の果たすべき責任と、責任を全うするための日常的な訓練 

授業を進める際の配慮事項 学生とともに考える授業（考える能力を養う）双方向の授業 

P.P.を用いた対面型授業とテキストによる授業 

使用するテキスト等 「土木技術者の倫理（事例分析を中心として）」土木学会 
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A：倫理とは何か？：技術者倫理の講義を始めるにあたって 
授業科目「社会資本整備と技術者倫理」 

平成 18年 10月 3日（火）第 1講座目 

はじめに 

今日から二日間にわたって、技術者倫理についてのお話をします。まず、技術者倫理の話しを

する前段として、一般的な倫理についてお話ししておきます。 

皆さんは、まだ二十歳を少し超えたぐらいで非常にお若いのですが、成人になったとき、親御

さんや先輩からなんと言われましたか。選挙権ができたから少しは政治にも興味を持つようにと

か、悪いことをすると実名で公表されるぞと脅されたりと。私の子供たちが二十歳になったとき

はこういいました。「これからは大人なんだから、愚行権の行使を許可します」と。愚行権とは、

愚かなことをする権利です。つまり、人に迷惑をかけない範囲では、好きなことをやっていいと

いうことです。どんなに愚かなことでも。例えば、一生懸命働いて稼いだお金を、一晩にして飲

んでしまうというような。もっとも、これは本人や関係者からみればおろかなことですが経済的

には、一概に悪いこととは言えませんね。金は天下の回り物といいますように、経済から見れば、

使うことに意味がありますから。話を戻して、愚かなことをしてもいいという権利が与えられた

のが大人になった証拠です。言い換えれば、自分の責任は自分で持つということです。子供のと

きは、愚かなことをしていると、それは間違ったことをしていると諭してもらう権利を持ってい

ます。義務教育は、ご存知のとおり、子供が学校に行く義務があるということではなく、親や大

人が子供学校に行かせる義務があるということですが、そういうことです。 

さてそこで問題になるのは、では、何がおろかなことで、そうでないかということや、正義、

道徳、ルール、マナーなどいろいろの約束事が出てくることです。自分で決定して責任を持つた

めには、そのための判断指標がいります。法律に触れることは、法に記載されていますので知る

ことができます。しかし、法に触れなくても、やってはいけないことルールに反することや道徳

に反すること等、今回の倫理もその中のひとつです。直感的にいえば、倫理とは人の道にそうこ

とをすることということです。人の道といっても漠然とはわかりますが、具体的にはいまひとつ

というところでしょう。先ほどのうち「ルール」あるいは規則は、なにかあることを行う際に決

めた約束事のことです。「マナー」も同じように約束事ですが、こちらは、習慣的な、あるいは、

文化的な約束事のようなものです。 

さて、「正義」とはなんでしょう。一番厄介なものがこの正義かもしれません。だいたいにお

いて、この「正義」という名のもとに戦争が起きるようです。今もごたごたしているイラク問題

では、アメリカにはアメリカの正義があり、イラクにはイラクの正義がありました。その正義の

ぶつかり合いが戦争につながっていくのです。それでは、「道徳」とは何でしょうか。人は一人で

は生きてゆけない、そのときに、みんなと仲良くやっていくための約束事のようなものでしょう。 

このように、同じ約束事でも、いろいろとレベルがあるのだということがお分かりかと思いま

す。 

さて、それでは、もうひとつのこと、行動と思考について考えます。結局は、人間のアウトプ

ットは行動ですから、何らかの行動そのものが善であればよいということになります。しかし、

次のようなことはどう思います？信号機が赤でみんなが立ち止まっています。そこに、赤信号を

無視して渡ろうとしている若者がいます。そこで、二人のおばさんが同時に「渡っちゃいけない

よ！！」と注意しました。行動は、同じです。しかし、その心の中をのぞくと、一人は「危ない

なあ、車に惹かれたらどうするんだ」という声が聞こえますが、もう一人からは、「私も我慢して

待っているのに、あんただけ渡るのはけしからん」。おそらくその行動が生み出す結果も、同じよ

うなものでしょう。しかし、一方では、愛情から出た言葉、もう一人は、妬みから出た言葉です。

これは、親が子供をしかるときの言葉にもいえます。子供の将来のためにしかっている人と、単

に、自分の気に障るので怒っている人が。 

そして、今回の倫理の話になるのですが、倫理は、単なるお説教的なものでなく、行為の善悪
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を判断するものです。さきほど、愚行権の話をしましたが、確かに、これまでは他人に迷惑をか

けない範囲であれば自由に行動できる権利があった。しかし、それもだんだん状況が異なってき

ています。かつては、人間は、病、あるいは事故に巻き込まれ、時として治療の甲斐もなく亡く

なっていった。現在は、医療技術が発達し、生死が自然の過程でなく人為的な選択という問題と

なってきた、また、環境問題も、一人ひとりが、どのような選択をすべきかという問題を抱える

ことになる。いろいろな問題が、選択の問題になってきました。その選択をいかなる原理原則に

基づいて行うかを倫理学が教えてくれるというか問いかけてくれます。 

 

さて、その倫理の話に本題に入りますか。さて、今回のミッションは、なにかというと、皆さ

んに「倫理」について知ってもらうということもありますが、私は、自分の頭で考え、行動する

ことを伝えたいと思っています。今からお話していく中でわかってきますが、「環境倫理」などは、

正直言って、袋小路に陥っています。考え方が、視点がかわれば変わってくる、あるいは、宗教

やイデオロギーの問題となってくるということです。しかし、皆さんは、これからおそらく社会

に出て、あるいは学生時代の間にも、環境倫理の問題にぶつかることがあると思います。そのと

きの唯一の武器は、考えることができる頭です。情報は山のように与えられています、あとは自

分の頭で現象を理解し、行動を決めるための思考をきちんと行うことができるように訓練してお

くことです。そうでなければ、長いものに巻かれる式になってしまったり、思考停止状態になっ

てしまったりと、苦労することになります。私自身は、比較的、若いころから自分で考える楽し

みを持っていました。常にそのように訓練しておくと、すぐには求められない答えも、いつしか

理解できるときが来ます。そうですね、若いときのテーマは、「いかに生きればいいか」「なんの

ために生きるのか」という人生論的な問題から、「考えることの仕組み、意味」などでしょうか。

これらについてもおいおいお話に出てくると思います。 

スピルバーグのテレビドラマ用の SF 作品で「テイクン」というのがありますが、この中で、

半分宇宙人のアリーという女の子が、ロックバンドの若者が、人間死んだらどうなるのだろうと

いう質問に、あなたは、演奏している最中に、演奏が終わったことのことを考えているの？と答

えるシーンがありましたが、まさしくそういうことだと思います。 

 

A-1.何のために倫理を学ぶのか 

何のために倫理を学ぶのか？ 倫理を学ぶとどうなるのか？ 

倫理学は、考えることから始まります。まず、皆さんに問題をあげますので、考えて自分の意

見を述べてください。最初の問題は、「なぜ悪いことをしてはいけないのか？」です。 

さあ、考えてください。答えは？ 

 

（考える） 

 

さていかがでしょうか、答えの例その１としてこんな答えもあるでしょう。「してはいけない

ことを悪いことというから」という答えです。しかし、これでは、「してはいけないことは、して

はいけない」という質問自体で循環してしまい、意味がないので答えはないことになります。こ

のような循環してしまう落とし穴になってしまう質問と答えというのは、意外と多いものです。

このように明白な事例では、最初から変だと思いますが。 

まず、質問自体の妥当性を吟味することから始めることが必要です。そのうえで、質問の言葉

の定義を明確にすることも必要です。この場合、悪いことという定義を議論しないといけない。 

そのうえで、たとえば、悪いことを道徳的でないことと定義すると、議論が少し具体的になり

ます。もちろん、ここでも道徳的という言葉を定義することは必要ですが、ある程度、社会的な

慣用語として用いられていますので、「道徳的でないことは、なぜしてはいけないのか」というこ

とで、考えを進めることができます。さて、次ですが、質問自体が正しいのかの吟味をすること
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が必要です。以前、同じような話題で社会を混乱させてしまった問いがあります。ご存知の「な

ぜ、殺してはいけないのか」という少年がテレビ番組で発した質問に、大人の回答者が答えられ

なかったというものです。これについては、その後、いろいろと解説・評論されました。私は、

この質問自体がおかしいと思っています。私たちの社会で、死刑のように法的に人を殺すことを

認めていますし、戦争は、紛争解決の手段として認められており、兵士同士が殺しあうことを犯

罪とするものではありません。また、昔は、あだ討ちのような私怨でも殺人が認められていまし

た。したがって、「なぜ、殺してはいけないのか」という一般化した質問に答えられないのは当然

で、質問が間違っているからと思います。また、個人の気持ちの中では、社会的なルールや道徳、

あるいは法を犯しても、やらなければいけないという例外的な判断する場合もあるでしょう。あ

るいは、逆に、「なぜ、人を殺して良いのか」という問を考え、数学でいう背理法のような考えで

見つめることも可能でしょう。その際も、やはり、ひとつひとつの具体的な事象を想像すること

で答えが導かれると思いますし、一般的な答えは出てこないと思います。抽象的に考え、一般化

することに努力を払うことも大切ですが、個別の事象を想像することで、解決策や答えが出るの

ではないでしょうか。技術者倫理問題は、現場の問題解決策であり、より、具体的な想像力を必

要とするのだと思います。 

さて、質問に戻って、考えを進めてみましょう。 

「なぜ、道徳的でなければいけないのか」という質問に置き換えると、答えは、いろいろ出て

きます。道徳的とは、「利己的でないこと（自分勝手でないこと）」とすることができます。道徳

やルールを守らないと、自分勝手な連中ばかりとなり、円滑な社会活動が営めなくなり、社会を

混乱させるから。あるいは、自分勝手な人と思われると、友達もできないし、私自身が損をする

から。というような、合理的な判断として問題になると答えることもできます。また、心情的な

ことや宗教上の理由、あるいは、個人の生き方の美学のようなことに帰着させる答えもあるでし

ょう。 

ただ、こたえは、これでは終わりません。それでは、合理的な判断で、やらない（悪）と決め

たことは、それは正しい答えなのか？ 合理的であるか、合理的でないかということで、善悪を

判断するのでしょうか。難しい問題です。このように根源的な問題は、哲学の領域に入っていき

ます。しかし、少なくとも、合理的な規範(合理性)が判断基準となるのは、手段の選択方法におい

て最適な手段を選ぶ基準であって、評価する目的自体の達成そのものを判断するための基準には、

当然なりません。合理的なことだけを基準とすることは、評価目的がない場合です。ちなみに、

善悪を合理性で判断指定しまうことに対し、「悪いことは、結局、割に合わない」だからやらない

と言い切る人もいますが、生きていくことの評価目的がない人の発言であろうと思います。 

倫理学は、このように、哲学の領域に関わっていくものもありますが、私たちは、技術者であ

って哲学者ではありませんので、このような深入りはしないでおきましょう。 

ここでは、考えるプロセスや、善悪という抽象的な概念の難しさ、判断の多様さを、とりあえ

ず、理解してください。これから、何度も出てきますが、技術者倫理は、状況を的確に判断し、

自分で考え、判断し、行動することを求めるものです。そして、倫理的な判断は、法的な問題の

枠を越え（法を無視するということではありません）、人間的な判断を行うための規範を追求する

もので、個別個別の事情の中で判断することを学ぶことが必要になるのです。 

 

A-2.倫理とは 

倫理とは、それではなんでしょうか。同様な言葉に、モラル、倫理、道徳、道義、美徳、常識、

価値観、法、などなど、いろいろな言葉が浮かびます。それぞれの言葉の定義については、参考

資料を見てください。図には、それぞれの関連性について模式的に示しています 

ここで、倫理学とは、「行為の善悪を判断し、個人の義務や人柄の特性を解明し、社会や共同体

の規範を探求する学問（岡本裕一郎）」として紹介しておきます。 

前述したように、倫理も「よいとはどんな意味か？」という哲学的倫理学（メタ倫理学）があ
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りますが、この分析からはいかなる具体的な行動指針も出てこないというです。例えば、「真善美」

という言葉がありますが、ここで、「真」は科学により、「美」は芸術により実践されます。「善」

についても倫理として行動に移される必要があります。このような「どんなことをすべきか」と

いう単に思想的な問題にとどまることなく、行動に関する規範的倫理が、技術者倫理の中心にな

ります。 

近年は、倫理の重要性が増した時代とい

えます。技術面の発展で、例えば医療の高

度化で人の生死が自然の過程でなく、人為

的な選択の可能性となったことが、倫理上

の問題を提示します。また、公共施設のよ

うな巨大で、かつ長期に存在する施設がも

たらす、環境破壊は、技術者の大きな課題

ですし、地球環境問題のような加害者被害

者の区別がわからなくなっている環境問題

は、一般市民としての私たち自身にも生活

のあり方に対して選択をしなければいけな

いことを提示しています。 

このような現状認識の元に、選択をいかなる原理・原則に基づいて行うか、倫理学に問いかけ

るものです。 

今回の倫理の話は、歴史や哲学的なものはさらりと進め、「どんなことをすべきか」「やっては

いけないこととはなにか」について、考える力を養ってもらうことを中心的な目的とすることと

します。そして、「どのような人間であるべきか」という命題に対し、上記の 2 つの思索と行動に

裏付けられた人間、技術者として育ってほしいと思います。 

 

A-3.倫理学が生まれた背景 

過去、産業の発展等を善と考え、事実、多くの利益をもたらしたのは、事実です。しかし、一

方で、破壊的な結果をももたらそうとしていることを今、私たちは理解しています。そのような

実例は、多数あります。例えば、農薬、除草剤、殺菌剤の開発と利用は、農業人口が減少する中、

効率の高い農業生産が可能となったシステムを生み出しました。しかし、害虫と呼んだものも含

め、生物の生息、生態系への影響や、さらに、農薬の毒物の集約による食べ物そのもののリスク

等、人間、および人間社会への影響は大きく、現在、無農薬野菜等の脱農薬の生産物が注目を集

めています。川に魚がいなくなった 最も大きな原因も、護岸のコンクリート化画も問題として

指摘されてきましたが、もっとも大きな影響があったのは、昭和 30 年から 40 年代の農薬の利用

であるといわれています。 

このような社会環境の変化にともない、私たち技術者として、理解を深めなければいけないこ

とが数多くあります。そして、理解したならば行動しなければいけないという行動を起こす責任

も技術者には求められています。学ばないこと、知ろうとしないことは、無作為あるいは、無知

に対する責任があるのです。 

このような問題に対して、解決方法はどこにあるのでしょうか？ 

ある人々は、科学や技術の発展に解決策を求めている人々がいます。ともかく、地球環境問題

も、いろいろな倫理的な問題も、科学や技術が発展すれば、そのうち解決すると楽天的に考えて

いる人々がいます。例えば、食料の配分や農薬の問題も、食物を工場のように室内で管理して育

てることで、害虫の存在がない環境を作り、農薬等の利用をやめることで人間の食のリスクを回

避することができますし、品質の確保も可能となります。自然を改変して畑にしなくて良いこと

で、生物の生息環境を守ることもできます。 

一方で、技術ではなく、私たちの欲求を制限することで解決することも可能です。人工的な環

7

法と倫理の関係法と倫理の関係

　　　　　　　　　　　　　　　モラル　　　　モラル　((広義）広義）

規範規範 倫理　　　　　　　　　　法倫理　　　　　　　　　　法

（（norm)            (ethics)                    (law)norm)            (ethics)                    (law)

　　　　　　意識　　　　　　モラル　　　　と常識意識　　　　　　モラル　　　　と常識((＝共通意識）＝共通意識）

　　（　　（sense)           (moral        and common sense)    sense)           (moral        and common sense)    
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境から、少し自然の営みの中で生きることにシフトすること。もしかしたら、満足はそこにある

のかもしれません。食物の商品価値を工業製品と同じように考えないで、多少虫が食った野菜で

もいいではないか、あるいは曲がったキュウリのほうが自然でいいではないか、不ぞろいの大き

さのミカンでいいではないか等。見た目やをあまりに重視し、本質を忘れかけていることもある

のではないでしょうか。工場の中の偽物の太陽光もどきで育てられたまっすぐなきれいなキュウ

リ（野菜）と、さんさんとお日様の元で育った曲がったキュウリと、あなたは、どちらを選びま

すか？ 

即時的・即効的な解決として楽観的に技術に頼ることは、無責任・悲愴的な立場と変わらない

場合が多いと思います。ただ、哲学的倫理的な考え方を理解してもらい、合意してもらうのには、

相当な努力と時間もかかることも事実です。手っ取り早いのは、倫理的な考えを強制（法律を作

る等）することですが、これは、全体主義につながる危険な考え方でもあると思います。 

環境問題というものは、人間は何に価値を持つべきか、人間とはどのような生き物か、どのよ

うな営みをすべきか、自然の中の人間の位置はどのようなものか、人間が繁栄するのはどのよう

な種類の世界なのか・・・これらの根本的な疑問を提起するところに特色があり、価値があると

も考えます。我々が追求すべき目的は何かというと、この命題を倫理的にきちんと整理し、科学

技術は、その目的を達成するために必要な手段を提供するものであるという理解が本来の姿であ

ると思います。「倫理学なき科学は盲目であり、科学なき倫理学は空虚である」という言葉ありま

すが、まさしくそのとおりだと重います。なお、環境倫理については、次の講座でお話します。 

また技術者には、先端技術を開発するという指名があります。これについても、世の中には、

「やっていいこと」「やっていけないこと」という区分があり、「やれること」「やれないこと」に

また区分できます。「やっていけないことで、やれないこと」は、今の時点では、特に問題のない

ことです。「やっていいことでやれること」は、どんどんやっていけばよろしい。「やっていいこ

とでやれないこと」は、技術をもっとつけなければいけない、われわれ技術者のがんばりどころ

です。問題は、「やってはいけないことで、やれること」これは、先ほどお話したルールや規則、

あるいは道徳等で縛りをかけなければいけません。この縛りをかけるなかに、「倫理」という縛り

が有効に働くことになります。「技術者倫理」「生命倫理」「環境倫理」の出番です。 

 

 

A-4.功利主義 

西洋哲学の始まりは、2500 年前にさかのぼります。ソクラテスの「われわれは、いかに生き

るべきか」がよく知られた話ですが、そのような歴史は省略します。 

一気に、近代へ飛びます。現在の考え方の基本は、功利主義という考えに立脚していると思わ

れます。ベンサム、スチュアート・ミル等が提唱者です。この功利主義は、20 世紀松から現在に

至る西側（資本主義諸国）的手法で、アメリカ型自由主義ともいえます。功利主義の定義は、「己

を利すること、快楽を得ること（欲望・欲求）を善として、個々人の利益の総和としての社会的

利益を目指すもの」といえますし、「最大多数の最大幸福」が功利主義者の共通スローガンです。 

ここで、功利主義がいう善とは、快楽主義的功利主義では、快楽であること・苦痛がないこと

が善とするものですし、選好功利主義では、欲求を満足することから得られる幸福が善とするも

のです。そして、最大幸福というような幸福という定性的なものを、最大にするという定量化す

るところが、難点のひとつであると思われます。唯一定量化できる貨幣に問題を還元してしまう

危険性がありますし、実際、そのような拝金主義が生まれています。 

また、功利主義からは、明確な用途のない生き物を絶滅から守るという流れにはなりません。

あくまでも人間中心主義ですから、人間以外の生物の尊厳のような問題にはもともと対応できま

せん。また、功利主義は、個人の関係性の中で語られるため、個人の独立した価値観や責任感に

は言及できないという難点もあります。倫理学の基本は、個人の責任で対処することにあるので

すが、功利主義に対しては、個人の力の及ばない範囲の事象に対して個人に責任を負わせようと
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するものですから。 

この功利主義に基づく自由主義が、「全体の利益」を保証する唯一最大のルールが、「他者危

害原則」です。この他者危害原則とは、「他者に危害を与えない限りは何をしても自由である。自

己責任のもとに行為を実行する。」というものです。経済成長時代は、「大きいことはいいものだ」

というキャッチフレーズの元、消費は美徳として、大いに消費し生産することで高度成長時代を

築いてきました。一方、これに対する考え方として、禁欲主義的な慈善（質素倹約、清貧、・・・・）

があります。確かに、質素倹約では、経済の発展はなかったと思います。しかし、最近の「もっ

たいない」あるいは、以前の「スモールイズビューティフル」は、このような成長期の反動で起

こった運動であると思います。 

また、前述したように功利主義では環境問題に対抗できないことも理解されつつあります。そ

の理由は、 

⚫ じわじわ進行する環境破壊は、「他者への危害」と認識しづらいこと 

⚫ 加害者と被害者の区分ができないこと（皆が被害者であり、加害者である） 

⚫ 未来世代を「他者」として、どこまで配慮ればいいか見定められないこと 

等であり、功利主義の限界が見えています。しかし、それでは、自由を制限するのか、環境全

体主義のようなおろかなことは認めない全体主義的な社会にするのか、これにはやはり抵抗があ

るでしょう。 

ここで、環境倫理における「地球全体主義」となはにか簡単に説明しておきます。これは、個々

の利益追求を許していては環境保護は実現できない、自由を制限して地球全体の利益を守るべき

であるという主張です。 

具体的に、なぜ、功利主義ではだめなのか？それをモデルとして説明してくれるのが、「共有

土地の悲劇」の話です。これは、こういう話です。 

 

共有牧草地における複数の牛飼いの例 

⚫ 土地は共有、牛は個人財産。個人財産である牛を増やせば個人の利益は上がる。１人だ

けが割り当てより余計に牛を飼っても牧草地の許容範囲にある場合は良いが、皆がや

りだすと、牧草地の草が失われ、全員が財産を失う。 

⚫ 明らかに他者危害原則を侵しているのだが、牧草地の許容限界が共通認識としてなけれ

ば、カタストロフ的な被害が生じるまで、わからない。そして、結局、全員が財産を

失う。 

この場合は、土地も私有財産にすれば解決することもあるかもしれません。しかし、現在の環

境問題で取り上げられる、水、空気、オゾン層破壊等の、所有者の区分ができないものが、私た

ちの生存を左右していることが重要なのです。 

ちなみに、欲求自体があること自体は、悪でも善でもない中立のこととして考えています。欲

求の充足方法が問題で、悪といわれるものになったり、善といわれるものになったりするのです。 

 

A-5.人間中心主義 

さていくつか言葉を覚えてもらいましょう。環境倫理の際の話にもなりますが、「人間中心主

義」というのがあります。これは、人間個人や社会のために考え、人間以外の生物や無生物（水

や鉱石等）は、人間が生きていくための「道具」「材料」「手段」と考える考え方を基本とするも

のです。新しい概念である「持続可能な発展」も人間中心主義的な考えの延長線上にあります。 

一方で、「自然中心主義」というものがあります。これは、自然環境の生物、あるいは土地に

も生存・存在する権利があるとするもので、人間以外の生物も生存する権利がある、「内在的価値」

があるするものです。最後の講座において、諫早干拓のムツゴロウ訴訟についてお話しようと思

いますが、人間以外の生き物にも権利や尊厳を認めようではないかという考えです。ただし、全

面的に認めると、人間の存在が問題で、人間がいなくなればいいというような極論も出てきます
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ので、人間の生きていくことと、他の生物との共生を目的とした、いろいろな中間的な考え方が

あります。技術者倫理は、従来は、人類・社会のために存在するもので、人間中心主義的な考え

であり、目的として明確でした。しかし、環境倫理が発展する中、人間中心的な考えではいけな

いのではないかという気運もあります。ただし、現時点では信条的なものに留まっていると思い

ますが。 

河川事業を行う現場では、現在、計画段階アセスメントという考え方が導入されてきています。

これは、事業が固まった段階でなく、かなりの企画段階で、想定される計画に対し環境への影響

がどの程度予想されるかあらかじめ評価し、環境にも十分考慮した事業計画とするための手法で

す。考え方については、すこぶる良くて、事業がまだ固まっていない段階で、いろいろと案を検

討することは非常に有効なものです。しかし、ここでも大きな問題が出ます。事業を行うにはひ

とつの案に絞り込まなければいけません。そして、決まった案に対しては実行し、ほかの案はネ

グレクトされてしまいます。今年はこの案で、来年は別案というわけには行きません。私が経験

した事例では、河川の洪水を防ぐために、川の幅を広げなくてはいけないのですが、どのように

広げるか、計画段階でのアセスメントが行われました。そのときに、広げる予定の場所に希少な

植物の群落が見つかりました。その時に比較案として、希少な植物の場所を避ける案が当然出て

きます。しかし、そのように川の幅を植物がいる場所を避けようとすると反対側に移動しなけれ

ばいけませんが、そこには何人もの住民が生活しています。さて、人を守るか、植物を守るか。

以前でしたら、有無を言わさず、植物には勘弁してもらい、希少植物といっても、天然記念物等

の法律で守られている生き物ではありませんでしたので、植物の生息場は失われることがだいた

い、当然でした。しかし、最近は、そうではありません。人は移動できても生きていけるが、植

物の場合、移植ができないものも多く、そこの場以外では、生息できないとなると、簡単に判断

できなくなりつつあります。環境倫理的にいえば、人間中心主義が通用しなくなり、生物中心主

義的な考え、あるいはそこまでいかなくても、ある程度の生物の生息の権利を認めるという立場

にもなりつつあります。 

 

A-6.自己決定 

自由主義とは、「自己所有」、「他者危害排除の原則」、「愚行権」、「対応能力」の、この４つの

概念を用いた「自己決定還元主義」であると考えられます。 

自己決定あるいは、自己責任は、最近、話題に上がる事が多くなりました。医療現場における、

インフォームド・コンセントもそのひとつですが、これは、本当に患者の自己決定なのか疑問で

す。コミュニケーションや情報の共有、あるいは合意形成は大切なことですが、単に、医者の責

任回避の手段として使われている例もあるではないかとも考えられます。最近の医療ミス等の訴

訟の増加によって、医者の責任回避の手段として、間違った使われ方が起きるのではないかとも

思われます。かつての医療現場では、パターナリズム（父親的温情主義）であり、「医者の私に任

せなさい」という風潮でした。これは、これで問題もあると思うのですが、その中には、医者の

責任と社会的な尊敬もありました。とりあえず、自己決定は、自由主義の重要なキーワードであ

ることを理解しておいてください。 

 

A-7.技術士の倫理（技術者倫理の体系的モデル構築）へむけて 

みんなが同じ価値観を持ち、行動が常に一致するように求められるのは全体主義(国家)です。

私たちの望む社会ではありません。自由な社会では、価値観や意見の不一致は、状況によってさ

まざまであり、倫理問題を機械的に解く方法はないと思います。法であれば、法律に照らし合わ

せて判断ができる。 

私たちが、技術者倫理を学ぶということは、不一致に直面したときに、どのように納得し、ど

のように解決するかを考える訓練に当たるものと考えてください。 

例えば、サイボーグ技術があります。開発する技術者は障害者の福祉のために開発するという
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ような社会の善を追求する目的に研究と努力を重ねるのですが、技術の応用で、戦闘の武器とし

て用いることを考えざるを得ません。このように両刃の剣である技術をおこなうものにとって、

倫理的な課題には、常にぶつかるものと考えておく必要があります。倫理学の機能の一つは、指

針と評価を与えることにありますし、倫理学に基づく規範がよりどころになります。 

対立している価値、対立の根底をなしている競合的な要因について検討することが重要なので

す。 

ただし、倫理的問題に関して人々の意見はさまざまであるという倫理相対主義と、客観的な合

意は不可能であるという哲学的主張を混同してはいけません。前者は、「これも人生、それも人生」

のような議論を投げ出してしまうものです。私たちは、必要であると判断されたら、徹底的に議

論しなければなりません。合意形成に向けての努力は必要です。合意できないとしても、多くの

理解や共通認識が生まれることが重要です。 

かつて、日本において技術者倫理の体系は成立していない時期がありました。諸外国から学び

現在では、多くの倫理規定が生まれています。これらを真摯に学んでください。 

⚫ NSPA(全米プロフェッショナル・エンジニア協会)の倫理規定 

⚫ ASCE(アメリカ土木技術者協会)の倫理規定 

⚫ 土木学会の倫理規定 

⚫ 技術士会の倫理規定 

 

A-8.公共倫理(公共哲学) 

最近、公共倫理、公共哲学という言葉が聞かれるようになりました。これまでの、「公」と「私」

の２元的な考えでなく、その間にもうひとつ「民(市民、公民)」という考えを加え、三者構造とす

る考えです。かつて、「滅私奉公」という言葉の元、戦争に狩り出されたり、企業戦士としてへと

へとになるまで働かされたりしたものです。最近は、「滅私奉公」の逆の「滅公奉私」という言葉

を世相を反映しているとして使う人がいます。消費社会、自己中心社会、いろいろといわれます。

若い人も、年取った大人たちも、自分のことばかりを考えているということへの批判でしょう。 

そのような社会にかけているものとして、市民感覚を持つべきであるという提案です。小さな

ところでは、かつて、個人のうちの前の通りを、毎朝、掃き清めていた風景がありましたが、皆

さんが使う道はきれいにしておかなくては、という気持ちもその一つだと思います。 

今回は、時間の関係上、このような言葉、考えがあるということを頭に入れておいていただけ

ればと思います。 

 

（メモ） 

なぜ善はいいのか？ 答え：「善」は割に合うから。 このことは、X 理論・Y 理論のなかでゲーム理論としても証明さ

れている。ただし、このような考え方は健全ではないだろう。人間の持っている「徳」が考慮されていないし、人間は、

遺伝的にも利他的な行動を行うようにもプログラムされている。法律で、道徳を規制することの失敗を何度も行ってき

ている。精神そのものが荒廃するようなプログラムは結局はうまくいかないのではないか。 
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B：環境倫理 
授業科目「社会資本整備と技術者倫理」 

平成 18年 10月 3日（火）第 2講座目 

はじめに 

私がやってきた建設コンサルタントの仕事は、いわゆる開発や保全の事業を行う際に、どのよ

うな計画を持って行うか、具体的にどのような事業とするか、その影響はどうか等の技術的なコ

ンサルティングをする仕事です。私が皆さんと同じぐらいの時というと、今から約 30 年近く前に

なります。そのころの話題は、環境といえば、「公害」です。排気ガスや工場の煙突から出る大気

汚染、あるいは川や海への汚濁物質の垂れ流し等が、多くの公害問題を招きました。しかし、そ

のような環境問題にあわせて、自然への愛着も生まれ始めました。川の仕事をやっていると、そ

の当時は、「治水のための河川改修」いわゆる開発か、「川の自然を守る」保全かという二者選択

の議論でした。技術士の資格を受けるときに、経験問題として書いたのが、「開発か、保全かの二

者選択ではなく、環境に配慮しながら行う治水事業」でした。技術者としての役目は、環境を破

壊して、開発を進めるのではなく、また、環境を守るために、治水事業などの必要な事業をあき

らめることでなく、その両立を図ることだと考えたものです。今では、そのようなことは当然で

すが、自然を守りながら開発する技術がなければ、そのようなことは単なる理想論でしか過ぎま

せん。幸い、川の自然を守るにはどのようにすればいいのか、そのことがわかり始めた時期でし

たので、両取りをする考えを仕事の中で提案していったのです。 

 

B-1．環境倫理は必要か？ 

環境倫理を必要とする問題は、どこにあるのでしょうか？ 

問題を取り上げる 2 つのステージがあると考えます。そのひとつは、「功利主義」がもたらした

社会システム上の問題で、貧富の差が大きくなり、また、資源の量や排出物の処理能力に限界が

あることがわかり、弱者切捨ての理論（例えば、「救命ボートの倫理」）が生まれてきたこと等の

人間同士の関係に関する倫理上の解決を迫られていること。ここには、根深い人間の間の差別の

問題ありますし、国際問題としては、南北問題として取り上げられることが多いテーマです。 

もうひとつのステージは、人間中心主義の考え方に対する生命中心主義の考えの導入の必要性

で、これは、人間と人間以外の生物の間の問題です。 

これらは、ともに、環境問題として取り上げられています。 

最初に、人間の間の問題について議論しましょう。 

 

B-2．誰のための環境倫理か？ 

現在、人々の生活が豊かになった考えの下にあるものは、人々の活動の自由さを認めた「功利

主義」の考えが基本にあります。しかし、現在、生活として豊かになった一方で、いろいろな環

境問題が発生し、それが地球的規模の問題になってしまったことが明らかに認められている現在、

これまでの考え方の基でこの課題を乗り越えることができるのか、われわれには、これまでの「功

利主義」に基づく倫理観とは、異なる考え方が必要になっているのではないかという問題提起が

あります。 

今までは、人間一人ひとり、あるいは社会の幸福を求めることが善であるという価値観の中で

人々は活動してきました。しかし、その前提は、無限の資源が与えられているという勘違いに基

づくものであったことであることが明確になってきました。これまでの私たちを支えてきていた

考えの基本としてあったものは、「フロンティア倫理」です。この「フロンティア倫理」とは、未

知な領域の開拓精神を評価するもので、野生で野蛮な領域を生産性の高いものに作り変えること

が評価されるものでした。ジャングルは切り開き、耕作地に変えられてきました。日本でも、す

でにもともとの自然が残されている領域はほとんどなくなるまでに切り開かれてきました。そし

て、切り開いた中から、人間の生活に必要な、あるいは必要以上の資源が掘り起こされ、あるい
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は、土地の高度な利用が進められてきました。しかし、地球は閉ざされた環境であり、土地の量

も資源の量も、排出物の処理能力も限られたものです。現在、「フロンティア倫理」は、宇宙や海

洋に求められていますが、陸上では、もはや限界まで来てしまいました。そこで、さらに生産性

を上げるためには、土地の開拓ではなく技術力の向上によって必要な分をまかなうのだという「科

学至上主義の倫理」に置き代わってきています。 

さて、仮に、限られた資源の中ではあるけども、誰もが、幸せになる権利を持っている、と、

するのであれば、その限られた資源の独り占めは倫理に反することになります。むしろ平等な配

分を行うことが望まれると結論付けられます。しかし、この平等な配分と、功利主義でいうとこ

ろの最大の幸福を求めるということは、限られた資源の中では、相容れないことが考えられます。

状況によっては、幸せになる権利を自由に行使することを制限しなければいけないことが当然出

てきます。例えば、エネルギーの消費を控えて、貧しい国の人々のために、我慢をしなければい

けないという状況があげられます。しかし、本当にそのようなことができるのでしょうか。先進

国で享受している生活レベルを、どこまで下げれば、世界中の人々が平等に幸せになれるのでし

ょうか。また、本当に、そのようなことを実現させることが可能なのでしょうか。そして、その

実現のためにはどの程度の時間をかけることが許されているのでしょうか。 

このような平等の考え方とは別に、「救命ボートの倫理」のように、もはや、そのようなきれ

いごとは言っておられない状況にあると判断し、切捨てるための行動をとるべきと主張するグル

ープが存在します。 

「救命ボートの倫理」では、現在の地球がおかれている状況を、救命ボートに乗っている人々

と、救命ボートに乗り損ねてボートに向かって泳ぎ着こうとしている人々の状況として表すモデ

ルとして考えているものです。ここで出てくる判断は、次の３つです。さきほどの①平等な配分

を理念とし、ボートに乗ることを求めている人すべてをボートに乗せようとするケースがひとつ

あります。しかし、このケースでは、当然、許容量を超えボートは沈没してしまい、全員救われ

ないことになります。完璧な正義の実現が完璧な破局を迎えるというケースです。次は、②ボー

トの乗れるぎりぎりまで救うケースです。ただし、この場合は、誰を救い上げるのかという選択

の問題（これには、将来の人々のための席を空けておくことも含まれる）と、ぎりぎりまでのせ

ることによって、大きなリスクを抱えることになることが問題としてあげられます。結局は、①

と同じ状況に陥るのではないかという危惧が残ります。したがって、ある人々は、三番目の選択

肢である③現在ボートに乗っている人以外はボートの乗せない、いわゆる切捨て理論を持って正

解とみなすというものです。すでに、すべての人が豊かな生活を送るためには、人口は増えすぎ

ていると判断し、また、現状のままでは共倒れするのに時間があまり残されていないと判断する

人々です。極めて、非倫理的な感じを受けますが、善を遂行するための必要な倫理であるという

ものです。善とは、功利主義の善で、前述した「共有地の悲劇」を避けるための理論ではありま

す。このため、倫理としての選択として、心情的には、②の選択になるのであろうが、合理的に

は、③の選択肢をやむをえなく選択するということを主張するグループがいるのです。 

さて、皆さん、この意見についてどう思われますか？ 

 

 

（討議） 
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⚫ 心情的には、①か②を選択したいところですが、そのための方法はないのか？ 

生活レベルを落とすよう自主的に行動する（性善説にたつ）方法、無駄をしないことを強

制的に決める（性悪説にたつ）方法、どのようにすればいいのか。 

また、本当に、生活レベルを落とすことで、平等に資源が行き渡るようになるのか？逆に、

開発途上国からの原料等の輸入量が減り、さらに貧しくなるのではないか？ 

⚫ 「救命ボート」というモデル自体が間違っていないか？ 

現在の状況をどのようなモデルを持って表現するのか。 

「救命ボートの倫理」のモデルは、危機的な状況の表現としては不適切ではないか。危機

的な印象をあおり、危機意識によって人々を操作することは危険すぎる。 

 

この「救命ボートの倫理」に対抗して、「宇宙船地球号の倫理」が唱えられました。 

「宇宙船地球号の倫理」とは、地球を宇宙船にたとえ、その乗り組員が人間そして生物全般で

あるとするものです。理念としては、「救命ボート」よりは高いものがありますが、危機感への認

識や具体的なコントロールのあり方がほとんどわかっていないのが現状です。「宇宙船地球号には

取扱説明書がついていなかった」といわれるように、どうしていいかわかっていないのです。 

 

そのような喧々諤々の議論の状況の中、状況は悪くなるばかりであることが認識されている現

在、人類わたしたちは、当面、次の二つの選択肢を選択しなければいけません。 

 

１：今すぐ新しい社会倫理と環境倫理を採用し、実行する。 

２：人間の堕落と環境の悪化が、自分たちの存在を脅かすようになるまで待つ 

 

理想としては１の選択肢を当然取り上げるのでしょうが、痛みを伴う選択肢であること、多く

の利害関係者との調整を根気よく続けなければいけないこと、危機がどの程度差し迫っているの

かきちんと説明する必要があること等、なかなか行動に移すには困難性が多い状況があります。 

しかし、私たちは、オゾン層の破壊のように、目に見える形で危機が認識できれば、対応を取

るのに比較的スムーズに進んでいることをみてきました。あるいは、生物の多様性の保全のよう

に、目には見えにくいものでも、その考え方が理解され、大きな痛みを伴うものでなければ、こ

れ以上の悪化を防ぐことは対応としてとることは、できつつあります。さらに、京都議定書で示

された地球温暖化対策への取り組みも行われています。ともかく、現状をしっかりと認識するた

めの科学的な裏づけがなされることが重要であることはいうまでもありません。このため研究者

の努力は大きく評価されなければなりません。 

ともかく、従来の倫理学の枠組みでは、対応できない問題を解決するための新たな倫理学が求

められることになりました。 

このような背景を受け、応用倫理の分野のひとつとして、環境倫理が生まれてきました。ただ、

一方で、「人間中心主義的環境倫理」として、従来の標準的な倫理学の原理を、新しい社会問題に

応用することを提唱しているグループもあります。現在の環境問題は、従来の倫理学をもとに、

次世代、将来の世代の人間を道徳的責任と対象とみなすことで、人間中心主義は拡張することが

できるとするものです。 

 

B-3. 何でこんな状況に陥ったのか 

ステージの２つ目である人間と人間以外の生物間の倫理に入る前に、基本的な命題として、環

境悪化の原因は何かということを再整理しておきましょう。ここでいう環境悪化の原因というの

は、汚染を垂れ流した等の現象的な原因ではなく、そのような自体を容認にした考え方の原因え
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をいいます。 

さて、どうして、このような事態に陥ってしまったのか？考えられるのは、次のような事柄で

しょうか。 

⚫ 短期的な経済的な私利私欲の追求にあった 

⚫ 未来の善が、現在の善ほどに考慮されていなかった 

⚫ 生態学的な理解がなかった 

⚫ 西欧では、キリスト教の教義が人間中心で、人間以外のその他の存在は、人間のため

の道具として考えた 

⚫ 地球的なスケールで考える能力の欠如 

 

人間中心主義とは、人間だけが道徳的価値を持つとする考え方で、権利を持つ唯一の存在とし

て捕らえるものです。つまり、自然界に関して責任はあるが、自然界に対して責任はないとかん

がえることで、人間以外の自然界に対するいろいろな責任は、その自然界から享受すべきほかの

人間に対して責任はあるが、自然界そのものに対する責任はないとするものです。 

私たち技術者の先輩諸氏も、工学、技術は、基本的に人間や人間社会に対する幸福追求を目的

としているものであって、人間以外の生物の幸福のために行動するということはありませんでし

た。その意味では、技術者は、人間中心主義の人々に属しています。もっとも、かつては、全員

が人間中心主義であったのですが。 

したがって、自然を守るのも、種の絶滅を危惧するのも、人間への影響を懸念するためである

という考えが主流になっています。人間が快適な生活を享受するためには、周辺の自然環境が豊

か出るほうが望ましいと考えます。ただし、蚊や蟻に煩わされたりすることは望みませんから、

自然環境というものの人間から見た快適さを取り出した公園緑地としての自然環境ですが。また、

種の絶滅も、医薬品の多くが特定の生物から見出されることをもって種の保存が大切だとする考

え方です。 

人間ですから、人間中心の考え方をもっていて当然ですが、これまでの歴史を振り返ると、奴

隷差別、男女差別、人種差別等を経てきました。奴隷はご主人様の所有物であり、自由に処分で

きる時代もありました。女性や有色人種に対しても同様です。人間中心というものの、人間とい

う範疇が歴史の中で拡大されてきました。 

現在、人間中心主義ではなく、生命中心主義として、人間以外の生物にも道徳的な価値を認め

ることが必要であると提唱する人々がでてきました。人間中心主義への批判から生まれてきた「非

人間中心主義的倫理学」の誕生です。 

 

B-4. 環境倫理の整理 

さて、ここで環境倫理について整理しておきましょう。 

環境倫理とは、「環境保護主義の一部分となっている規範的判断を体系的に研究し、評価する

ことを内容とする哲学の一部門」ともいわれます。特に、規範的倫理学から、哲学的倫理学への

流れの中で、環境倫理は、単に、規範を述べるだけでなく、対立している価値、その対立の根底

をなしている競合的な要因について検討することが必要です。 

また、全体論的倫理学として、全体を構成する個より、個の集合に対し道徳的責任を持つと考

えるところにも特徴があります。種の保存、個の関係性を重視するもので、生態学の影響を強く

受けるものです。 

環境倫理の発祥は次の 3 つの流れを受けているといわれます。 

⚫ 自然の生存権の問題 

⚫ 世代間倫理の問題 

⚫ 地球全体主義 

このうち、｢世代間倫理｣については、現在世代は、未来世代の生存の可能性に対して責任があ
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るというもので、地球環境の破壊、資源の枯渇などの行為は、未来世代への背信行為であるとい

うものです。そして、現在の民主主義は、異なる世代間にまたがるエゴイズムをチェックする機

能はないとし、新たな倫理・ルールを求めるものです。 

また、自然の生存権については、あるがままの世界（人間が介入しない状態）があるべき姿と

する「保存主義・不干渉主義」というものもあります。人間の手の入らない状態が BEAS な姿で

あるとするものです。自然度が高いほどいい自然であると判断され、人工の手が入れば、望まれ

る自然状態から外れてくるというものです。わが国の環境行政も、かつては人間の手の入らない

自然状態が BEST であるという解釈がありましたが、現在では、人手の入った「里山」も良好な

自然環境と解釈する流れがあります。自然の豊かさ（多様性）を評価するというものです。ただ

し、自然とは、時間とともに変化するもので、植生でも遷移が進み、草本から潅木へそして樹林

へという風に変化します。本来の自然？というものは、それが善でも悪でもないと考えますが。 

 

B-5. 持続可能性というテーマ 

環境の問題を考える際のキーワードとして、「持続可能な発展」という言葉が大切です。この

定義は、「未来の世代が自分たちの欲求を満たすための能力を減少させないように、現在の世代の

欲求を満たすような開発のこと」を言うと理解していただければいいかと思います。 

ただし、有限な資源を用いるのである限り、成長を続けていけば、必ずや持続不可能という事

態に到達するため、単に、その時間を遅らせるというに過ぎないのではないかと意見する人もい

ます。 

この持続可能な発展のための 3 つの条件が提案されています。（ハーマンデイリーの提案） 

⚫ 土壌・水・森林・魚などの再生可能な資源の持続可能利用速度は、再生速度を超

えるものであってはならない。 

⚫ 化石燃料等の再生不可能な資源の持続可能な利用速度は、再生可能な資源を持続

可能なペースで利用することで代用する限度を超えてはいけない。（石油の消費速

度が、太陽熱発電等の再生利用可能な資源への代用速度を超えてはいけない） 

⚫ 汚染物質の持続可能な排出速度は、環境がそうした物質を吸収し無害化できる速

度を超えるものであってはいけない 

つまり、持続可能性とは、枯渇型資源への依存からの脱却と廃棄物累積の回避であるといえま

す。 

技術者倫理も、基本は人間中心主義的な発想であると考えられます。それは、技術自身が、人

間の幸福を求めているためであり、当然の帰着ではありますが、しかし、技術者といえども、環

境倫理を意識しなければいけない時代になりました。のちほど、事例で、国土交通省自らが提唱

して進めてきた「多自然型かわづくり」を環境倫理の視点で考察することにしますが、環境倫理

学とは、「人間と自然環境との道徳的関係についての体系的説明（ジャルダン）」であるともいわ

れます。 

 

B-6. 環境倫理が出してきた権利の領域 

さて、話を戻して、第 2 のステージの話、人間と人間以外の生物との関係の冠する倫理の話を

しましょう。 

人間以外の生物にも道徳的価値を認める必要があるとの意見は、次の領域に意見が分かれてい

ます。 

① 動物の領域 

② 植物をも含めた生物の領域 

③ 山や川などの生命を持たないものも含めた自然環境を対象とした領域 

歴史的過程として、これらは、次の代表的な流れにあります。 

⚫ 動物の領域：ピーターシンガー「動物の解放」 
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⚫ 生物の領域：「生態系主義」生物の多様性 

⚫ 自然環境の領域：レオポルドの「土地倫理」 

また、動物の領域に権利を拡張するといっても、同じ動物や生物への配慮でも、種レベルのも

と、個体レベルのものがあります。現在の公共事業における環境への配慮は、種レベルの保全・

保存で、個体レベルのなることは、「文化財保護法」が絡まない限りでてこないのが実情です。こ

れは、前述したように、技術の目的が、あくまで人間の幸福であることに留まっているためと考

えていいのではないでしょうか。 

さて、それぞれの主張に対して、当然、問題もあります。 

動物の領域の問題として、動物として権利を認める動物の区別を設定することの理由が厳格で

はないことが挙げられます。例えば、シンガーは、「苦痛をあたえるかどうか」で判断するとして

います。殺すこと自体が問題なのではなく、苦痛を与えて殺すことが問題とするものです。類人

猿、イルカ、クジラ等は、一定の知能を備えているために生きる権利があるとする意見もありま

す。知能で線を引くやり方ですが、これでは、人間の中でも植物人間の状態になった人、あるい

は嬰児と比べると、当然、動物のほうが知能が高い場合もあり、矛盾を生じます。また、鳥や魚

は、知能というレベルでは、劣るものの意識はあるため、苦痛を与えてはいけないとし、昆虫等

は、感覚能力もないため苦痛を与えることもよしとする。・・・ 

ただし、動物の苦痛の理解が不十分な点もあります。最近の意見として、痛みと苦痛は別物で

あるという報告もあるのですが、そうなると、評価の方法も当然異なってきます。「動物感覚：著

者」 

ともかく、これらは、どこかに線を引くという意味で、差別主義的であり、無理があるように

思われます。 

また、権利を認めると同時に、義務も発生するというのが通常の考えですが、動物に義務はあ

るのか、あってもどのように義務を履行してもらうのか、このあたりもなかなか常識的な考えに

は同化できないところがあります。 

しかし、動物の権利は、やはり認める必要はあると考えます。ただし、自然利用の目的の中で

分類すると、①趣味や贅沢のため、②生活のため、③個人の生存のため、④人類存続のための 4

つのランクに区分されるとすると、①での目的のために動物の生存を脅かすのは問題であろうと

考えます。スポーツとしてのハンティング、ぜいたく品としての毛皮のための動物の殺戮等。こ

れらは、非買運動や社会的な評価としての圧力により制限されているところもあります。しかし、

環境倫理が求めるものは、むしろ対立が生まれた場合の価値判断の根拠を提示するところに意味

があるとするのであれば、「人類のために絶滅の危機に瀕している動植物を保護することが人間の

完全義務となった場合、人間のある特定の個人の生存とが、選択肢に上がった場合は、どうする

か」等の課題に答える準備が求められます。 

例えば、河川事業等で、河川整備の区間に希少な生物の生息が確認され、やむおえず回避する

ためにルートを変更するような状況があるとき、一方で、種の絶滅を防ぐために住み慣れた場所

を移転しなければいけないという状況が考えられます。まだ、人間の生き死にの問題に発展した

ものではないのですが、きちんと説明責任を果たす上での倫理的な基準が、事業をする側にも、

被害をこうむることになった側にも必要となるでしょう。原則は、公的な支援の下、移転するこ

とで解決するのでしょう。しかし、生き死ににかかわる問題となった場合は、ある生物の種の絶

滅と、人類というものの有る特定の個人の生存のどちらを選ぶのか？これは、きわめて難しい問

題だと思います。さて、皆さんはどう思います。 

最初の皆さんへのテストです。 
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B-7. その他の事項 

そのほかの事項。 

⚫ 「生態系」というのはいったい何なのか？ 「事実概念」なのか、「規範的概念」なのか、必

ずしも明らかではない。つまり、事実概念であれば、なぜ守らなければいけないのかという

理由が要る。しかし、環境倫理では、規範的概念として「生態系」を守らなければいけない

という。 

⚫ 種の絶滅を侵さない範囲で自然生物の利用が許されるのか、実験動物の個々の存在に対する

道徳的な価値はないのか。 

⚫ 保存主義、不干渉主義がいうところの、自然の生態系には、秩序と調和があると仮定してい

るがそれは本当か。 

⚫ 生態系のすべての構成要素（生物）は、全体の枠組みの中で固有の価値を占めているし、ま

た、それぞれの生物が、独自の仕方で自然の秩序に貢献している。したがって、自然はバラ

ンスを乱されていないことが善である。これは真実か。 

⚫ 人間が介入しない状態が世界のあるべき状態（善）である。これは真実か。 

 

その他の環境倫理の考え方。 

「土地倫理」の考え方 

土地そのものに道徳的価値があり、権利を持っている。 

ディープエコロジー 

ディープエコロジーは、生態学（科学）の上に成り立つ、生態系中心主義、非人間中心

主義。８つの要綱：P330 

生態学を最高の権威にすえる。しかし、科学が哲学になりうるのか？ 

人間を嫌悪して、何の価値が得られるのか？ 

ディープエコロジー運動：エコテロリズムは許されるのか？ 

倫理上求められた規範を実現するための壁を、どのようにして乗り越えるべきなのか 

環境問題が、単に倫理問題ではないことを理解するように要請している 

 

⚫ われわれの責務は、人間や人間以外の生き物が、どのように生活が営まれているのかの情報

や知識、そして総合力を持つこと。共感する能力を持つこと。 

⚫ 人間の可能性として、「理性で理解し判断する部分」＋「感性で理解する部分」この 2 つの能

力で判断することが大切であると考える。特に、望ましい価値観をもつことが必要。 

⚫  
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Ｃ：技術者倫理と企業倫理 
授業科目「社会資本整備と技術者倫理」 

平成 18年 10月 4日（水）第 1講座目 

はじめに 

技術者倫理と企業倫理について、お話しします。 

実は､このあたり昨年のこの講座を担当された高城先生の講義資料が充実していますので、そち

らを掲載させてもらいます。なお、本当に残念なことに、高城先生は、今年の 8 月にお亡くなり

になりました。国際的にもご活躍されていましたので、残念な限りです。ご冥福をお祈り申し上

げます。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

技術者倫理の成り立ち      

（技術者倫理 第 1 回 2005 年 12 月 14 日 担当 高城重厚（非常勤講師）レポートからの抜粋） 

 

技術者と倫理の関係を説明する前提として、技術者という職業はどのようして成立してきたかを考

えてみたい。米国テキサス州のプロフェッショナル・エンジニア（P.E.: professional engineer）の業

務を規定するテキサスエンジニアリング業務法(The Texas Engineering Practice Act, Rev.2000)を読

むと、“この法律の意図および目的を推進するために、ここに、エンジニアリングの実務は学問的な専

門職業(learned profession)であって、そのつもりで実務を行い、または規制されるべきことを宣言す

るものであり、この州において実務を行う者は、州および公衆に対し、この州の他の学問的な専門職

業の倫理および実務と同等の、高度な専門職の基準による説明責任を負わなければならない”と述べ

ている。   

西欧近代は歴史のなかで、learned profession という特殊な専門職能力を育ててきた。これは社会の

なかで、ある特別な専門知識や技術を扱う職能集団のことで、神父、医師、法律家という三つの職能

がこれにあたる。神父は信者の魂を、医師は患者の命を、法律家はこの世の法そのものを、専門的に

扱うことが許され、専門的サービスの供給という業務が託されることになる。この一員になるために

は長い専門教育を受け、普通は国家資格を取らなくてはならない。 

神父は神学校で教義を学び、医師は医学教育を受けて国家資格をパスし、法律家は司法試験に受か

らなければならない。そしていったん資格を獲得すると、半自治的な職能集団(ギルド)に属することに

なり、独自の厳格な倫理規定に従わなければならなくなる。彼らは、専門知識や技術を社会に提供す

る特別の職分として自治と特権が与えられる一方で、それを行使する場では価値中立性が求められる。

1)  

 

エンジニアは学問的な専門職業 

テキサス州は、プロフェッショナル・エンジニアを、神父、医師、法律家と同じ専門職能であると

いう。そうであれば、テキサス州の法律では、プロフェッショナル・エンジニアには、どのような特

権が与えているのだろうか。法律の目的には、“数学、自然科学および工学の知識の急速な進歩が、エ

ンジニアリングの実務に応用されるとき、われわれ人間の生命、財産、経済および保安、さらに国防

に及ぼす重大な影響を認識して、この法律が意図するのは、 

(1) 公衆の健康、安全および福利を守るために、エンジニアリングの実務を行う特権を、この法律

の規定のもとで正当に免許されて実務を行う者のみに委ねること、 

(2) この法律のすべての規定が厳格に遵守され実施されるようにすること、ならびに 

(3) 州および公衆が、この州においてエンジニアリングの実務を行う資格を正当に見分けることが

できるように、行為の責任の所在を特定できるように、免許された者のみがエンジニアリング

の実務を行うこと、また、自らを「エンジニア」と呼ぶべきこと”と書かれている。 
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また、エンジニアリングの実務とは、“役務または創造的な作業を意味し、その適切な遂行は、公共

または民間のいずれにおいても、数学、自然科学または工学の特定の知識または判断をそれらの役務

または創造的な作業に適用するについて、エンジニアリングの教育、訓練または経験を必要とする”

と定義されている。 

ここから読み取ると、公衆の健康、安全、福利を守るために行われるエンジニアリングの実務は、

すべて免許されたプロフェッショナル・エンジニアに委ねられるように見えるが、実際は、それほど

簡単ではない。エンジニアリングが応用される範囲はひろく、適用される技術は多岐にわたり、単純

にエンジニアへ免許を与えるだけでは片付かない。 

 

エンジニアリングは幅が広い 

米国第 31 代の大統領(1929 年に就任)であったフーバー(Herbert Clerk Hoover)は、自身もエンジニ

アであったが、エンジニアリングをつぎのように幅のひろいものであると感じていた。 

“エンジニアリングはたいした専門職業である。そこには、想像力の産物が科学の助けを通じて紙

上に計画として浮かび上がるのを見守る魅惑がある。それからそれが、石材や金属やエネルギーによ

って現実のものとなる。そこでそれは、男たちに仕事と家庭をもたらす。そのようにしてそれは、生

活の水準を高め、人生をより快適なものにする。エンジニアの大きな責任は、その仕事が公開の場で

遂行され、すべての人がそれをみることができるところにある。エンジニアの行為は、一歩一歩、形

のあるものになっていく。エンジニアは医者がするようにその誤りを墓に埋めてしまうことができな

い。エンジニアは、結論がでない議論はできないし、法律家のように裁判官を非難することはできな

い。エンジニアは、建築家のように、その不手際を樹木や蔦（つた）で覆うことはできない。エンジ

ニアは、政治家のように、反対者を非難することによって自分の短所を覆い隠したり、人々が忘れる

ことを期待することはできない。エンジニアは単に、自分がしたことを否定できないのである。その

仕事がうまく機能しなければ、末永く非難される。”2) 

このようにエンジニアリングの仕事は幅が広い。エンジニアの数は多く、あらゆる産業分野で活躍

している。そうすると、医師や弁護士のように、働く領域がある程度定まっている専門職能とは異な

り、エンジニアの業務のすべてを免許という人にたいする規制で縛ることは、実際上、難しい。 

テキサス州の法律においても、実態的に、免許が必要とされる業務は、公共事業に携わるシビル・

エンジニアや一定以上の規模の設計や工事管理を行う構造エンジニア(日本の建築士に相当する)に限

られる。一般の製造業などの産業に従事しているエンジニア、連邦政府のエンジニア、電力・水道な

どの公益事業のエンジニアなどは免許の取得が免除(industrial exemption)される。しかしながら、免

許の有無にかかわらず、エンジニアは、どのような産業分野において活躍していても、プロフェッシ

ョナル・エンジニアという専門職能であるという存在感を社会に示すことができるはずだ。 

 

英米におけるエンジニアの成り立ち 

英国： 

エンジニアが自己の業務がプロフェッショナル・エンジニアとしての業務であると認識し、そのよ

うな仕組みを創りあげてくるのは、18 世紀末の英国における産業革命の時期にさかのぼる。産業革命

を支えるインフラストラクチュアの道路、運河や鉄道などの建設が急がれたが、当時のエンジニアは、

これらの事業のマネジャーであり、監督であり、あるいはオーナーであり、それぞれ独自の工法で事

業を遂行していた。 

そのような状況で、プロフェッショナル・エンジニアとは、「技術や事業遂行の経験を交換し、共通

の利益を追求すべき専門職」であると認識するエンジニアがでてきても不思議ではない。その第一歩

は、英国の若いシビル・エンジニアのグループが、1818 年に、シビル・エンジニアの協会を創立した

ことである。この協会がシビル・エンジニア協会(ICE; The Institution of Civil Engineers)であり、こ

れが世界最初のプロフェッショナル・エンジニアの協会となった。協会は、運河の開削と橋梁の建設

で著名なシビル・エンジニアであったトーマス・テルフォード(Thomas Telford)を会長に招聘した。 
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ICEに続いて1946年に機械エンジニア協会(IME; The Institution of Mechanical Engineers)が鉄道

エンジニアによって設立された。蒸気機関の発明者のジョージ・スチブンソン(George Stevenson)が、

ICE に会員として加盟を求めたところ、論文によって能力を証明しない限り承認せず、と拒絶された

ことから、IME の設立となったというから面白い。 

英国では、19 世紀末まで、認定された技術教育がなかったので、エンジニアがプロフェッショナル・

エンジニアとして認められることと、ICEや IMEの会員と認められることとは同義であり、会員証は、

すなわち、プロフェッショナル・エンジニアの認定証であった。 

 

米国： 

アメリカ機械エンジニア協会(ASME; American Society of Mechanical Engineers)は、1880 年に設

立された。1880 年代には、米国で 85 の大学機械工学部があり、機械エンジニアの教育の場は、整い

つつあった。機械エンジニアの多くは、鉄道、工作機械、製鉄などの分野で活動していた。ASME は、

1909 年に組織的な研究活動によって、いわゆる ASME 規格といわれるボイラー規格などの技術規格

の制定をはじめた。 

これらの英米における協会設立の最大の目的は、専門技術や立場は異なるが、プロフェッショナル・

エンジニアの意見を公開し、知識職業としての地位を向上させ、会員の品位ある行動を示すことにあ

ったが、同時に、議会と折衝して専管業務を獲得することにもあった。専管業務の獲得は、上記テキ

サス州の例でみるように、必ずしも、期待したようではない。1972 年には、シビル・エンジニア協会

の倫理規程の１項が競争入札を制限しているとして司法省から訴えられ、この項は削除された。 

協会は、会員に対して行動の共通規則の遵守を求めた。これらの倫理規則は、会員の技術的な誠実

さをまもることであり、すなわち、エンジニアは社会の便益のために技術を用いる責任があり、その

ためにエンジニアは、雇用者や顧客のみならず、社会に対しても義務をもつという考えは一貫してい

た。3) 

 

わが国におけるエンジニアの成り立ち 

工部大学校： 

わが国の工学教育は、1873(明治 6)年、工部大学校の開校によってはじまり、これが、英国からのお

雇い教師ヘンリー・ダイア－(Henry Dyer)の指導によったものであったことは良く知られたことであ

る。工部大学校は帝国大学工学部となり、工学教育は順調に推移し、1912 年(明 45)年までに工科大学

卒業生は、2638 名に上った。ここで、注目すべきことは、卒業生の 40％にもあたる 1006 名が、官庁

技術員として政府に就職していることである。次いで、約 30％の 914 名が会社等技術員として民間に

就職している。工業教育が、急を要する国家の工業化の政策と一体となって運用されていたことがわ

かる。 

 

エンジニア協会： 

わが国の最初のエンジニア協会といえるのは、1879(明 12)年に工部大学校の第 1 回卒業生によって創

立された工学会であるが、これはいわば、官庁技術員であるインハウス・エンジニアの集まりであっ

て、英米に見られるような一般のエンジニアリングの業務を主体とするエンジニアの協会とは、その

構成も目的も異なったものであった。 

 その後、個別の専門技術の学会が、工学会から独立していくが、日本機械学会(JSME; Japan Society 

of Mechanical Engineers)が 1897(明 30)年に設立された。JSME は、これまで 100 年の間、もっぱら、

学術団体(Academic Society)として機能してきたが、現在、公衆を意識した職能団体(Professional 

Society)としての活動に軌道を移そうとしている。1999 年には、日本機械学会倫理規定も制定された。 

土木学会(JSCE; Japan Society of Civil Engineers)の設立は、やや遅く、1914(大 3)年である。土木

学会は、1938(昭 13)年に、早くも、「土木技術者の信条および実践要綱」を発表した。これは、わが国

のプロフェッショナル・エンジニア協会として初めての倫理規定の制定である。起草者の青山士は、
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パナマ運河の開削工事に従事した経験をもち、ASCE の倫理規程をベースにして、この要綱を策定し

たといわれる。その後、土木学会は、1999 年に新たに倫理規定を制定した。 

  

日本技術士会： 

日本技術士会(IPEJ; The Institution of Professional Engineers)は、1951(昭 26)年、コンサルティ

ング・エンジニアを専門技術業として発展させることを目的として設立された。日本技術士会は、技

術についての業務を専門の職業として育成するための法律の制定を政府に求め、これが 1977(昭 32)年

の技術士法の制定によって実現した。日本技術士会の運動の方向は、英米のプロフェッショナル・エ

ンジニア協会の目指す方向と同じであったが、多くの分野のエンジニア協会や技術者教育との連携が

少なく、社会への認知が進まなかった。2000(平 12)年の技術士法の改正は、社会への責任を明確にし

た新しい技術士の役割を求めており、これで、社会への認知が加速することが期待されている。IPEJ

は、1961(昭 36)年に技術士倫理要綱を制定し、1999 年に改訂した。 

 

日本の技術士(プロフェッショナル・エンジニア)制度 

技術士法の改訂(2000 年)： 

技術士法は制定後約 40 年を経て大幅に改正され 2001 年 4 月から施行されている。改正の基本的な

考え方は、「国際的な相互承認の要件を満たし、かつ、技術に係る者は、実務担当能力を有することは

もちろんのこと、社会や公益に対する責任を企業等の活動の前提とする旨の高い職業倫理を備えるこ

とが必要である。」と示され、国際的な共通性と技術者の社会への責任を強調している。 

 

技術士の定義： 

技術士は、“技術士の登録を受け、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、設計、分析、試験、評価又はそれらに関する指導を行う者を

いう”と定義される。技術士資格は、このような技術能力をもつ技術者に対して、技術士という名称

の独占を与えるものであり、特定の業務に対する免許を与えるものではない。しかしながら、優れた

技量をもつ技術者を評価し登録する仕組みが有効に働いていれば、これに対する社会の評価も高まり、

特定の技術分野においてそれに相応する資格の保持者が起用されるという事例も多い。社会的規制が

緩和される趨勢のなかでは、名称を規定する資格と、特定の業務に免許を与える業務資格との壁は、

次第に低くなってきている。 

急速に進展する国際環境に対応して、改正された技術士制度は、上記の英米の技術者制度とその仕

組みの上では同等のものになった。技術者の資格を認定する基準も国際的な整合性があり、技術者の

国際的な相互承認も可能となった。今後は、この仕組みを、さらに充実させ、国際的な連携をさらに

深めていくことが重要である。 

 

参考文献： 

1) 米本昌平「知政学のすすめ」(p.19) 中央公論社 1998 

2) 日本技術士会訳編「環境と科学技術者の倫理」(p.26) 丸善 2000 

3) 高城重厚「エンジニアは規制をどのように使うか」（科学技術と倫理 Vol.1 No.4）科学技術倫理フォー

ラム 2003 

――――――――――――――――――――――――――――― 

エンジニア協会の倫理規程 

（九州大学工学部 技術者倫理 第 3 回 2005 年 12 月 15 日 担当 高城重厚（非常勤講師）） 
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倫理規程は意思決定を導く原則の 1 セットである 

倫理規程は、技術者の行動や意思決定を制約する窮屈なものであると誤解されることが多い。事実、

技術者の世界的な連合である WFEO(The World Federation of Engineering Organizations)でさえも、

2000 年 11 月に定めたモデル倫理規程の一般原則でつぎのように言っている。 

「専門職は、自己規制の特権と責任をもち、技術専門職もそうであるが、先ず、第一の選択肢とし

て、責任ある専門職業務の基本と枠組みをかたちづくる専門職倫理規程の基本原則を支持する方針を

とってきた。このような関係から、専門職の倫理規程は、時には、受身で遵守するための行動「規則」

の 1 セットであると間違って解釈されてきた。専門職にとって、より適切な規程の使用は、原則の根

底にある要素を、状況に応じて、日常の意思決定の場でダイナミックに解釈することである。必然的

に、専門職の倫理規程は、行動の最低基準を示すというよりは、むしろ、日常の業務において、専門

職を導く原則の 1 セットである。」 

倫理規程は、WFEO が言うように、技術者の行動を規制するものではなく、日常の業務において意

思決定を導く原則として使うことが望ましい。倫理規程が制定された最初の動機を振り返ると、専門

職技術者(プロフェッショナル・エンジニア)が職能集団として、他の専門職業と同じように、自らの行

動のルールを定めて、集団に所属するメンバーの職を確保しようとするものであった。いわば、ギル

ドのメンバーに遵守を求めるルール以上のものではなかったが、これが、社会が技術者を見る目が変

化するにつれて変わってくる。 

 

プロフェッショナル・エンジニアの倫理規程制定の動機は 

アメリカ土木エンジニア協会(ASCE; American Society of Civil Engineers)が、1914 年に採択した最

初の倫理規程は、専門職として業務の実施にあたり、技術者と技術者との間、および技術者と依頼者

との間での望ましい行動のあり方を規定したものであった。この規程に、公衆への視点が現れてくる

のは、1975 年のことであり、「技術者は、専門職の義務の遂行において、公衆の安全、健康、および

福利を最優先する」と定めた。環境への配慮の視点は、さらに遅れて、1997 年にようやく「技術者は、

持続可能な開発の原理に従うように務めるようにする」と言明した。 

このように、エンジニア協会が展開させてきた技術者倫理の原則は、要約すれば、つぎの順序であ

ったことがわかる。 

1) 技術者対技術者が信義を守って仕事をする。 

2) 技術者対顧客の関係を明確にし、顧客の秘密を守る。 

3) 技術者対公衆の関係を理解し、公衆の安全、健康、福利を最優先する。 

4) 技術者対環境の関係を認識し、持続的開発の概念を重視する。 

 

そして、プロフェッショナル・エンジニアの倫理規程は、エンジニアの社会への役割を掲げるもの

に進化してきたが、要約すれば、エンジニアが職能集団として倫理規程を採用する根本的な動機は、

つぎのように示される。 

1) 公衆に与えるイメージを高める目的のために、理想的な行動を定義し、 

2) メンバーの望ましい行動のルールを確立し、そして 

3) 公衆の善のためという価値観を背負った意思決定を奨励する。 

 

ここから読み取れることは、倫理規程を、受身ではなく、エンジニア集団の社会への役割を果たす

指針として利用しようとする積極さである。このような積極さの例を、アメリカの ASCE の倫理規程

から見てみよう。 
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表 1 アメリカ土木エンジニア協会（ASCE）の倫理規程 

American Society of Civil Engineers (ASCE) Code of Ethics (1977 年 1 月 1 日発効) 

基本原理 Fundamental Principles   

技術者は，技術専門職業の誠実，名誉，および尊厳を高く掲げ，かつ前進させるものとし，このために： 

Engineers uphold and advance the integrity, honor, and dignity of the engineering profession by:  

1. 自分の知識と技量を，人間の福利の増進のために用いる． 

1. using their knowledge and skill for enhancement of human welfare and the environment; 

2. 正直で偏らないようにし，そして公衆，自分の雇用者，および依頼者のために誠実にサービスする． 

2.  being honest and impartial and serving with fidelity the public, their employers and clients; 

3.  技術専門職業の有能性と威信を高めるよう努力する．そして, 

3. striving to increase the competence and prestige of the engineering profession; and 

4.  自分の専門分野の専門職協会および技術協会を支える． 

4. supporting the professional and technical societies of their disciplines.  

 

基本綱領 Fundamental Cannons 

1. 技術者は専門職の義務の遂行において，公衆の安全，健康，および福利を最優先する． 

1. Engineers shall hold paramount the safety, health, and welfare of the public and shall strive to 

comply with the principles of sustainable development of their professional duties. 

2. 技術者は，自分の有能な領域においてのみサービスを行う． 

2. Engineers shall perform services only in areas of their competence. 

3. 技術者は，公衆に表明するには，客観的でかつ真実に即した方法でのみ行う． 

3. Engineers shall issue public statements only in an objective and truthful manner. 

4. 技術者は，専門職の事項について，雇用者または依頼者それぞれのために，誠実な代理人または受託者と

して行為し，そして利害関係の相反を回避する． 

4. Engineers shall act in professional matters for each employer or client as faithful agents or trustees, 

and avoid conflicts of interest. 

5. 技術者は，自分のサービスの真価によって自分の専門職としての名声を築き，そして他人と不公平な競争

をしない． 

5. Engineer shall build their professional reputations on the merits of their services and shall not 

compete unfairly with others. 

6. 技術者は，技術専門職の名誉，誠実，および尊厳を高く掲げ，かつ増進するように行為する． 

6. Engineers shall act in such manner as to uphold and enhance the honor, integrity of the engineering 

profession. 

7. 技術者は，自分の専門職の発展が，自分の経歴を通じて持続するようにし，そして自分の監督下にある技

術者に，専門職としての発展の機会を与える． 

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

opportunities for the professional development of those engineers under their supervision.  

 

 

NSPE はエンジニアリング・サービスの競争入札を禁じていた 

さらに、技術者倫理規程のもう一つの利用方法として、専門職業の業務の発展とその拡大を図ること

への利用がある。 

例えば、1974 年版の NSPE(National Society of Professional Engineers)倫理規程第 11 条は、つぎ

のように規定し、エンジニアリング・サービスの価格競争を禁じていた： 

「第 11 条－技術者は、雇用や昇進のために、あるいは競争入札によって技術業契約を得るために、

役職上の地位を利用したり、他の技術者を批判したり、その他の不適切なあるいは疑わしい方法で、
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他の技術者と不公正に競合することをしない。 

第 11 条(c) 技術者は、競争入札によって、エンジニアリング・プロポーザルを提出することを求め、

あるいは提出することをしてはならない。」 

Section 11 – The Engineer will not compete unfairly with another engineer by attempting to 

obtain employment or advancement or professional engagement by competitive bidding, by 

taking advantages of a salaried position, by criticizing other engineers, or by other improper or 

questionable methods. 

c. He shall not solicit or submit engineering proposals on the basis of competitive bidding. 

Competitive bidding for professional engineering services is defined as the formal or informal 

submission, or receipt, of verbal or written estimates of cost or proposals in terms of dollars, 

man days or work required, percentage of construction cost, or any other measure of competition 

whereby the prospective client may compare engineering services on a price basis prior to the 

time that one engineer, or engineering organization, has been selected for negotiation.          

 

この第 11 条(c)項は、反トラスト法違反の疑いがあるとして、NSPE は司法省から告訴され 6 年間に

わたって争ったが、1978 年、コロンビア特別区地方裁判所の命令によって、この項は無効とされた。

NSPE は、この命令および合衆国最高裁判所の判決にしたがって、倫理規程を 1996 年に改定したが、

この改訂版には、つぎの補足説明がある： 

「合衆国最高裁判所が 1978 年 4 月 25 日の判決で、“シャーマン法(反トラスト法)は、競争入札を要

求しない”と宣言していることを、ここに記する。さらに、その最高裁判所で明らかになったこと

を記する： 

1． 技術者及び事務所は、エンジニアリング・サービスへの入札を、個別的に拒否することができる。 

2． 依頼者は、エンジニアリング・サービスへの入札を求めることを要しない。 

3． エンジニアリング・サービスを確保する手続きに適用される連邦、州、および地方の法律は、影

響されることなく、そのまま完全な効力と効果がある。（以下略） 

 

このように NSPE は、競争入札の禁止を倫理規程の中に含めることは違法とされたが、エンジニア

リング・サービスの提供の方法については、価格だけで選定する競争入札ではなく、技術者の能力を

基本として選定する方法(QBS: Qualifications Based Selection)の採用を認めさせ、実質的に、質の高

いサービスを提供する手段を確保した。QBS による選定方法は、1972 年にブルックス法として制定

され、建築およびエンジニアリング・サービスの公共調達に適用される。 

 

Brooks Act, 1972 

・ Brooks Act は、1972 年に制定され、連邦政府の公共調達は、この法にしたがって実施される。5

州を除く各州も同様の法律を制定している。 

・ 入札には、技術者として P.E.(Professional Engineer)資格者の業務への従事が必要。企業としての

登録は不要であり、プロジェクトごとに PQ(Prequalification 事前資格審査：技術力、経営状況お

よび実績等の審査)を実施する。 

・ 提出されたプロポーザルは資格審査基準によって評価され、その結果により選定され、順位が決定

される。必要に応じてヒヤリングがある。順位 1 位の応札企業から価格交渉し、契約者を決定す

る。 

 

プロフェッショナル・エンジニアの倫理規程の使い方 

2000 年の技術士法改正の基本的な考え方では、「技術に携わる者は、実務担当能力を有することはも

ちろんのこと、社会や公益に対する責任を企業等の活動の前提とする旨の高い職業倫理を備えること

が必要である。職業倫理を徹底するためには、技術者が属する企業等を含め社会全体がその重要性等
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について十分に理解することが不可欠である」と、技術士(プロフェッショナル・エンジニア)の社会的

な責任を繰り返し述べている。 

倫理規程は、プロフェッショナル・エンジニアの社会での役割を確実にするために、そして、公衆

や社会に与えるイメージを高める目的のために積極的に使うことが望ましい使い方であり、その理想

的な行動を促すことにつながってくる。 

 

 

 

なお、企業倫理の活動の一環として、㈱建設技術研究所のコンプライアンス活動（ＣＳＲ）と、

土木学会の土木技術者倫理規定を、パワーポイントで紹介しましょう。 

 

(パワーポイント資料参照) 

 

 

 (参考) 

報告書(レポート)作成時の倫理的心得：知的所有権について 

技術者として、とるべき道が「技術者倫理」といわれるものですが、よくぶつかるのが、著

作権の問題です。学者先生でも、時々、無断盗用で、問題になることがありますが、コンサ

ルタントをやっている私たちにとっては、日常、意識していなければいけない問題です。 

 

 

「組織の理論」と「個人の倫理」の対立、「企業の営利」と「個人の良心」の対立 

⚫ 技術者の守秘義務と公益優先の課題 

⚫ 企業：利益優先から社会貢献へ、企業倫理の変化 

⚫ これまでは、「効率性の原理」「競争性の原理」、これからは、企業のしっかりした倫理観

が企業を生き延びさせる 

人間は、やってはいけないと思っていることはやれない生き物だそうです。悪いこととは知り

つつ、やってしまうという場合でも、やってはいけないが、これこれの理由で仕方ないと、自分

を納得させた上で、やっているというものだそうです。悪人にも三分の魂ということわざがあり

ますが、いくら悪人でも、普通は、自分の中の論理で肯定できるように仕組んでいるということ

です。 

人情との関係。自分をかわいがってくれている上司が、ミスをしたことを知ったとき、トップ

に伝えるかどうかという問題があります。ミスは、きわめて初歩的なもので能力を問われること

になり、トップに知れたら首になってしまうようなものであったとしましょう。また、ミスの内

容で、会社側は、確率的に損害をこうむる可能性があるが非常に確立は少ないとしましょう。つ

まり、このまま黙っていても、恐らくは、何事もなく進み、プロジェクトは終わってしまうが、

このミスをトップが知ったら、リスクを最小限に抑えるため、相当な投資をするであろうし、そ

の責任を上司は取らされるという場合です。さて、どうしましょう。技術者の倫理としては、当

然、トップに報告すべき内容です。問題は、いくつかのレベルに区分されます。この問題を自分

の中の問題として捉えるというレベルがあります。上司のために黙っておく。もし、ばれたら、

一緒に会社を首になることを覚悟で。覚悟としては、立派で、上司を守ろうとする美談でもあり

ます。さて、これを個人の問題ではなく、社会の問題と捉えるとどうなるか。社会的な責任を放

棄までして、その上司のためにうそをつくのか。結果を受け入れるときに、自分が我慢すればい

いという問題ではなく、社会的な損害が発生するときにどうするのか。さて、あなたは、どう考

えますか？ 
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Ｄ：事例と実践 
授業科目「社会資本整備と技術者倫理」 

平成 18年 10月 4日（水）第 2講座目 

 

さて最後の講座になりました。今回は、これまで学んだことを咀嚼しつつ、私の実経験として

の河川行政における取り組みを、倫理、とくに環境倫理に関する切り口で考察したいと思います。 

また、後半では、いくつかの事例を用い、皆さんに、技術者倫理としての判断や行動につなが

る考え方についてケーススタディとして取り組んでもらおうと考えています。 

最初は少しハードな事例を紹介しましょう。広島市の新交通システムで発生した事故です。こ

れは、単に、工事を受け持った施工会社だけでなく、発注した広島市の発注者責任を厳しく問わ

れた事例です。 

 

D-1.事故事例に見る技術者の責任 

 

(事例)広島市新交通システム橋げた落下事故事件（平成 3年 3月 14日事故発生） 

 

概要については、まず、テキストを参照ください。 

皆さんは、元請、下請けという言葉は、聞きなれていると思います。 

例えば、皆さんが家を立てるとします。その際、家を建てるという行為に対し、大工さんや、

電気配線、水周り等のいろいろな人が関わりますが、自ら、直接、個別にお願いするのでなくて、

それをまとめて、建築会社にお願いするときに、まとめて引き受けた(請け負った)会社が、請負責

任の元、きちんと期限内に注文どおりの家を建ててあなたに引き渡すこととなります。 

このように、請負責任というのは、工事を引き受けた人(企業等)が、下請けを使って責任を持っ

て工事をすする方法で、注文者に対しては、期限内に成果物(この場合は家)を引き渡すことで、契

約は履行されるというものです。公共工事の場合も、この請負制度のもと進められています。 

その時、例えば、下請けが誤って、通行人に怪我をさせた場合、これは、元請である建築会社

の責任で処理されると思います。注文したあなたに対し、心情的な責任は感じることはあっても、

一般的には、法的な責任は及ばないと思います（無理な注文をした場合には、責任が来ることも

ありますが。例えば、無理を承知で徹夜で作業をあなたが命じ、そのため不注意をまねいた等） 

しかし、公共事業については、近年、発注者責任（注文者責任）が、問われることになってい

ます。その、公共事業の場合における発注者の責任に関する考え方が、時代と共に変わってきて

いることを、まず紹介します。少し、契約、あるいは法律の話しになりますので、表現として難

しいところもありますが、理解するように努めてください。 

 

○発注者責任の変遷 

従来の原則 

建設工事の施主である発注者は、建設工事における工事施工業者である請負人の労働

災害については、民事責任も刑事責任も負わず、元方事業者以下の建設業者が民事責

任や刑事責任を負うものとしていた。 

 

その理由 

工事の施主である発注者は、工事現場で働く労働者を雇用しているわけでもなく、作

業場の指揮命令もしていないので、労働者の使用者になることはないため、建設工事

現場において発生した請負事業者の労働災害については自己の責任を問われること

はないと考えられるためである。注文者は、危険な注文もしくは指示をすればその限

度で発生した災害に対し故意又は過失の刑事責任を問われることがあるに過ぎなく、
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そうでない場合の請負人の使用する労働者の労働災害等の発生について事故防止義

務はないとするのが長い間の我が国の伝統的考え方であった。 

 

最近の傾向 

しかし、公共事業での建設事故を審議するなかで、発注者は、単なる会計法上の立会

いに止まらず、災害防止に対しても責任があることを認め、発注者の工事関係者の労

働災害等についての工事上の事故防止のための監督責任を認めるようになってきた。 

 

その理由 

事故の発生の防止は、施工者側の努力だけで成果が得られるものでなく、工事を発注

する場合の計画・設計・積算・変更等の発注者側の理解と協力を得なければならない

問題が多いとし、発注者に対し実施の協力を求めてきたこと。および、起業者の責務

をうたい、その対策方法を具体的に記述する傾向に変わり、また、公共事業は通常の

民法上の注文者・請負者の関係ではすまないとの解釈が定着しつつあること。 

 

○具体的な事項 

①監督員の解釈について（公共工事標準請負契約約款 16 条） 

監督員の地位について「工事の施工に立会い又は必要な監督を行い、もしくは現

場代理人に対して指示をあたえること」が含まれ、監督員は、工事の施工・管理

全般に渡って必要な監督・指示を行うことができ、作業の安全管理という事項に

ついての監督・指示も含まれる主旨だと読めなくもない。このような理解のもと

では、監督の権限だけでなく、監督権限の行使が義務となる場合のあることを含

んでいると考えられ、この関係において注意義務の根拠となっていると考えられ

る。 

また、注文者が積極的に加害を生ずるような仕事ないしやり方を注文、指図する

場合のみならず、加害を防止すべき措置を指示すべきであるのにそれを怠ったと

いう消極的な態度も注文又は指図についての過失があるとする態度をとっている

のが近時の考え方である。 

②使用者の責任（「民法」：第 71６条（注文者の責任）、第 715条） 

国・地方公共団体が注文者である建設工事の場合、特に、注文者が経済的にも技

術的にも請負人を凌駕する場合や、危険性の大きい仕事の請負については、注文

者の責任を使用者に近づけて考えていく必要があるとする見解がある。 

③地方自治行政の基本原則（「地方自治法」第２条２） 

国や地方公共団体の場合には、国民や市民に対する生命、財産等に対する保護義

務がもともと一般的なものとしてある。･･･住民に対する危険防止の責務が民間工

事に比べてより一層強く求められることになる。 

④工事の変更、中止等（「建設工事請負契約書」第 20 条 4 項） 

天災等発生時の工事中止指示義務が規定されていること等より、一定の危険な事

態が発生した場合には、その損害発生を防止するために、工事発注者側において

も災害を防止すべき義務を負う場合があるというべきである。 

⑤臨機の措置（「建設工事請負契約書）第 24 条 1） 

請負者が災害防止等のための臨機の措置を取る際の監督員からの意見聴取を定め、

監督員自身に災害被害防止その他の工事施行上のための臨機の措置要求権限を認

めている。 

 

さて、このような背景の元、先ほどの事故の状況を振り返って見ましょう。 
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広島市の損害賠償責任については、判決で次のようにふれられています。 

 

➢ 被告広島市は、地方公共団体であって、発注した工事に対する監督体制を整備してい
るものであるから、一般私人が注文者である場合と異なり、被告広島市において本件
工事が第 3 者に被害を及ぼすことを知り又は社会通念上用意に知りえたか否かを判
断するうえでいかなる意味を有するかについて吟味する必要がある。 

➢ 被告広島市は、被告Ｓに対し、現場監督の適切な監督の下に作業を進めることを厳重
に指導することはもちろん、･･･安全対策をとるよう指示すべき義務があったという
べきである。それにもかかわらず、被告広島市は右義務を怠り、･･･安全管理に関し
ては無関心であり、何ら確認、指示等もしなかったのである。･････よって、被告広
島市は注文又は指図における過失があるものというべく、･･････。 

➢ 監督員は、請負者に対し、現場監督の適切な監督のもとに作業を進めることを厳重に
指導することはもちろん、安全対策を確認し、安全対策をとるよう指示すべき義務が
あった。 

➢ 主任監督員は災害防止その他工事の施工上緊急やむを得ないときは請負人に対し所
要の臨機の措置をとるよう指示しなければならない、とされている。それにもかかわ
らず、その義務を怠り、安全確保に関してまったく無関心であり、何らの確認・指示
等をしなかった。これらを行っていれば本件事故の発生を未然に防止できたことは明
らかである。 

➢ 地方自治法 2 条 2 項 1 号では、地方自治体は、地方公共の秩序の維持し、住民および
滞在者の安全、健康および福祉を保持することが規定されている。また、2 号では道
路・橋梁の管理、8 号では防犯・防災・罹災者の救護・交通安全の保持等が規定され
ている。地方自治法の地方自治体の責務に鑑み、発注する工事に対する監督体制を整
備し、安全を確保するための監督をなすべき義務があったというべきである。 

 

自分たちの責任の範囲を、自分たちで勝手に解釈したため、法的な解釈としての監督責任ある

いは注文者責任を全うしないことになり、法の裁きを受けることになる。 

特に、公務員を志望されて、現場を任されたときに、このことをしっかり思い出して、技術者

として果たすべき役割をしっかり果たしていただきたいと思います。 

また、民間に勤めることを希望されている皆さんも、公共事業の場合は、発注者と請負者が一

体になって、責任を全うしなければいけないことをしっかり記憶しておいてください。 

さて、話しは、がらっと変わって、川の話しです。 

 

D-2.河川行政における環境への取り組み 

河川は、コンクリート護岸等の無神経な整備で死んでしまった等の報道を良く見かけます。確

かに、15 年前までは、そのような批判があっても仕方ない状況がありました。しかし、現在、「多

自然型川づくり」等の自然環境に配慮した河川整備でなければ工事ができないという状況になり、

自然豊かな川が戻りつつあります。 

この河川事業における環境面の配慮の変遷を見ることにしましょう。このプロセスの中で、河

川技術者がいかに環境との調和、自然との共生に対してチャレンジしてきたかが理解できると思

います。 

戦後から高度成長期の真っ只中までは、ともかく、災害から生命財産を守るという治水対策、

必要な水を必要なところへ供給する利水事業が、どんどんと進められました。確かにこのような

時代は、川をあたかも水路のようにみなし、コンクリート張りの殺伐とした河川が、全国に生ま

れつつありました。また、そこを流れる水も、工場廃水や生活廃水により汚れ、遠賀川などは、

石炭産業の影響をまともに受け、子どもが川の絵を書くと黒い川を描くというほどひどいもので

あったそうです。 

しかし、環境への意識の芽生えも生まれつつあり、昭和４８年から始まった河川環境整備事業

では、河川の広い空間や水の流れを活用した河川公園整備のように河川空間環境利用が全国的に

盛んに進められました。また、続いて、平成元年ごろ全国の河川で策定された河川環境管理基本
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計画等の空間管理計画は、河川の主要な空間である高水敷きの利活用と管理計画をテーマとした

で、川が一律グランド等の公園化することを防ぎ、自然と利用のバランスを考慮したゾーニング

を設定することで、より、望ましい河川像に近づけようとするものでした。しかし、残念ながら、

人間中心主義というのでしょうか、これらの過程においては、環境を整備するというものの、生

物の生息環境に対する視点は薄く、人の利用のための整備が中心であったと思います。 

その後、生物への興味が強くなり、ホタル護岸、魚巣ブロック、緑化ブロック等の護岸を改良

した製品が生まれ、あちらこちらで使われていきました。しかし、自然は、そのように単純では

ありません。自然というものは、目的性を持ったものでなく、多様な形態が多様な環境を生み出

すという自然の力を十分に理解していなかったため、水の中は「魚巣ブロック」、岸辺は「ホタル

ブロック」、河岸は「緑化ブロック」、人が水辺に降りるところは「階段護岸」等、ともかく、寄

せ集めで川をガチガチに固め、それで環境に配慮したといっていた時代が続きます。 

これを大きく変えたのが、多自然型川づくりの発想でした。河川の本来の力を活かし、「ダイ

ナミズム（動的な安定状態と訳しますが）」としての浸食・運搬・堆積の土砂に関する河川の作用

を重視し、低水水制等を配置し、水の流れに変化を与え、多様な生物生息環境を物理作用に期待

して、河川自らが作り上げるという画期的な手法でした。 

護岸で多様な空間を作るという人工的な発想でなく、川の自然の持つ力を使い、水の流れをよ

り多様にすることで、多様な環境を作り出すというものです。この哲学的とも言うべき発想の転

換と、かつての方法に対する真摯な反省の元、現在、多自然型かわづくりというものが定着し、

見違えるほど、川の環境は改善してきたと思います。 

この流れの中で、極論すれば、河川技術者が、人間中心主義的な発想から生命中心主義的な考

えを環境面で導入し始めたといえるのではないでしょうか。もちろん、税金を使っての工事です

から、説明責任を果たさなければいけませんし、市民のためにならない無駄遣いは是正されなけ

ればいけませんが、世論としても、この多自然型川づくりは、十分に受け入れられていると思い

ます。 

 

D-3.生命の大切さと環境保全 

このような河川のなかで、中小河川は、身近な河川であるため、より人為的な影響にさらされ

やすい空間です。現在、外来種の問題を含め、遺伝子レベルで種の保存がうたわれていますが、

メダカは、メダカでも、その場で生息していたメダカでなければ、遺伝子の撹乱が起き、外来種

問題となるという考えが広がってきました。この考えで行けば、外から持ち込まれた生物は、同

じ種であれ一切が持ち込みが不可となることになります。子供が、ふるさとに帰って取ってきた

メダカを自分が住む町のそばの川に放すことは、環境にとって悪いこととなります。持ち帰った

メダカは、増えすぎたからといって近くの川に放してはいけないし、むしろ、殺してしまうこと

が種の保存に必要なことということになるのでしょうか。河川という自然豊かな空間で私たちが

学ぶべきことは、生命のすばらしさや驚きであり、命の尊さであるとおもいます。いくら、遺伝

子の撹乱になるからといって、子供に、川に放してあげるのなら殺してしまいなさいとは、親と

して、あるいは、河川技術者としてなかなか言えないところです。 

河川技術者にとっては、このような環境倫理の問題が、もうすでに目の前に大きな問題として

迫っていることも確かであり、これに対する考え方を河川技術者は持っていなければ日常的な管

理もできないことになるかもしれません。 

川とともに生活し、川とともに育っていく環境を作りあげていくためには、川、そしてそこに

住む生物との付き合い方のルールを作らなければいけません。この話しは、些細なことかもしれ

ませんが、これから、いろいろな場面で、地域の人々との合意形成を行いながら事業を進めてい

くためには、環境倫理について学ぶこと、技術者倫理について学ぶこと、そして人間として、倫

理学を学ぶことは、技術者としての信頼を得るためにも非常に重要なことなのです。 
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最後に、再度、土木学会の技術者倫理を掲げます。 

倫 理 規 定 

土木技術者は 

１．「美しい国土」、「安全にして安心できる生活」、「豊かな社会」をつくり、改善し、維持
するためにその技術を活用し、品位と名誉を重んじ、知徳をもって社会に貢献する。  

２．自然を尊重し、現在および将来の人々の安全と福祉、健康に対する責任を最優先し、人類の
持続的発展を目指して、自然および地球環境の保全と活用を図る。  

３．固有の文化に根ざした伝統技術を尊重し、先端技術の開発研究に努め、国際交流を進展させ、
相互の文化を深く理解し、人類の福利高揚と安全を図る。  

４．自己の属する組織にとらわれることなく、専門的知識、技術、経験を踏まえ、総合的見地か
ら土木事業を遂行する。  

５．専門的知識と経験の蓄積に基づき、自己の信念と良心にしたがって報告などの発表、意見の
開陳を行う。  

６．長期性、大規模性、不可逆性を有する土木事業を遂行するため、地球の持続的発展や人々の
安全、福祉、健康に関する情報は公開する。  

７．公衆、土木事業の依頼者および自身に対して公平、不偏な態度を保ち、誠実に業務を行う。  

８．技術的業務に関して雇用者、もしくは依頼者の誠実な代理人、あるいは受託者として行動す
る。  

９．人種、宗教、性、年齢に拘わらず、あらゆる人々を公平に扱う。  

10．法律、条例、規則、契約等に従って業務を行い、不当な対価を直接または間接に、与え、求
め、または受け取らない。  

11．土木施設・構造物の機能、形態、および構造特性を理解し、その計画、設計、建設、維持、
あるいは廃棄にあたって、先端技術のみならず伝統技術の活用を図り、生態系の維持および美の
構成、ならびに歴史的遺産の保存に留意する。  

12．自己の専門的能力の向上を図り、学理・工法の研究に励み、進んでその結果を学会等に公表
し、技術の発展に貢献する。  

13．自己の人格、知識、および経験を活用して人材の育成に努め、それらの人々の専門的能力を
向上させるための支援を行う。  

14．自己の業務についてその意義と役割を積極的に説明し、それへの批判に誠実に対応する。さ
らに必要に応じて、自己および他者の業務を適切に評価し、積極的に見解を表明する。  

15．本会の定める倫理規定に従って行動し、土木技術者の社会的評価の向上に不断の努力を重ね
る。とくに土木学会会員は、率先してこの規定を遵守する。  

（1999.5.7 土木学会理事会制定）  


