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良心 — 正しい行動の源泉として

しかし、技術者に対する教育において、人道や法
に関する教育が十分になされていなければ、いかに

日本語で書かれた技術者の倫理 engineering ethics

良心に従って行動したとしても、客観的には過ちを

に関する著作が増えてきた。学協会の倫理綱領、公

おかすことになりかねない。また、公益とは何かを理

益通報のあり方、利害関係などについて論じられて

解できない者が公益通報をすることはないのである。

いるものが多いように見受けられる。しかし、正し

これまでに書かれたものには安全のためにリスク

い行動とは良心 conscience に従うものであり、それ

への対処を重視したものが多いように思われる [3][4]。

が責任にむすびつくということを論じたものは、技

また、技術者の倫理に関する教育に、歴史と社会学

術者や企業における倫理に限っていえば若干の翻訳

を教えることの意義も提唱されている [5]。

があるだけのようにみえる [1][2]。
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良心の形成

技術者の社会的責任
法令を遵守することは当然のことである。多くの

良心は成長の過程で獲得していくものであると一

企業において、法令遵守は就業規則などに定められ

般的にはいえよう。生まれつきの “気質” は考慮す

ており、法令に反することは直属の上司とともに懲

べきものかもしれないが、環境や経験、そして教育

戒の対象となる場合が多いのではないかと思われる。

によってひとそれぞれの良心が形成される。

一握りの社員が問題を隠し続けて重大な問題に発展

それゆえ、技術者の倫理に関する教育は、内心の

するということはあるにしても、企業の幹部が組織

自由に配慮しつつ、技術者としての良心を形成する

的に問題を隠蔽することによる問題はさらに重大で

ことも視野に入れておく必要があるのではないだろ

ある。

うか。

技術によって社会に害をもたらさないこともまた
技術者の社会的責任として当然とみられている。技

2

術と社会の関係が緊密さを増している今日、社会に

専門家としての技術者

対してさらに積極的な — 科学者が核兵器の開発と使
用に反対するような — 発言も確かになされている。

技術者が良心にもとづく行動を求められる場面に

1980 年代前半に設立された Computer Professionals
for Social Responsibility (CPSR) などを例としてあ

おいて、当然のことながら専門家としての能力がし
ばしば期待される。

げることができよう1 。そして被害者の視点から証人
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1

として法廷で、また国会でも発言した技術史家が存

動に結びつくであろうということ、技術者の社会的

在したことを忘れないでおきたい [6]。

責任についてさらに積極的な発言が求められている

このようなことは、多忙を極める技術者にとって

ことを強調して、技術者の倫理の教育に貢献できる

2

容易なことではなかろう 。しかし、社会的には必要

よう努力を続けていく所存である。

なことは発言すべきなのである。
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