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序章 技術の倫理という問い 

 

 

1 問題の所在 

古来より連綿と続く哲学の営みが、何かしら人間の行いや社会のあり方を考察の対象と

するものであるならば、現代を生きるわれわれにとって、「技術」は当然のごとく、問いの

対象となるべきものである。というのは、「技術」は人間の誕生以来、その生活の便利さや

豊かさの向上に密接に関連し、現代に至るまで常に人間の行いを規定すると同時に、社会

のあり方に大きな影響を与えてきたからである1。 

しかしながら、人間の誕生とともに存在した技術と現代におけるそれは、同じものでは

ありえない。現代の技術が社会に及ぼす影響は、それ以前とは比較にならないほど大きい

ものであり、現代において技術は、社会そのものを変容させる原動力になっているといえ

る2。本論では、この現代的な意味での「技術」に考察を限定する。すなわち、人類の歴史

とともに存在した技術一般ではなく、近年さまざまな社会的問題や懸念の源泉となりつつ

ある、「科学技術」（technology）としての「技術」を考察の対象とする3。 

                                                 
1 本論で扱う「技術」と「倫理」は、動物と同じ意味で「自然に生きる」ことのできない人間にとっ

て、ともに不可欠な要素であるということもできる。新田が論じるように、ゲーレンに倣っていえ

ば、動物と比較して「欠陥存在」にすぎない人間は、不可避的に「工作人」（homo faber）とならざ

るをえなかったのであり、また、アリストテレスのいうように、人間は単に「物を作る動物」であ

るだけでなく、「共同体をなす動物」（zôon politikon）であるかぎり、人間社会の「ことわり」と

しての「倫理」を欠いてもまた、人間は人間たりえない（新田 2005: 4–5）。 
2 新田も現代の技術と古代のそれとを区別し、「第二のプロメテウスの時代」である現代において

技術がもたらす危険について論じている（新田 2005: 8ff.）。 
3 この問いの限定は、小林に倣ったものである（小林 2003: 18）。現代の科学技術の歴史的生成の

過程を検証することは、それだけで大仕事であるが、ここでは「テクノロジー」（technology）の語

の歴史をごく簡単に概観しておく。この語はテクネ（technē）とロゴス（logos）というギリシャ語

に由来し、この由来からすれば「手工についての説明、あるいは研究」を意味する語であった

（Davis 1998: 5）。こうした由来をもちつつ、「17世紀以来『技術・工芸についての学』というほ

どの意味で用いられていたのが、19 世紀後半に科学と結びついた技術が成立するとともに、現代

のような近代の科学技術の意味で用いられるようになった」とされる（直江 2005: 150）。また、

望月によれば、18世紀中ごろに「テクノロジー」の概念の一応の明確な定義が登場したようである。

その定義においては、テクノロジーが「単なる技術でもなく、またいわゆる科学の応用でもなく、

一つの特殊な知
、
」と考えられているのが特徴的である（望月 1996: 16）。具体的には、ベックマン

（Johann Beckmann）の『テクノロジーへの手引き』（Anleitung zur Technologie, 1777）という

書物にある定義である。「＜テクノロジー＞とは、自然の産物の取り扱いおよび材料についての知

識を教える学問（サイエンス）である。職人の仕事場においては、人は作品を制作するにあたって、

親方の指図ややり方にどのように従ったらよいかを学ぶだけであるのに対して、＜テクノロジー＞

は、不動の原理と確かな経験から出発して最後の目的に到達する手段およびその取り扱いの間に現

れてくる現象を説明し利用する方法を発見しうるような、より深くまた体系的な順序に従った教示
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では、技術がもたらしている問題や懸念とはどのようなものだろうか。一般的には、技

術の発展が、従来の倫理の想定を超えた事態をもたらしていることを指摘できるだろう。

たとえば、遺伝子技術などの生命技術の発展は、従来の生命観を大きく揺るがす可能性を

もっているし、また、環境や情報に関わる領域においても技術の発展によってさまざまな

具体的問題が生じている。すなわち、技術は人間の行為の可能性を拡張するが、そのこと

が従来の倫理的枠組みでは扱うことのできない新しい問題や懸念を生み出しているのであ

る4。 

現代の技術がもたらす問題や懸念を目の当たりにして、哲学はどのような構えを取りう

るのだろうか。現在、技術に対する反省的な眼差しが求められているように思われる5。 

たとえば、小林が取り上げるように、1970 年に日本哲学会が開催した「大学改革」をめ

ぐるシンポジウムで行った「大学改革の哲学的理念」という報告のなかで、市井は「科学

技術それ自体に内在する価値を信じえた時代は、今や去りつつありながら、その進展を規
、

制する
、、、

哲学的理念は混迷している」（市井 1972: 101）と断じている（小林 2003: 19）。市

井はこの報告において、大学改革との関係で科学技術のもつ意味を論じ、高度工業化が進

展した社会において高等教育が直面する問題を提示しているが、そこで哲学的理念の混迷

が論じられるのである。すなわち、科学技術が不条理な苦痛の減少に貢献しながらも、同

時にその種の苦痛を増大させているという科学技術のパラドクスについて、それを減少さ

せ、不条理な苦痛を減少させる方向に今後の科学技術の進展が誘導されねばならず、この

主体的誘導活動こそが、改革された大学での新しい哲学的理念の一つであると市井は考え

るのである（市井 1972: 102; 小林 2003: 19–20）。 

市井が問題提起をした 1970 年代と現代で状況に変化はあるだろうか。現代においても

市井が求めたような哲学的理念が達成されているとはいいがたいし、むしろ、科学技術が

いっそうわれわれの生活に浸透し、それと同時に大きな負の側面を露呈しており、現代に

                                                 
を与えてくれる」（ibid.）。 
4 加藤尚武は、こうした事態を「可能な行為の拡大（技術）と制限（倫理）」と表現する（加藤 1999: 

313）。「技術は人間の行為の可能性を拡張する。倫理は人間の可能的な行為を最善という尺度で制

限する」（加藤 1999: 316）。 
5 東日本大震災とそれに続く福島第一原子力発電所事故を経験した今、いっそうそうした視点が求

められているといえるだろう。本論では震災や原子力発電の問題を正面から論じることはできない

が、この経験は技術に対する批判的な考察をよりいっそうわれわれに迫るものである。なお、暫定

的にではあるが、この問題についての筆者の見解については、金光秀和「原子力発電と技術の哲

学・倫理学」（北海道哲学会『哲学年報』第 59号、2012年、pp. 19–25）を参照されたい。 
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おいてこそ、そのような哲学的理念が求められているといえる6。 

本論では、このような問題意識をもちつつ、技術への反省的な眼差しがいかに可能であ

るかという問いを考察の対象とする。具体的には、「技術の倫理への問い」を考察の対象と

する。この問いの表現は、ハイデッガーが 1953 年に行った「技術への問い」（Die Frage 

nach der Technik）という講演名をもとにしたものである。ハイデッガーがこの講演を行

った 1950 年代は、核兵器などの現代技術がもたらした新たな事態について、その本質が

思索された時代であった7。しかし、現代では技術を問うことは常に、技術の倫理を問うこ

とであることが明らかなように思われる。というのは、先述のように、現代ほど技術が人

間の営みを規定すると同時に、社会のあり方に大きな影響を与える時代はなく、またそれ

がもたらす倫理的問題が顕在化した時代はないからである。本論では、現代における「技

術の倫理への問い」の実践を出発点として、この問いをめぐる現状と課題を吟味し、そう

した課題を克服する可能性をもつと考えられる哲学的視座について考察する8。 

 

2 問いの立脚地─科学の危機と技術批判の萌芽 

ところで、近代科学が誕生して以来、多くの哲学者によってすでに科学は批判の対象と

                                                 
6 小林自身は、その論文のタイトル（「なぜ科学技術の規制が必要か─制度論的考察」）が示すよう

に、科学技術の規制、制御といった問題を考察するために必要な制度論的検討という観点から問題

を論じている。 
7 関口が『技術への問い』の「訳者後記」においていうように、1950年代になって第二次世界大戦

の社会的な混乱が収束するにつれ、核兵器などの大量破壊兵器、総動員された国民全体の官僚制化、

マス・メディアによる世論操作など、現代技術がもたらした新たな事態について、その本質はいか

なるものであるかといった問いが、この時期の思索にとって主要な関心事の一つとなった。（ハイ

デッガー 2009: 241）。 
8 本論では詳述しないが、ハイデッガーの技術論についても簡単に触れておこう。ハイデッガーは

テクネーに由来する技術を肯定的に評価しつつ、そのあり方が近代以降の社会では変化したと考え

る。すなわち、本来、技術（Technik）は開蔵（Entbergen）の一つの仕方であり、開蔵そのものは、

ポイエーシスとして（つまり創造的なものとして）示され、そのかぎりで技術はアレーテイアとし

ての真理の働きと結びついていたが、近代以降ではこのあり方が変化したというのである（ハイデ

ッガー 2009: 22; Heidegger 1954: 12; 檜垣 2012: 275）。こうしてハイデッガーは彼がゲシュテル

と呼ぶものに現代技術の本質を見て取る。ハイデッガーによれば「現代技術をくまなく支配してい

る開蔵は、挑発という意味での調達（Stellen）の性格を持っている」が、「そのように用立てられ

たもの（Bestellte）にはそれに固有なあり方（Stand）」があり、それは用象（Bestand）と名づけ

られる（ハイデッガー 2009: 26–7; Heidegger 1954: 16）。そして、それ自体を開蔵するものを用

象として用立てるように人間を収集するような、挑発しつつ呼びかけ、要求するものがゲシュテル

（Ge-stell）と名づけられる（ハイデッガー 2009: 31; Heidegger 1954: 19）。すなわち、ハイデッ

ガーの見た近代技術社会では、あらゆる物事が「･･･立てる」（･･･stellen）という強制、利用、要求

の関係で成り立っているが、それを一つにまとめるのがゲシュテルという言葉である（加藤 2003: 

18）。 
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なってきた。ここでは、本論の問題意識との関わりから、フッサールの科学批判を概観し

ておこう。というのは、フッサールの科学批判は、自然科学のみならず、その成立に関し

て技術を取り上げて論じているからである9。 

フッサールによって提唱された現象学は、他の諸学問を絶対的な洞察によって基礎づけ

ることを企図していたといえるだろう。このことは、逆にいえば、フッサールにとって当

時の諸学問は絶対的な基礎づけを欠いたものであったということを意味する。事実、フッ

サールはその著『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』（Husserl 1954）において近代

自然科学の批判を展開している。 

そのさい、フッサールは近代自然科学の典型的な起源をガリレイに見出す。ガリレイは、

さまざまな測定術によって自然現象を把握しようとした最初の人物である。すわなち、純

粋に幾何学的な形態を適用して自然現象を測定し、その結果を代数的に表記しようとした

人物である。フッサールによれば、こうした試みは「自然の数学化」と呼ぶべき事態をも

たらした。すなわち、ガリレイに端を発する近代自然科学は、われわれが直接経験する自

然の背後に、数学的に計量化・法則化された真の自然が存在するという自然観をもたらし

たのである（Husserl 1954:§9; 田中 2005: 10）。 

しかし、もともとのわれわれの生活は、数式によって記述される客観的な経験に先立っ

て、主観的で相対的な経験から成り立っているはずである。たとえば、摂氏何度と記述さ

れる経験に先立って、暑いとか寒いという個々の経験が存在するはずである。フッサール

は私たちが直接経験している世界を「生活世界」と呼び、この生活世界が数学的な「理念

の衣」によって覆い隠されてしまうことを指摘する。 

 

「数学と数学的自然科学」という理念の衣─あるいはその代わりに、記号
、、

の衣
、、

、記号

的、数学的理論の衣と言ってもよいが─は、科学者と教養人にとっては、「客観的に現

実的で真の」自然として、生活世界の代理をし
、、、、

、それを蔽い隠すようなすべてのもの

を包含することになる。この理念の衣は、一つの方法
、、

にすぎないものを真の存在
、、、、

だと

われわれに思い込ませる（Husserl 1954: 52; フッサール 1995: 94）。 

 

フッサールはここに科学（学問）の危機を見て取る。すわなち、生活世界の現実を数学

                                                 
9 後述するように、村田（1995）、紀平（2002）、鈴木（2007）などがこの点を論じている。 



5 

 

的理念で覆い隠したことによって、自然科学はわれわれの生に対する意義を喪失してしま

ったというのである。 

ところで、こうした危機は技術が生んだものと考えることもできる。というのは、実際

の経験には与えられないような対象を客観的で真なるものとわれわれがみなすことができ

る（あるいは、そうみなすようになる）のは、まさに技術によるからである。フッサール

は、幾何学という科学の成立が測定術という技術に基づくことを明確に次のように述べて

いる10。 

 

「哲学的な」認識、すなわち世界の「真の」客観的な存在を規定する認識を自覚的に

得ようと努力した結果、経験的な測定術
、、、、、、、

とその経験的、実用的な客観化の機能とが、

その実用的な関心を純粋に理論的関心に転化させることによって理念化され
、、、、、

、純粋幾
、、、

何学的な思考作用へと移っていっ
、、、、、、、、、、、、、、、

た（中略）。こうして測定術こそが、結局は普遍的な

ものとなる幾何学と、その純粋な極限形態の「世界」との開拓者になるのである

（Husserl 1954: 25; フッサール 1995: 57）。 

 

こうしてフッサールは、科学（学問）の危機の根源をその「技術化」のうちに見出す。

ここで技術化とは、村田がいうとおり、「もともとは生き生きとしていた意味形成作用が変

様し、本来の直観的明証性を失い、単なる方法へと転化する過程」のことである（村田 

1995: 227; Husserl 1954: 57; フッサール 1995: 101）。すなわち、理論はもともと実践的

機能にその意味の起源をもつと同時に、他方、実践のなかで働く知を根拠づけの脈絡のな

かに位置づける機能をもつが、科学（学問）の技術化がその関連を喪失させ、その結果「危

機」が生じているのである（村田 1995: 227）。 

こうした事態を目の当たりにしたフッサールは、科学の基盤が、実は生活世界のうちに

あることを示し、そのことによって科学の生に対する意義を回復しようとした（紀平 

                                                 
10 紀平は、フッサールの科学批判が「自然科学のみならず、自然科学からでてくる技術に対する批

判でもある」ことを指摘する。すなわち、「熟練の技、などといわれる場合の技倆（skill）ではな

く、まさに自然科学の成果によって成立する技術（technology）が問題」となっていると論じる（紀

平 2002: 125）。いったん成立した自然科学から新しい技術が生まれて、さらに新しい科学的知見

が生まれる場合などは、まさに紀平の指摘するとおりであるが、フッサールが論じた科学の原初的

な成立の場面では、やはり「自然科学から技術がでてくる」ことではなく、「技術が自然科学を生

み出している」ことが焦点になっているように思われる。なお、測定術という技術から幾何学的な

諸概念が発生する過程の現象学的な記述については、鈴木（2007: 210–214）を参照されたい。 
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2002: 126）。いわば「生活世界の現象学」を探求し、近代科学の客観主義が排除した「事

象の意味」という観点から、世界の有機的な連関を記述し直そうとしたのである（田中 

2005: 12）。 

しかし、生活世界についての探求はある困難に直面する。すなわち、客観的に真の世界

と生活世界とは「逆説的な相互依存関係」にあるのである（Husserl 1954: 134; フッサー

ル 1995: 235）。 

 

具体的な生活世界は、「学的に真の」世界に対してはそれを基礎づける基盤であるが、

それと同時に、生活世界独自の普遍的具体相においては学を包括するものである。こ

れはいかに理解されるべきであろうか。生活世界のこのような背理的に見えるすべて

を包括するあり方を体系的に、すなわちそれにふさわしい学問性において回復するに

は、いかにすればよいのであろうか（ibid.）。 

 

もちろん、フッサール自身、この問いに対する明快な解答をもっているわけではない11。

むしろ、この逆説的な相互依存関係は、考えれば考えるほど客観的に真の世界と生活世界

の存在様式を謎めいたものにし、したがって、「われわれ自身の存在を含めて、あらゆる意

味での真の世界は、この存在の意味に関して謎となる」（ibid.）。生活世界の問題は、客観

的科学の単なる基礎の問題ではなく、「最も普遍的な問題」（Husserl 1954: 137; フッサー

ル 1995: 240）なのである。 

以上がフッサールの科学批判の概略であるが、科学（学問）の技術化を問題とするその

議論にはたしかに現代に通じる技術批判の萌芽を見て取ることができるように思われる。

ただし、フッサールは技術の問題をあくまで経験と対立する理論の次元にのみ位置づけて

考えている。 

 

われわれの全生活が実際にそこで営まれているところの、現実に直観され、現実に経

験され、また経験されうるこの世界は、われわれが技術なしに、また技術として何を

                                                 
11 これは「生活世界の二義性」として知られる問題である。これを指摘したクレスゲスによれば、

客観的学に対して「地盤」としての機能を果たす狭義の生活世界と、その地盤の上に成立したすべ

ての「特殊世界」（Sonderwelt）を「全具体相」のうちに包摂する広義の生活世界とがあり（クレス

ゲス 1978: 87）、フッサールにおいて「生活世界という概念ははじめから存在論的なものと超越論

的なものがまぜあわされた混成概念だった」のである（クレスゲス 1978: 96–97）。 
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行おうとも、その固有の
、、、

本質構造とその固有の具体的因果様式においては変わること

なく、そのあるがままにとどまっている。この世界は、われわれが幾何学的技術とか

物理学と称するガリレイ的な技術のような、特別な技術を発明することによっても変

えられることはない（Husserl 1954: 51; フッサール 1995: 92–93）。 

 

しかし、本当に技術に対して生活世界は不変なのであろうか。フッサール自らが洞察し

ていたように、科学の基盤であるはずの生活世界が同時に科学の成果を含んだ世界でもあ

り、したがって生活世界は科学技術の浸透によって変わりうる世界なのではないだろうか。 

過去には技術に対する生活世界の不変性ということがいえる時代があったかもしれな

いが、少なくとも現代ではそのような世界はありえない。先述のとおり、現代において技

術は社会そのものを変容させる原動力になっており、現代の技術をめぐる問題は、技術が

生活世界という不変の経験の領野から離反をもたらすことではなく、技術が経験のあり方

そのものを変える力をもっていることから生じていると考えられる。村田が主張するとお

り、現象学的批判にとって、純粋な経験世界にせよ生活世界にせよ、安心して足場を据え

ることのできるような批判の基盤というものは存在せず、その批判は、技術が新たな行為

の形を生み出し、新たな経験の仕方を創造する力をもつという事態に向けられなければな

らない（村田 1995: 232）。 

われわれが技術の倫理への問いを発するのはまさにこの地点においてである。今や科学

技術に全く影響を受けていない生活世界などどこにもなく、理念の衣に覆われた世界こそ

がわれわれの生活世界である。さらにいえば、われわれは理念の衣に覆われた世界をなじ

みの生活世界としていわば「受け入れてしまっている」（紀平 2002: 128）12。このような

状況において、技術への反省的な眼差しはいかに可能であるのか。 

もちろん、科学技術によって生活世界の「本質構造」や「因果様式」が本当に変わりう

るのかどうかは慎重に吟味されるべき問いであるが、科学技術によってその現実的経験が

いかに変わりうるのかという問いは現代において重要な問いである。本論第 5章で取り上

                                                 
12 紀平は、認識論的問題として環境問題を論じるなかで生活世界の概念を取り上げ、自然科学を

批判している当のわたし自身が、常に自然科学によって理念の衣を着せられた世界のなかに取り込

まれていることを指摘している。すなわち、「このわたし自身が理念の衣に覆われた世界をも、わ

たしたちになじみの生活世界として、あるいは快適な環境として受け入れてしまっている」のであ

り、「ここにこそ環境問題の困難、つまり『知ってはいても何をしたらよいのかわからない』とい

う問題が潜んでいる」（紀平 2002: 128）。 
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げるフェルベークの議論は、まさにそのような現代版の「生活世界の現象学」を実践して

いると考えられる。 

 

3 本論の目的 

本論は、上で述べたような意味での生活世界を立脚地として、ここから技術に反省的な

眼差しを向けることを目的とする。ところで、このような眼差しが現在すでに存在すると

考えることができるかもしれない。すなわち、技術が人間の営みを規定し、また社会のあ

り方に大きな影響を与えていることを考慮して技術の倫理を問う営みがすでに存在すると

考えることができる。たとえば、生命倫理、環境倫理、情報倫理などの領域において、科

学技術の発展に起因して生じる具体的な問題が盛んに議論されている。 

しかし、本論ではこの種の個々の議論に立ち入ることはしない。というのは、個々の具

体的な技術を取り上げてそれがもたらす問題を論じることよりは、もう少し広い文脈から

技術それ自身がもたらす倫理的な問題を探求することを目的とするからである。先に述べ

たとおり、技術が新たな行為の形を生み出し、新たな経験の仕方を創造していることに反

省的な眼差しを向けることが本論の最終的な目的である。 

本論は現代における「技術の倫理への問い」の実践を出発点とする。具体的には、考察

の端緒として「技術者倫理」（engineering ethics）13を取り上げる。というのは、技術者倫

理は、技術の実践に従事する専門家の責任に注目することによって広く技術それ自身の倫

理を問うものであるように思われるし、また、世界各国の技術者教育に実際にカリキュラ

ムとして導入されており、技術の倫理に関して現在最も大きな影響力をもつ動向の一つと

して考えることができるからである。 

したがって、本論の前半部分では、技術者倫理の歴史的背景をたどりながら、その内実

と課題を明確化することが具体的な目的となる。本論で詳述することになるが、この明確

化の過程において、技術に関するより理論的な考察が必要であることが明らかになる。本

論の後半部分では、技術の倫理に関する実践からその理論的基盤へと遡及し、技術が新た

な行為の形を生み出し、新たな経験の仕方を創造することの意味について、哲学的に考察

                                                 
13 本論では engineering ethics を技術者倫理と訳出した。というのは、現状では engineering 

ethics は専門職倫理としての意味合いが強く、その名称として技術者倫理が一般的だと考えたから

である。なお、engineering ethics は工学倫理、科学技術者倫理などとも訳されるが、小柳（2004: 

259–260）のように、訳語をめぐる錯綜に日本における engineering ethics そのものの錯綜を見て

取る論者もいる。本論での議論の方向性については、第 1章を参照されたい。 
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することの必要性およびその有効性を示すことを目的とする。 

本論は、技術の倫理をめぐる現状の議論には不十分な点があることを示し、それを補う

ものとして、技術の倫理を問う哲学的視座が存在することを示そうとするものである。こ

のような考察によって、技術の倫理への問いをめぐる現状の課題およびそれを克服するた

めに必要な考察の視点が明らかになり、ひいては今後さらに技術の倫理への問いを問うた

めの方向性が明らかになるはずである14。 

 

4 本論の構成 

以下、本論の議論の展開を具体的に確認しておく。 

第 1章「技術者倫理の歴史的概観」では、技術者倫理の歴史的背景の概観を通して、専

門職倫理としての技術者倫理の特徴を浮き彫りにすると同時に、本論の理論的考察が向か

うべき方向性を確認する。 

現在各国で導入が進められている技術者倫理の直接的なルーツは米国に求められるが、

その歴史的経緯を概観するならば、技術者倫理が技術者の社会的地位の確立と密接に関わ

りながら発展してきたことが明らかになる。こうした文脈から、現在の（狭義の）技術者

倫理では、技術者の専門職としての責任が強調されることになる。しかし、フランスやド

イツなどでは事情は異なる。ヨーロッパにおいては米国とは異なる歴史的背景を基礎にし

ながら、技術そのものについての哲学的考察に基づいて技術者倫理を論じようとする動向

が存在する。本章ではこの方向性にも注目し、技術の倫理の問題を適切に考察するために、

「専門職倫理としての技術者倫理（engineering ethics）」と「技術哲学に基づく技術倫理

（ethics of technology）」を考察対象とする必要があることを論じる。 

第 2 章「専門職としての技術業と倫理綱領─専門職倫理としての技術者倫理の内実─」

では、専門職倫理としての技術者倫理の内実を明確にするために、技術者の専門職として

                                                 
14 技術者倫理と技術哲学を結びつけて考察しようとする試みはこれまでほとんどなされていない。

ただし、技術者倫理におけるマクロな観点に関しては、ソンがそれを試みている（Son 2008）。ソ

ンは、技術者倫理がマクロな問題を扱うさいの問題点を挙げて、それを補うものとして技術哲学の

視点を導入することを主張する。すなわち、第一に社会的責任の範囲が明確でないこと（Son 2008: 

409–410）、第二に環境問題などを扱うマクロ的なアプローチと技術者個人の責任を問うミクロ的

なアプローチに食い違いがあること（Son 2008: 410–412）、第三に技術的発展の必要性を前提とし

ていること（Son 2008: 412–413）を技術者倫理の欠点として指摘し、技術哲学との統合によってそ

れらが克服されうることを論じている。本論は、マクロな観点に限らず、技術が人間の営みを規定

し、また社会のあり方に大きな影響を与えていることを考慮して「技術の倫理」を問うかぎりは、

技術哲学の知見が必要であるとの立場であり、この点がソンとは異なる。 
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のあり方を考察する15。 

技術者の専門職としてのあり方を考慮する場合、その自律をどのように考えるかが問題

となる。本章では、専門職としての技術者の自律にとって、倫理綱領が大きな役割を果た

していることを論じる。一般的に、専門職（プロフェッション）であることの構成要素の

一つとして、倫理綱領の存在が考えられるが、この章では、デイビス（Michael Davis）に

よる「専門家間の契約」という見方に依拠しながら、倫理綱領が技術者の自律の基盤にな

っていることを主張する。さらに、技術者が自らの自律を確保するための政治的な力とし

て倫理綱領を利用するためには、そこに公衆の安全への配慮が明記されている必要のある

ことが明らかになる。それゆえ、専門職倫理としての技術者倫理にとって、公衆に対する

責任が鍵となる概念である。すなわち、「公衆に対する責任」という価値が単なるお飾りに

すぎないのであれば、専門職倫理としての技術者倫理の内実それ自体も空虚なものにすぎ

ないことになる。専門職倫理としての技術者倫理の根拠を考慮する場合、技術者がいかに

公衆に対する責任を果たしうるかについての考察が不可欠であると考えられる。 

第 3章「技術者倫理と公衆に対する責任─専門職倫理としての技術者倫理の課題─」で

は、専門職倫理としての技術者倫理にとって鍵となる、公衆に対する責任という概念を考

察する。 

この概念が本当に技術業に内在的価値をもつかどうかを考えるためには、技術者の公衆

に対する責任を理論的に検討すると同時に、この責任の実行可能性を検討する必要がある。

本章では、公衆に対する責任を果たすことについて技術者の側からなされる批判も取り上

げながら、技術者と公衆の協働が必要であることを論じ、学協会による主導、および技術

者、公衆それぞれへの教育の必要性という具体的課題を提示する。 

しかし、専門職倫理としての技術者倫理の現状を考慮した場合、その課題を適切に果た

すための取り組みがなされているとは思われない。むしろ、学協会の支援に基づく適切な

情報提供という方向性とは逆に、技術者個人に何らかの問題解決を求めているようにさえ

思われる。そのことは、実は、技術者倫理で重視される方法論に端的に表れていると考え

                                                 
15 通常 engineeringは工学と訳されるが、英語の engineeringは専門的知識を活用する専門職業と

いう意味が強いと考えられる。本論では、ハリス・プリチャード・ラビン（1998）の「訳語解説」

に依拠して、原則として engineering を技術業と訳す。すわわち、農業、林業、漁業などのほか、

金融の金融業、医師の医業、医薬品の薬業などの語があり、これに並ぶものとして「技術業」とい

う表現を考えることができ、また、技術の専門的能力による営みが「業」として社会的に認知され

つつある状況に鑑みて、「技術業」という表現が適切であると考える（ハリス・プリチャード・ラ

ビン 1998: 462）。 
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ることができる。 

第 4章「設計としての倫理─技術者倫理の方法論の検討─」では、現状の技術者倫理で

用いられる「行為者中心のアプローチ」を検討する。この方法論には魅力的な点もあるが、

技術者倫理のあり方を考えた場合にさまざまな問題点も包含しているように思われる。こ

の章では、技術者倫理の現状の問題点を考察し、技術哲学に基づく技術倫理の必要性を確

認するために、この方法論を検討する。 

具体的にはウィットベック（Caroline Whitbeck）の議論を検討する。すなわち、彼女が

主張する行為者中心のアプローチ、および倫理問題と設計問題のアナロジーを検討して、

その有効性と限界を考察する。たしかに、ウィットベックの議論は従来の倫理学に対する

批判として魅力的であるように思われる側面もあるが、しかし倫理問題を矮小化する危険

もある。この章では、設計としての倫理というウィットベックの主張の意義を認めるとし

ても、設計という行為そのもの、あるいは設計という行為の倫理的側面を考察しなければ

ならないことを示す。 

第 5章「技術的媒介と技術の倫理学─技術をめぐる新たな倫理学的考察─」では、こう

した考察を展開するために、近年の技術哲学の知見を導入する。設計の倫理的側面を体系

的に分析するためには、ある技術の目的やその目的を達成する過程の質に関する規範的な

側面だけでなく、その技術がどのように機能するのかという点に関する規範的側面の考察

が必要である。 

その考察のために、特にフェルベーク（Peter-Paul Verbeek）による「技術的媒介」

（technological mediation）という概念を検討する。フェルベークはこの概念によって技

術が新たな行為の形を生み出し、新たな経験の仕方を創造していることを示しているが、

彼の考察はまた、もののデザイナー（設計者）としての技術者の特殊な責任を示すことに

なる。すなわち、デザイナー（設計者）は人間の経験や行為を媒介する人工物をデザイン

（設計）することによって、不可避的に道徳的決定や道徳的実践を形成することに関わっ

ており、技術をデザイン（設計）することが本質的に道徳的活動であることを明らかにす

る。本章では、フェルベークの技術哲学的な考察を技術の倫理への問いに適用することの

可能性、およびその具体的方法について検討し、新たな技術の倫理学の可能性について論

じる。 

終章「「技術の倫理への問い」の進展に向けて─今後の展望─」では、本論のまとめとし

て、「技術の倫理への問い」の現状の課題を考慮しながら、その考察を今後さらに進展させ



12 

 

るための方向性を提示する。 

すなわち、現状の技術者倫理が克服すべき問題点として、技術者に内在的な技術者倫理

に陥ることの危険と技術のあり方や特質に関する理論的考察の不十分さを指摘する。その

上で、技術の倫理への問いを進展させるための方向性として、技術の営みを言語化・明示

化する記述的な探求、および技術への超越論的な問いの考察の必要性を示す。 

なお、本論は先立つ論文に基づいている部分もある。それらを示せば以下のとおりであ

る。ただし、大幅に加筆・修正を加えている。 

 

金光秀和「技術の倫理への問い─その現象学的思考の可能性─」（日本現象学会『現象

学年報』第 29号、2013年、pp. 15–24）（序章および終章に関連） 

金光秀和「技術者倫理の展望─その歴史的背景と今後─」（情報知識学会『情報知識学

会誌』第 16巻 3号、2006年、pp. 24–38）（第 1 章に関連） 

金光秀和「技術者と公衆に対する責任─「公衆の安全、健康、福利」という概念の検

討─」（北海道大学文学研究科 応用倫理研究教育センター『応用倫理』第 1号、

2009年、pp. 43–55）（第 3章に関連） 

Hidekazu Kanemitsu, “Agent-Centered Approach in Engineering Ethics: A 

Consideration of the Methodology of Applied Ethics”（Kohji Ishihara and 

Shunzo Majima (eds.), Applied Ethics: Perspective from Asia and Beyond, 2008, 

Center for Applied Ethics and Philosophy, pp. 97–105）（第 4章に関連） 

金光秀和「高度科学技術社会における責任概念の考察─技術的人工物の責任をめぐる

議論を中心に─」（北海道哲学会『哲学年報』第 58 号、2012年、pp. 45–59）（第

5章に関連） 
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第 1章 技術者倫理の歴史的概観 

 

 

現在、技術への反省的眼差しが存在することの証左の一つとして、世界各国で導入が進

められている技術者倫理（engineering ethics）の存在を指摘することができるだろう。事

実、日本においても、技術系学協会が倫理教育に取り組むと同時に、理工系の大学や高等

専門学校で技術者倫理教育の導入が進んでいる。 

本章では、本論が扱うべき問題を明確にすることを目的として、技術者倫理の歴史的背

景を概観する。すなわち、現在の技術者倫理のルーツと考えられる米国の技術者倫理の歴

史を概観し、その上で各国の歴史的相違について考慮する。本章は事実関係の確認が主と

なるが、これらの歴史的背景の概観を通して、現状では専門職倫理としての技術者倫理が

主流であること、しかしそれとは異なる観点から技術の倫理を問う方向性が存在すること

を確認して、本論が扱うべき問題を明確にする。 

 

1 歴史的概観 

各国で導入が進められている現在の技術者倫理の直接的なルーツは米国に求められる。

技術者倫理の発展に関して、米国は他の国々に大きな影響を及ぼしているのである。後に

確認するように日本においてもその影響は大きいものであるが、たとえば、フランスやオ

ランダなど技術者倫理教育を導入する動きが見られる国々で、米国の技術者倫理の影響が

明白であることが指摘されている（Zandvoort, Van de Poel and Brumsen 2000: 292–293）。

米国における技術者倫理に関しては、すでに日本でも紹介と解説が行われているているが、

そうした先行研究に基づきながら、その歴史的展開について概観することにしよう。 

あらかじめその特徴を示すならば、米国の技術者倫理の歴史においては、第一に、技術

系学協会による倫理綱領が大きな役割を果たしてきた。技術者は、倫理綱領を制定するこ

とによって自らの行動規範を明示し、専門職としての地位の確立を目指したのである（石

原 2004b: 642）。第二に、技術者教育への技術者倫理の導入が大きな要素となっている。

米国では 1970 年代以降、技術者倫理の理論的枠組みの検討、およびその教育・研究への

応用が開始されている（札野 2003: 43–44）。以下では、この二点を中心に、米国の技術者

倫理の歴史を概観する。 
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1.1 米国における技術者倫理と技術系学協会 

米国の技術者は、自らの立場を専門職として位置づけ、専門職として自立することを目

指してきた。具体的には、19世紀後半から、米国における技術業の先導者たちは、専門的

知識、自律性、社会的責任をもつ専門職へと技術業を変えはじめていた。技術者はさらに、

自らにふさわしい地位を確保するべく、技術者の責任を公衆に対して明示する必要がある

と考えた。専門職としての責任を公衆に明示していないがゆえに、専門職にふさわしい地

位が技術者には与えられていないと考えたのである16。こうして、米国の技術者協会は 20

世紀初頭以降、倫理綱領を制定し自らの行動規範を明示することによって、専門職として

の地位の確立を目指した。 

ただし、この段階で技術者を支配する責任として考えられていたのは、一般に雇用主に

対しての責任であり、従順（obedience）、忠誠（loyalty）、信頼性（reliability）、職務遂行

上の専門能力（competence in job performance）といった価値が、その責任に含まれるも

のであった。たとえば、初期に制定されたものの一つである米国電子技師協会（American 

Institute of Electrical Engineers: AIEE）の倫理綱領では、技術者の専門職としての第一

の義務として、依頼主や雇用主の利益の保護が明記されていた（Zandvoort, Van de Poel 

and Brumsen 2000: 294）。このように、初期の技術者協会の倫理綱領において重視された

のは、技術者と依頼主・雇用主との関係、および技術者相互の関係であった。 

また、19世紀以降、急激に技術が発達しそれが普及したことによって欠陥技術が問題に

なり、技術者の能力が問われるようになった。その結果、技術者の資格制度がはじまった。

1907 年にワイオミング州が法律を制定したのをきっかけに他の州もこれに続き、1920 年

に各州の登録委員会が連合して、全米技術業測量業試験評議会（National Council of 

Examiners for Engineering and Surveying: NCEES）が形成された。この NCEESは、

開業する技術者にプロフェッショナル・エンジニア（Professional Engineer: PE）の資格

を与え、資格取得後の実務を規制するためのモデル法を発展させた。その基準は、PEの資

格を受けるにあたり、専門職養成に関する技術者協議会（Engineers’ Council for 

                                                 
16 杉原はクライン（Kline 2001）に拠りながら、「第一次世界大戦の時期に、技術業の指導者たち

は、専門職に相応しい地位を技術業が享受していないと懸念する」ようになり、「技術者が専門職

としての責任を持つと公衆が気づいていないのが欠けている要素だと指導者たちは結論づけた」と

している。こうした理由から、「あらゆる分野の技術業の専門協会が、おもに技術業に対する公衆

のイメージを改善するために、この時期に［＝19 世紀後半に］倫理綱領を制定した」（［ ］は引用

者による補足）のである（杉原 2002: 2）。 
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Professional Development: ECPD）により認定された教育プログラムの学位（学士）をも

っていること、基本事項試験と専門職実務試験に合格すること、数年間の信頼できる技術

業実務経験などを求めている（菊池 2004: 5）。このような状況のもと、ECPDは 1930年

代に工学系教育プログラムの認定をはじめている。 

その後、技術者全員に対する免許制を求めた PE が ECPD から飛び出す形で、1934 年

に全米プロフェッショナル・エンジニア協会（National Society of Professional Engineers: 

NSPE）が設立される（ibid.）。NSPEは州の免許に対するガイドラインを定めていたが、

それは大企業には無効とされるものであった。すなわち、大企業は産業免除によって、免

許をもつ技術者のみを雇うことを免除されていたのである。そのため、各学協会が倫理綱

領を制定し、また技術者の免許制度と技術者教育の認定機構が発足していたにもかかわら

ず、学協会の倫理綱領が技術者に対して大きな影響を及ぼすことのない時期が続いた（杉

原 2002: 2）。 

しかし、状況に変化が見られるようになる。初期の倫理綱領では公衆に対する責任とい

う観点が欠けていたが、第二次世界大戦以降、技術者が依頼主や雇用主以外に一般の人々

に対しても重要な義務を有することが、次第に認識されるようになる。ここで重要な意味

をもつのが、1947 年に定められた ECPD の倫理綱領である。この倫理綱領で初めて、技

術者が公衆に対して有する責任、つまり公衆の安全、健康、福利に対する責任が明示され

たのである。さらに、1974 年の改定では、公衆の安全、健康、福利を最優先することが明

記されるに至る（ハリス・プリチャード・ラビン 2002: 16）。ECPDの倫理綱領は、各学

協会が共有すべきものとして提示されたものであるが、実際、この綱領は多くの学協会に

よって採用されることになる。公衆に対する責任が明記されて以降は、この項目も各学協

会の倫理綱領のなかに採り入れられていくことになった（石原 2004b: 643）。 

また、1970年代に入り、技術者の公衆に対する責任に一般の人々が注目するような事件

や事故が多発した。現在の技術者倫理の教科書でも取り上げられることの多い、DC-10墜

落事故、フォード・ピント車欠陥事件などがそうである。なかでも、1971年にサンフラン

シスコで起こった湾岸高速交通（Bay Area Rapid Transit District: BART）での事例は、

米国の技術者倫理の転換点となったといわれるものである（杉原 2002: 3; Kline 2001: 15）。

この事例では、コンピューター制御システムの安全性への疑問を監督者に伝えた 3名の技

術者が不服従を理由に解雇されたが、電気電子技術者協会（The Institute of Electrical and 

Electronics Engineers: IEEE）は、公衆の利益を守るために行動したとして、彼らを擁護
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した。彼らが、公衆の安全を守るという ECPD の倫理綱領にしたがって行動したとして、

裁判で技術者を擁護したのである。このように、公衆に対する責任が倫理綱領に明記され

るようになって以降は、この責任を果たすために行動した結果として不当な扱いを受けた

技術者を擁護するためにも、倫理綱領が用いられることになる（杉原 2002: 3; Kline 2001: 

15–16; 石原 2004b: 643）。 

さらに、さまざまな形で環境問題が浮上して以降、倫理綱領に環境への配慮を含める学

協会が現れはじめた。たとえば、米国土木学会（The American Society of Civil Engineers: 

ASCE）は、表 1にあるように、1977年に環境への配慮を倫理綱領に含めている17。 

以上の歴史的概観をまとめておこう。専門職としての地位を確保しようとした米国の技

術者は、専門職の自律性を担保するものとして倫理綱領を策定した。当初、倫理綱領は技

術者や雇用主の利益保護に主眼を置いたが、技術者にとっての新たな責任の対象として公

衆に対する責任をその項目に含め、その責任を果たすことにより不当な扱いを受けた技術

者を擁護するために用いられるようになる。技術系学協会による倫理綱領の制定から、す

なわち技術者集団内部から技術者倫理が生まれてきたことは、米国の技術者倫理の歴史を

考えるさいに注目されるべき点の一つである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 現在の倫理綱領に目を転じるならば、さらに技術者の責任の対象は拡張しているといえる。ル

ーゲンビールによれば、現在の米国の倫理綱領において技術者が尊重すべき価値として含まれてい

るのは、「公衆の安全」・「専門能力」・「誠実さと客観性」・「利害の対立の回避」・「機密の保

持」・「真価と公平に基づく決定」の六つである。さらに、現行の米国の倫理綱領に含まれてはい

ないが、よりグローバルな文脈から倫理綱領に含まれるべきものとして、「人権」・「技術者の権

利」・「知的財産権」・「自然環境の保護」・「科学技術がもたらす影響への配慮」・「技術者の公

的な役割（公の討議への参加）」の六つを挙げている（Luegenbiehl 2004: 292–301）。倫理綱領は、

技術者と雇用主、あるいは技術者相互という閉じた関係における責任の配慮から、公衆に対する責

任の明記を経て、現在ではより開かれた世界を技術者の責任の対象にしようとしているのである。 
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表 1: 米国における倫理綱領の歴史18 

第 1期 職業倫理強調の段階（The Professional-Conduct Phase） 

1911年 

 

1912年 

 

 

1914年 

コンサルティング・エンジニア協会（The American Institute of Consulting 

Engineers） 

米国電子技師協会（The American Institute of Electrical Engineers: AIEE）

＝1963年電気電子技術者協会（The Institute of Electrical and Electronics 

Engineers: IEEE）に 

米国機械技術者協会（The American Society of Mechanical Engineers: 

ASME） 

米国土木技術者協会（The American Society of Civil Engineers: ASCE） 

第 2期 公的使命の段階（The Public Mission Phase） 

1947年 

 

 

1974年 

 

1977年 

専門職養成に関する技術者協議会（The Engineers’ Council for Professional 

Development: ECPD）＝1980 年技術者教育認定機構（The Accreditation 

Board for Engineering and Technology: ABET）に 

専門職養成に関する技術者協議会（ECPD）が綱領を改定し、公衆の安全・健

康・福利を最優先すべきことを明記 

専門職養成に関する技術者協議会（ECPD）が綱領を改定し、人類の福利を最

優先すべきことを明記 

第 3期 環境への配慮の段階（The Environmental Concern Phase） 

1977年 

1985年 

 

 

1990年 

1996年 

 

1998年 

米国土木学会（ASCE）が、環境への配慮を倫理綱領に含める 

世界技術組織連盟（The World Federation of Engineering Organizations: 

WFEO）が技術者のための「環境倫理綱領」（Code of Environmental Ethics）

を公表 

電気電子技術者協会（IEEE）が綱領を改定し、環境への配慮を含める 

米国土木技術者協会（ASCE）が綱領のなかの基本憲章 7を改定し、「持続可

能な開発」（sustainable development）を含める 

米国機械技術者協会（ASME）が、環境に関する基本憲章 8を追加する 

 

                                                 
18 札野作成のものを一部改変したものである（札野 2004: 112）。 
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1.2 米国における技術者倫理教育の導入 

1970年代以降、さまざまな事件や事故をきっかけに、一般の人々が、科学技術が社会に

及ぼす影響について関心をもちはじめ、さらに、ベトナム戦争を契機とした科学技術批判

や、公害・環境問題といった社会的要因によって、地球環境や公衆の安全への配慮が技術

者の重要な責務として議論されはじめる。それに加え、1970 年代後半から、米国国立科学

財団（National Science Foundation: NSF）と全米人文科学基金（National Endowment 

for the Humanities: NEH）の支援を受け、技術者と哲学者およびその他の分野の専門家

からなる学際的なプロジェクトが実施された。このプロジェクトでは、技術者の専門職と

しての倫理を再確認し、それを次世代に伝えるための教育プログラムの開発が行われた（札

野 1996: 911–912）。具体的には、NSFと NEHの支援を受けて、レンセリア工科大学の

科学・技術人間的側面研究センター（Center for the Study of the Human Dimensions of 

Science and Technology at Rensselaer Polytechnic Institute: RPI）とイリノイ工科大学

（Illinois Institute of Technology: IIT）の専門職倫理研究センター（Center for the Study 

of Ethics in the Professions: CSEP）がプロジェクトを企てた。これらのプロジェクトは、

技術者倫理という新しい領域を支援し、また技術者倫理に関する科目の設置を支援するも

のであった（Weil 1984: 342–343）。 

しかし、米国の技術者倫理教育の歴史と現状に詳しい札野によれば、「米国における技術

者倫理教育の起源を特定するのは容易ではない」（札野 2003: 43）。以下では、RPIでのプ

ロジェクトを総括したボームが、技術者倫理教育に関する具体的な提言をまとめた著作

（Baum 1980）、および札野の研究などをもとに技術者倫理教育の歴史を概観する。 

非常に限定された意味でのプロフェッショナリズム（professionalism）の教育について

は、技術者教育が高等教育の一部として認識されはじめた 19 世紀後半からある程度実践

されていたという。また、第二次世界大戦以降、科学技術の成果が社会に与える影響を考

慮するような教育が、科学史、技術史、科学技術論などの文脈で実践されていた。たとえ

ば、NSFの支援を受けて、米国科学振興協会（American Association for the Advancement 

of Science: AAAS）が 1977 年に実施した調査によると、科学技術が社会に与える倫理的

影響や価値観への影響に関して、多くの大学で少なくとも一つの科目が開講されていたと

いう（札野 2003: 43–44; Baum 1980: 1–2）。 

しかし、科学技術の社会への倫理的影響を考慮するこうした分野と技術者倫理は区別さ

れうる。ボームはこの区別を強調し、技術者倫理は専門職集団に属する技術者の行為や意
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思決定を扱う分野であるとする（杉原 2002: 4; Baum 1980: 2–3）。 

では、ここで区別される（狭義の）技術者倫理教育、すなわち技術者が重視すべき価値

観と行動規範、および技術者の意思決定に焦点を絞った技術者倫理教育の起源はいつなの

であろうか。前述のように、その起源を特定するのは困難とはいえ、その芽生えが見られ

た年は、1976年であると考えられている（札野 2003: 44; Baum 1980: 21–23）。というの

は、この年に NSPEが、技術者倫理教育が不十分であることを改善するべく、技術者の専

門職としての地位やそれと社会との関係を学生に確認させることを教育目標とする科目の

開講を提言したからである。具体的には、1974年に同協会が行ったアンケート調査の結果

に基づき、技術者の専門職としての行動規範に関する教育が不十分なことを指摘し、認定

を受ける技術者教育課程は、上記のような科目を少なくとも一つは開講すべきであると提

言したのである（札野 2003: 44; Baum 1980: 25）。 

先述の NSF と NEH の支援による学際的なプロジェクトが開始したのは、まさにこの

時期であった。1979 年の段階で、すでに開講されている科目が 30 から 40 あり、また計

画中のものが少なくとも 50 以上あったが、当時、ECPD が技術者倫理およびプロフェッ

ショナリズムに関する科目を、認定を受けようとするすべての教育課程に課すか否かを検

討していたことも追い風となり、技術者倫理教育への関心が高まった（札野 2003: 44; 

Baum 1980: 23）。そして、1980年代に入ると、環境問題の認識やさまざまな事故（スペ

ースシャトル・チャレンジャー号の爆発事故やチェルノブイリ原発事故など）の続発など

によって、技術者倫理教育の必要性がさらに強調されるようになる（札野 2003: 44–45）。 

1990年代には、ECPDの後継機関である技術者教育認定機構（Accreditation Board for 

Engineering and Technology: ABET）が技術者倫理を教育目標に含めることになる。先述

のとおり、ECPD は 1979 年に技術者教育課程に技術者倫理に関する科目を公式に要請す

るか否かを検討中であったが、後続の ABETは 1980年代半ばから、倫理と専門職につい

ての教育に取り組んでいることを認定要件として求めるようになる。1985 年の ABET の

認定基準では、「技術専門職とその実務における、倫理性の理解」を育てる真剣な努力をす

ることが求められている（ハリス・プリチャード・ラビン 2002: 19–20）。さらに、1997

年に採用された認定基準、Engineering Criteria 2000（EC2000: 2001 年施行）では、よ

り明確に技術者倫理が提示されている。EC2000 は、21世紀の技術者教育のあるべき姿を

模索し、それまでの教育内容中心のカリキュラム評価から教育成果（outcomes）を重視し

た認定へと大きく変革を遂げたものであったが、このなかで技術者倫理が要件として明示
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されているのである。すなわち、「卒業生が地球的で社会的な関係の中で技術の影響力を理

解し、技術に関係した現代的問題の知識を持っていること」を実証するように求め、「経済

的、環境的、社会的、および政治的因子に加えて倫理的因子を考慮することを含む『大規

模な設計経験』を学生が持つよう」に指導しているのである（ハリス・プリチャード・ラ

ビン 2002: 20）。 

こうして認定基準に技術者倫理が明示されて以降、認定審査を受ける大学は、卒業生が

技術者倫理を理解していることを実証する必要に迫られた。加えて、NSFがこの分野の研

究・教育に財政的支援を続けたことによって、技術者倫理教育は米国の工学系大学におい

て着実に発展を遂げることになった（札野 2003: 45）。1980 年代は技術者倫理教育への関

心が高まったとはいえ、1984年にヴェイユが行った調査によると、制度的に技術者倫理を

カリキュラムに取り込んだ大学はまだ少数であった（Lynch 1997: 28; Weil 1985: 245–248）

が、1997 年に実施された調査によると、技術者倫理を教育する大学の数は増加し、少なく

とも工学系上位 10 大学においては何らかの形で技術者倫理に関する科目が教育課程のな

かに設けられていた（札野 2003: 45; Lynch 1997: 28）。 

また、技術者倫理教育への関心の高まりは、新たな教育手法も生み出した。すなわち、

技術者倫理に関する科目を独立に開講するのとは別に、教育課程全体を通して技術者倫理

を教えるという教育方法が開発されたのである。教育課程全体を通した倫理教育（Ethics 

Across the Curriculum: EAC）は、イリノイ工科大学専門職倫理研究センター（CESP）

が中心となって開発を進め、成功をおさめてきている独自の取り組みである。EACのアプ

ローチは、ごく普通の専門科目のなかに倫理について考える小さなユニットをいくつもは

め込むことによって、専門科目担当者が技術者倫理教育へと参画し、その結果全教育課程

を通した技術者倫理教育を実現しようとするものである。これは従来の専門科目にほんの

少し倫理を組み込むこと、つまりマイクロインサーション（micro-insertion）と呼ばれる

手法によって可能となるものである。この EAC のアプローチは、米国のみならず世界的

な広がりを見せている19。 

ただし、ABETの認定基準に技術者倫理が明示されて以降、実際に科目として技術者倫

理が開講された数はそれほど多くはない。1999 年に実施された調査では、ABET の認定

                                                 
19 EAC が実施されるに至った背景、またこれを実施するために、NSF の支援を得てイリノイ工科

大学で開催されたワークショップの内容などを含めて、Davis（1999: 111–142）を参照されたい。

また、日本における展開については、たとえば西村（2006）を参照されたい。 



21 

 

を受けた機関のうち、必修科目として倫理に関連した科目を設定しているのは機関の 17％

（学生数では 8％）にすぎず、しかもそれらは哲学や宗教などの科目であった（Herkert 

2000: 303–304; Stephan 1999: 460–462）。たしかに、技術者倫理に関する科目を必修科目

として設置することは米国においても標準的なことではないが、上位 10 大学が技術者倫

理に関する科目を設置していること、先進的な大学によってEACが実施されていること、

あるいは多くの大学で選択科目として技術者倫理が存在することに見られるように、技術

者倫理は米国の技術者教育に確実に浸透している（Herkert 2000: 304）20。 

 

1.3 米国における技術者倫理教育の四段階 

最後に、米国における技術者倫理の推移をまとめておこう。ミッチャム（Carl Mitcham）

の言葉を借りてそれを整理すれば、「暗黙の倫理」（implicit ethics）、「忠誠としての倫理」

（ethics as loyalty）、「公衆の安全、健康、福利」、「倫理教育」という四段階を経ての発展

ということになる（Mitcham 2001: 565–574）21。すなわち、19世紀中頃から終わりまで

の段階では、技術者の倫理とは、技術者たちの間の「暗黙の倫理」であった。この段階で

は、いまだ倫理綱領は存在せず、各協会のエートスが技術者の行動を律していた。しかし、

20世紀に入ると、主要な学協会は倫理綱領を策定し、技術業のさらなる発展を目指すこと

になる。これらの倫理綱領では、依頼主・雇用主の利益が重視され、20 世紀初めの約 30

年間は依頼主・雇用主への「忠誠の倫理」が技術者倫理の中心を占めていた。第二次世界

大戦後になると、技術業が社会に及ぼす影響、および技術者の社会的責任が強く意識され、

現在の多くの倫理綱領に見られる「公衆の安全、健康、福利」が重視されるようになる。

そして 1970 年代に入り、工学系高等教育機関で「倫理教育」が開始され、現在の技術者

倫理という研究上および教育上の一分野が確立されることになった。EC2000 が提示され

た 1990 年代後半以降は、技術者倫理に関する教科書の改訂や新たな出版が相次ぎ、必修

                                                 
20 藤本は、米国の状況と比較してみて、日本で技術者倫理を科目として設定している教育機関が

いかに多いかを指摘している。藤本が参照する 2005 年に実施されたアンケート調査では、日本技

術者教育認定機構（Japan Accreditation Board for Engineering Education: JABEE）の認定を取

得している機関のうち、76.1％が技術者倫理を科目として開講していることが明らかになっている。

この数値は藤本もいうとおり、「驚くべきもの」である（藤本 2006: 80）。このことは、大学や高

等専門学校における技術者倫理教育が、学協会の取り組みに先行して始まったという日本の特徴が

関係しているとも考えられる。日本における歴史的経緯については本章の 2.2節で概観する。 
21 ミッチャムの分類にしたがった解説が杉原・大野（2005）においてもなされている。以下ではそ

の解説も参照しながら、ミッチャムのいう米国における技術者倫理の四段階についてまとめておく

ことにする（杉原・大野 2005: 203–209）。 
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科目、選択科目、EACのアプローチなどによって、技術者倫理は米国の技術者教育に広く

浸透している。 

このように、米国では、技術者協会において技術者の倫理が確立された後に、大学で技

術者倫理教育が展開されるようになった。当初は依頼主・雇用主への「忠誠の倫理」が重

視されていたとはいえ、技術者の内発的な動機から技術者倫理が生まれてきたこと、それ

ゆえ専門職としての責任が強調される形で技術者倫理が発展してきたことが特徴的である。

現在の米国の技術者倫理にこうした歴史的背景があることは、他の国々での技術者倫理の

展開を考慮するさいに、注目されるべき事柄である22。 

 

2 国際的な広がりを見せる技術者倫理 

現在、米国にルーツをもつ技術者倫理は、国際的な広がりを見せている。このような動

向の背景として、1990 年代半ば以降の技術者資格および技術者教育の国際化を挙げるこ

とができる。わが国においても、国際的に通用する技術者教育の認定システムを構築する

必要性が認識され、「国際的に通用するエンジニア」を目指して 1999 年 11 月に日本技術

者教育認定機構（Japanese Accreditation Board for Engineering Education: JABEE）が

設立された。JABEE はその認定基準として技術者倫理を明確に示している。すなわち、

日本技術者教育認定基準において、基準 1・（1）・b として、「技術者が社会や自然に及ぼ

す効果や影響、および技術者が社会に対して負っている責任に対する理解（技術者倫理）」

を明示している23。また、ヨーロッパにおいては、米国で展開されてきた技術者倫理の影響

を受けつつも、それとは異なる技術倫理（ethics of technology）を構築しようとする動き

も見られる。以下では、技術者資格・技術者教育の国際化の動向を確認し、それを踏まえ

ながら、各地域での技術者倫理の展開を追うことにする。 

 

                                                 
22 石原も、日本などで技術者倫理および技術者倫理教育を考慮するさい、「アメリカでは、まず技

術者協会において技術者倫理が確立された後に、大学で技術者倫理教育の授業が展開されることに

なった」という歴史的経緯を踏まえておくことが必要であると論じている（石原 2004a: 626）。 
23 この基準は日本技術者教育認定基準（2001年度版）から、現在の日本技術者教育認定基準

（2010年度～2015年度）に至るまで変更されることなく明記されている。JABEE ホームページ

（http://www.jabee.org/）内の「認定基準関連書類」

（http://www.jabee.org/accreditation/basis/accreditation_criteria_doc/）にある「日本技術者教育

認定基準（2010年度～2015年度）」を参照（2015 年 3月 4日アクセス）。 
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2.1 技術者資格・技術者教育の国際化 

経済活動のグローバル化に伴い、科学技術によってもたらされた製品や成果だけでなく、

技術者自身の活動も特定の地域や文化圏を超えたグローバルなものとなる。このような状

況のもと、技術者の国際資格の問題が関心を集めるようになった。具体的には、1995年に

設立された世界貿易機構（World Trade Organization: WTO）が、モノの貿易だけでなく、

技術的なサービスの国際的な品質保証を目指し、それに呼応して、1990年代後半、技術者

資格の国際相互承認の動きが急速に進展することになる。技術者教育の認証に関する国際

的な枠組みとして、1989 年に調印されたワシントン・アコード（Washington Accord）が

あるが、この加盟国が中心となり、1996 年 3 月に技術者の流動化に関するフォーラム

（Engineers Mobility Forum: EMF）が設立された。また、2000年には、アジア太平洋経

済協力会議（Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC）加盟国間の技術者の流動性を高

めることを目的に、技術者資格の相互認証を行う APECエンジニアの審査登録が開始され

た。日本においても、2000 年に技術士法が国際的な整合性をもつ形に改正されている。上

述のワシントン・アコードは、加盟団体が認証した教育プログラムの学位（学士）の実質

的同等性を保証するなかで統一的な認定基準を定めてはいないが、多くの加盟団体はその

認定基準に技術者倫理を採り入れている。現在技術者倫理は、国際的に通用する技術者を

教育する上で不可欠の要素となっている24。 

 

2.2 日本における技術者倫理 

現在の日本における技術者倫理および技術者倫理教育の展開を考慮する場合、上述の技

術者資格・技術者教育の国際化の影響がきわめて大きい。 

日本において、技術者倫理が活発に議論されはじめたのは、2000年頃からである。この

頃から関連する教科書が出版され、実際に関連する講義が開講されはじめた。この 2000年

は、雪印による集団食中毒事件や三菱自動車のリコール隠し事件などの不祥事が続発した

年である。さらに遡ると、オウム真理教によるサリン事件、高速増殖炉もんじゅ事故、JCO

臨界事故など科学技術の専門家が関わる事件・事故が、1990 年代半ばから続発していた。

日本において技術者倫理が注目されるに至った要因の一つとして、これら一連の事件・事

故を挙げることができるだろう。しかし、さらに大きな要因を指摘することができる。す

                                                 
24 以上、技術者をとりまく国際的な環境については、札野（2003: 45–46）および石原（2004a: 628）

を参照した。 
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なわち、1996年頃にはじまった工学教育改革と呼ばれる一連の流れである（調 2005: 88–

89）。 

もちろん、日本が見本とした米国の工学教育改革の一因が、技術に対する社会的不安で

あったこと、また日本でそれまでほとんど関心が払われていなかった技術者倫理が、関係

者の間ですんなりと受け入れられたことなどから、先の事件や事故が大きな背景として技

術者倫理の必要性を認識させたと解釈することはできる。しかし、調の指摘するように、

技術者倫理が技術者教育に導入される直接の要因となったのは、1996 年頃にはじまる工

学教育改革であった（調 2005: 89）。 

この時期、技術者資格・技術者教育の国際化の動きを視野に入れながら、工学部レベル

での教育および技術者資格の制度整備が急速に進んだ。1996 年に日本工学教育協会に工

学教育アクレディテーションシステム調査検討委員会が設立され、その中間答申を受け、

1997年 7月、国際的に通用するエンジニア教育検討会が、工学系学協会、当時の文部省・

通商産業省・科学技術庁、経済界関係者によって設立され、制度の基本案や認定基準など

が検討された。その結果、APECエンジニアの要件である、技術者教育プログラムの承認

あるいは認定のうち、要件がより厳しい認定を目指すことなった。これは、認定レベルで

技術者資格の相互承認を取り決めているワシントン・アコードに加盟し、どの経済圏でも

通用する技術者資格の実現を目指したものであった（菊池 2004: 8–9）。 

このような文脈において、先述の JABEEが、米国の技術者教育認定機構である ABET

に倣って設立されることになる。JABEE は、日本の技術者教育の国際的な同等性を確保

し、国際的に通用するエンジニアの育成を目指して設立されたものである。その目的を果

たすべく、2001年にワシントン・アコードに暫定加盟した JABEEは、その後 2005年 6

月に開催された第 7回ワシントン・アコード総会において、非英語圏ではじめて正式加盟

を認められることになる25。 

もちろん、1997 年 5 月に日本学術会議基礎工学研究連絡委員会が発表した「工学系高

                                                 
25 ただし、JABEE 設立の背景については、別の方向から検討する必要もあるだろう。すなわち、

高等教育の市場化、国際化という文脈からの検討である。事実、1991 年に設立された高等教育の

質保証機関の国際的ネットワーク（International Network for Quality Assurance Agencies in 

Higher Education: INQAAHE）には、日本からは大学基準協会が創立会員に名を連ねているが、

その後、JABEE も加盟を果たしている。本田らの指摘するように、JABEE はワシントン・アコ

ードに加盟することで技術的サービスの国際的質保証の動きに参加し、また INQAAHE に加盟す

ることで、高等教育サービスの国際的質保証の動きに参加しているのである（本田他 2009: 14–15）。

ただし、この文脈からの検討は、高等教育全般を視野に入れる必要があるため、本論ではその事実

を指摘するにとどめざるをえない。 
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等教育機関での技術者の倫理教育に関する提案」のように、制度設備とは異なる次元での

倫理教育の提言も存在した。しかし、技術者資格・技術者教育の国際化の流れのなかで

JABEE が設立され、その認定基準に技術者倫理が含まれていることが、日本における技

術者倫理教育導入の大きな要因となったことは否定できない（石原 2004a: 626）。 

さて、米国の技術者倫理の歴史と対比した場合、日本においては大学や高等専門学校に

おける倫理教育が学協会の取り組みに先行している点が特徴的である。1990 年代後半か

ら、情報処理学会を皮切りに、日本でも主要な技術系学協会が倫理綱領を制定したが、そ

れも米国のように内発的な動機によってではなかった。1938 年の段階ですでに倫理綱領

にあたるものを発表していた土木学会のような例外はあるものの、近年の倫理綱領策定は

外発的な要因が大きかった。実際、そのさきがけとなった情報処理学会の場合を見ても、

その制定のきっかけは情報処理国際連合（International Federation for Information 

Processing: IFIP）からの問い合わせであった。その他の主要な学協会の倫理綱領の策定

についても、2001 年 3 月に閣議決定された科学技術基本計画が、学協会に倫理綱領の策

定と技術者の資格認定に倫理的視点を盛り込むことを求めたことによるところが大きい

（菊池 2004: 9）。 

日本に技術者倫理が導入された経緯を考慮した場合、米国のように技術業に関して専門

職集団（profession）という概念が希薄であること、学協会がプロフェッショナルソサイテ

ィ（professional society）としてではなく、アカデミックソサイティ（academic society）

として機能してきたという点をその特徴として挙げることができる26。そもそも日本の工

学系学協会は、工部大学校第 1回卒業生が同窓会として工学会を作ったのがはじまりだと

されている（菊池 2004: 7）。歴史的にアカデミックソサイティとして存在してきた日本の

学協会においては、専門職集団としての意識が希薄であり、それゆえ、米国とは異なり、

学協会の内発的な動機から技術者倫理が生じることがなかったのである27。 

 

                                                 
26 この点は多くの論者によって指摘されているが、たとえば札野（2004: 48）、石原（2004b: 644）

などを参照されたい。 
27 ただし、近年日本の学協会にも変化が見られる。たとえば、日本技術士会は 2007 年 1 月に「技

術士プロフェッション宣言」を公表し、プロフェッションの概要の一つとして「厳格な職業倫理を

備える」ことを明記している。日本技術士会ホームページ（http://www.engineer.or.jp/）内の「技術

士プロフェッション宣言」（http://www.engineer.or.jp/c_topics/000/000029.html）を参照（2015 年

3 月 4日アクセス）。 
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2.3 ヨーロッパにおける技術者倫理 

一方、ヨーロッパの技術者倫理に関しては、現在米国や日本で実践されている技術者倫

理教育という点から見れば、それはまだ「揺籃期」にあるといえる。ヨーロッパにおいて、

技術者倫理が注目されはじめたのは、1990 年代半ば以降、すなわち技術者資格の国際化が

関心を集めるようになって以降のことである。徐々に技術者倫理教育への注目も高まりつ

つあり、ヨーロッパ工学教育協会（European Society for Engineering Education: SEFI）

は、1998 年に技術者教育における倫理に関するワーキンググループを設立している。しか

しほとんどの大学では、技術者倫理教育が組織的に行われているとはいえないのが現状で

ある（札野 2004: 46）。 

ただし、ヨーロッパには、米国にルーツをもつ技術者倫理とは異なる歴史が存している。

たとえば、フランスでは人文科学が伝統的に技術者教育において重要な意味をもつものと

考えられてきた（Didier 2000: 325–326）。あるいはオランダでは、1970年代から科学技

術社会論（science, technology and society: STS）に関する科目が、しばしば技術系大学で

必修科目として教えられてきた（Zandvoort, Van de Poel and Brumsen 2000: 296）。これ

らは狭義の技術者倫理教育とは異なるものの、技術者の責任やその倫理的・社会的側面が

技術者教育のカリキュラムにおいて全く無視されてきたわけでないことを示している。以

下、ヨーロッパにおける歴史的経緯を概観することにしよう。 

ヨーロッパにおいても、2001年にフランス科学者・技術者会議（Conseil National des 

Ingénieurs et des Scientifiques de France: CNISF）が「技術者倫理憲章」（Charte 

d’Ethique de ‘Ingénieur）を、また 2002 年にはドイツ技術者連盟（Verein Deutscher 

Ingenieure: VDI）が「技術者倫理の基本原理」（Ethische Grundsätze des Ingenieurberufs; 

Fundamentals of Engineering Ethics）を発表するなど、米国の技術者倫理の歴史的展開

に沿うような動きが見られる。しかし、ヨーロッパには技術の倫理に関して、米国とは異

なる歴史的文脈がある。ここでは、歴史的に技術者倫理が存在しなかったといわれるフラ

ンス、および米国とは異なる文脈で技術者倫理に関する議論が存在したドイツの歴史的経

緯を概観する。 

 

2.4 フランスにおける技術者倫理 

フランスには歴史的に技術者倫理が存在しなかったといわれるが、前述のように、フラ

ンスでは伝統的に技術者教育において人文科学の有用性が認識されてきた。ディディエ
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（Christelle Didier）はその背景の一つとしてエコールポリテクニクの存在を指摘する。

すなわち、科学技術を専門として教える世界初の高等教育機関であったエコールポリテク

ニクは、その設立当初より、文学や歴史を教えることの重要性を常に認識してきたが、そ

れがフランスのその他の高いレベルの理工系教育プログラムに強い影響を与えたというの

である（Didier 2000: 325）。さらにディディエは、カトリックの技術者によって生み出さ

れた技術者の社会的役割という考えを影響として指摘する。事実、20世紀の初め以来、カ

トリックの技術者たちによって、技術者の社会的責任が議論されてきた。たとえば、カト

リック技術者社会連合（Union Sociale des Ingénieurs Catholiques）は、労働者の尊厳

（1949 年）、技術者の自由（1951 年）、管理職と経営者の社会的責任（1953 年）、より人

間的な未来の構築（1962 年）などの問題を議論していた。すなわち、フランスでは、倫理

綱領を採択するのとは別の仕方で専門職における倫理的問題が議論されてきたのである28。

このように、ディディエは、教養主義的な伝統とカトリック的な伝統の二つを指摘する。 

そもそもフランスの技術者教育は、優秀な学生に開かれており、最も技術者の地位が高

い国の一つである。したがって、フランスの技術者は米国とは異なり、自らの社会的地位

の向上に苦慮する必要はなかったのである。技術者教育は卒業生に高い社会的地位を与え、

有名校の卒業生のみではあるが、技術者は他の国々よりも早く出世する。このような事情

から、フランスでは技術者教育と専門職集団とを区別する必要がある。すなわち、技術者

教育を施す大学を卒業する人々と技術者として働く人々とを区別する必要がある。前者の

多くは高い社会的地位を与えられ、経営者へとその立場を変えるのである（Didier 1999: 

474）。 

このようにフランスでは、米国とは異なり、歴史的・文化的な理由から技術者教育にお

いて専門職集団（profession）という概念が希薄である。それゆえ、技術業における専門職

倫理としての技術者倫理は、米国と同じようには発展してこなかったのである。ディディ

エは技術者倫理を「専門職倫理としての技術者倫理」と「技術倫理としての技術者倫理」

に区別している。米国に端を発する前者の技術者倫理とは別に、技術者倫理は、技術倫理

（ethics of technology）、すなわち技術者というよりもむしろ技術（technology）に適用さ

れる道徳哲学ともみなされると考えるのである（Didier 2000: 332）。実際、後述のように、

                                                 
28 以上、オンラインでのみ参照可能なDidierの論文“Why There are No Engineering Ethics in 

France: A Historical Interpretation” 

（www.onlineethics.org/Topics/ProfPractice/PPEssays/internindex/Historical.aspx）を参照した

（2015年 3月 4日アクセス）。 
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近年ヨーロッパでは狭義の技術者倫理とは異なるアプローチも試みられている。 

 

2.5 ドイツにおける技術者倫理 

一方ドイツでは、比較的古くから技術についての哲学的議論が存在していた。たとえば、

技術哲学（philosophy of technology）という言葉が初めて用いられたといわれるカップ

（Ernst Kapp）による著作『技術哲学の基礎』（Grundlinien einer Philosophie der Technik）

が 1877 年に出版されている。ただし、ドイツにおいて技術者の倫理が中心的な話題とな

ったのは、第二次世界大戦後のことである。それは先述のドイツ技術者連盟（Verein 

Deutscher Ingenieure: VDI）が第二次世界大戦中にナチス政権を積極的に支持したこと

への反省を機縁とする。 

1933年に国家社会主義ドイツ労働者党（ナチス党）が政権を掌握すると、弁護士や教師

などの専門家団体がナチスの体制に組み込まれていったが、VDIもその例外ではなかった

（田中克範 2009: 2）。VDIは 1933年に技術・科学的労働全国共同体（Reichesgemeinshaft 

der technisch-wissenschaftlichen Arbeit: RTA）に加入するが、1934年に RTAがナチス

ドイツ技術同盟（Nationalsozialistischer Bund Deutscher Technik: NSBDT）の一部とさ

れたことにより VDIも NSBDTの一員となる（ibid.）。NSBDTはナチス党技術総局のも

とに設立された組織であり、ここに加入することはナチス党の傘下に入ることを意味した

（ibid.）。 

小野によれば、ナチスの権力掌握後、技術者のナチス体制への統合をめぐって二つの路

線が対立していた。すなわち、労働組合と同様に技術者団体を解体吸収しようとする労働

戦線と、技術者の自律性を維持し、経済に対する技術の優位を実現しようとする路線であ

る（小野 1996: 357）。VDIは、自らの主導で技術者組織を結集しようとして労働戦線への

編入に反対していたトート（Friz Todt）に依拠した。トートはナチスの有力な指導者でア

ウトバーン建設の指揮で有名であるが、彼を長とする党の技術中央局とナチスドイツ技術

同盟によって、ナチ・レジームへの技術者団体の統合が達成されることになる（ibid）。「技

術者は、ホワイトカラー組織が解散させられたのに比べて例外的に、名目的にせよ自律的

な組織を維持したままレジームに統合された」（ibid）のであるが、1939 年にはそのトー

トを会長にするなど「全面的にナチスにコミットしたといえる」（神保 1998: 135）。 

VDI は、第二次世界大戦におけるナチスへのコミットに対する反省を機縁として、戦後

の早い時期から技術者の責任や技術と人間の関係に関する考察に関心を払うことになる。
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1947年に再建された VDIがその再建にさいして開催した国際会議は、「倫理的、文化的課

題としての技術」（Technik als ethishe und kulturelle Aufgabe）をモットーとしたもので

あった（Hunig and Mitcham 1993: 430; 神保 1998: 137）29。 

この国際会議に引き続き VDI が開催した会議は、第二次世界大戦によってドイツの技

術者に投げかけられた問いや今後の技術発展のあり方について、哲学者と技術者が答えよ

うとするものであった（Hunig and Mitcham 1993: 431）。以下がそのタイトルと開催さ

れた都市名である。 

 

1950年 「技術者の責任について」（Über die Verantwortung des Ingenieurs）（カ

ッセル） 

1951 年 「技術時代における人間と労働」（Mensch und Arbeit im technischen 

Zeitalter）（マールブルク） 

1953 年 「技術を通じた人間の変化」（Die Wandlungen des Menschen durch die 

Technik）（チュービンゲン） 

1955年 「技術の力場における人間」（Der Mensch im Kraftfeld der Technik）（ミ

ュンスター） 

（Hunig and Mitcham 1993: 431; 神保 1998: 137） 

 

注目すべきことに、技術者の責任をテーマに開催された 1950 年の会議の最後に、当時

の事務局長によって「技術者の信条表明」（Bekenntnis des Ingenieurs）が公表されてい

る（北野 2007: 131）。このなかには直接、戦争やナチスに関する表現は出てこないが、自

らへの反省や技術批判を示唆する言葉を読み取ることができる30。直接的な言及はないが、

第二次世界大戦におけるナチスへの関わりの反省をきっかけとしてこの信条表明が作成さ

れたことはたしかである。一方、神保も指摘するように、通常の職能団体の倫理綱領で見

られるような専門職としての権利や義務についての主張は「希薄」である（神保 1998: 137）。

フニンクとミッチャムは、信条表明というタイトルや文中に繰り返される使命（Beruf）と

                                                 
29 戦後まもないこの VDI の再建については、ヤスパースが「集団の罪」を哲学的に否定したこと

が、ドイツ国家の再建だけでなく、VDI のような専門職団体の再建も正当化したとされる（Hunig 

and Mitcham 1993: 430–431）。 
30 神保（1998）、北野（2007）、田中克範（2009）において、それぞれ「技術者の信条表明」の日

本語訳がなされている。 
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いう言葉から宗教的なトーンを読み取っている（Hunig and Mitcham 1993: 431）31。 

ちょうどこうした会議が開催されていた頃、VDIはデッサウアー（Friedrich Dessauer）

に技術哲学に関する著作の執筆を要請している（ibid.）。デッサウアーは、フランクフルト

大学で物理学を学んだ後、レントゲン機器のメーカーで働いた経験をもつ人物であるが（神

保 1998: 141）、1927 年に『技術の哲学』（Philosphie der Technik: das Problem der 

Realisierung）を出版したことでも知られる。デッサウアーは、ワイマール時代には中央

党に属してナチスに反対の立場をとり、ナチスの政権掌握以降はトルコ、スイスに亡命し

ていたが、その帰国後、VDIは『技術の哲学』の新版にあたる著作の執筆を彼に委託した

のである（Hunig and Mitcham 1993: 431–432: 神保 1998: 142; 田中克範 2009: 4）。そ

の著作は、VDI創立100周年にあたる1956年、『技術をめぐる争い』（Streit um die Technik）

として出版されることになる（Hunig and Mitcham 1993: 432）。 

同じ 1956年、VDIは「人間と技術」（Mensch und Technik）に関する中央委員会を設

置している。この委員会の哲学の指導者として招かれたのがやはりデッサウアーであった

（神保 1998: 140; 田中克範 2009: 4）32。この「人間と技術」に関する中央委員会の下に

五つの小委員会が置かれたが、その一つが「哲学と技術」（Philosophie und Technik）に

関する小委員会であった33。特にこの小委員会において技術者倫理の問題が扱われること

になる。 

「人間と技術」に関する中央委員会の設置は、VDIの技術への問いかけが「単に戦争責

                                                 
31 神保は、「全体のトーンはもっぱら技術および技術者をより高い人類的、文化的価値に従属する

者として捉え、要するにテクノクラシー的な考え方の否定に力点を置いている点」に注目している

（神保 1998: 137）。たしかに、戦間期にドイツの技術者がテクノクラートとして果たした政治的

役割やその挫折からナチスに組み込まれていった事実が責任問題として VDI にのしかかっていた

であろう。神保は、こうした事情が「VDIが技術の位置づけを、従ってまた技術者の位置づけを、

極力より高次の価値に対して下位に置こうとするこの信条表明の姿勢に繋がった」と考える（神保 

1998: 139）。 
32 なお、神保はデッサウアーが招かれた理由を、（1）専門性について、（2）政治的活動について、

（3）「技術哲学」の思想、（4）継承されるものの四つの観点から説明している。すなわち、（1）

彼がドイツの「技術の哲学」の代表的研究者であり、かつ本来は物理学を専攻しており、技術者に

とって自分たちの仲間と見ることができる存在であったこと、（2）彼がワイマール時代に中央党に

属してナチスと対抗し、ナチスとコミットすることがなかったこと、（3）自然的法則下という条件

のもとでの技術者の創造性、能動性を強調する彼の技術思想が技術者にとってきわめて受け入れや

すいものであったこと、（4）ドイツの伝統的哲学思考との連続性を保ったその論理性と、技術者の

日々の活動の心理面にまで踏み込むような実践性に技術の専門家たちが共鳴したことの四つをその

理由として指摘している（神保 1998: 141–144）。 
33 他の四つは、「教育と技術」、「宗教と技術」、「言語と技術」、「社会学と技術」に関する小

委員会であった（Huning and Mitcham 1993: 432）。 
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任とか、ナチスへの関与の責任ということのレベルを越えて、その奥にあるものを指向し

ていた」（神保 1998: 139）ことを示すものであろう。あるいは、「第二次世界大戦中の技

術者たちの専門的に孤立した思考を反省し、もっと広い視野で考えるような共同作業の必

要性」（北野 2007: 132）からの設置であったともいえるだろう34。ともかく、「人間と技

術」に関する中央委員会が設置されて以降、この委員会に属する「VDI の哲学者たち」35

が中心となってドイツにおける技術者倫理に関する議論が進められていくことになる。 

それでは、「人間と技術」に関する中央委員会、およびそれを引き継いでの「職業と社会

における技術者」（Der Ingenieur in Beruf und Gesellschaft）36において、技術者倫理に

関する議論がどのように展開したかを概観しておこう。 

「人間と技術」に関する中央委員会の最初のプロジェクトは、「技術とは何か」をめぐる

議論であった。これらの議論は、VDIの週報 VDI-nachrichten に公開され、後に「人間と

技術」の公刊物にまとめられた（Mitcham 1994: 68）。60年代半ば頃までは委員会内部で

の議論が主な活動であったといえる。しかし 1967 年、VDI の新しい本部がデュッセルド

ルフに開かれたのに関連して、デュッセルドルフで「技術と社会─相互作用、影響、そし

て傾向」（Technik und Gesellschaft: Wechselwirkungen, Einflüsse, und Tendenzen）と

いう会議が開かれている（Huning and Mitcham 1993: 432; 北野 2008: 176）。その翌年

に公刊された会議の講演集には、哲学者、技術者、経済学者などが寄稿しており、それ以

後この著作はその他の議論が参照するものになったという（Mitcham 1994: 68）。さらに、

1970 年には、「人間と技術」主催の会議として、ルードヴィッヒスハーフェンで「技術の

進歩と経済的および社会的影響」（Wirtschaftliche und gesellschaftliche Auswirkungen 

des technischen Fortschritts）という会議が開かれる（Huning and Mitcham 1993: 432; 

北野 2008: 176）37。こうして徐々に「人間と技術」に関する中央委員会の活動は外に開か

                                                 
34 神保によれば、VDI が技術の哲学的問題に関心を示したのは、技術者の社会的責任の問題に取

り組むという理由だけではなく、戦後の工科大学（Technische Hochschule: TH）の改革運動とも関

係している。すなわち、「文科系教養に裏付けられた高度の技術者の養成とそのための高等工業教

育改革の動き」が委員会設置の背景にあったのである（神保 1998: 139–140）。 
35 北野が指摘するとおり、VDIのホームページで公開されている「技術者倫理の基本原理」に当時

の会長による前文が加えられており、そのなかに「VDI の哲学者たち」という表現が用いられてい

る（北野 2008: 177; 180 注 4）。VDI ホームページ（http://www.vdi.de/）内の「VDI の使命と社

会」（http://www.vdi.de/5180.0.html）を参照（2015年 3月 4日アクセス）。 
36 「人間と技術」に関する中央委員会は、1973年に他の四つの中央委員会（「職業と地位の諸問題」、

「教育と継続教育」、「技術史」、「技術と法」）とともに、「職業と社会における技術者」に統合

されている（北野 2008: 176）。 
37 なお、ドイツで「テクノロジーアセスメント」の問題が公の場で議論されたのはこの会議が初め
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れていく。 

1970 年代に入ると、「哲学と技術」に関する分科委員会は、科学技術と価値の関係に議

論の焦点を合わせた。具体的には、まず環境問題が扱われ、その後テクノロジーアセスメ

ントの問題が議論された（Mitcham 1994: 69）。 

当時のドイツでは、『成長の限界』（1972 年）の出版や緑の党の政治的成功などをきっか

けに、環境問題に関心がもたれていた。この分科委員会のプロジェクトによって、これら

の問題を扱った専門職倫理に関する著作や技術者教育の問題に関する著作が刊行された

（Huning and Mitcham 1993: 433）38。 

また、環境問題に続いて、VDIの哲学グループはテクノロジーアセスメントの問題に取

り組むことになる。技術に対する影響因子のなかに環境を取り入れるという考えが一般的

となり、やがてこの環境に対するアセスメントの概念が社会的に広く受け入れられるよう

になると、さらに技術そのものの展開に対する社会的規制としてこの概念に関心が払われ

たのである（神保 1998: 145–146）。もちろん、テクノロジーアセスメントの概念は米国か

らもたらされたものである。事実、米国では 1972 年にテクノロジーアセスメント法が成

立し、これに基づいて米国議会技術評価局（Office of Technology Assessment: OTA）が設

置されている。この意味では、「ドイツの対応はむしろ遅いといえる」（神保 1998: 146）。

しかし、神保が指摘するように、この概念に VDIの哲学者たちがすぐさま反応したことは

注目すべきことであり、彼らは、「輸入されたテクノロジーアセスメント概念を単なる制度

の問題、政治の問題に止まらせず、思想のレベルで受け止める方向に議論を向かわせた」

のである（ibid.）。 

1977 年、「技術評価の基準」（Maßstäbe der Technikbewertung）と題された会議が開

催され、こうした会議やそれに引き続いた著作の出版から、いくつかの影響力のあるワー

キンググループが形成された。これらのワーキンググループは新しい倫理綱領の開発にも

貢献することになった。前述の「技術者の信条表明」の言葉が急速に時代遅れのものとな

                                                 
てであったことが指摘されている（Huning and Mitcham 1993: 433）。また神保は、「テクノロジ

ーアセスメントという概念は 1970年の VDI 年会における B. Bartocha の演説のなかでアメリカか

らの情報として初めて知らされた」というロポール（Günter Ropohl）の情報を引用している（神保 

1998: 146） 
38 具体的には、1975年に『技術と社会における価値とその秩序』（Moser S. and Huning A. (eds.), 

Werte und Wertordnungen in Technik und Gesellschaft）、1976年に『技術と社会における優先

的価値』（Moser S. and Huning A. (eds.), Wertpräferenzen in Technik und Gesellschaft）が出版

されている。 
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り、またイデオロギー上の背景がもはや受け入れ難いものになっていたのである。これら

のワーキンググループの一つが、1980 年に『VDI: 将来の課題』（VDI: Zukünftige 

Aufgaben）をまとめた。ここでは、技術者が社会的・政治的・倫理的目標の形成に参与す

ることが要求され、技術的な手段を適切に用いてそれを発展させることにより、人間全体

の生の可能性を改善することが、すべての技術者の目標として挙げられている。この一般

的規則は、すべての技術の領域に適用されるとし、したがって技術者の専門職上の仕事に

も適用されるとしている。ここに、技術者の専門職倫理の必要性が述べられるのであり、

倫理綱領によるその責任の保護が求められる（Huning and Mitcham 1993: 433–435）。 

別のワーキンググループは、テクノロジーアセスメントに対する新しいガイドラインを

作成するプロジェクトに従事し、1991年、「VDI要綱 3780 技術評価─概念と基礎」（VDI-

Richtlinien 3780, Technikbewertung: Begriffe und Grundlagen）を策定した。ここでは、

「定義」、「技術にとっての価値体系の意味」、「技術的活動における価値」、「技術評価の方

法」、「技術評価のための機関」の五つの区分にしたがって概要が示されている。技術者倫

理に関して重要であると考えられる第三の区分、技術的活動における価値では、八つの価

値領域を同定している。すなわち、（1）機能効率あるいは技術効率、（2）経済効率、（3）

物質面での生活水準、（4）安全性、（5）健康、（6）環境基準、（7）個人的発展、（8）社会

生活の質である。すべての技術は、将来の発展を見積もるさいには、これらの基準から評

価されなければならないとされる。これによって、技術者は、自らの良心のみを頼りにす

るのではなく、技術者共同体が全体として受け入れたルールやガイドラインをよすがとす

ることが可能となったのである（Huning and Mitcham 1993: 435–436）。 

このテクノロジーアセスメントに対するガイドラインの作成、およびそれに続く主要メ

ンバーによる著作『技術と倫理』（Lenk H. and Ropohl G. (eds.), Technik und Ethik, 1987）

と VDI によるパンフレット『技術者の責任と技術倫理』（Ingenieurverantwortung und 

Techkikethik, 1991）の出版によって、ドイツにおける技術者倫理の発展段階は完結した

とされる（Huning and Mitcham 1993: 437）。 

このように、「人間と技術」に関する中央委員会の活動において、VDI の技術者倫理に

関する活動と哲学者との関わりは密接に結びついており、その活動において、「哲学者は技

術のもつ社会への影響とそれに対する技術者の責任について言及する役割を担っていた」
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といえる（北野 2008: 176）39。現在でもドイツにおいては、VDI がこの分野を主導して

おり、先述のように 2002 年には「技術者倫理の基本原理」を発表している。ここでも VDI

の哲学者たちが関与したことが指摘されている（北野 2008: 177）。 

この「技術者倫理の基本原理」は、米国における技術者倫理の動向と関連したものであ

るが40、これまで概観したように、ドイツにおいては米国とは異なる文脈で技術者倫理の

議論が存在していた。このように、ドイツでは他の国々とは異なり、技術者倫理の問題が

その当初から哲学的に追求されたこと、また VDI による制度的な承認のもとに議論され

たことが特徴的である。 

 

2.6 ヨーロッパにおける近年の動向 

技術者資格の国際化が関心を集めるようになって以降、制度的決定によって、ヨーロッ

パでも技術者教育における倫理教育に対する関心が具体的に増大することになった。フラ

ンスでは、1995年、技術者資格委員会（Commission des titres d'ingénieurs: CTI）が技

術者教育のカリキュラムに倫理が導入されるべきことを明確に示した。オランダでは、文

部科学大臣が主導権を握り、1991 年に科学研究における倫理的側面の扱い方を示した覚

え書きを議会に提出した。あるいは、ポルトガルでは、専門職の資格の法的使用や工学の

学位のための認定を規制する団体（Ordem dos Engenheiros）が、そのガイドラインにお

                                                 
39 1970 年代以降、「人間と技術」に属するメンバーによって、数多くの著作が刊行されている。こ

れらの業績には、1970年代に出版されたものだけでも、ハンス・レンク（Hans Lenk, Philosphie 

im technologischen Zeitalter, 1971）、アロイス・フニンク（Alois Huning, Das Schaffen des 

Ingenieurs, 1974）、ギュンター・ロポール（Günter Ropohl, Technische Intelligenz im 

systemtechnologischen Zeitalter, 1974）など、哲学者として「人間と技術」の活動に関わった人々

のものも含まれる（北野 2008: 176）。またミッチャムは、こうした哲学者を技術哲学における「カ

ールスルーエ学派」として論じている。事実、VDI の哲学者たちであった、サイモン・モーザー

（Simon Moser）、ハンス・レンク、ギュンター・ロポールらはカールスルーエ工科大学の関係者

であった（Mitcham 1994: 65–71）。 
40 「人間と技術」に関する中央委員会の活動を中心として、さまざまな活動をしていたにもかかわ

らず、現代的な倫理綱領を策定するのに 2002 年まで時間を要したのはなぜであろうか。北野は、

フービッヒ（Christoph Hubig）の見解を紹介しながら、他の組織（技術監査協会 TÜV など）が監

督や監査を委託されていたこと、また、技術者の連盟や関連機関（ドイツ規格統一協会 DINやVDI

など）が法的拘束力のある規則を起草していたことから、新しい倫理綱領の策定には慎重であった

ことを指摘している。さらに、ヨーロッパでは米国の倫理綱領で求められているような諸機能が、

倫理綱領よりもはるかに発展した労働法や社会法の形で満たされていることも原因として指摘され

ている（北野 2008: 176–177）。しかし、1991 年にハンブルクで開催されたドイツ技術者会議「責

任における技術者」（Der Ingenieur in der Verantwortung）などを機縁としながら、米国で進めら

れた技術者倫理の議論、および国際的な広がりを見せる倫理綱領の策定に、その遅れを取り戻す必

要性が認識され、倫理綱領の作成を考えるようになったとされる（北野 2008: 177）。 
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いて、技術業という専門職の有する社会的・倫理的責任について言及している（Didier 

2000: 327–328）。このような状況のもと、先述のように、ヨーロッパ工学教育協会（SEFI）

が技術者倫理教育に関するワーキンググループの活動を開始させている。 

また、注目に値する近年の動向に、ヨーロッパ倫理ネットワーク（European Ethics 

Network: EEN）による技術倫理の構築プロジェクトがある。EENは、ヨーロッパ各国の

哲学者によって構成された専門職倫理研究・教育のための学術組織である（杉原・大野 

2005: 213–214）。その EENが欧州委員会（European Commission）の助成を受けて、専

門職倫理に関する科目を発展させるプロジェクトを進め、その成果の一つとして『技術と

倫理』（Technology and Ethics: European Quest for Responsible Engineering）を出版し

ている（Goujon and Dubreuil 2001: xiii）。 

杉原らも紹介しているように、EENのプロジェクトが目指すのは、米国で展開されてき

た技術者倫理（engineering ethics）をもとに、欧州の技術倫理（ethics of technology）を

構築することである。この技術倫理は、ミクロ・メゾ・マクロの対象領域から成る。ミク

ロ・レベルは技術者個人のレベル、すなわち技術者が組織で遭遇する可能性のある倫理的

問題を検討するためのレベルである。メゾ・レベルでは、技術システムや組織が問題とな

る。そしてマクロ・レベルでは、技術発展が社会問題として捉えられる。この技術倫理の

観点からみれば、狭義の技術者倫理は倫理的問題をミクロ・レベルでのみ扱い、技術者個

人の問題としてそれを分析する傾向にあったのである（杉原・大野 2005: 213–215）41。 

では、なぜこのように適用範囲を拡張する必要があるのだろうか。その理由は、現在の

技術業の実践が社会に及ぼす影響、とりわけそのグローバルな影響に注目した場合、伝統

的な倫理的枠組みは当然拡張を求められるからである。米国の技術者倫理の文脈でも、技

術者個人が直面する道徳的ジレンマのみを扱うような伝統的な技術者倫理に対しては、す

でに各種の批判が存在しており、技術業の社会的文脈を含むより広い枠組みとの結合が必

要であるとの見解が示されている。たとえば、ハーカートは、伝統的な技術者倫理教育が

ミクロ・レベルの倫理的問題のみに焦点を絞っており、技術の本性やその発展に関するマ

クロ・レベルの倫理的問題が無視されていることに言及し、技術者倫理を現存する科学技

術社会論（science, technology and society: STS）の領域と統合するアプローチが望まし

                                                 
41 事実『技術と倫理』は、第 1章（Engineers within Technical Institutions）でミクロ・レベルの

問題、第 2 章（The Development of Technical Systems）でメゾ・レベルの問題、第 3 章

（Technological Development as a Social Issue）でマクロ・レベルの問題を扱う構成になってい

る。 
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いとしている（Herkert 2000: 309–310）。 

また、EENプロジェクトの中心的な研究者の一人であるディディエによれば、技術者に

焦点を絞るだけでは不十分であるのは現代における技術の特性から明らかである。という

のは、現在の技術は、顧客・実業家・政治家・市民・有権者・特定の利益団体（労働組合

や環境保護団体や平和団体、開発団体など）のメンバーなど、技術者以外の数多くの因子

によって形成されているからである。こうした観点からディディエは、先述のとおり、技

術者倫理を技術倫理として、すなわち技術者ではなく技術に適用される道徳哲学とみなす

可能性を示唆している。しかし、真の技術倫理は存在していないと付け加え、その基礎を

技術哲学に見出し、技術哲学においてより体系的に倫理的問題が扱われることを求めてい

る（Didier 2000: 332–323）。 

EENのプロジェクトでは、近年の技術哲学の知見に依拠して、技術倫理への拡張が試み

られる。ディディエらによる『技術と倫理』の「概略紹介」によれば、EENのプロジェク

トは、1980 年代の技術哲学における「経験主義的な転回」、つまり技術への「構成主義的

な」アプローチに依拠して新たな技術倫理を構築しようとする。それ以前の技術哲学が文

化批判の形を取り、一般的な議論を展開していたのに対して、構成主義的なアプローチは、

社会において競合する諸影響から特定の技術がどのように発展するかを研究する。このア

プローチによれば、技術は製品、プロセス、機関、組織のパターン、社会的役割の異なる

人々、さまざまな文化的価値から成る複雑なネットワークとして洞察される。しかし、こ

の種の研究には倫理的な視点が欠如していたとして、EEN のプロジェクトでは技術者倫

理と技術哲学を統合することが試みられる。すなわち、ほとんど分離しているように思わ

れる技術者倫理と技術哲学という二つの学問分野間の対話を深めることが試みられる

（Goujon and Dubreuil 2001: 5–8）42。 

こうした背景には、技術者教育における人文科学の教育の重要性を古くから認識し、ま

た広く科学技術の社会的影響を考慮していた、ヨーロッパの歴史的事情が関係していると

も考えられる。ヨーロッパにおける技術倫理への拡張の試みは、専門職倫理としての技術

                                                 
42 特にロポールの論文（The ethics of technology）が、技術者倫理と技術哲学から技術倫理を構築

するための議論を展開している（Goujon and Dubreuil 2001: 45–65）。その議論は、技術行為とい

う概念を定めることと、技術行為が倫理的考察の対象となることを示そうとするものである。杉

原・大野による紹介も参照されたい（杉原・大野 2005: 215–219）。こうした方向性でさらに議論

を進めようとしているのが、本論で紹介するフェルベークであり、技術哲学に基づく新たな技術の

倫理学の可能性については、第 5章の考察を参照されたい。 
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者倫理とは異なるアプローチから技術者倫理を捉えるものとして、注目に値する。 

 

3 専門職倫理としての技術者倫理と技術哲学に基づく技術倫理 

現在世界各国で導入されつつある技術者倫理の発端は、そのルーツである米国の技術者

倫理の歴史的経緯を概観して明らかなように、技術者の専門職としての社会的地位の確立

と密接に関わっている。それゆえ、現在の（狭義の）技術者倫理においては、技術者の専

門職としての責任が強調されることになる。現行の倫理綱領に見られる「公衆の安全、健

康、福利の最優先」についても、それが最優先されるべきであるのは、たとえ企業に雇用

される者であったとしても、技術者は技術業という専門職に属していることをより尊重す

べきだと考えるからに他ならない。米国では、技術者倫理は、科学技術の社会への倫理的

影響を考慮する分野とは区別され、専門職集団に属する技術者の行為や意思決定を扱う分

野として登場したのであった。技術の倫理の問題を考察するさい、現状の技術者倫理が専

門職倫理としてどのような特徴をもっているのかを検討することが必要であろう。 

一方、ヨーロッパにおいては、米国とは異なる歴史的背景が存在した。とりわけ近年の

EENを中心とした、技術者倫理の技術倫理への拡張の試みは注目に値する。こうした議論

から明らかになることは、技術そのものへの反省的な眼差しの必要性である。EENの試み

は技術哲学にその基礎を見出そうとするものであったが、技術哲学において体系的に倫理

問題を扱うことは、いわば技術の本性として、そこに倫理的側面が含まれているか否かを

考察することであろう。 

こうして、技術の倫理の問題を考察するために必要な二つの視点が明らかになる。すな

わち、「専門職倫理としての技術者倫理」と「技術哲学に基づく技術倫理」である。 

本論では、第一に、技術の倫理の問いに関する実践的な側面として「専門職倫理として

の技術者倫理」を考察対象とする。ここでは、具体的な問題として、技術者倫理が専門職

倫理としてどのような内実をもつているのか（第 2 章）、その課題は何であるのか（第 3

章）が考察されるだろう。 

第二に、技術の倫理の問いに関する理論的な側面として「技術哲学に基づく技術倫理」

を考察対象とする。EEN の議論が明らかとするように、従来の技術者倫理の考察だけで

は、技術の本性やその発展に関するマクロ・レベルの問題が見落とされることになる。技

術へ反省的な眼差しを向け、真に技術の倫理の問いを考察するためには、技術哲学を基礎

とした考察が不可欠である。ここでは、従来の技術者倫理の限界がいかなるものであるか
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を確認した上で（第 4 章）、いかにして技術哲学が体系的に技術の倫理的問題を扱うこと

ができるか（第 5章）が検討されるだろう。 

以上のように、本論では、技術の倫理の問題を適切に考察するためには、実践的な問題

を検討するだけでなく、技術哲学における体系的考察を必要とするとの立場をとり、以下

において「専門職倫理としての技術者倫理」の問題領域、および「技術哲学に基づく技術

倫理」の問題領域を扱う。 

たしかに、専門職倫理としての技術者倫理が実践的に必要ではあるが、本論以下で論じ

るように、それだけでは技術へ反省的な眼差しを向けるには不十分であり、それゆえ技術

哲学に基づく技術倫理の考察も不可欠なのである。 

 

4 第 1章のまとめ 

現在主流となっている技術者倫理のルーツは米国の技術者倫理にある。その歴史では、

第一に、技術系学協会による倫理綱領が大きな役割を果たしていた。すなわち、専門職と

しての地位を確保しようとした米国の技術者は、専門職の自律を担保するものとして倫理

綱領を策定したのである。当初の倫理綱領は技術者自身や雇用主の利益保護に主眼を置い

たものだったが、後に公衆に対する責任が明記され、その責任を果たそうとする技術者を

擁護するために用いられるようになる。米国の技術者倫理は、学協会による倫理綱領の制

定から、すなわち技術者集団の内部から生まれてきたのである。 

第二に、米国の技術者倫理の歴史において、技術者教育への技術者倫理の導入が大きな

要素となっている。すなわち、1970年代以降、公害や環境問題の顕在化を背景としながら、

工学系高等教育機関で倫理教育が開始されたのである。具体的には、米国国立科学財団

（NSF）や全米人文科学基金（NEH）の支援を受け、技術者と哲学者たちが学際的なプロ

ジェクトを実施するなどして、現在の技術者倫理という研究上および教育上の一分野が確

立されることになった。ABETによって Engineering Criteria 2000 が提示された 1990年

代後半以降は、技術者倫理に関する教科書の改訂や新たな出版が相次ぎ、必修科目、選択

科目、EACのアプローチなどによって、技術者倫理は米国の技術者教育に広く浸透してい

る。このように、米国では、技術者協会において技術者の倫理が確立された後に、大学で

技術者倫理教育が展開されるようになったといえる。 

1990 年年代半ば以降の技術者資格および技術者教育の国際化を背景に、米国型の技術

者倫理が国際的な広がりを見せている。日本においてもこの国際化の影響がきわめて大き
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い。もちろん、さまざまな事件や事故に起因しながら技術に対する社会的不安が背景にあ

ったことも事実であるが、技術者倫理が技術者教育に導入される直接の要因になったのは、

1996年頃にはじまる工学教育改革であったと考えられる。すなわち、技術者資格・技術者

教育の国際化の流れにおいて、日本技術者教育認定機構（JABEE）が設立され、その認定

基準に技術者倫理が含まれていることが、日本における技術者倫理教育導入の大きな要因

になったと考えられるのである。このように、日本においては工学系高等教育機関におけ

る倫理教育が学協会の取り組みに先行している点が特徴的である。そもそも、プロフェッ

ショナルソサイティ（professional society）としてではなく、アカデミックソサイティ

（academic society）として存在してきた日本の学協会においては、専門職集団としての

意識が希薄であり、それゆえ、学協会の内発的な動機から技術者倫理が生じることはなか

ったと考えられる。 

技術者教育の国際化の流れはヨーロッパにも及びつつあるが、ヨーロッパ各国には米国

にルーツをもつ技術者倫理とは異なる歴史も存している。すなわち、ヨーロッパには技術

の倫理に関して、米国とは異なる歴史的文脈があるのである。 

フランスには歴史的に技術者倫理が存在しなかったといわれるが、伝統的に技術者教育

において人文科学の有用性が認識されてきた。エコールポリテクニクは、その設立当初よ

り文学や歴史を教えることの重要性を認識しており、それがフランスのその他の理工系教

育プログラムに強い影響を与えたと考えられる。また、カトリックの技術者たちが技術者

の社会的責任を論じており、倫理綱領を採択するのとは別の仕方で、専門職における倫理

的問題が議論されてきた。このように、フランスでは、歴史的・文化的な理由から技術者

教育において専門職集団（profession）という概念が希薄であり、技術業における専門職倫

理としての技術者倫理は、米国と同じようには発展してこなかったといえる。 

一方ドイツでは、比較的古くから技術についての哲学的議論が存在していたが、第二次

世界大戦後、技術者の倫理が中心的な話題となった。すなわち、ドイツ技術者連盟（VDI）

が第二次世界大戦中にナチス政権を積極的に支持したことへの反省を機縁として、その

VDI において技術者の倫理が本格的に議論されるようになったのである。VDIは「人間と

技術」に関する中央委員会などを組織して技術者の責任や技術と人間の関係に関する考察

を進めたが、その活動において哲学者が大きな役割を担っていた。このように、ドイツで

は技術者倫理の問題がその当初から哲学的に追求されたこと、また VDI による制度的な

承認のもとに議論されたことが特徴的である。 
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このような歴史的概観から、現在世界各国で導入されつつある技術者倫理は、たしかに

技術者の専門職としての社会的地位の確立と密接に関わってはいるが、それとは異なる考

察の視点もあることが明らかになる。近年においても、専門職倫理とは異なる視点から技

術の倫理を問う動きが存在する。そのようなものとして、ヨーロッパ倫理ネットワーク

（European Ethics Network: EEN）による技術倫理の構築プロジェクトは注目に値する。

すなわち、米国で展開されてきた技術者倫理（engineering ethics）をもとに、近年の技術

哲学の知見に依拠しながら技術倫理（ethics of technology）を構築する試みである。 

本論では、技術の倫理の問題を適切に考察するためには、実践的な問題を検討するだけ

でなく、技術哲学における体系的考察を必要とするとの立場をとり、「専門職倫理としての

技術者倫理」の問題領域、および「技術哲学に基づく技術倫理」の問題領域を扱う。たし

かに、専門職倫理としての技術者倫理が実践的に必要ではあるが、それだけでは技術へ反

省的な眼差しを向けるには不十分であり、それゆえ技術哲学に基づく技術倫理の考察も不

可欠だと考える。 
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第 2章 専門職としての技術業と倫理綱領 

─専門職倫理としての技術者倫理の内実─ 

 

 

技術者倫理の歴史的背景の概観から明らかになったように、米国にルーツをもつ現在の

技術者倫理の歴史は技術者の専門職としての地位の確立と密接に関わっており、それを実

現するために策定された技術系学協会による倫理綱領が大きな役割を果たしていた。事実、

現在の技術者倫理においては、この専門職としての地位から、技術者に課せられる特別の

責任が論じられる。すなわち、技術者に課せられる責任とは、何よりも技術者の専門職と

しての責任（professional responsibility）であり、技術者は専門職であるがゆえに特別の

倫理的責任を有するという考えである。 

本章では、まず専門職とはそもそも何であるのかを考察する。そのさい、技術者が医師

や法律家と同じような意味で専門職と考えられるのかどうかを検討することによって、改

めて技術者の専門職としてのあり方を考察する。その上で、専門職倫理としての技術者倫

理のあり方を考察するために、専門職としての技術者の自律をどのように考えることがで

きるかを検討する。そこでは技術者が倫理綱領を策定することの根拠、および倫理綱領が

技術者にとって有する意義を検討することになるだろう。これらの考察によって、現状求

められている「専門職倫理としての技術者倫理」の内実を明確にすることを試みる。 

 

1 専門職の古典的定義と技術業 

通常、「専門職」と呼ばれる職業に従事する人々には特別の倫理が要求されると考えられ

る。伝統的には、医師、法律家、聖職者など、専門的な知識と技能を備えた職種が専門職

と考えられ、これらの職業に従事する人々にはその活動のなかで倫理的な振る舞いが求め

られてきた。しかし、現代において、専門的な職業のうち、どこまでを専門職と呼ぶこと

ができるのだろうか。医師などと比べて新しい専門的職業である技術業は、まさに専門職

化を目指してきたのであるが、果たして伝統的な専門職と同じ意味で専門職と呼ばれうる

のだろうか。田中朋弘も指摘するように、専門職に従事する人々に対して、日々の活動の

なかでその役割に応じた倫理的振る舞いが求められるのであれば、そもそも専門職とは何

かが問われなければならない（田中朋弘 2009: 120）。以下では、技術業の専門職としての

あり方を考察するに先立って、まず専門職の概念そのものを概観し、技術業を専門職と位



42 

 

置づける議論について検討することにしよう。 

 

1.1 専門職とプロフェッション（profession）概念 

日本語の専門職という言葉はしばしば英語のプロフェショナル（professional）の訳語と

して使われる。しかし英語の「プロフェッショナル」のもとには「プロフェッション」

（profession）という概念が存している。伊勢田によれば、英語ではこの「プロフェッショ

ン」は、一方で「お金をもらう職業」という非常に広い意味で使われる。日本語でも「ア

マチュア」と対比して「プロ」という言葉が使われるさいには、たしかにこの意味が対応

している。他方、高度な知識・技能を要する仕事を指すためにも「プロフェッション」が

使われる。日本語では「～のプロ」という言い方がこの意味に対応するであろう。しかし

英語の「プロフェッション」は、日本語の「プロ」という言葉では捉えきれないような内

容を含むと考えられる（伊勢田 2005: 49–50.） 

事実、単に高度な知識や技能を有するという意味を超えて、プロフェッションの有する

社会的意味が問題となる。専門職としての活動（professional activity）は、現代社会で多

くの人々の活動に大きな位置を占めるようになり、人生の目標を提示し、振る舞いを規定

し、性格を形作ることによって、人々の生活様式に卓越した役割を果たすようになってい

る。この現象に観察の眼を向け、考察の対象としたのが社会学であった（Greenwood 1957: 

45）43。 

社会学者は｢プロフェッション｣を一つの社会的集団とみなし、その社会的機能を分析し

ようと試みている。具体的には、専門職と非専門職との比較を通して44、社会における両者

                                                 
43 プロフェッションについての古典的著作といえる、カー＝サンダース（A. M. Carr-Saunders）

とウィルソン（P. A. Wilson）による『プロフェッション』（The Profession, Clarendon Press, 1933）

では、労働組合の分析の多さに比べ、専門職集団の研究が皆無であることが不満として述べられて

いるが、現代社会におけるプロフェッションの活動領域の拡大を背景としながら、プロフェッショ

ンに関する研究は飛躍的に進展することとなる（中野 1981: 37）。いわゆる職業社会学

（occupational sociology）におけるプロフェッションの分析のメリット・デメリットを含め、社会

学的なプロフェッション研究を展望したものとして、たとえば中野（1981）特に第 1章を参照され

たい。 
44 たとえばグリーンウッドは、米国勢調査局（United States Census Bureau）が専門的職業とし

て挙げる職業を指摘している。すなわち、会計士（accountant）、建築士（architect）、芸術家

（artist）、弁護士（attorney）、聖職者（clergyman）、大学教授（college professor）、歯科医

（dentist）、技術者（engineer）、ジャーナリスト（journalists）、裁判官（judge）、司書（librarian）、

自然科学者（natural scientist）、検眼医（optometrist）、薬剤師（pharmacist）、医師（physician）、

社会科学者（social scientist）、ソーシャルワーカー（social worker）、軍医（surgeon）、教師

（teacher）である（Greenwood 1957: 45）。 
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の機能や役割の相違を明らかにし、最終的に専門職のみが保持している特徴的な要素を抽

出するというタイプの研究である。このような専門職における概念規定に関する研究がさ

まざまな社会学者によってなされ、これまでにその特徴的な要素が導出されてきたといえ

る（西村 2004: 66）。 

こうしたタイプの研究は、「属性アプローチ」（attribute approach）と呼ばれうるが、田

中朋弘も指摘するように、それらのリストに明確なコンセンサスが存在するわけではなく、

また一般にはリスト化されにくい特徴もある。「専門職とは何かということを理解する上

で、特徴のリスト化はそれなりの意味をもつとしても、そのリストを直ちに専門職化の条
．

件
．
と理解することには、飛躍とまでは言えないにしても、いくらかの間隙がある」と考え

られる（田中朋弘 2009: 122–123）。このように、たしかにこのアプローチには検討の余地

があるだろう。 

しかし、これから専門職化を目指す職業は、そのようにして導出された属性を満たして

いるかどうかを問題にする。事実、技術者倫理においては、しばしばこの領域が専門職倫

理の一部であるとされ、専門職とは何かについて説明することから議論が始められる（田

中朋弘 2009: 120–123）45。ここでは、属性アプローチの限界を認識しつつ、現状の技術

者倫理において議論されているように、専門職とその属性を考察することから始めよう。 

 

1.2 専門職の属性─社会学によるプロフェッションの特徴の導出 

社会学者は、プロフェッションを他の職業と区別する特徴的な要素を挙げている。とは

いえ、この特徴づけは容易な作業ではなく、研究者によって微妙にその特徴づけが異なっ

ている46。そこで、さまざまな研究者による特徴づけから共通要件を抽出することによっ

て、社会学者がどのようにプロフェッションに特有の要素を導出しているのかを確認しよ

う。 

                                                 
45田中朋弘は例として、シンジンガー・マーティン（2002）、ハリス・プリチャード・ラビン（2002）

などの教科書を挙げている。 
46 ミラーソンは、プロフェッション概念を分析することが困難であることの理由として次の三つ

を挙げている。すなわち、語義の混乱（semantic confusion）、分析の構造上の限界（structural 

limitations）、静態的モデルへの固持（adherence to a static model）である。第一の困難は、プロ

フェッション（profession）あるいはプロフェッショナル（professional）という語がもつ多義性に

由来するものである。第二の構造上の限界とは、研究者が分析対象とする職業集団の違いや、他の

研究者から受ける影響や、自説に都合のよい定義づけに由来する困難である。第三に、聖職者、法

律家、医者という伝統的なプロフェッションのイメージに固持し、ビジネスとプロフェッショナル

な活動とが密接に関連している現実を見誤ることからも困難は生じる（Millerson 1964: 1–9）。 
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ミラーソンは、プロフェッション社会学の古典といわれる『プロフェッション』（The 

Profession, Clarendon Press, 1933）を著したカー＝サンダースとウィルソンや新しい階

級としてプロフェッションを体系的に把握したとされるパーソンズの研究を含めて、21人

の研究者によるプロフェッションの特徴づけを分析している（Millerson 1964: 5）。この分

析をもとに共通要件を抽出したのが表 2である。 

 

表 2: プロフェッションに特徴的な要素47 

特徴的な要素 特徴として指摘した研究者の数 

理論的知識に基づく技能（Skill based on theoretical 

knowledge） 
12 

長期の訓練と教育の要請（Requires training and 

education） 
9 

試験による能力の証明（Competence tested） 8 

組織化（Organized） 13 

倫理綱領の遵守（Adheres to a professional code of 

conduct） 
13 

利他的なサービス（Altruistic service） 8 

 

まず、プロフェッションは、高度に理論的で体系的な知識とそれに基づいた技能を必要

とする。伝統的なプロフェッションを例に挙げれば、医師は人体や病気に関する理論的・

体系的知識を必要とし、またその知識に基づきながら具体的な治療行為（医師としての専

門的な技能）を施しうる存在でなければならない。法律家であれば、法律やその解釈の理

論的・体系的知識と、それを実際に個々の法廷において適用する専門的技能が求められる。

専門的な知識と技能に関する特徴は、プロフェッションであることの要件として、異論を

挟む余地のないものであろう48。 

                                                 
47 札野（2004: 45）をもとに作成した。ミラーソンが分析した 21人のうち、8 人以上が共通して挙

げた特徴である。 
48 もっとも、工具や金型などの職人的な製作や、ダイヤモンドのカッティングなど、特殊な技能

を必要とする職種は他にも存在するという異論はあるかもしれない。しかしこれらは、理論的で体

系的な知識を必ずしも必要とするわけではないという点が、専門職と決定的に異なる。プロフェッ

ションには、理論的・体系的知識を背景とした技能が必要とされる（Greenwood 1957: 46）。 
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このような知識や技能を獲得するためには、長期にわたる教育や訓練が必要となる。あ

るプロフェッションの一員となるためには、長期の教育訓練が必要なのであり、これが第

二に挙げられる特徴である。医師であれば医学部（および臨床研修）、法律家であれば法学

部（およびロースクール）における長期の教育訓練が必要とされる。 

また、これらの知識や技能は、同時に「制度化された専門的知識・技術」でなければな

らず、その「制度化」の権限をもつのは社会によって承認されたセクターのみであること

が通常である（西村 2004: 67）。具体的には、プロフェッションとしての専門的な知識や

技能は国家試験などによって保証されている。これが第三の特徴、試験による能力の証明

である。医師として仕事をするためには、大学の医学部で教育を受けるだけではなく、国

家試験を受けて免許をもつ必要がある。法律家の場合も同様に、国家試験による能力の証

明が必要である。 

この点にはプロフェッションの有する他の特徴を重ねることが可能かもしれない。すな

わち、「権威」あるいは「独占」である。というのは、医師にせよ法律家にせよ、免許を発

行するのは国家であるが、国家試験を受けるに至る教育を施すのも、また試験を作成する

のも結局は医師であり法律家だからである。すなわち、医師や法律家といったプロフェッ

ションは、専門職の養成、そしてまた誰を自らのプロフェッションの一員とするかに関し

て、自らの手で運営し決定を下すという特権を有する。このような形で、医師や法律家は

専門職上の活動に関して権威を有し、その教育を受けておらず免許を有していない者を排

除するという意味で、一種の独占を社会から認められている（伊勢田 2005: 51–52）。 

理論的・体系的な理論に基づいた技能の養成を目指して長期の教育訓練を実施し、その

能力を試験によって保証するためには、プロフェッションが組織化されている必要がある。

これが第四の特徴である。前述のとおり、専門職の養成や試験による能力の保証をプロフ

ェッション自らが行うのであれば、当然プロフェッション内において、専門的知識や技能

に関する一貫性が保持されている必要がある。また、社会から独占を認められているとい

うことに鑑みれば、教育や試験というプロフェッションへの入り口だけでなく、すでにプ

ロフェッションに属している専門職に対する継続的な活動も必要であろう。そうした継続

的活動を行う上でも、プロフェッションが集団として組織化されている必要がある49。 

また、別の意味でもプロフェッションの組織化が必要であろう。すなわち、プロフェッ

                                                 
49 たとえば、技術系の学協会も近年 CPD（Continuing Professional Development: 継続的な専門

職上の研鑽）の必要性を訴えている。 



46 

 

ションによる活動が社会に与える多大な影響を考慮して、プロフェッション内のメンバー

が相互に各々の行動を監督し、また承認しあうという意味においてである（西村 2004: 68）。

これは第五の特徴である、プロフェッションの有する倫理綱領とも密接に関わる。という

のは、プロフェッションが社会から承認されている「権威」や「独占」は、容易に「乱用」

や「腐敗」に結びつくため、プロフェッションは団体を組織化し、それら団体に属するメ

ンバーが従うべき倫理綱領を明文化していると考えられるからである（伊勢田 2005: 52）。 

たとえば医師の場合、「ヒポクラテスの誓い」と呼ばれる倫理綱領が古くから伝えられて

おり、医師になるためにはこの誓いを立てることが要求される。プロフェッションは、一

つの社会的集団として、倫理綱領に基づいて一定の自治を行う（伊勢田 2005: 52）。プロ

フェッションは、倫理綱領を明文化しそれを固持することによって、組織としての維持を

図っているのである。これは当然、プロフェッションの「自律性」にも関わる。理論的・

体系的な知識に基づいたプロフェッションの技能を判断するさい、それを十分に理解し判

断を下せるのは当のプロフェッションのメンバーであると考えられる。それゆえ、プロフ

ェッションに自律を与え、社会がプロフェッション自身に規制を委ねるのは当然ともいえ

る。この意味で、倫理綱領はプロフェッションの自律性と密接に関わった、集団内の「内

的な承認」（internal recognition）であると考えられる（西村 2004: 68–69; 72）。 

しかしまた、倫理綱領は社会に対して向けられる「宣言」としての役割も果たす。すな

わち、倫理綱領は、プロフェッションという集団そのものの「外的な承認」（external 

recognition）を担保するものでもある。プロフェッションの自律性に関して社会からその

承認を得るために、倫理綱領に道徳的な責務を明文化し、それが社会からの「外的な承認」

を担保するとも考えられる（西村 2004: 68; 72）50。 

この倫理綱領を背景から支え、その性格に大きな影響を与えているのが、第六の「利他

的なサービス」である。医師であれば人々の健康を維持するという社会的に重要なサービ

スの提供を担っており、そのさいに誇大広告や不当な手段で患者を集めることは禁止され

ている。すなわち、医師プロフェッションの行なう活動は営利に影響されることのない利

他的なサービスであることが望まれている。 

ところで、プロフェッションの活動領域の拡大に伴って、プロフェッションを取り巻く

                                                 
50 専門職倫理を考える上で、倫理綱領の存在を無視することはできない。すでに確認したように、

倫理綱領はプロフェッションの自律性と社会的承認に密接に関わるものであるが、倫理綱領とは何

であり、また誰のためのものであるのかについては節を改めて考察する。これはまた技術者の専門

職倫理そのものの根拠を考察することにもなるはずである。 
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環境に変化が生じている。第一に、「クライアント概念の拡大」がその変化として挙げられ

る。古典的には、プロフェッションの提供するサービスは個人的サービスと考えられてき

たが、「クライアントが個人から集団あるいはコミュニティ全体へと拡大するにつれて、サ

ーヴィスの性質にも変化が現われ始める」。たとえば、医師は「家庭医から公共医（組織や

集団、あるいはコミュニティの健康管理者）へ」、また弁護士は「個人弁護士から会社ある

いは団体弁護士へ」とその姿を変えつつある（中野 1981: 42–43）。 

これと関連して、第二に、「＜自営＞プロフェッションから＜被雇用＞プロフェッション

への移行」も問題となる（中野 1981: 43）。このことは当然、倫理綱領に代表されるような

プロフェッションの自律性や社会的承認と関係する点であろう。 

第三に、プロフェッションの提供するサービスの性格が「「消極的」なものから「積極的」

なものへと移行しつつある」という点を指摘できる。古典的なプロフェッション（医師、

法律家、聖職者）が、「死」や「事件」や「病気」という「事後的な（ex-post-facto）問題」

に関わっていたのに対して、新しいプロフェッション・サービスは「直接未来形成（生産

活動）に参与する」ようになるのである。たとえば、医師の提供するサービスであれば、

治療（という事後的な問題）だけでなく予防（という未来に関係する活動）も重要な要素

になっている（中野 1981: 43）。 

この三点はとりわけ、今われわれが問題としている技術者に該当するように思われる。

第一に、技術者によるサービスは、直接的なクライアントのみならず、多くの公衆に影響

を与えることになる。たしかに、技術者のサービスの及ぶ影響は特定の個人的サービスと

いう域を超えており、現行の多くの倫理綱領で「公衆の安全、健康、福利」が謳われてい

るのもそうした理由からであるとひとまずは考えることができる。また、多くの技術者が

企業などで被雇用の形態で活動していることは、国による違いがあるとはいえ、多くの人

が認めるところであろうし、技術者のサービスが、「人類の福利」に貢献する、すなわち「未

来形成（生産活動）に参与する」ということもおおむね認められることだろう。 

しかし、そもそも技術者は上で確認したようなプロフェッションに特有の要素を備えて

いるのだろうか。次に、社会学が導出する特徴的な要素によって技術業がプロフェッショ

ンと捉えられるかどうかを検討することによって、専門職としての技術者のあり方を考察

しよう51。 

                                                 
51 プロフェッションを取り巻く状況の変化に鑑みて、本文中に挙げたような特徴的な要素だけで

はなく、「プロフェッション概念の中に新しい変化に伴う新しい形態を包括すべきである」（中野
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1.3 専門職としての技術者─技術業はプロフェッションか 

一見したところ、技術業は前節で確認したプロフェッションに特徴的な要素をおおむね

備えているように思われる。技術者がその業務を遂行する上で、「理論的知識に基づく技能」

を必要とすることはもちろんであるし、そうした技能を獲得するために、たとえば日本で

あれば、工学部という制度的枠組みのなかで「長期の訓練と教育」が要請されることにな

る。そして、獲得された能力はライセンスという形で「試験によって証明」されることが

多い52。また、技術者は各種学会や協会を「組織化」して教育および業務を独占しており、

また、プロフェッションの有する自律性とそれの社会的承認の担保として、多くの学協会

は「倫理綱領」を策定している。それら倫理綱領の多くでは、公衆の安全、健康、福利に

配慮することが明記され、「利他的なサービス」を提供することが謳われている。 

しかし、技術業がプロフェッションとしての性格をすべて備えているわけではないとい

う議論も存在する53。たとえば、同じ社会学の立場から、ペッルッチ（Robert Perrucci）

は、技術業がプロフェッションの意識をもちにくいことを指摘している。ペッルッチによ

れば、技術業の社会に占める重要性の度合いが増し、社会のさまざまな主要な部分が技術

業の専門家、すなわち技術者に依存するようになればなるほど、技術業が真正なプロフェ

ッションとして発展する可能性は減少しているという（Perrucci 1971: 121）。彼はその要

因として、技術者の「社会的素性」（social origins）とその結果生ずる「流動性」（mobility）

を挙げる（ibid.）。技術業に就くようになる人々は、たとえば医師に比べて、社会的な下層

の生まれであることが多い。すなわち、技術者になる人々の多くは、階層間の流動性を経

験することになるわけである54。この流動性ゆえに、技術者は、社会への奉仕と同じだけ、

自分自身のために働くということに関心をもつし、また、プロフェッションの他の構成員

                                                 
1981: 43）という考えもあるだろう。事実、プロフェッション社会学の文脈においては、プロフェ

ッションについての批判的アプローチも存在する。こうした見方によれば、専門職倫理はある職業

の地位向上のための運動の一つと捉えられる（伊勢田 2008）。こうした見方については、本章第 2

節で取り上げて考察するが、ここでは、専門職としての技術者のあり方を検討するために、プロフ

ェッション社会学によって指摘されたプロフェッションの特徴的な要素を（さしあたり）出発点と

して考察を進める。 
52 もちろん国によって技術者教育の制度の違いはあるが、長期の訓練と教育が要請されていると

いう点は共通である。また、免許制度についても国による違いがあるが、前章で述べたように、現

在では国際的な資格制度を目指す動きも見られる。 
53 以下、ペッルッチ（Robert Perrucci）、アイラクシネン（Timo Airaksinen）らの議論を取り上

げるが、こうした議論が存在することは、伊勢田（2002）から多くを学んだ。 
54 もちろん、ペッルッチの分析は 1960 年代から 70 年代のアメリカ社会を対象としたものである

ことに留意する必要があるだろう。 
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よりも雇用主や組織のキャリアへの忠誠が強くなる（Perrucci 1971: 126–127）。ペッルッ

チによれば、技術業は階層間の流動性が高いため、「人類の福利」のようなプロフェッショ

ンとしての価値よりも、ビジネスをより重視することになり、独立した自律的なプロフェ

ッションとは呼べない（Perrucci 1971: 121）。彼の議論に従えば、技術者が社会から必要

とされればされるほど、彼らはますますビジネスに関心を払い、「愛他的なサービス」に自

らをささげる真正なプロフェッションとして発展することはない、ということになるだろ

う。 

またペッルッチは、技術業の「専門化」（specialization）あるいは「細分化」（fragmentation）

をもう一つの要因として挙げる。技術業の専門化が進み、技術業内部にさまざまな区分が

生まれている。技術業の活動の専門化に伴って、個々の技術者の活動領域はもちろん、工

科系教育機関における教育プログラムや同業者協会が非常に多様なものとなり、その結果

強く統一されたプロフェッションになりにくいというのである（Perrucci 1971: 129–130）。 

ペッルッチが分析したのはあくまでも 1960年代から 70 年代の技術業であって、現在の

技術業のあり方は変化していると考えることも可能かもしれない。前章において歴史的背

景を概観したさいに明らかになったように、とりわけ 70 年代以降米国の技術者たちは自

らの社会的地位の向上を図り、技術業をプロフェッションの地位に高めようと努力してき

たのであった。しかしながら、技術業は伝統的な意味でのプロフェッションとしての性格

を欠くという議論は根強く存在する。たとえば、技術業を「疑似プロフェッション」（pseudo 

profession）と呼ぶ、哲学者アイラクシネン（Timo Airaksinen）の議論がそうである55。 

アイラクシネンは、技術業がプロフェッションであるかどうかを考えるさいに鍵になる

のが「サービスの理念」（service ideal）であるという。彼は、明確な定義は存在しないと

しながらも、プロフェッションを「ある価値に基づいたサービスの理念（a value-based 

service ideal）と自らの専門領域に関する抽象的な知識を有する個人から成る独占的集団」

と定義する（Airaksinen 1998: 672）。したがって、それぞれのプロフェッションは、それ

に内在的な価値を有しており、個々の専門家は、その価値に基づいてサービスを提供する

ということになる。たとえば法律家であれば、「正義」という価値に基づいて、実際に法律

を利用しながらサービスを提供する。医師であれば「健康」、教育者であれば「人間的成長」、

                                                 
55 アイラクシネンは、「古典的なプロフェッション」（classic profession）と区別して、「従属プロ

フェッション」（subprofession）と「疑似プロフェッション」に言及している。従属プロフェッショ

ンとはたとえば看護師などの職業のことで、他のプロフェッション（看護師の場合であれば医師）

の権威のもとにあるためにこのように分類される（Airaksinen 1998: 671）。 
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会計士であれば「公平」というように、プロフェッションはそれに固有の価値を有してい

る（Airaksinen 1998: 674）。 

では、技術業はどうであろうか。技術者はどのような価値に基づいてサービスを提供す

るのであろうか。この問いに対し、技術業に内在的な価値はない、というのがアイラクシ

ネンの答えである。 

技術者が何らかのサービスを提供するのはたしかであり、しかも多くの学協会はその倫

理綱領において、公衆の安全、健康、福利の最優先を謳っている。しかし、彼によれば、

このような価値は「付随制約」（side-constraints）でしかなく、技術業にとっての目標そ

れ自体ではないというのである（Airaksinen 1998: 678）。 

付随制約とはこういうことである。技術者はたしかに彼の設計が健康を冒してはならな

いということを顧慮する必要がある。しかし、その設計が健康を促進する必要はない

（ibid.）。医師にとって「健康」は内在的な価値であるが、技術者にとって、それは自らの

目標（たとえば「良い設計」）に対する一つの制約の意味しか果たさない56。技術者は、雇

用主が公衆に提供する設計を、公衆が望むような形で安全に設計することによって、公衆

にサービスを提供する。言い換えれば、雇用主に何らかの欲求を与えられて初めて、技術

者はサービスを提供することができる。このような技術業のサービスのあり方を、アイラ

クシネンは「ニーズに基づいたサービスの理念」（the need-based service ideal）と呼んで

いる（Airaksinen 1998: 679）。技術業は、古典的なプロフェッションのように「価値に基

づいたサービスの理念」をもっていないがゆえに、疑似プロフェッションと呼ばれるので

ある。 

結局のところ、ペッルッチの議論もアイラクシネンの議論も、専門職としての技術者の

あり方を考えるさいに、その自律性の低さを問題にしているように思われる。技術業にお

いて、プロフェッションとしての価値よりもビジネスが重視されることを指摘するさいに、

ペッルッチが技術業における専門職としての自律性の低さを問題にしていることは明らか

であるし、また、アイラクシネンのいうように、技術業が疑似プロフェッションであると

するならば、それは、技術者が提供するサービスの本来的な価値が他律的に与えられるこ

                                                 
56 伊勢田によれば、付随制約とは「政治哲学者のロバート・ノージックが提案した概念で、それ自

体では目標とならないけれども、ある目標を達成するための手段がいくつかある場合に、許容でき

ない選択肢を消去するために使われるような制約条件のこと」である（伊勢田 2005: 64 注 5）。な

お、伊勢田は付随制約（side constraints）を「横からの制約」と訳している。 
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とを意味するものにほかならないからである57。こうした考え方からすると、自律性をも

たない技術業は厳密な意味でプロフェッションとは考えられないことになる。 

 

2 プロフェッションと自律性─プロフェッション社会学の動向 

前節で確認したように、専門職倫理としての技術者倫理を考えた場合、技術者に専門職

としての自律性が欠けていることが問題として指摘される。こうした点から、技術業は「疑

似プロフェッション」と呼ばれることもある。しかし、こうした議論には再検討の余地が

ある。新田は、第一に「解釈学的循環」問題に十分な配慮を払っていない点において、第

二に「専門職」という言葉のもつ重要な機能にも注意を払っていない点において、再検討

の余地があることを指摘している（新田 2009: 6）。 

すなわち、第一に、「一般にあるものを定義するさいには、定義づけられるべきもののな

かから代表例を選び出し、それらに共通の特徴を取り出し、定式化しなければならないが、

この代表例の抽出にはすでにそのものが何であるかについての一定の理解が先行しており、

定義づけと代表例の抽出は相互に依存しあう関係にある」（ibid.）。プロフェッションの定

義についても、「聖職者・法律家・医師」という代表例を抽出するさいに、「論点先取の一

種」が存する。それゆえ、他の職業を疑似プロフェッション、従属プロフェッションなど

と規定することに対してわれわれは慎重でなければならない58。 

第二に、「専門職業人集団の『自律』は決してその職業の体現する価値の重要性に基づい

ていわば自動的に承認されてきたわけではない」ことを見落としてはならない（ibid.）。中

世の西欧において、一都市が集団的な自己決定権を獲得するためには、聖俗の支配権と闘

争しなければならなかったし、あるいは、都市内部において下層職人のギルドが職能団体

としての特権を認めさせるためには、上流都市貴族との闘争が不可避であった（ibid.）。 

事実、プロフェッション社会学では、専門職倫理を専門職業の地位向上のための運動の

                                                 
57 伊勢田も指摘するように、米国の代表的な技術者倫理の教科書であるハリスらの『科学技術者の

倫理』でも、技術業は職域での高度な自律性を欠き、それゆえプロフェッションとして「境界線」

にあるとされる（伊勢田 2005: 56–57; ハリス・プリチャード・ラビン 2002: 14）。ただし、ハリ

スらは、技術業の実務において正規の教育と専門技術がきわめて重要な役割を果たしているため、

技術業をプロフェッションの一つとして認めることは全く理にかなっている、としている（ibid.）。 
58 田中朋弘もまた、専門職の属性や特徴について、どれが本質的なものであり、必要十分条件と

みなすかについて明確なコンセンサスが存在するわけではないことを指摘している。仮にそうした

条件が見つかったとしても、すでに専門職として認められている医師や弁護士自体が、そうした基

準に適合しているか否かに、疑問が残る。そうすると、「純粋な理念型としての専門職は、この世

に存在しない」ことになる（田中朋弘 2009: 122）。 
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一環と捉える見方も存在する。こうした見方によれば、現実に自律性を達成していること

を専門職倫理が成立するための前提条件とする考え方は再考を迫られる。すなわち、プロ

フェッションの自律は、社会に対してその職業が倫理的であることを訴えかけることによ

って後から認めてもらえる（かもしれない）ものと捉えられる（伊勢田 2008: 5）。 

以下では、新田の指摘する第二の論点に焦点を絞り、プロフェッションと自律の問題に

ついて考察する。そのためにまず、プロフェッションと自律の問題に関して、近年のプロ

フェッション社会学がどのような展開を見せているのかを確認することにする59。具体的

には、プロフェッションと自律の問題を考察するために、プロフェッション社会学におけ

る動向をサーベイした伊藤（1996）に依拠しながら、1960 年代以降のプロフェッション

社会学の動向を概観する。 

 

2.1 プロフェッション社会学における批判的アプローチ 

伝統的なプロフェッションモデルには、二つの大きな流れがあったとされる。第一は、

プロフェッションを機能主義的に捉える立場であり、プロフェッションを近代化の重要な

推進力とみなす。第二は、批判的なアプローチであり、プロフェッションを特権構造の一

部とみなし、その支配構造を明らかにしようとする（伊藤 1996: 115）。プロフェッション

社会学においては、1960 年代の機能主義的アプローチに始まり、70 年代の批判的アプロ

ーチを経て、80年代後半からは比較・歴史研究へと重点移動しているとされる（伊藤 1996: 

116）。 

機能主義的アプローチは、20世紀の社会において重要な役割を果たしつつあるプロフェ

ッションが、資本家対労働者といった階級論では捉えられない新しい支配階級であり、そ

の支配力は、生産手段の所有ではなく、高度産業社会を制御する合理的知識の所有に基づ

くという認識から出発する（伊藤 1996: 116）。現代社会における新しい階級としてプロフ

ェッションを体系的に把握したとされるパーソンズは、すべてのクライアントに対して搾

取をしないという保証、あるいはすべてのクライアントを平等に扱うことを謳った倫理綱

                                                 
59 プロフェッションの自律性を問題にする場合、個人としての自律性と集団としての自律性の二

つの次元を区別しうるが、プロフェッションの自律性を問題とする場合には後者の自律性が重要に

なるとされる。というのは、そもそもプロフェッションとは労働を統制する手段のことであり、個

人の自律性の程度は集団としての自律性の組織化に規定されることになるからである。なお、集団

としての自律が意味するのは、「プロフェッション団体が、参入しようとする者に対して独自に資

格審査を行い、免許を発行し、倫理綱領を定め、懲戒権を有すること」である（伊藤 1996: 115–

116）。 
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領を、近代の社会秩序の支配的傾向である非人格的な効率性に対抗的に作用するものとみ

なしたという（伊藤 1996: 117）。「プロフェッションは、プロフェッショナリズムとプロ

フェッション化によって、倫理と合理性を融合させた特殊な階層を形成し、市場の否定的

効果を打ち消す働きをすると考えられた」のである（ibid.）。 

1970年代に入ると、従来の機能主義的な見方とは異なる「批判的なアプローチ」がプロ

フェッション社会学の主流を占めるようになる。これは、福祉・教育・司法・保健医療と

いったヒューマンサービスに関わる領域が、社会的に不利な立場にある者の救済という基

本的責任を果たしていないという理解が一般に広がり、これらの領域において一般公衆か

ら寄せられる信頼が危機的状況に陥ったことを背景にするといわれる（伊藤 1996: 117）。

この批判的アプローチは、「脱プロフェッション化論」と「権力論的アプローチ」に大別さ

れるが、1970年代のプロフェッション研究の主流になったのは後者であった（伊藤 1996: 

117–118）60。 

権力論的アプローチは、プロフェッションが高度の自律性を有するという点では機能主

義的アプローチと一致しているが、それを近代化の主要な推進力と見るのではなく、豊富

な報酬を保証する特権構造の一部とみなす（伊藤 1996: 117）。 

フリードソンは、一連の医療プロフェッションの研究において、知識・技術と権力との

関係を解明し、両者をつなぐものとして、プロフェッションの組織化や制度化に注目した

（伊藤 1996: 118）。従来、官僚制は人間に対する疎外をもたらし、逆にプロフェッション

は理想的なヒューマンサービスをもたらすと考えられてきたが、フリードソンはそのよう

な希望的観測を批判し、プロフェッションも官僚制同様にクライアントに疎外をもたらす

可能性を示したのである（ibid.）。 

プロフェッションはたしかに特殊な知識や技術を有するが、フリードソンによれば、そ

れが直接支配力（dominance）の源泉になるわけではない。彼が研究した医療においては、

医師を頂点とする分業体制のなかでの医療活動の排他的な占有や、プロフェッションの能

力の証明や評価を一般大衆から遮断するシステムによって支配力は維持される。フリード

                                                 
60 脱プロフェッション化論では、今日多くのプロフェッションは組織に雇用されており、伝統的

な自律性は失われ、労働者の位置づけに近づいているとされる。プロフェッションの自律性とパワ

ーがあらゆる点で弱まっているとみなす「強力な」脱プロフェッション化論もあるが、その主張は

「控えめな」脱プロフェッション化論の研究によって否定される。後者は、プロフェッションの自

律性とパワーの一部が弱まっているとみなすが、具体的には、技術的な次元とイデオロギー的な次

元での脱プロフェッション化が論じられる（伊藤 1996: 117–118）。 
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ソンはこうしたシステムをマーケット・シェルター（market shelter）と呼ぶが、これが

正当化されるためには国家による承認を必要とする。そして、国家による承認のためには、

特に専門的知識と道徳的優越性のイデオロギーが重要となる。こうして、機能主義的アプ

ローチでは理想的なヒューマンサービスをもたらすと見られた知識と倫理が、フリードソ

ンにおいては独占の戦略として捉えられることになる（伊藤 1996: 118–119）。 

プロフェッションによる支配を可能にする最も重要な要素の一つが自律性である。自律

性は、フリードソンのプロフェッション観の中核をなすものとされる（伊藤 1996: 119）。

もちろん、プロフェッション以外の職業集団が自律性を有することもあるが、それは「否

定形の自律性」（autonomy by default）と呼ばれる（伊藤 1996: 119; Freidson 1970: 136; 

フリードソン 1992: 126）61。たとえば、タクシー運転手や灯台守のような職業も自律性が

高いといえるが、それはその職業集団の仕事を他者が監視し、評価し、統制することが物

理的に困難だからである。すなわち、それらの職業が外部の干渉から免れているとしても、

それは一般公衆がその仕事に強い関心をもっておらず、また、その仕事の特質が他者によ

る評価や統制を不可能にしているからにすぎない（Freidson 1970: 136; フリードソン 

1992: 126）。こうした職業集団の場合、他の職業集団による競争・干渉・評価・指示を免

れる公的制度は存在せず、その自律性は脆弱なものである。一方、プロフェッションの有

する自律性は、国家によって公的に認知されたライセンスに基づく「組織化された自律性」

である。これがプロフェッションの地位を安定させるものであり、プロフェッションを特

徴づける自律性の類型となる（伊藤 1996: 119; Freidson 1970: 136; フリードソン 1992: 

126–127）。 

また、批判的アプローチの代表的研究者といわれるラーソンは、プロフェッションの分

析にマルクス理論とウェーバー理論を取り込み、プロフェッションを資本主義社会におけ

る階級システムと結びついた利益集団として捉えたとされる（伊藤 1996: 119）。ラーソン

にとって、機能主義的アプローチによるプロフェッションの特徴づけは、プロフェッショ

ンの理解には何ら貢献しない（伊藤 1996: 119; Larson 1977: x–xi）。ラーソンによれば、

プロフェッションの成功は、市場におけるパワーを得るためにいかにして自らを組織化す

                                                 
61 ここで autonomy by default をフリードソン（1992）にしたがって「否定形の自律性」と訳した

が、by defaultとは、リーダース英和辞典（第 3 版）によれば、不戦勝する（win…by default）の

用例のように、不履行や不在によって反対や別の選択・行動がなされなかったために自動的にこと

が起こることをいう。すわなち、ここでいう否定形の自律性とは、他者の関心や干渉の不在によっ

て成り立つ自律性のことである。 
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るかにかかっており、プロフェッション化とは、特別なサービスの提供者が自らの専門的

知識の市場を構成し、そしてそれを統制しようとする過程を意味する（伊藤 1996: 119–

120; Larson 1977: xvi）。すなわち、「プロフェッション化とは、特別な知識や技能といっ

た希少資源を社会的・経済的報酬という別の希少資源に変換する試み」である（Larson 

1977: xvii）。 

ラーソンは、無時間的な機能主義の分析とは異なり、資本主義経済が登場した近代とい

う時代に特徴的な出来事としてプロフェッションの隆起を捉える。事実、プロフェッショ

ンは、その顕著な特徴と自律性に関する明確な主張を、自由主義的な資本主義社会におい

て発展させてきた（伊藤 1996: 120）。こうした社会において、プロフェッションが独占市

場の形成と希少性の正当化の根拠として利用するのが、教育制度と資格制度である。プロ

フェッションの生産、すなわち高等教育機関の成立が近代のプロフェッショナリズムの成

立にとって重要な要因であり、プロフェッションは教育システムへのアクセスを統制し、

知識の希少性を維持することで有利な市場を形成する（ibid.）62。 

 

2.2 プロフェッションの比較・歴史研究 

1980年代にはいると、プロフェッションの歴史的研究が行われるようになる。こうした

歴史的研究に刺激され、社会学者も、相対的に集権化の程度が弱い政府をもつ英語圏にお

いて発展してきたプロフェッション概念に不満をもちはじめたという（伊藤 1996: 123）。 

こうしてプロフェッション研究に比較・歴史の視点が導入され、アングロ─アメリカ型

プロフェッション論からの脱却がなされる。たとえばコリンズ（Randall Collins）は、プ

ロフェッションの分析的枠組みとして、アングロ─アメリカモデルと大陸モデルを提示し

ている。アングロ─アメリカ型のプロフェッションは、サービス部門で活動する独占型の

実務家であり、自ら労働条件を統制する自由を強調する。一方、大陸型のプロフェッショ

ンは、アカデミックな資格と国家試験により承認されるエリート行政官の色彩が強い

                                                 
62 伊藤（1996: 120–121）は、批判的アプローチをとる研究者として、そのほかにコリンズ（Randall 

Collins）とマーフィ（Raymond Murphy）を取り上げている。コリンズは、ラーソン同様、市場独

占を目指す閉鎖的・排他的集団としてプロフェッションをとらえるが、専門的知識を実体的なもの

とはとらえていないとされる。また、マーフィは、マルクス主義的な脱プロフェッション化論や市

場統制を強調するアプローチに対して、より広い文脈で議論するべきだと主張しているという。マ

ーフィによると、ラーソンはプロフェッショナリズムの成立条件として資本主義を重視し、市場還

元に陥っている。しかし、プロフェッションが雇用されるのは利潤追求型の組織とは限らず、非営

利型の公的組織にも雇用される。そうするとプロフェッションの雇用は、利益の追求や市場の文脈

よりも広範な発展のなかでとらえられるべきである。 
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（ibid.）。また、ジークリスト（Hannes Siegrist）は歴史的次元を重視し、プロフェッシ

ョンを以下のように分類している（伊藤 1996: 124; Siegrist 1990）。第一に、ギルドに象

徴される「団体型プロフェッション」（corporate profession）（Siegrist 1990: 194）、第二

に、18 世紀から 19 世紀半ばまでの集権化された国家における「国家に規定されたプロフ

ェッション」（state-defined profession）（Siegrist 1990: 194–195）、第三に、社会的な自

己統制が広がり始めた市民社会に見られる独立自営の「リベラル・プロフェッション」

（liberal profession）（Siegrist 1990: 195–197）、第四に、社会福利国家の時代に社会的地

位を確立した「新しい団体型プロフェッション」（neo-corporate profession）（Siegrist 1990: 

197–198）である。第四のタイプは、社会組織の存在が強力なことと、国家の部分的管理

により特徴づけられ、国家統制と自己統制の両方の原則が具現化しているとされる（伊藤 

1996: 124; Siegrist 1990: 197）。こうしたプロフェッションの比較・歴史研究において、

批判的アプローチでは独占手段の一つとみなされた国家が、それ以上の意味をもつものと

してプロフェッション研究の重要な要素となる（伊藤 1996: 124）63。 

従来、国家とプロフェッションの自律性は二項対立で論じられ、国家の干渉はプロフェ

ッションの自律性にとって望ましくないものと考えられてきた。しかし、歴史的研究が明

らかにするところによれば、国家とプロフェッションの関係は、国家の干渉が増大すると

プロフェッションの自律性が低減するという単純な関係ではない（伊藤 1996: 125）64。歴

史的研究が明らかにするように「プロフェッション化が、国家とある職業との間の特殊な

                                                 
63 伊藤（1996: 124–125）は、19 世紀後半から 20 世紀前半のドイツにおけるプロフェッションを

扱っているマクレランド（McClelland）、およびほぼ同時期を扱っているヤーラオシュ（Jarausch）

の研究についてもその概要を紹介している。彼によれば、それらの歴史研究は、国家統制とプロフ

ェッションの自律性が両立可能であり、アングロ─アメリカ型のプロフェッションから抽出される

ようなプロフェッション化の自然史とは異なるプロセスの可能性があることを示したとされる。 
64 たとえば、ジョンソン（Terry Johnson）は、18 世紀終わりから 19 世紀にかけてのイギリスに

おける司法組織の改革をめぐる闘争を例に、資本主義への移行が、経済制度と政治制度の分離によ

ってではなく、国家の形成とプロフェッション化が相互に作用した、歴史的に見て独特の接合形態

（articulation）によって特徴づけられることを指摘している（Johnson 1982: 188; 190–196）。当

時のイギリスは産業化が進み、債権・債務に関わる取引が増大していた。しかし、こうした経済活

動の拡大と複雑化にもかかわらず、司法機関はロンドンに集中したままであった。こうした状況で、

地方の弁護士は債務に関する訴えを容易に行えるように司法改革を要求したが、他方、都市の弁護

士は、彼らの特権の防護壁となっていた司法システムの集中を維持しようとした。結局、地方から

の圧力により、1846 年、州裁判所法が成立した。地方弁護士は、コストの軽減、契約手続きの合

理化という点では勝利を得たが、しかし新設された 500の州裁判所における弁論権は獲得できず、

このときバリスターとの間に厳然とした格差ができあがったことになる（Johnson 1982: 190–196; 

伊藤 1996: 126）。「バリスターとソリシターというイギリス特有の二重弁護士制度は、新興のブ

ルジョワ勢力に対する地方の土地所有者の攻勢というイギリス社会における重要な対立図式の投影

であり、国家形態の変容のまさに核心部分を構成していた」のである（伊藤 1996: 126）。 
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接合形態で、国家の形成において極めて重要な構成要素となっていたのであれば、プロフ

ェッションの自律性は、その職業の本質として内在するものではなく
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

、また常に部分的な
、、、、、、

ものにすぎない
、、、、、、、

ということになる（傍点引用者）」（伊藤 1996: 126）。 

 

2.3 プロフェッション社会学の知見と専門職倫理の位置づけ 

こうして、近年の社会学の知見によれば、従来理想的なヒューマンサービスをもたらす

と考えられてきた諸要素は、当該プロフェッションによる知識・技術の権力化、あるいは

市場独占の手段とみなされる。あるいはプロフェッション化が、国家とある職業との間の

特殊な接合形態として歴史的に考察される。そこでは、プロフェッションの自律性は、プ

ロフェッションの本質として内在するものではなく、プロフェッションが自らの地位を向

上させ、また、市場を支配するさいに付加されうるものと考えられる。こうした知見を考

慮した場合、プロフェッションの成立条件としての自律性は再考を迫られる。 

先に確認したとおり、プロフェッションの自律性の社会的承認と深く関わっているのが

倫理綱領の策定である。事実、技術者も自らの地位を古典的な意味でのプロフェッション

へと向上させるために、倫理綱領を策定してきたという歴史的経緯が（特に米国には）あ

った。しかし、プロフェッションの批判的アプローチによれば、倫理綱領がプロフェッシ

ョンの自律性を保証し、その特権と引き替えにプロフェッションが社会へ理想的なサービ

スを提供するための根拠であるという見方は成立しない。そうではなく、倫理綱領の策定

はプロフェッションの権力化や市場独占のための手段の一つとみなされることになる。ま

た、プロフェッションの比較・歴史研究によれば、自律性を伴ったプロフェッションそれ

自体が国家との関係で生じるものとみなされ、プロフェッションの自律性は常に部分的な

ものにすぎないことになる。近年のプロフェッション社会学の知見は、専門職倫理の根拠

それ自体に疑問を呈するように思われる。 

それでは、技術業はどのように自らの倫理性を社会に訴えて、自律性を得ようとしてき

たのだろうか。換言すれば、専門職倫理としての技術者倫理の根拠をどのように考えれば

よいのだろうか。こうした問いを考察するために、従来専門職倫理の根拠と考えられてき

た倫理綱領を取り上げて、技術者と自律性の問題を再度考察する。技術業にとって倫理綱

領がいかなる意味をもつのかを考察し、技術者倫理の根拠を問うことによって、現状求め

られている「専門職倫理としての技術者倫理」の内実も明らかになるはずである。 
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3 プロフェッションと倫理綱領 

古典的定義によれば、プロフェッションの有する特徴の一つとして「倫理綱領の遵守」

が挙げられ、倫理綱領を策定しそれを遵守する集団であることが、プロフェッションの条

件の一つとして考えられていた。しかし、なぜ倫理綱領を策定することがプロフェッショ

ンの条件であるのかは、この特徴づけからただちに明らかになるわけではない。さらに、

近年のプロフェッション社会学が明らかにするところによれば、倫理綱領の存在を根拠に

ただちにプロフェッションの自律性、倫理性を主張することはできない。プロフェッショ

ンであることにとって倫理綱領の策定はどのような意味があるのだろうか。この問いに答

えるために、まず、倫理綱領の根拠をめぐる代表的な考え方を概観しよう。それは、倫理

綱領を「社会との契約」とする考え方である。 

 

3.1 社会との契約としての倫理綱領 

倫理綱領を策定し、それを遵守する集団であることが、プロフェッションの条件の一つ

であると考える場合、倫理綱領がプロフェッションの「外的な承認」を担保するものとみ

なされている。すなわち、プロフェッションは倫理綱領に道徳的な責務を明文化して、そ

れを社会に「宣言」することによって、自らの活動に関して社会からの承認を得ると考え

られる（本章 1.2節）。 

外的な承認という考えは、実はプロフェッションという言葉そのものにも含まれている。

ハリスらによれば、「プロフェッション」は初め「ある生き方への誓約」という自由な行為

を意味した。また、「公言した」（professed）の最も初期の意味は、修道院に入った人の活

動をいうものであった。「高いモラル理想に忠実で、ごまかしのきかない生き方に入ること

を公衆に約束した人」の活動を意味したのである。そして 17世紀後半までに、正当に資格

があると公言した人ならば誰にでも当てはまるように一般化されたという。このように「プ

ロフェッション」は当初公言する行為や事実を意味し、それが変化して、一定の学術分野

の知識とそれに基づいた技量があることと、それに従事していることを公言して就くよう

な職業（occupation）、定職（vocation）のことを意味するようになった（ハリス・プリチ

ャード・ラビン 2002: 12）。このように、プロフェッションという言葉の本来の意味から、

倫理綱領を策定すること、すなわち自らの倫理的理想を「公言する」ことがプロフェッシ

ョンにとって本質的に重要であることを見て取ることができる（村田 2006: 90）。 

この見方に従うならば、倫理綱領はプロフェッションと一般社会との「暗黙の契約」と
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捉えることができる。たとえば、札野は次のように「社会との契約」という考え方をまと

めている。 

 

つまり、プロフェッションは他の人にはできない、かつ社会や個人の健康や安全、福

利の維持と向上にとって不可欠なサービス（奉仕）を独占的に、かつ責任をもって行

い、その見返りとして
、、、、、、、、

、社会は高い社会的地位と自治権をその集団に与えるのである。

この互恵的な関係を維持するために、プロフェッションは厳格な倫理規範を構築する

（傍点引用者）（札野 2004: 40）。 

 

プロフェッションは自らの職業の自律性と独占性を社会から外的に承認してもらうことの

「見返り」として、社会に対して自らの倫理的理想を倫理綱領として公言し、約束するの

である。村田も指摘するように、この「社会との契約」という見方は、「最も分かりやすく

ポピュラーな考え方」である。しかしこの見方によれば、倫理綱領はプロフェッションに

内在的な価値を示したものではなく、自らの活動を認めてもらう代償として受け入れなけ

ればならない「外的な制約」ということになる（村田 2006: 93–94）。技術業がこのような

理由から倫理綱領を策定しているのであれば、プロフェッションとしての自律性の低さが

やはり問題となるように思われる。事実、社会学的な知見による倫理綱領への懐疑とは異

なる文脈において、哲学者によって倫理綱領、ひいては専門職倫理に否定的な見解が示さ

れている。 

そうした論者の代表がラッド（John Ladd）である。ラッドによれば、倫理綱領を策定

することは「倫理を他律にする」ものに他ならない。すなわち、倫理綱領を策定しそれを

人に強いることは、自律的な道徳的行為者を前提とする倫理の概念そのものと矛盾すると

いうのである（Ladd 1980: 154）。倫理とは答えが一つに定まらない（open-ended）、反省

的なものであるのに、倫理綱領に頼り、一義的な解を求めることは倫理を法と混同してし

まうことになる（ibid.）さらにラッドによれば、普通の人間の倫理とは別に専門職のため

に特別の倫理があると考えることも誤解である（Ladd 1980: 155）。倫理綱領とは、いって

みれば、ある組織の会則（bylaws of an organization）や同好会の規則（club rules）、あ

るいはお作法（rules of etiquette）のようなものであり、そうしたものに「倫理」という

ラベルを貼ることは、知的混乱を反映したものである（ibid.）。 

ラッドはまた、倫理綱領の「二次的な目標」について論じる。すなわち、通常倫理綱領
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が有すると考えられる目標（たとえば、メンバーの倫理的感化、自己治安（self-policing）、

メンバーへの助言など）以外に、必ずしも有益とはいえないような二次的な目標を指摘し

ている。その目標とは、第一に、公衆の目に映るプロフェッションのイメージを高めるこ

と、第二に、当該のプロフェッションの独占を保護すること、第三に、ステータスシンボ

ルとして役立つことである（Ladd 1980: 158）。こうして、ラッドの見解に従えば、プロフ

ェッションは倫理的な人間としての権利や義務のほかに特別な権利や義務を負うわけでは

なく、倫理綱領は無意味なものである。さらに、その二次的な目標を考慮した場合、倫理

綱領は有害でさえありうるということになる65。 

ラッドの指摘する倫理綱領の二次的な目標は、本章 2.1 節で概観したように、プロフェ

ッション社会学における批判的アプローチが明らかにした知見とも重なる事柄である。し

かし、自律と倫理綱領の関係について密接な関係を考える哲学者も存在する。その議論は、

ラッドのなすような批判やプロフェッション社会学の知見が明らかにする問題点を回避す

る見解を提示しているように思われる。以下、そうした議論を展開しているデイビス

（Michael Davis）による倫理綱領の位置づけ、および技術者の自律性と倫理の関係をめぐ

る考察を概観することにしよう。 

 

3.2 プロフェッションの自律の基盤としての倫理綱領 

デイビスは、社会契約モデルの検討を含めて、プロフェッションと倫理綱領とがなぜ結

びつくのかを考察している。特に技術業がなぜ倫理綱領を策定するのかを考察し、以下の

三つの説明を提示している。まずその見解を確認することにしよう。 

第一は、「模範に従った規定」（definition by paradigm）という説明である。技術業は、

広く認知されまた尊敬されているプロフェッション、たとえば医師や法律家を「模範」と

し、それらのプロフェッションが倫理綱領をもつがゆえに、自らも倫理綱領を策定したと

いうのである。この説明によれば、「真のプロフェッション」となるために、技術者が医師

や法律家を「模倣」（imitate）したことが倫理綱領の根拠とみなされる（Davis 1998: 49）。 

                                                 
65 ラッドは、倫理綱領を策定することの有害な副作用として、次の三つを挙げている。まず、倫

理綱領を策定することが、専門職の取る行動に「自己満足の意識」を与えることである。次に、倫

理綱領が「『非倫理的』、あるいは『無責任な』行動と呼ばれるようなことを覆い隠すために使わる

可能性があるという事実」である。最後に最も有害な副作用は、「集合体としてのプロフェッショ

ン」の吟味ではなくて、倫理問題を個々の専門家の問題にしがちになる、ということである（Ladd 

1980: 158）。 
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しかしデイビスは、「模倣」を強調するこの説明を不十分であるとみなす。というのは、

この見解は、そもそも模範となるプロフェッションがなぜ倫理綱領を策定したのかを説明

せず、また、技術者がなぜ倫理綱領そのものではなくて、倫理綱領を策定するという営み

を模倣したのかを説明しないからである。さらに、この説明は、技術者がなぜ倫理綱領に

記されている内容を重要と考えるのかを明らかにしない。最後に最も重要な点として、こ

の見解は歴史的事実とも異なる。デイビスによれば、米国の技術者協会の初期の倫理綱領

は、米国弁護士協会（American Bar Association）のような米国のものではなく、英国土

木協会（British Institute of Civil Engineers）の綱領をモデルとした。さらに、イギリス

で最初に倫理綱領を策定したのは（医師や弁護士といった高い地位のプロフェッションで

はなく）比較的地位の低い、薬剤師（apothecary）や事務弁護士（solicitor）であった（ibid.）。

「模倣に従った規定」という説明では、こうした歴史的事実を説明することができない。 

そこでデイビスは、「社会との契約」（contract with society）という先に挙げた説明を検

討する。この見解は、先述のように、倫理を他律にするというラッドの批判を招くことに

なるが、さらにデイビスによれば、倫理綱領がなぜ現行のものであるのかを説明できない

がゆえに、不十分である。「社会が技術業を一つのプロフェッションと認識し、技術者がさ

まざまな綱領のなかからどれを採択するのかなどということに注意を払わないと思われる

場合に、なぜ技術者たちは自らの綱領の細部にそれほど気を配らなければならないのか。

技術業のもともとの倫理綱領は、技術者が互いをどのように扱うべきであるかに関するル

ールを制定しているが、社会はこうした事柄に注意を払わないか、もしかしたら反対する

かもしれない。そうであるのに、なぜそのような倫理綱領を制定したのか」（Davis 1998: 

49–50）。「社会との契約」という説明はこれらの問いに答えることができない。 

以上、二つの説明を検討した上で、デイビスが最後に自身の見解として提示するのが、

倫理綱領を「専門家間の契約」（contract between professionals）とする説明である。彼は

次のように述べる。 

 

この［専門家間の契約という］説明に従うと、プロフェッションとは、同じ理想を果

たすために協力したいと望む人々から成る集団である。人々がこのような集団を作る

のは、協力しない場合より協力する場合の方がよりよく目的を達成できると考えての

ことである。たとえば、技術者は、安全で実用的な物理的システムに関して、効率的

な設計・建造・整備という理想を果たそうとすると考えられるだろう。その場合、倫
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理綱領は個々の専門家たちが、彼らにとって最小のコストで最善を尽くすためにどの

ように共通の理想を追求するべきかを指示するだろう（また公衆への配慮が理想の一

部である場合には、公衆にとって最小のコストで最善を尽くすためにどのように共通

の理想を追求するべきかを指示するだろう）。倫理綱領は、個々の専門家をある種の圧

力（たとえば経費削減のために手抜きをせよという圧力）から保護することになる。

というのは、倫理綱領によって、個々の専門家は、同じプロフェッションに属する他

の構成員のほとんどが自らの善行を出し抜いたりしないだろうと想定できるからであ

る。倫理綱領は、競争がもたらすかもしれない帰結からプロフェッションに属する構

成員を守るのである（［ ］は引用者による補足）（Davis 1998: 50）。 

 

この見解に従えば、倫理綱領は倫理を他律にするものではなく、専門家の自律性の根拠

と捉えられる。専門家間の契約とみなすならば、倫理綱領の策定はプロフェッションの構

成員が共通の理想を定め、互いに約束を交わすことを意味する。自分が定めた規則に自ら

従うのであるから、倫理綱領を策定し、それを遵守することは、自律的な営みと捉えるこ

とができる。すなわち、「カントのいう自由意志が自ら立法した道徳法則に自ら従うことが

『自律』の根本的意味を構成している、という事情に類似している」（村田 2006: 95）と

みなすことができる。この見方によるならば、倫理綱領は社会への見返りとして受け入れ

なければならない「外的な制約」ではありえず、技術業に内在的な価値を示すものである。

したがって、アイラクシネンのいうように、雇用主から欲求を与えられることによって初

めてサービスが成り立つとしても、技術者は共通の理想を定め、自らそれに従うという意

味で自律を有するのである。 

倫理綱領のこうした解釈に対応して、デイビスは専門職の自律を「プロフェッションの

一員として行為するという特殊なタイプの個人的な自律」と捉える（Davis 1998: 164）。 

デイビスはまず個人的な自律について、その哲学的議論を概観した上で、「行為者中心的

な」（agent-centered）自律概念と「欲求中心的な」（desire-centered）自律概念を区別す

る。行為者中心的な自律概念においては、行為が自律的であるのは、それが行為者の能力

の行使による場合のみである（Davis 1998: 158）。行為が自律的であるために必要なのは

自らの行為を反省する能力のみだと考えられる。一方、欲求中心的な自律概念では、行為

が自律的であるのは、それが適切な仕方で本人の欲求や動機に由来する場合のみである

（Davis 1998: 159）。 
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さらにデイビスは、欲求中心的な自律概念に、「歴史的」、「仮説的」、「構造的」の三つの

類型を区別する（Davis1998: 159; 伊勢田 2008: 6）。歴史的概念とは、実際の過去に注目

し、現実のあるプロセスの結果として生じた欲求を自律的とみなす。仮説的概念はむしろ

ありうる将来に注目する。この概念では、関連するあらゆる事実にさらされても生き残る

欲求が自律的であるとされる。すなわち、現在は知らないが将来その事実にさらされると

仮定しても生き残る欲求が自律的であると考えられる。最後に、構造的概念では、欲求の

自律は現在の別の欲求（other current disires）との関係で考えられる。すなわち、ある欲

求が自律的であるのは、それがその人物の別の欲求と何らかの仕方でかみ合っている場合

であると考えられる。たとえば、欲求がその人物のライフプラン（現在の別の欲求）と適

合している場合に、それは自律的であるとみなされる（Davis1998: 159）。 

個人的な自律をこのように整理した上で、デイビスは行為者中心的な自律概念の二つの

弱点を指摘する。第一に、この概念は行為と行為者の反省する能力との間に強い結びつき

を必要としない。そうすると、注意を欠いていたり情報が良く与えられていなかったりす

る場合でも、能力と行為を自律的に結びつけたのであれば、その行為は自律的であること

になる。第二に、この概念は、手続き的という意味での弱い合理性概念に基づいているよ

うに思われる。この意味での合理性とは自己批判や自己修正の能力をもつことであるが、

そのプロセスの内容については何の制限もない。（Davis1998: 166）。 

欲求中心的な自律概念は第一の弱点を避けることができる。三つの類型のどれもが自律

的な欲求と行為の強い結びつきを要求する。しかし、第二の弱点を回避できるのは、仮説

的概念のみである。というのは、これのみが欲求と外的世界との対応を必要とするからで

ある。他の二つが内的な制約をもつのみで、弱い手続き的な合理性（weak procedural 

rationality）しかもたないのに対して、仮説的概念は外的世界との対応をもち、それゆえ

「実質的な合理性」（substantive rationality）をもつと考えられるのである（Davis1998: 

166–167）。こうしてデイビスは、個人的な自律として、仮説的欲求を中心とした自律概念

を支持する。 

デイビスが個人的な自律の特殊なタイプとして専門職の自律を捉える場合、当然、この

仮説的欲求を中心とした概念が根底に据えられる。すなわち、プロフェッションの一員の

行為が自律的であるのは、完全に情報が与えられたと仮定して、関連するあらゆる事実に

さらされても生き残る欲求にしたがって選択するであろうことと実際の選択が一致する場

合であると考えられる（Davis 1998: 168）。技術者としての専門職の自律を考える場合に



64 

 

は、ある技術者が自らのプロフェッションの理想や倫理綱領を実際には知らないとしても、

そうしたことすべてを知っていたと仮定したらどういう欲求をもつだろうかと考えてみる

ことになる（伊勢田 2008: 6）。デイビスはこうした仮定をしても生き残る欲求を「合理的

欲求」と呼んでいる（Davis 1998: 168）。では、人はどのようにしてプロフェッションの

一員として行為することを合理的に選択できるのだろうか。デイビスはこの問いに答える

のはそれほど難しくないと考える（ibid.）。以下、順を追って彼の議論を確認しておく。 

プロフェッションの一員になることは、そのプロフェッションの行動規範に従属するこ

とを意味する。これはたしかに重荷（burden）である。しかし、プロフェッションの構成

員は、そのプロフェッションの理想に奉仕したいがゆえに、構成員であるはずである。た

とえ、生計を立てるためといった崇高とはいえない理由からプロフェッションの構成員に

なっていたとしても、その構成員は当該の規範に関わることになる。というのは、そうし

た構成員はあるプロフェッションに属すると主張することによって得られる利益を期待し

てそのプロフェッションの一員となったはずであり、そうした利益が部分的には規範を維

持することによることを知っているはずだからである（Davis 1998: 168–169）。 

それぞれの構成員は他の構成員が同じことをすると期待して重荷を担う。プロフェッシ

ョンの活動とは共同の業務（cooperative practice）なのである。ほとんどの構成員が行動

すべきとおりに行動すれば、プロフェッションは良い世評を得て、個々の構成員はますま

す個人としてよりもプロフェッションの一員として行動する方が良い状態になる。しかし、

そうでないならば、プロフェッションの活動は本当の利益を生み出すことはなく、重荷を

分担している人々が最も苦しむことになる。それゆえ、プロフェッションの構成員は、そ

のプロフェッションの要求にしたがって行為するように道徳的に結びつけられていると考

えられる。 

こうした事情を考慮すれば、プロフェッションの一員として行為することを合理的に選

択することの理由が理解できる。個人にとって、プロフェッションのメンバーであること

（membership）は、合理的であるかもしれないし、そうでないかもしれない。しかし、プ

ロフェッションとは何であるかを考えた場合、自発的にメンバーであること

（voluntariness of membership）は、実際に構成員である人々にとって、メンバーである

ことが合理的であるという強い確信を生み出す。メンバーであることの合理性が、メンバ

ーの一員として行為することの自律を保証するのである（Davis 1998: 169）。 

デイビスのこうした専門職の自律の捉え方、およびその自律を支えるプロフェッション
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の内的規範としての倫理綱領の説明は、たしかに説得力をもっている。伊勢田のいうよう

に、デイビスの考え方によれば自律と倫理の関係は明白である。技術者として自律的に振

る舞うことは同時に技術者倫理にそって振る舞うことである。この関係において、社会学

が問題とするような、ある職業がプロフェッションと認められる条件は何かとか、どうし

てプロフェッションに特別の責任が発生するのかという問いは生じない。「社会学的・哲学

的に専門職業がどう定義されるかに関係なく、技術者たちが自ら選んだ理念や倫理が技術

者たち自身を統制しているのである」（伊勢田 2008: 7）。その意味で、プロフェッション

社会学が指摘するような問題点、すなわち倫理綱領がプロフェッションの権力化や独占の

ツールの一つにすぎないのではないかという懸念とは関係なく、技術者は共通の理想を定

め、自らそれに従うという意味で自律を有すると考えることができるのである。 

また、この意味での自律は、技術者が企業に雇用される存在であることとも矛盾しない。

雇用者の命令に従うことはプロフェッションの自律を損なうように思われるが、デイビス

の考えによれば、それがただちに自律の欠如を意味するわけではない。プロフェッショナ

リズムの本質は雇用者の命令に屈しないことではなく、部分的には命令に従うことからも

成る。すなわち、プロフェッションの一員として行為することと一貫している命令には従

い、そうでない命令には従わないことにプロフェッショナリズムの本質がある（Davis 

1998: 170）66。 

デイビスの考えを採用するならば、専門職の自律を担保するものとして倫理綱領が重要

な役割を果たす。「専門家間の契約」という説明は、専門職の自律について、倫理綱領がプ

ロフェッションにとっての構成規則であり、それを守ることがプロフェッションにとって

の内的規範になることを説得的に説明する。 

 

3.3 専門職としての技術者の責任と倫理綱領 

しかし、デイビスの考えに対しては批判もありうる。専門家間の契約という考え方は、

社会契約という考え方と異なるものではないというのである。村田は、社会との契約とい

う見方と専門家間の契約という見方は、社会への影響力を重視するのか、プロフェッショ

ンが内的な規範を備えている点を重視しているのか、その焦点の当て方、強調点が異なる

                                                 
66 雇用者も技術者を専門家として雇用しているかぎりは、当然専門家としての判断を期待してい

るはずである。その意味でも技術者が雇用された存在であることと自律は矛盾しない（Davis 1998: 

170; 伊勢田 2008: 7）。 
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だけで、「どちらも専門職にとって必要な要素であると考える方が実態に即している」とい

う（村田 2006: 98）。外的承認か内的承認かという二者択一ではなく、これらは「相互に

補完的な見方」であると考えるのである（村田 2006: 99）。 

さらに村田は、これらの見方は「一見対立しているようであるが、技術と社会とを分離

した上で、技術（者）の社会への責任を考えているという点では共通している」と考える

（ibid.）。というのは、前者の見方では、「見返りとして」社会への責任が考えられている

のであるから、技術と社会との関係はあくまで二次的なものであるし、後者の見方では、

技術者の集団という狭い意味での社会との関係は密接であるが、しかし技術者集団の外部

をなす広い意味での社会、技術の影響を受ける公衆を含む社会に対しては、技術はやはり

間接的に関係するものとみなされているからである（ibid.）。 

村田自身は、「技術は内在的な仕方で社会との関係を含んでいる」という立場をとり、「倫

理規定に記されている技術者の社会的責務は、技術に内在的な規範の表現である」と考え

る（村田 2006: 99–100）。われわれが序章で確認したのと同様に、技術と社会（生活世界）

が絡み合って存在しているという事実を出発点とし、こうした観点から、技術者の社会的

責任は、社会契約などということを想定するまでもなく、「技術の仕事自身の内在的な特質

から生まれてくると考える」のである（村田 2006: 100）。 

こうした村田の主張は、本論の分類でいえば「技術哲学に基づく技術倫理」に位置づけ

られる考察であろう。たしかに、序章で確認したような問いの立脚地において真正面から

技術の倫理への問いに向かおうとするならば、こうした考察の視点が必要である。しかし、

こうした考察は「専門職倫理としての技術者倫理」の根拠とはなりえない。なぜなら、村

田の考察によれば、倫理綱領がなくとも技術の倫理が成り立つことになり、したがって、

技術者が専門職集団を形成することの根拠を説明することができないからである。 

では、専門職倫理としての技術者倫理の根拠は何であるのか。それはやはり、デイビス

が考えるような意味での倫理綱領であろう。実際、村田も技術者が倫理綱領を制定し、専

門職集団を形成することの理由を、「その社会的責務を実行するのに役立つから」としてい

る。すなわち、専門家間の契約という考えにしたがって、倫理綱領を制定して専門職集団

を形成することで技術者の仕事に内在的な責務を実現しやすくなると考えている。（村田

2006: 100）。専門職としての技術者の責任と倫理綱領との間に密接な関係があるという点

においては、村田もデイビスの考えに同意するのである。 
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3.4 専門職としての技術者の責任と社会の関係 

では、倫理綱領が存在することによって、技術者はどのように社会的責務を実現しやす

くなるのだろうか。倫理綱領がなくても、一般に誰もが重視しなければならないという理

由から、何らかの不正（たとえば、安全性の軽視）に対処することは可能ではある。しか

しこの場合、技術者は「個人として」不正に対処することになり、その結果、当該の技術

者が担うべき判断に対する負荷が大きなものになってしまう。しかも、自分の判断が覆さ

れ、立場が他の技術者に取って代わられてしまい、結局は自分が反対しても無駄に終わる

という可能性も否定できない（村田 2006: 96; Davis 1998: 52–53）。倫理綱領がなければ、

「技術者としての利益」と「個人としての利益」との対立を、また「良心」と「自己利益」

との対立を招いてしまい（Davis 1998: 53）、個人として不正に対処しようとする場合、そ

の技術者には大きな負荷がかかることになる。 

しかし、倫理綱領の存在は、プロフェッションの構成員相互の助け合いを可能にする。

技術者は何らかの不正に対して、「個人として」ではなく、プロフェッションの一員、つま

り「技術者として」対処することができる67。 

すなわち、技術者がすべて「公衆の安全、健康、福利の重視」という共通の理想を有し、

それを自らの責任として受け入れるならば、たとえ自分の立場が他の技術者に取って代わ

られたとしても、その技術者も同じ理想に従うことが想定され、それゆえ個人としての判

断と職業人としての判断との間のジレンマに悩む必要がなくなる。すなわち、「公衆の安全、

健康、福利の重視」という共通の理想が明記された倫理綱領の存在によって、技術者は個

人としてではなく、プロフェッションという組織として問題と対峙できるである。村田の

言葉で言えば、技術者の社会的責務を実現するための「政治的な道具」として倫理綱領は

機能するのである（村田 2006: 100）。 

ここで注目すべきは、倫理綱領が政治的な道具として機能しうるのは、そこに公衆に対

する責任が明記されているからだという点である。すなわち、倫理綱領をもったプロフェ

ッションであることからただちに技術者が政治的な力をもつわけではないのである。仮に、

雇用者への忠誠が最優先すべき項目であるならば、上述のような仕方で倫理綱領を用いる

                                                 
67 デイビスはあくまで技術者自身のためのものとして、倫理綱領やそれを基盤とした自律性を考

えているが、村田はそうは考えない。すなわち、村田は「技術者の専門職に与えられる『自律性』

や『特権性』もまた、技術者（集団）自身のためのものというよりは、技術者の社会的責務を実現

するためのものだと考える」（村田 2006: 100）。この相違は、専門職倫理としての技術者倫理を考

えているのか、技術哲学に基づく技術倫理を考えているのかの違いに基づくと考えられる。 
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ことはできないだろう。倫理綱領を政治的な力として利用できるためには、公衆の安全へ

の配慮が明記され、これをもとに技術者がプロフェッションとしての自らに不可欠の責務

としてそれを訴えることができなければならない（村田: 2006: 104–105）68。 

 

3.5 公衆に対する技術者の責任 

技術者の自律性の根拠として倫理綱領が重要な役割を果たしているが、倫理綱領がその

ような役割を果たしうるのは、そこに技術者の共通の理念が表現されているからこそであ

る。それゆえ、その共通の理念が、専門職倫理としての技術者倫理の内実を考慮する場合

に最も重要なものだと考えられる。 

一見したところ、村田はこうした見解に異議を唱えているように思われるが、村田がい

いたいのは、倫理綱領の根拠を社会との契約や専門家間の契約とみなす場合にも、その内

容には「技術者の専門職にどのような政治的な力を認めるかということが重要な要素とし

て含まれている点を無視できない」ということであろう（村田 2006: 108）。 

では、われわれは専門職としての技術者にどのような力を認めているのだろうか。それ

は、技術者が公衆の安全など、公衆に対する責任を果たすためにもつ力であろう。逆にい

えば、一般社会がそうした責任を求めているからこそ、技術者はそれを共通の理想として

倫理綱領に明記したはずである。こうして、専門職倫理としての技術者倫理の内実として

最も重要な事柄は、「技術者という専門職として公衆に対する責任を果たす」ことであるこ

とが明らかになる。 

しかし、ここで疑念が生じる。実際に技術者は公衆に対する責任を果たすことができる

のだろうか。仮に「公衆に対する責任」という価値が単なるお飾りにすぎないのであれば、

                                                 
68 倫理綱領の変遷の歴史を振り返ると、「公衆の安全、健康、福利」がはじめて倫理綱領に明記さ

れたのは 1947 年のことであり、当初から公衆に対する責任が明記されていたわけではなかった。

しかし 1970 年代以降、さまざまな事故・事件が多発したことをきっかけとしながら、人々の注目

が技術者の公衆に対する責任に向けられるようになり、1974年のECPDの倫理綱領において、「公

衆の安全、健康、福利の最優先」が明記されるに至る。米国の技術者倫理の転換点といわれる

BART の事例では、まさに公衆に対する責任を果たそうとした技術者たちを擁護するための政治的

な道具として倫理綱領が用いられたと考えることができる（第 1 章 1.1 節）。こうした歴史を見

た場合、たしかに、専門家間の契約という考え方の内的な承認という点を強調すれば、公衆に対す

る責任はあくまで二次的なものと捉えられるかもしれない。すなわち、共通の理想として公衆への

責任が明記されているのは、あくまで技術者相互が助け合うためだとも考えられる。しかし、何を

目的として技術者はお互いに助け合うのだろうか。それはやはり、公衆の安全という共通の理想を

実現しようとしてのことであろう。公衆に対する責任を共通の理想とすることこそが、専門職倫理

としての技術者倫理の現在のあり方を規定していると考えることができる。 
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専門職倫理としての技術者倫理の内実それ自体も空虚なものにすぎないことになる。専門

職倫理として技術者倫理を考慮する場合、技術者がいかに公衆に対する責任を果たしうる

かについての考察が不可欠であると考えられる。 

また、こうした考察は別の観点からも要請される。というのは、新田が指摘するように、

技術者の仕事は制作物という「もの」を媒介として間接的にのみ「公衆の安全、健康、福

利」という目的の実現に係わり、この間接性ゆえに、技術業が本来実現すべき価値が「公

衆の安全、健康、福利」であるのかという問題が生じるからである（新田 2009: 5–6; 6 注

14）。前述のアイラクシネンがいうように、技術業は「ニーズに基づいたサービスの理念」

をもちうるのみで、「価値に基づいたサービスの理念」はもっていないのだろうか。それと

も、プロフェッションと倫理綱領に関する分析が明らかにするように、専門職倫理として

の技術者倫理は、共通の理想として「公衆に対する責任」という技術業に内在的価値をも

つと考えることができるだろうか。こうした問題を考慮するためにも、技術業の公衆に対

する責任を検討する必要があるだろう69。すなわち、技術者の公衆に対する責任がどのよ

うなものであるかを検討すると同時に、いかに技術者がこの責任を果たしうるのかを考察

する必要があるだろう。 

 

4 第 2章のまとめ 

通常、「専門職」と呼ばれる職業に従事する人々には特別の倫理が要求されると考えられ

る。伝統的には、医師、法律家、聖職者など、専門的な知識と技能を備えた職種がプロフ

ェッションと呼ばれ、これらに従事する人々にはその活動のなかで倫理的な振る舞いが求

められてきた。プロフェッションの属性を考察した社会学的研究によれば、「理論的知識に

基づく技能」、「長期の訓練と教育の要請」、「試験による能力の証明」、「組織化」、「倫理綱

領の遵守」、「利他的なサービス」をその特徴として指摘することができる。 

一見したところ、技術業もこのような特徴を備えているように思われるが、専門職とし

ての自律性の低さを指摘して、技術業は伝統的な意味でのプロフェッションではないとい

う議論も存在する。すなわち、技術業はプロフェッションとしての価値よりもビジネスを

重視せざるをえず、また、利他的なサービスを提供するにしても雇用主に何らかの欲求を

                                                 
69 新田は、「世界市民」というカントに由来する統制的理念に基づきながら、専門職に、「公共世

界への関心を自らの義務として引き受け、公衆に対する説明責任を果たす『世界市民としての職業

人』集団」という規範的な定義を与えるが（新田 2009: 14）、いかにしてこの責任を果たしうるの

かに関する検討がぜひとも必要であると考えられる。 
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与えられて初めてそのサービスを提供できるというのである。こうした考えによれば、技

術業が提供するサービスの本来的な価値は他律的に与えられることになり、したがって自

律性をもたない技術業は厳密な意味でプロフェッションとは考えられないことになる。 

しかし、こうした議論には再検討の余地がある。というのは、プロフェッションの定義

について、医師、法律家、聖職者という代表例を抽出するさいに、論点先取の一種が存す

るからである。それゆえ、他の職業をこのような定義に照らして考察することには慎重で

なければならない。 

さらに重要なことに、専門職としての自律は決してその職業の体現する価値の重要性に

基づいて自動的に承認されてきたわけではないという事実を見落としてはならない。すな

わち、専門職としての自律とは、社会に対して自らが倫理的であることを訴えることによ

って、後から初めて認めてもらえるものだと捉えることもできる。 

事実、近年のプロフェッション社会学の知見によれば、従来理想的なサービスをもたら

すと考えられてきたプロフェッションの組織化や制度化といった要素は、当該プロフェッ

ションによる知識・技術の権力化、あるいは市場独占の手段とみなされる。あるいは、プ

ロフェッション化が国家とある職業との間の特殊な接合形態として歴史的に考察される。

そこでは、プロフェッションの自律性は、プロフェッションの本質として内在するもので

はなく、プロフェッションが自らの地位を向上させ、また、市場を支配するさいに付加さ

れうるものと考えられるのである。こうして、プロフェッションの成立条件としての自律

性は再考を迫られ、したがって、プロフェッションの自律性を専門職倫理の根拠とするこ

とも再考を迫られることになる。 

技術業が自らの倫理性を社会に訴えて、自律性を得ようとしてきた手段として倫理綱領

の策定を考えることができる。デイビスによれば、倫理綱領はプロフェッションの自律性

の基盤となる「専門家間の契約」である。すなわち、プロフェッションとは同じ理想を果

たすために協力したいと望む人々からなる集団であり、そのような人々がよりよく目的を

達成するために策定したのが倫理綱領である。倫理綱領の策定はプロフェッションの構成

員が共通の理想を定め、互いに約束を交わすことを意味する。自分が定めた規則に自ら従

うのであるから、倫理綱領を遵守することは自律的な営みと捉えることができる。 

こうして、専門職としての自律とは、プロフェッションの一員として行為するという特

殊なタイプの個人的な自律である。「専門家間の契約」という説明は、専門職の自律につい

て、倫理綱領がプロフェッションにとっての構成規則であり、それを守ることがプロフェ
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ッションにとっての内的規範になることを説得的に説明する。 

現代において、技術業が倫理綱領を策定して実現しようとしている共通の理想は「公衆

の安全、健康、福利の重視」であると考えられる。また、これが明記されているからこそ、

倫理綱領の存在は、プロフェッションの構成員相互の助け合いを可能にする。すなわち、

技術者がすべて「公衆の安全、健康、福利の重視」という共通の理想を有し、それを自ら

の責任として受け入れているからこそ、たとえ自分の立場が他の技術者に取って代わられ

たとしても、その技術者も同じ理想に従うことが想定され、それゆえ個人としての判断と

職業人としての判断との間のジレンマに悩む必要がなくなる。「公衆の安全、健康、福利の

重視」という共通の理想が明記された倫理綱領の存在によって、技術者は個人としてでは

なく、プロフェッションという組織として問題と対峙できるのである。 

技術者の自律性の根拠として倫理綱領が機能しうるのは、そこに技術者の共通の理念が

表現されているからである。それゆえ、その共通の理念が、専門職倫理としての技術者倫

理の内実を考慮する場合に最も重要なものだと考えられる。上記のように、現代の倫理綱

領において共通の理念として明記されて重要な役割を果たしているのが「公衆の安全、健

康、福利の重視」である。それゆえ、専門職倫理としての技術者倫理の内実として最も重

要な事柄は、「技術者という専門職として公衆に対する責任を果たす」ことであると考えら

れる。 

しかし、実際に技術者は公衆に対する責任を果たすことができるのだろうか。仮に「公

衆に対する責任」という価値が単なるお飾りにすぎないのであれば、専門職倫理としての

技術者倫理の内実それ自体も空虚なものにすぎないことになる。専門職倫理としての技術

者倫理の根拠を考慮する場合、技術者がいかに公衆に対する責任を果たしうるかについて

の考察が不可欠である。 
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第 3章 技術者倫理と公衆に対する責任 

─専門職倫理としての技術者倫理の課題─ 

 

 

前章の考察から、専門職倫理としての技術者倫理にとって公衆に対する責任が重要な要

素であることが明らかになったが、プロフェッションの活動とはそもそも公共の利益を目

的としたものであると考えることもできる。ここから、プロフェッションの特徴として、

利他的なサービスが強調される場合がある70。技術業においても、利他的なサービスは公

衆に対する責任（公衆の安全、健康、福利の最優先）という形で倫理綱領に明記されてお

り、技術者の責任という概念の中枢をなすものだと考えることもできる71。 

このように、一見したところ、技術業にとって公衆に対する責任という利他的なサービ

スの重要性は自明のものであり、それは倫理綱領の存在からも明らかであるように思われ

る。しかし、前章の考察から明らかになったように、公衆に対する責任を技術業に内在的

な規範と捉えることができるかどうかを考えるためには、技術者の公衆に対する責任を理

論的に検討すると同時に、この責任の実行可能性を検討する必要がある。事実、現実的な

問題として、この責任を果たすことに対して技術者の側からなされる批判も存在する。 

本章では、技術業の社会に及ぼす影響から公衆に対する責任を検討し、その上で公衆と

は誰のことなのか、公衆の安全、健康、福利の実現という責任を果たすために何ができる

                                                 
70 先述のとおり、医師業の場合、しばしば「患者の福祉」という「利他的なサービス」が強調され

る。医師は、ビジネスと一線を画して、利潤よりも「患者の福祉」を最も重視しなければならず、

これが医師業という専門職の主要な機能であると考えるのである（西村 2004: 69–70）。 
71 代表的な例として、世界技術組織連盟（World Federation of Engineering Organizations：

WFEO）の倫理綱領を挙げることができるだろう。WFEO は、現在世界約 90カ国の技術系学協会

が加盟する国際的な組織で、約 800 万人の技術者を代表するといわれる。この WFEO は、環境に

関する倫理綱領を 1985年に策定し、1987年に採択した。その後、そこに反映されている「持続可

能な開発（sustainable development）」という価値を組み込む形で、国際的な倫理綱領の策定に着

手し、2001年に“The WFEO Model Code of Ethics”を採択している。これは加盟機関が倫理綱領

を作成しようとするさいに、定義を与え、その作成を支援することを期待して策定されたものであ

る。このような性格をもつWFEOの倫理綱領にも公衆に対する責任が明記されている。当初は「プ

ロフェッショナル・エンジニアは、公衆の安全、健康、福利、および、持続可能な発展の原則に基

づく自然環境と構築環境の保護を最優先しなければならない」という表現だったが、改訂された最

新版では「プロフェッショナル・エンジニアは、技術業の実践において、共同体や環境の安全、健

康、福祉（well-being）を維持・促進しなければならない」と表現されている。WFEOホームペー

ジ（http://www.wfeo.net/）内の“Code of Ethics”（http://www.wfeo.net/ethics/）を参照 

（2015年 3月 4日アクセス）。 
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のか（また、何をすべきなのか）を考察する72。これらの考察は、専門職倫理としての技術

者倫理の課題を明らかにするはずである。 

 

1 技術業（engineering）の社会に及ぼす影響と公衆に対する責任 

公衆に対する責任は、今日、多くの倫理綱領のなかにその記述を見出すことができる。

たとえば米国の代表的な倫理綱領の一つである NSPE（National Society of Professional 

Engineers）の倫理綱領では「公衆の安全、健康、および福利を最優先する（Hold paramount 

the safety, health, and welfare of public）」ことが明記されているし73、日本に眼を転じて

も、たとえば日本技術士会による技術士倫理綱領では「公衆の安全、健康及び福利を最優

先に考慮する」ことが基本綱領 1 として明記されている74。第 1 章で確認したとおり、当

初からそれが明記されていたわけではなかったとはいえ、現状の倫理綱領を見るかぎり、

技術業の公衆に対する責任の重要性は改めて問うまでもないようにも思える。 

しかし現実的な問題として、技術者の側から、それは過度の要求であるとの批判が提出

されることもある。すわなち、実際の技術者の活動、および技術者が活動する組織のあり

方からして、公衆に対する責任の要請は、技術者に対する過度の要求であり、それは見当

違いの、非現実的な要求であるとの批判がありうる75。 

こうした批判は、いわば技術者の公衆に対する責任を「余分な」責任と捉えて、それが

過度の非現実的な要求だと考えることになるだろう。一般に、技術者の責任が公衆へと拡

大される過程で哲学的基礎づけとして採用されたのは、戸田山もいうように、（1）「職業一

般」（occupation）と「専門職」（profession）の区別と、（2）社会契約モデルであった（戸

田山 2007: 292–293）。すなわち、どんな職業も顧客や雇い主への責任、法令遵守などの責

任を負うが、専門職はこうした最低限度の責任に加えて、一般の職業には要求されない高

度の責任が求められる。公衆の安全、健康、福利を守ることや環境への配慮は、専門職と

しての高度の責任なのである。こうしたいわば「余分な」責任の根拠を説明する哲学モデ

                                                 
72 こうした問いは実践的な問題解決を重視する現在の技術者倫理教育にとっても有意味であろう。

というのは、御題目として「公衆の安全、健康、福利」を唱えるだけでなく、その御題目の内容を

よく吟味し、実行可能性を検討することは、現実の技術者倫理教育において重要な作業と考えられ

るからである。 
73 “NSPE Code of Ethics for Engineers”（http://www.nspe.org/Ethics/CodeofEthics/index.html）

を参照（2015年 3月 4 日アクセス）。 
74 「技術士倫理綱領」（http://www.engineer.or.jp/c_topics/000/000025.html）を参照（2015 年 3月

4 日アクセス）。 
75 技術者の側からなされる批判については、たとえば、Florman（1976, 21–22）を参照。 
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ルが「社会契約モデル」である。前章でも見たとおり、「高い教育機会、業務の独占権、自

律、広い自由裁量の範囲、高い社会的地位、威信・尊敬など」を「社会から与えられたこ

とへのいわば返礼として、専門職は倫理綱領を定め、そこで他の職業一般には要求されな

いより大きな責任を果たすこと（たとえば公衆の福祉、安全、健康を守ること）を社会に

対して直接約束する」というわけである（戸田山 2007: 293）。 

しかし、技術者の公衆に対する責任がこのように基礎づけられたとしても、そうした「余

分な」責任は技術者にとって過度の非現実的な要求であるとの批判がありうる。こうした

批判に答え、技術業が社会に及ぼす影響という観点から技術者の責任について論じるのが、

アルパーン（Kenneth D. Alpern）である。ここでは、技術業の公衆に対する責任に関し

て、技術業の及ぼす社会的影響との関係から考察することにしよう76。 

アルパーンは、技術者に固有の道徳的義務が存在することを示すのではなく、技術者以

外の人々にも妥当するはずの通常の道徳的原則を技術者が置かれた状況に適用することに

よって、技術者の責任を論じる。彼が議論の出発点とするのは、「配慮の原則」（principle 

of care）という道徳的原則である。彼はこの原則を次のように定式化する。 

 

他の条件が同じならば、人は他者に重大な危害を与える一因となることを避けるよう

にしかるべき配慮をすべきである（Alpern 1983: 40）。 

 

この原則は、もちろん技術者以外の人々にも妥当する。たとえば車の運転手にこの原則を

あてはめて、その責任を考えることができるだろう。車を運転する時、人は車の運転に注

意を払い、危険を認識しなければならず、そもそも車をコントロールする技術をもってい

なければならない。また、他者への傷害を避けるためには、自分の車や場合によっては自

らの命を進んで危険にさらさなければならない。「しかるべき配慮」（due care）とは、自

らの行為の結果生じるかもしれない危害を通告したり、そのような危害を避けるために予

                                                 
76 前章で検討したとおり、デイビスによる「専門家間の契約」という考え方は、技術者の側からな

される批判を回避するもののように思われる。というのは、この見方によれば、倫理綱領は社会へ

の見返りとして受け入れなければならない外的な制約ではなく、プロフェッションの構成員相互の

助け合いを可能にするものだからである。本論では、先述のとおり、この見方の妥当性は、公衆に

対する責任が単なるお飾りなのか否かの検討にかかっているとみなしている。この点に関しては本

章第 2 節以降において考察する。ここでは、公衆に対する責任が明記されるに至った歴史的背景と

して、技術業の及ぼす社会的影響の拡大を指摘することができるという点に注目し、公衆に対する

責任をこの観点から考察する。 
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防措置を講じたり、また危害の見込みを減少させるために、進んで犠牲を払うことなどを

示すものである（ibid.）。 

さらにアルパーンは、「しかるべき配慮」の度合いを、「迫っている危害の規模、そして

人が危害の産出において果たす役割の中心性の関数」とみなし、この原則をより厳密なも

のにする。たとえば、タンクローリーの運転手は、普通の運転手に比べてより大きな危害

を生み出す立場にある。それゆえ、タンクローリーの運転手の払うべき「しかるべき配慮」

の度合いは、通常の運転手よりも大きなものとなる。彼はここで導かれた原則を「比例的

配慮の系」（corollary of proportionate care）と呼び、次のように定式化する。 

 

より大きな危害の一因となる立場にある場合、あるいは他の人よりも危害を生み出す

さいにより重要な役割を演じている場合、人はそうするのを避けるように、よりいっ

そう配慮しなければならない（Alpern 1983: 41）。 

 

以上二つの原則から技術者の公衆に対する責任についても論じることができる。第一に「配

慮の原則」から、技術者に相応の責任があることは明白である。というのは、技術者の行

為は当然公共の福祉に影響を与える可能性があるからである。もちろんこの責任は技術者

だけが担うものではないが、第二に「比例的配慮の結果原則」から、技術者にはより高次

の配慮の基準が適用されることになる。現在の科学技術のあり方を考えた場合、技術者の

活動は他のどの市民よりも大きな影響を公共の福祉に与えうるからである。それゆえ技術

者は、公共の福祉のために、進んで他の人よりも大きな犠牲を払うように要求されるので

ある（ibid.）。 

この説明によれば、技術者の公衆に対する配慮責任は、技術者に特別の義務として示さ

れるわけではない。「技術者がもつべきであると判断されるより高次の基準は、彼らに義務

以上の徳行（supererogation）を要求しているわけではない。これは単に配慮と比例的配

慮という通常の
、、、

道徳的要求を技術者の環境に適用するさいに導かれる帰結にすぎない」

（ibid.）のである。 

アルパーンの議論によるならば、たしかに、技術者にだけ過度の倫理的要求が押し付け

られるわけではないことになるだろう。技術者は特別の責任を負うとしても、それは「比

例的配慮の系」によるのであり、何か技術者に特別の徳行を求めるものではない。しかし、

この説明に従った場合でも、実際にその責任を果たそうとするさいには、いくつかの問題
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に遭遇する。第一に、技術者が危害を与える可能性のある対象をどこまで考えればよいの

かが明らかではない。技術者の活動が公衆に大きな危害を与えうるとしても、通常の活動

の各々が地球上すべての人に危害を与えるわけではないだろう。技術者が担うべき責任の

対象である「公衆」とは、具体的に誰を指すのかが不明である。第二に、より具体的な問

題として、技術者が公衆に対する責任を果たそうとするさいに多くの阻害要因や障害が存

在することを挙げることができる。この点はアルパーン自身が認めることで、彼はそれを

克服するために技術者の勇気について語る。「大きな阻害要因や障害が、このような通常の

道徳的要求を満たそうとする行く手を塞ぐだろう。だから技術者が、日常の作業のなかで、

ある程度道徳的勇気を示さなければならないということが予想できる」（ibid.）。実際に公

衆に対する責任を果たすために何ができるのか。これは技術者倫理の実践において非常に

重要な問題であると同時に、公衆に対する責任が単なるお飾りにすぎないのか（したがっ

てまた、専門職倫理としての技術者倫理の内実それ自体も空虚なものにすぎないのか）ど

うかを考慮するためにも不可欠の問いである。以下、二つの問題それぞれについて考察す

ることにしよう。 

 

2 公衆に対する責任をめぐる議論─「公衆」とは誰のことか 

公衆に対する責任は、先述のとおり、現在多くの技術系学協会の倫理綱領に見出すこと

のできる項目である。しかし、その文言のなかにある「公衆」（public）という言葉は曖昧

であり、技術者が担うべき責任の範囲をどのように理解すればよいのかが必ずしも明確で

はない。われわれは公衆という語の範囲をどのように理解すべきであろうか。 

たとえばアイラクシネンは、専門職の活動によって影響を受けるか否かという点を重視

して公衆の語を定義する。彼によれば、公衆とは「依頼主以外で専門職の業務によって影

響を受ける人々」であり、専門職の業務によって影響を受けないその他の人々は「観衆」

（audience）と定義される（Airaksinen 1998: 671）。しかしデイビスは、単に影響を受け

る立場にあるということだけを公衆の条件とはみなさない。彼は公衆という語について、

いくつかの解釈の可能性を検討しながら、自らの定義を示している（Davis 1998: 57–58）。 

第一は、「公衆」を「すべての人」（everyone）とする解釈である。この場合、公衆の安

全とはすべての人に等しい安全を意味する。しかし、すべての人に等しく危険が及ぶこと

はありえず、この解釈は、公衆の安全を優先するという技術者の責任を弱いものにしてし

まう。すなわち、すべての人に等しく危害が及ぶことが考えられない以上、公衆の安全を
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優先するということは非現実的なことになる。 

第二の解釈は、「公衆」を「誰か」（anyone）とする。すなわち公衆を、技術者の活動に

よって影響を被る可能性のある「誰か」と解釈するのである。この場合、影響される立場

にある誰かを危険にさらすことは何もすべきではないということが暗示されるだろう。こ

の解釈によれば、公衆の安全を優先することは、決して誰も（anyone）危険にさらさない

ことを意味する。第一の解釈が公衆の安全の優先という条項を弱いものにするのに対して、

この第二の解釈はそれをあまりにも強いものにする。たとえば、われわれは誰にとっても

リスクのない飛行機や化学プラントといったものを想像することはできない。 

第三にデイビスは自身の解釈を示す。その解釈によれば、「公衆」とは、「情報、技術的

知識、あるいは熟慮のための時間が不足しているために、技術者がその依頼主や雇用主の

ために力を行使することによって、多少なりとも被害を受けやすくなっている人々」のこ

とであるとされる。この解釈では「公衆」は、相対的な無知、無力、受動性という特性を

もつ。すなわち、危害を被る可能性があるにもかかわらず、無知で無力で受け身の状態に

ある人々が公衆とみなされるのである。こうして、公衆の安全を優先するために、技術者

は無知で無力で受け身の状態にある人々に変わって危害を避けるように行動するか、ある

いはその人々に迫っている危険性を知らせる必要がある。 

このように公衆という語の曖昧さを取り除くことによって、問題をより厳密に考えるこ

とが可能となる77。たとえば、スペースシャトル・チャレンジャー号爆発事故における宇宙

飛行士は公衆とみなされるのか否かを考えるさい、公衆という概念の明確化が必要であろ

う。彼らはロケット・ブースターの氷結に関する情報とその危険性については知らされて

いたが、O-リングによる爆発の危険性については知らされていなかった78。デイビスの解

釈に従えば、彼らは前者に関しては公衆の一部ではないが、後者に関しては公衆の一部と

みなされることになる。したがって、この公衆の定義を前提とすれば、O-リングの危険性

について、「公衆の安全、健康、福利を優先すべきである」という原則がたしかに当該の宇

                                                 
77 ただし、公衆という語の曖昧さと、公衆の指示対象の曖昧さは別の事柄であろう。村田は、「技

術の特有性のひとつは、その結果の予測が困難で、意図せぬ帰結を引き起こすことにあり」、技術

（者）倫理の課題は、「技術に固有のこの不確実性への対処の手段を開発することにある」とする。

したがって、「技術者の仕事によって影響を受ける人を最初から特定することはできない」ことに

なり、「この意味で、技術倫理が考慮しなければならない公衆は不特定な性格を免れない」として

いる（村田: 2006: 114）。 
78 スペースシャトル・チャレンジャー号の爆発事故に関しては数多くの文献があるが、その概要

を示すものとして、Whitbeck（1998: 133–146; C. ウィットベック: 167–183）、札野（2004: 198–

221）、蔵田（2005: 131–148）などを参照。 
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宙飛行士に適用されることになる。この場合であれば、技術者がその原則に従うことは、

打ち上げの中止を勧告するか、あるいは宇宙飛行士に O-リングの危険性を知らせることを

意味するであろう（Davis: 1998: 57–58）79。 

デイビスの見解にしたがって、公衆に対して技術者が負うべき責任の範囲に関して、さ

しあたり解答を与えることができる。すなわち、技術者の活動によって影響を受けるにも

かかわらず、無力で無知であり、かつ能動的にそれを回避するために活動することができ

ない人々に対して、技術者は責任を負うのである。この見解に従えば、技術者は危険にさ

らされている関係者に、危険が存在していることを知らせるように最善の努力をするとい

う道徳的義務をもつことが前提されてはいる。しかし、関係者に必要な情報が提示される

ならば、もはやその関係者は公衆の一部ではなく、それゆえ技術者はその関係者に対して

安全、健康、福利を優先する必要はないことになる。デイビスの定義に従うかぎり、公衆

が何らかの形で技術者の活動に関与することはない。 

一方、公衆の安全、健康、福利を優先する上で、いわゆる「インフォームド・コンセン

ト」（informed consent）の概念を重視する立場も存在する。シンジンガーとマーティンは、

技術者と公衆との関係における「根本原理」としてインフォームド・コンセントを導入す

べきであると論じている（シンジンガー・マーティン 2002: 109–110）。 

シンジンガーとマーティンは、技術業を「社会的実験」と捉えることによって、議論を

展開している。この議論は、技術者の生み出す人工物の特性に基づいている。技術者は、

設計・試作・製作などのどの段階においても、安全性を顧慮するであろう。しかし、技術

者の作り出す人工物は、それが社会で実際に使われないうちは常に未知の部分を含んでい

る。たとえば、フロンガスの事例が示すように、実際に使用されて初めて想定外の事柄（フ

ロンガスの場合であれば想定外の環境への影響）が明らかになる場合もある。また、極端

な場合、製作者の意図と反して誤用されることによって、安全性に問題が生じる場合もあ

るだろう。すなわち、技術は実際に社会で使われることによって明らかになる部分があり、

いわば社会を相手に「実験」を行っているようなものなのである。だからこそ、一般に実

験でモニター（測定）することが重要であるのと同様に、技術業の実践においてもモニタ

ー（監視）することが不可欠なのである。このように、シンジンガーとマーティンは、技

術がもたらす人工物の不確実性と社会性という側面から、技術業を「社会的実験」と捉え

                                                 
79 このあたりの議論については、ハリス・プリチャード・ラビン（2002: 55–56）、村田（2006: 114–

116）も参照した。 
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るのである（シンジンガー・マーティン 2002: 103–108）。 

この見解に従えば、「公衆」は、この実験に参加する「被験者」とみなされることになる。

このような捉え方から、「責任ある実験者としての技術者」と「被験者である公衆」との相

互作用における根本原理としてインフォームド・コンセントが導入される。ただし、イン

フォームド・コンセントは、通常、医師と患者といった一対一の特定の関係で成立するも

のである。彼らも、技術業の領域において厳密な意味でのインフォームド・コンセントが

成立すると考えているわけではなく、それを拡張した「ヴァリッド・コンセント」（valid 

consent）の導入を提案している（石原 2006: 56; シンジンガー・マーティン 2002: 103–

118）。ヴァリッド・コンセントは、第一に「同意が自発的になされたものであること」、第

二に「同意が正確な情報に基づいてなされたものであること」、第三に「同意をする人が、

その情報を理解し理性的な決定を行うことのできる能力を持っていること」を条件とする。

これらはインフォームド・コンセントの条件とさほど変わらないが、ヴァリッド・コンセ

ントの場合、被験者が個人として簡単に特定できないような状況を考慮してさらに二つの

条件が付加される。すなわち、第四に「理性的な人であれば求めると思われる情報は、理

解可能な形で述べられたもので、広く流布しているものであること」、第五に「被験者の同

意は、同じような利害や懸念を持ち、リスクに曝されている多くの被験者を集合的に代表

するグループが、代理となって行ったものであること」がヴァリッド・コンセントの条件

とされる（シンジンガー・マーティン 2002: 112–113）。 

技術業を「社会的実験」と捉えることによって、技術者が公衆に対して果たすべき責任

の内実も明らかになる。すなわち、「被験者」である公衆に対して、技術者は「責任ある実

験者」として振舞うことが求められるのである。シンジンガーとマーティンは、この点に

関して、「良心に基づく取り組み」「全体を包括的に見る視野」「自律」「説明責任」

（accountability）という、少なくとも四つの要素が関係しているという（シンジンガー・

マーティン 2002: 117）。具体的には、次の四つが、道徳的に責任ある技術者に要請される

という。 

 

1. 被験者の安全を守り、彼らの同意する権利を尊重するという基本的義務。 

2. いかなるプロジェクトも、実験的であることを常に認識し、そのプロジェクトの副

作用をできるだけ予見し、それらを監視しようと努めること。 

3. プロジェクトのすべての段階で、自律的に、個人的に参画すること。 
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4. プロジェクトの結果に対して説明責任を負うこと。 

（シンジンガー・マーティン 2002: 117–118） 

 

すなわち、技術者は専門家として、「プロジェクトを監視し、リスクを見出し、理性的な判

断を下すために必要な情報を顧客と公衆に提供するという特別な役割を担う」ことになる

（シンジンガー・マーティン 2002: 117）。ここでインフォームド・コンセントの概念が重

要な役割を担っていることは明らかであろう。 

しかし、技術業の領域においてインフォームド・コンセントを重視する立場に対しては、

いくつかの問題点を指摘できる。まず、そもそも技術者倫理にインフォームド・コンセン

トを適用すること自体に問題があるとも考えられる。ヴァリッド・コンセントという拡張

された形であれば、たしかに技術業の領域においてもインフォームド・コンセントの概念

を適用することが可能かもしれないが、その場合、「情報の公開のあり方や、同意を与える

グループの『代表性』という問題」が残ることになる（石原 2006: 56）。さらに、仮にイ

ンフォームド・コンセントの概念が適用可能であったとしても問題は残る。すなわち、イ

ンフォームド・コンセントの概念は「使用者［＝技術の使用者である公衆］を『同意』と

いう受身の立場に置くことによって、使用者の側の持つ意義を過小評価して解釈する危険

があることは無視できない」（［ ］は引用者による補足）し、また、インフォームド・コ

ンセントという手続きさえ踏まえていれば、「技術者は間違ったことはしていなかったと

いう点で免責を得る」ことも考えられる。すなわち、インフォームド・コンセントは「責

任転嫁の道具」にしかならない、という危険性を孕んでいるのである（村田 2006: 117–

120）。 

「公衆に対する責任」をめぐるこれまでの議論は、結局のところ、技術者の側からの一

方的な視点のみを強調したものであるように思われる。デイビスの議論は、公衆という語

を定義することによって、「公衆の安全、健康、福利を最優先すべきである」という表現の

明確化を図るものであろう。しかしそのさい、「公衆」を「無知で無力で受け身の状態にあ

る、傷つきやすい存在」とすることが、技術者の側のパターナリスティクな視点を強調す

ることにもなりかねない。また、適切に情報が与えられるならばそれらの人々はもはや公

衆の一部ではないとする議論においても、技術者の側からの一方的な視点を読み取ること

ができよう。それに対して、インフォームド・コンセントの概念を重視するシンジンガー

とマーティンの議論は、一見したところ、公衆の側の視点をも含みもつものであるように
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思われる。しかし前述のとおり、技術者の側からの情報提供と、それに基づく公衆の側の

同意という考えは、やはり公衆を、技術者の側からの働きかけを待つだけの受動的な立場

にしかねない80。 

もちろん、公衆に対する責任を果たす上で、専門家である技術者に積極的な行動が求め

られるのはいうまでもない。しかし、真にその責任を果たすためには、技術者の側からの

一方的な視点だけでは不十分であるように思われる。「能動的に自らの安全、健康、福利に

関与する者」としての「公衆」の視点が必要であるように思われるのである。言い換えれ

ば、「公衆の安全、健康、福利」を実現するためには、公衆の側の視点も考慮する必要があ

ると考えられる。このことはまた、先に挙げた問題、つまり技術者が公衆に対する責任を

果たそうとするさいに多くの阻害要因や障害に遭遇するという問題とも関連するだろう。

技術者の側にだけ、とりわけ個々の技術者にのみ公衆に対する責任を果たすように努力を

強いることは、技術者に対する過剰な負担であると考えられている。仮に技術者の立場だ

けでなく、公衆の立場からも「公衆の安全、健康、福利」の確保に向けての関与があると

考えられれば、技術者の側にある（とされる）過剰な負担を軽減することにもつながるは

ずである。公衆に対する責任に関して、技術者の立場からの一方的な責任のあり方ではな

く、技術者と公衆とが相互的な関係を構築することによって成り立つ責任のあり方を考え

ることが必要なのである。 

たとえば、村田は、技術のあり方を製作者と使用者との相互作用として捉えようとして

おり、技術者と公衆との相互的な関係を視野に入れて技術者倫理を論じている（村田 

2006: 第 1章）。また、石原は、公衆の安全の確保にさいして、リスク情報を取り扱うのに

インフォームド・コンセントは不適切であり、「社会の中での専門家と非専門家との間のリ

スクコミュニケーションという観点から考えるべき」であるとし、やはり、技術者と公衆

との相互的な関係を重視している（石原 2006: 55–56）。本論以下の部分では、これらの議

論に示唆を得て、技術者と公衆との相互的な関係を視野に入れながら、「公衆の安全、健康、

福利」について考察することにしよう。 

 

 

                                                 
80 シンジンガーとマーティンも「技術者は自らの社会的善に関する価値観を父権主義的に社会に対

して押しつけるべきではない」（シンジンガー・マーティン 2002: 119）と注意を促してはいる。し

かし、インフォームド・コンセントの概念そのものに、本文で述べたような懸念が付き纏うのであ

る。 
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3 公衆に対する責任の再解釈─公衆の安全、健康、福利を実現するた

めに 

公衆に対する責任を技術者が実際に最優先できるのかどうかを考察している議論とし

て、まずブルーム（Taft H. Broome, Jr.）の議論を検討しよう。もともと工学者であり、

後に哲学・倫理学を学んだブルームは、「技術者は公衆の利益を最優先できるか」（Broome 

1989）という論文において、公衆の安全、健康、福利を最優先すべきであるという条項が

意味するところを検討している81。彼は工学82の根本的な本性の概念化を顧慮しながら、こ

の条項を検討している。すなわち、彼は工学を応用科学とする従来の考えとは異なった見

方を提示し、その観点からこの条項を検討する83。 

ブルームが提示するのは、彼が工学の実践論的見解（praxiology view）と呼ぶ考えであ

る。ブルームによれば、「実践論」（praxiology）84とは、20 世紀にポーランドの哲学者コ

ルタビンスキ（Kortabinsky）が効率的な行為（efficient action）の理論を意味するものと

して導入したものであるが、彼はこの語を認識論（epistemology）と並列するものとして

扱う。すなわち、科学哲学において認識論が果たす役割と同じように、実践論は工学を正

しく理解するための基礎として働くと考える（Broome 1989: 7）。 

ブルームによれば、物理科学は一種の認識論として定義されうる。それは物理的性質に

ついての知識の理論から成る。一方、工学は一種の実践論として定義される。それは物理

的性質を変化させることの理論から成ると考えられる。こうして、認識論が知識の本性を

分析するのに対して、実践論は、「提案された変化の本性は何か」あるいは「どのように望

ましい変化をもたらすか」などの変化の本性を分析する（ibid.）。 

このように科学者と技術者は物理的世界を異なった仕方で捉える。科学者が十分に一貫

                                                 
81 もともと土木工学の研究者だったブルームは、後に技術者倫理で修士を取得しており、工学の

哲学（philosophy of engineering）についても多くの論文を執筆している。 
82 ここでは生業としての engineeringではなく、学問としての engineeringが話題となっているた

め、「技術業」ではなく、「工学」の訳語を用いる。 
83 ブルームによれば、これまで「工学」という用語の定義はほとんど、「科学を実践的問題や社会

的問題に応用すること」という結論であった（Broome 1989: 6）。この見方によれば、工学研究は

科学的な研究であり、専門技術者は、「応用」科学者ということになる。しかし、彼によれば、工

学の方法論は科学的な原則だけから成るわけではなく、それとともに非科学的な経験則（heuristic）

からも成り、純粋に科学の応用とする見解は誤りである（ibid.）。技術哲学の領域において、工学

と科学の知識の関係をめぐってさまざまな議論が存在するが、たしかに現在では、少なくとも部分

的には工学の知識が科学の知識とは異なるという考え方が一般的であるといえる（de Vries 2005: 

29）。 
84 通常 praxiology は「人間行動学」と訳される語であるが、ここではアリストテレス的な用法の

praxis に由来する語としてこの語が扱われており、そのため「実践論」と訳す。 
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性のある結果と認めるものは、実験などによってコントロール可能な形で予測できるもの

である。一方、技術者が十分に一貫性のある結果と認めるものは、受け入れ可能なリスク

を得るために使われるものである。そして、リスクの受容可能性の基準、また、工学的な

実験の結果の一貫性の基準は、技術業の体験知によって得られたものである。技術者は複

雑な技術がどのように人に影響を及ぼすかを「知っている」というための合理的な根拠

（rational grounds）を主張できることはほとんどない。工学の実践論的見解は、工学は科

学ではないこと、およびリスクを負うものであることを明らかにする（Broome 1989: 8）。 

ブルームが公衆に対する責任の条項を考察するさいに求めるのは、この実践論的見解と

一貫性をもった条項の解釈である。工学を科学の応用とする見方では、この条項は「技術

者は、自らの仕事の科学的分析を怠ることによって、私利追求、コストなどを理由に技術

者の仕事に公共リスク（public risk）を差し込むべきではない」と解釈される（Broome 

1989: 9）。工学が科学の応用であるとする見方が一般的であれば、この解釈が「通常の」

意味となる。では、彼が求める工学の実践論的見解と一貫した解釈とはどのようなもので

あろうか。 

工学の実践論的見解は、リスクを工学の本性の一部分と捉える点において、シンジンガ

ーとマーティンの「社会的実験」という見解と両立するものである。社会的実験という見

解によれば、技術者と公衆の間の原則としてヴァリッド・コンセントが据えられるのであ

った。これを踏まえて工学の実践論的見解から倫理綱領を解釈するならば、それは（a）影

響を受ける当事者が工学の仕事（engineering work）に関連するリスクを知っているべき

であるという考え、および（b）何らかの合理的な手段で、こうした仕事に参加するという

彼らの同意を得るべきであるという考えと矛盾するものであってはならない（Broome 

1989: 9）。したがって、たとえば、公衆の安全、健康、福利を最優先すべきであるという

条項は具体的には次のようになる。 

 

技術者は、工学が公衆の健康や福利を必ず保証すると主張すべきではない。そうでは

なく、技術者は、自らの仕事に関連するリスクを公衆に報告して、こうしたリスクに

ついて公衆の承認を得るように努力すべきである（Broome 1989: 9）。 

 

しかし、実際にこれらを実践するためには何が必要であろうか。この点に関連して興味

深い議論を展開しているのがボーム（Robert J. Baum）である。彼は、倫理綱領において
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この責任を強調するかぎり、技術者協会は、技術者がこの責任を合理的に果たすことがで

きる実行可能な手段を提供しなければならないと考える。しかし、技術者協会はこの責任

を明記するだけで、これがどのように現実の状況に適用されるかについては真剣に考慮し

てこなかった、という（Baum 1994: 128）。この間の事情を同情的に解釈すれば、技術者

協会は次のような困難に気づいていたがゆえに、何ら実行可能な手続きを提供することが

できなかったのである。第一に、実際に公衆が何に一番関心を抱いているのかを技術者が

確実に規定することができるような真に実行可能な手続きを考え付くことが困難である。

第二に、この知識に基づいて、公衆の安全、健康、福利を最優先しようと行動を取る技術

者に必要な保護を提供することが困難である（ibid.）。しかも、現実の状況を考えた場合、

決定をより信頼できるものにするために、一人の技術者の判断に頼るのではなく、何人か

の技術者たちから成るチームが結成されるのが常である。技術的な決定に関連する道徳的

な判断を下すさいに、ある一人の技術者が特権的な地位にあるということは決してないの

である（Baum 1994: 129）85。 

ボームは、以上のような事情に鑑みながら、公衆に対する責任に実効性をもたせるため

に、技術者の「自己利益」（self-interest）も顧慮しながら議論を進める。技術者の側から

してみれば、複雑なあり方をしている現在の科学技術に関連した決定が、誰か一人の個人

によって下されるということはありえず、意思決定の責任を、個人であれ集団であれ、技

術者にだけ帰すことは正当化できるものではない。そこでボームは、現実の複雑な状況に

おいて決定を下すさいに、唯一道徳的に正当化可能な手続きとして、「影響を受けるあらゆ

る関係者、あるいはその代理人に、決定に関連する情報を手に入るだけすべて提供し、そ

して最終的な決断において彼らに公平に発言の機会をもたせること」を提示する（Baum 

                                                 
85 ただし、こうした現実的な記述がただちに技術者個人の責任を消し去るわけではない。責任の

前提となる技術者の自由に関して、たしかに「一人の技術者が技術業の実践においてどの程度自由

であるのか」という問いが立てられるであろう。しかしこれは、ケイシャーが指摘するように、社

会学的・経験的なレベルからも、また哲学的・概念的レベルからも考察することができる複雑な問

いである（Kasher 2005: 88–89）。経験的なレベルからの考察によって、技術者個人が倫理的意思

決定にさいして特権的な地位にないことが明らかになったとしても、概念的レベルからはその責任

を問いうる場面が存在しうるであろう。またこの問いは、職場や技術者専門職集団において、いか

にひとりの技術者が自由であるかという問いであると同時に、社会全体においていかに技術者専門

職集団が自由であるかという問いでもある（ibid.）。技術者の専門職集団という共同体あるいは職

場において技術者個人が果たすべき責任を考える前提として、技術者専門職集団の自律性が要請さ

れるのである。技術者個人の責任と技術者集団の責任の関係をどのように考えるべきか、また、そ

もそも共同責任とはどのようなものであるかを考察することは大きな問題であり、本論で扱うこと

は断念せざるをえない。 
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1994: 132）。彼は具体的に、「公衆の安全、健康、福利を最優先する」という条項を次のよ

うに替えることを提案する。 

 

技術者は次のことに対する責任を有する。 

1. プロジェクトによって影響を受ける可能性がある個人それぞれが、そのプロジェク

トに関連する意思決定に、適切な程度参画する権利があることを認識する。 

2. 影響を受ける可能性のあるすべての関係者に、完全で、正確で、そして分かりやす

い情報を提供するためにできるだけのことをする。 （Baum 1994: 132） 

 

たしかに、ボームが提示するのは「公衆の安全、健康、福利」を実現するための手続きで

あり、その理念そのものではない。しかし、その手続きの吟味から、「公衆の安全、健康、

福利」を実現するために技術者と公衆との協働が必要であることが明らかになる。すなわ

ち、ボームは、公衆の安全、健康、福利を実現するために、単に公衆に「同意」の機会を

与えるだけでなく、彼らに決定へ参画する機会を与えることを技術者の責任とするのであ

る。これによって、公衆が何に関心を抱いているのかを技術者は知ることができるし、公

衆の安全、健康、福利を最優先するための行動を社会全体が支援することになる。この見

解は、公衆を単に受け身の立場ではなく、能動的に自らの安全、健康、福利に関与する者

として捉え、技術者と公衆との相互的な関係のなかで、公衆の安全、健康、福利の実現を

目指すものであるともいえよう。その実現に向けて具体的に技術者が果たすべき責任が、

上の二つということになる。 

もちろん、この責任を実際にどのように実行するのかという問題はある。ボーム自身、

「技術者はどのようにしたら影響を受ける可能性のあるすべての関係者に情報を提供する

ことができるのか、とりわけ、リスクにさらされている集団が特定できず、その集団に容

易にアクセスもできないような大規模の科学技術の場合にどのようにしたらすべての関係

者に情報を提供できるのかという問題に、まだ詳細な解答を与えることはできない」

（Baum 1994: 133）としている。しかし、彼は一つのステップを提案できるとしている。 

それは、このプランを実行するのに、技術者協会が主導的な役割を担うべきであるとい

う提案である。ボームはそのステップを簡潔に次のように記述している。すなわち、「関心

をもった、技術者ではない人々に門戸を開き、情報を伝達する手続きを考案するための建

設的な対話に参画することが技術者協会の責任である」（ibid.）というのである。 
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これまで、技術者協会は、影響を受ける可能性のある公衆の構成員が、その安全、健康、

福利に対するリスクに関して、技術者から情報を得られるような手続きを確立しようとす

ることはなかった。しかしこの手続きは、公衆の権利を尊重すると同時に、技術者協会が

倫理綱領において技術者に強いている「公衆の安全、健康、福利の最優先」という道徳的

責任の重い負荷を軽減することになるだろう。これまで、公衆の安全、健康、福利は、雇

用主や依頼主への忠誠と相克する問題と示され、しばしば雇用主や依頼主の行いを内部告

発することが公衆を最優先するための方策として提示されてきた（杉原 2004: 156）。しか

し、この手続きが展開されて倫理綱領が上述の形に変更されれば、道徳的ヒーローやヒロ

インになるという自己犠牲を強いることなく、技術者が倫理綱領にしたがって行動するこ

とを可能にするだろう（Baum 1994: 134）。 

技術者の責任の軽減という消極的な理由だけでなく、このようなプランを展開する積極

的な理由もある。それは、公衆も道徳的義務を負うという考えである。すなわち、「一般社

会（general public）の技術者ではない構成員は、一様にあらゆる人々に広がる情報処理や

意思決定に対して責任をもつために、協力して努力することに積極的に関わるべきである

という道徳的義務をもつ」（ibid.）のである。現実には、ほとんどの非専門家（layperson）

は、リスク情報を入手できる機会を増やすために何かができる状態にはない。「できない」

ことに対して、道徳的責任を語ることは無意味であるから、非専門家が上のような責任を

もつと語ることは無意味であるようにも思われる。しかしボームは、リスク情報を入手す

る機会を増やすために何かをなす能力と意志をもつ人たちが少なくとも存在することを指

摘する。すなわち、自発的に関与する環境保護団体や消費者団体の構成員、給与をもらっ

て関与するフリーのライターや弁護士、あるいは、通常の職業の一部として関与する公務

員やジャーナリストなどの存在を指摘する。その上で、非専門家との相互作用に対する技

術者協会の側の無関心、さらにいえば積極的な抵抗こそが問題である、としている（Baum 

1994: 134–135）。 

現状に眼を向けるならば、専門家と非専門家との関係に変化が生じているように思われ

る。専門的知識をもつ環境団体の活動なども注目に値するが、ここでは専門家と非専門家

との新たな関係という観点からサイエンスコミュニケーションに関する活動が活発となっ

ていることを指摘したい。日本においてもその活動は活発となっており、たとえば日本学

術会議の科学力増進分科会でもその活動の重要性が認識されている。科学力増進分科会の

委員を務める長谷川によれば、「日本におけるサイエンスカフェ元年」とも呼ばれる 2005
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年にちょうどスタートした第 20 期科学力増進分科会は、サイエンスカフェという新しい

取り組みを実行、支援することに参加者の全員一致で合意し、2006 年 4 月の科学技術週

間に科学技術振興機構（JST）との主催のもと全国 21ヶ所でサイエンスカフェを開催して

いる（長谷川 2008: 28–29）。また、技術の領域においてもテクノロジーカフェと呼ばれる

活動が試みられている。この活動を実践している比屋根によれば、テクノロジーカフェと

は技術士による「技術者倫理の実践的研究活動の延長線上の取り組み」であり、「技術者が

倫理的に行動し説明責任をよりよく果たせるようになること」、「技術者が市民と直接対話

し、市民感覚を理解するとともに、市民に対して技術の営みについて語る訓練の場とする

こと」を主目的としたものである（比屋根 2007: 1）。科学者・研究者に比べ、自らの提供

する人工物が市民生活に直接関係するという点で市民により近い立場にある技術者による

新しい形態の科学技術コミュニケーションの可能性が探られているのである（ibid.）。しか

し、専門家と非専門家の協働によって、いかに科学技術に関する決定が下されうるのかと

いう点については今後さらなる検討が必要であろう86。 

 

4 技術者と公衆の協働に向けて 

本章で論じたように、技術者倫理にとって公衆に対する責任が不可欠の要素であること

は、技術業の社会に及ぼす影響の大きさから説明することができる。しかし、その責任を

真に考察するためには、「公衆の安全、健康、福利を最優先する」という文言が何を意味す

るのかを検討する必要があった。 

その検討から明らかになったように、技術者が公衆に対する責任を果たすこととは、当

該の技術によって影響を受ける可能性のある人々に関連する意志決定に参画する権利があ

ることを認識し、そうした人々に自らの仕事に関連する情報、特にリスク情報を分かりや

すく提供することであると理解できる。こうした理解は、理念としての公衆の安全、健康、

                                                 
86 市民参加型のテクノロジーアセスメントとして、コンセンサス会議が知られている。日本にお

いても、2006 年 11 月から 2007 年２月にかけて北海道が主催となって「遺伝子組換え作物の栽培

について道民が考える『コンセンサス会議』」が開催されるなど、実際の政策決定に活用しようとす

る動きが見られる。こうした実際の取り組みをも検証しながら、非専門家の参画のあり方、専門家

と非専門家との協働のあり方を検討する必要があるだろう。たとえば、この会議を企画・運営した

「コンセンサス会議実行委員会」の委員長を務めた杉山が、個人的な所感として、しっかりした形

の市民提言が期待された結果、議論を深めるという側面が弱かったことを述べている。杉山は、文

章を作成することが議論を深めることにつながることは認めつつも、提言としてのしっかりとした

文章の作成はジャーナリストやその問題領域の研究者などに委ねてしまうという方策を提案してい

る（杉山 2007: 109）。 
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福利に内実を与えると同時に、今後の具体的課題として次のことを明らかにする。すなわ

ち、学協会が主導しながら適切なコミュニケーションを進めることの必要性である。もち

ろん、個々の技術者による非専門家への働きかけも重要であるが、そうした活動をより充

実したものにするためにも学協会の積極的なコミットメントが求められる。影響を受ける

可能性のあるすべての人々に適切に関連する情報を提供するためには、やはり何らかの組

織的な取り組みが必要である。このことが、専門職倫理としての技術者倫理の具体的課題

となるだろう。 

本章の考察から、専門職倫理としての技術者倫理の課題という文脈を超えた課題も明ら

かになる。というのは、本章の議論から明らかなように、公衆の安全、健康、福利を実現

するには技術者の側からの働きかけだけでなく、技術者と公衆との相互的な関係を視野に

入れる必要があるからである。公衆の安全、健康、福利を実現するためには技術者と公衆

の協働が必要であり、いわば公衆の側にも責任があるのである。こうして、技術者と公衆

それぞれに対する教育の必要性を別の課題として指摘することができる。技術者の側では、

何をどのように説明するのかについて、ある種の教育が必要となるだろう。専門的な知識

をもっているからといって、それを分かりやすく説明できるとはかぎらない。一方、公衆

の側では、最低限、科学技術の知識に関するリテラシーが必要であろう。もちろん、知識

自体は専門家とのコミュニケーションによって増大するものであるが、その前提として、

そうしたコミュニケーションが成り立つためのリテラシーが必要だと考えられる87。 

しかし、専門職倫理としての技術者倫理の現状を考慮した場合、その課題を適切に果た

すための取り組みがなされているとは思われない。むしろ、学協会の支援に基づく適切な

情報提供という方向性とは逆に、技術者個人に何らかの問題解決を求めているようにさえ

思われる。そのことは、実は、技術者倫理で重視される方法論に端的に表れていると考え

ることができる。 

現状の技術者倫理では技術者個人に注目し、その個人が適切に問題を解決することを重

視する。そのため、技術者個人の視点に重点を置いた方法論を用いることになる。もちろ

ん、この方法論には魅力的な点もあるが、技術者倫理のあり方を考えた場合にさまざまな

問題点も包含しているように思われる。次章では、技術者倫理の現状の問題点を考察し、

技術哲学に基づく技術倫理の必要性を確認するために、現在の技術者倫理で用いられる方

                                                 
87 したがって、今後、技術者にとってのリスクコミュニケーションに関する教育の構成要素、公

衆がもつべきリテラシーの構成要素を検討することが必要となるだろう。 



90 

 

法論を検討することにしよう。 

 

5 第 3章のまとめ 

技術業にとって公衆に対する責任という利他的なサービスの重要性は、倫理綱領の存在

から自明のものであるように思われる。事実、多くの倫理綱領のなかに「公衆に対する安

全、健康、福利の最優先」という条項を見出すことができる。 

しかし現実的な問題として、技術者の側から、それは過度の要求であるとの批判が提出

されうる。すわなち、実際の技術者の活動、および技術者が活動する組織のあり方からし

てみて、そのようないわば「余分な」責任は過度の非現実的な要求だというのである。 

アルパーンは、こうした批判に答え、技術業が社会に及ぼす影響という観点から技術者

の責任について論じる。アルパーンによれば、第一に、人は他者に重大な危害を与える一

因となることを避けるようにしかるべき配慮をすべきである（配慮の原則）。この原則は技

術者にもそうでない人にも当てはまる。第二に、より大きな危害の一因となる立場にある

場合、人はそれを避けるようによりいっそう配慮しなければならない（比例的配慮の結果

原則）。現在の科学技術のあり方を考えた場合、この原則から技術者は他の人よりも大きな

配慮を払うように要求される。このように、アルパーンは技術者に固有の道徳的義務が存

在するというのではなく、技術者の置かれた立場からそれに相当する責任があることを論

じる。 

この説明を受け入れたとしても、実際にその責任を果たそうとする場合の問題を指摘し

うる。第一に、技術者が危害を与える可能性のある対象をどこまで考えればよいのかが明

らかではない。技術者が担うべき責任の対象である「公衆」とは、具体的に誰を指すのか

が不明である。第二に、より具体的な問題として、技術者が公衆に対する責任を果たそう

とするさいに多くの阻害要因や障害が存在する。 

第一の問いについて、デイビスの解釈によれば、公衆とは「情報、技術的知識、あるい

は熟慮のための時間が不足しているために、技術者がその依頼主や雇用主のために力を行

使することによって、多少なりとも被害を受けやすくなっている人々」のことである。こ

の解釈では公衆は、相対的な無知、無力、受動性という特性をもつ。 

一方、技術業を「社会的実験」と捉えるシンジンガーとマーティンの見解によれば、公

衆は、この実験に参加する「被験者」とみなされることになる。このような捉え方から、

「責任ある実験者としての技術者」と「被験者である公衆」との相互作用における根本原
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理としてインフォームド・コンセントが導入される。 

しかし、技術の領域でインフォームド・コンセントを適用しようとする場合、多数の関

係者を前にして、情報公開のあり方や同意を得る方法が問題になるだろう。さらに、より

深刻な問題として、インフォームド・コンセントという手続きさえ踏まえていればよいと

いう誤った考えを招く危険がある。 

こうして、「公衆」の語の定義および公衆に対する責任をめぐる従来の議論の問題点が明

らかになる。デイビスの議論は、公衆という語を定義することによって、「公衆の安全、健

康、福利を最優先すべきである」という表現の明確化を図るものであろう。しかしそのさ

い、「公衆」を「無知で無力で受け身の状態にある、傷つきやすい存在」とすることが、技

術者の側のパターナリスティクな視点を強調することになりかねない。それに対して、イ

ンフォームド・コンセントの概念を重視するシンジンガーとマーティンの議論は公衆の側

の視点をも含みもつものであるように思われる。しかし、技術者の側からの情報提供と、

それに基づく公衆の側の同意という考えは、やはり公衆を技術者の側からの働きかけを待

つだけの受動的な立場にしかねず、しかもインフォームド・コンセントが責任転嫁の道具

になる可能性もある。したがって、本論では「能動的に自らの安全、健康、福利に関与す

る者」としての「公衆」の視点が必要であるとの立場をとる。すなわち、技術者と公衆の

相互的な関係から公衆の安全、健康、福利を考える必要があるとの立場をとる。 

このような視点を含めて公衆の安全、健康、福利の実現を考えることは、先の第二の問

いの考察に関わる。というのは、技術者の立場だけでなく、公衆の立場からも「公衆の安

全、健康、福利」の確保に向けての関与があれば、技術者の側にあるとされる過剰な負担

を軽減することにもつながると考えられるからである。 

ブルームは、工学の根本的な本性を顧慮しながら、公衆に対していかに責任を果たせる

かを考察している。彼によれば、工学は科学とは異なり、リスク負荷的である。したがっ

て、「公衆の安全、健康、福利を最優先すべきである」という条項は、自らの仕事に関連す

るリスクを公衆に報告して、このリスクについて承認を得る努力をすべきだという意味に

理解されるべきである。 

ボームも、影響を受けるあらゆる関係者に手に入る関連情報をすべて提供し、彼らに公

平に発言の機会をもたせることのみが技術者の責任として正当化できると考えている。彼

によれば、技術者の公衆に対する責任とは、影響を受ける可能性があるすべての人が意思

決定に参画する権利があることを認識して、彼らに完全で正確で分かりやすい情報を提供
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することである。さらに、これを実現するための具体的なステップとして、技術者協会が

対話を促進するために主導的な役割を果たすべきだと提案している。 

こうして、専門職倫理としての技術者倫理の課題が明らかになる。すわなち、影響を受

ける可能性のあるすべての人々に適切に関連する情報を提供するために、学協会が主導し

ながら適切なコミュニケーションを進めることである。これが達成されてはじめて、技術

者と公衆の相互的な関係から公衆の安全、健康、福利の実現を考えることができる。 

加えて、専門職倫理としての技術者倫理の課題という文脈を超えた課題も明らかになる。

というのは、そのようなコミュニケーションを進めるために公衆の側にも課題が存在する

からである。最低限の科学技術の知識に関するリテラシー、専門家との間でコミュニケー

ションを成立させるためのリテラシーが必要となるだろう。 

しかし、専門職倫理としての技術者倫理の現状を考慮した場合、その課題を適切に果た

すための取り組みがなされているとは思われない。むしろ、学協会の支援に基づく適切な

情報提供という方向性とは逆に、技術者個人に何らかの問題解決を求めているようにさえ

思われる。そのことは、実は、技術者倫理で重視される方法論に端的に表れていると考え

ることができる。現状の技術者倫理では技術者個人の意思決定に重点をおいており、その

方法論を転換する必要性がある。そして、ここに技術哲学に基づく技術倫理が必要な理由

も存在する。 
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第 4章 設計としての倫理 

─技術者倫理の方法論の検討─ 

 

 

専門職倫理としての技術者倫理の内実およびその課題の検討から明らかになるように、

技術者は公衆に対する責任を自覚するだけでなく、実際にその責任を果たすことが期待さ

れる。しかし、しばしば指摘されるように、公衆に対する責任を十分に自覚した技術者が、

現実にその責任を果たそうとするさいに、自らが負う専門職としての他の責任（雇用主へ

の誠実さ、納期の遵守など）との板挟みになり、ジレンマに陥る場合もある。 

現在の技術者倫理においては、こういったジレンマに対処する能力を身につけさせるこ

とが重視されている。伊藤も指摘するように、そのために学習者の視点に重点が置かれる。

すなわち、「行為者の視点」を重視して、実践的な問題解決型の倫理が目指される（伊藤 

2001: 66）。ここに、技術者倫理の一つの理論的特徴があるように思われる。技術者倫理は

その成立段階において教育との結びつきを重要な要素としていたが、このことが技術者倫

理の内容やスタンスに対して影響を与えていると考えられるのである（ibid.）。 

本章では、技術者倫理で用いられる方法論の一つであるウィットベック（Caroline 

Whitbeck）による「行為者中心のアプローチ」を検討してその理論的特徴を考察する。具

体的には、まず、ウィットベックに依拠しながら、実践的な問題解決型の倫理教育を実践

しようとするさいに予想される困難を概観する。その上で、現在の技術者倫理でしばしば

用いられる倫理問題と設計問題のアナロジーを検討して、その有効性と限界を考察する。

これらの考察を通して、現状の技術者倫理の問題点を指摘し、本論における技術哲学に基

づく技術倫理の必要性、およびそれが考察すべき問題領域を確認する。 

 

1 ウィットベックによる応用倫理学の方法論に関する歴史的概観 

ウィットベックの議論が他の応用倫理学の方法に関する議論と異なる点は、倫理学ある

いは倫理学者の仕事として倫理教育に焦点を合わせることである。ウィットベックが重視

するのは、現実の倫理的問題に直面した個々の行為者の視点であり、彼女のとる方法は「行

為者中心主義的アプローチ」といえる（奥田 2006: 172）。ウィットベックはこのような視

点から従来の倫理学ないし応用倫理学の方法論を批判するが、まずは彼女に依拠しながら

応用倫理学の方法論を歴史的に概観することにしよう。 
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ウィットベックは、専門職の責任を扱う専門職倫理に関して、「応用倫理学（applied 

ethics）的なアプローチ」と「実践倫理学（practical ethics）的なアプローチ」を区別する。

応用倫理学的なアプローチは、合理主義的・基礎づけ主義的な（rationalist foundationalist）

倫理学理論や抽象的な諸原則を応用する。それらの諸原則は、文脈（context）を捨象して

初めて把握されるものである。ウィットベックによれば、無知のヴェールのもとで選択さ

れるロールズの正義の諸原則はまさにその実例である（Whitbeck 2004: 85）。 

一方、専門職倫理に対する実践倫理学的アプローチは、まさに文脈から出発する。すな

わち、応用倫理学的なアプローチが扱うような「時間を超えた」（timeless）道徳的な諸原

則や諸規範ではなく、問題が存在する現実的な状況に置かれた人々に導きを与えるものと

して培われてきた「永続的な」（enduring）道徳的諸原則や諸規範から出発するのである

（ibid.）。 

ウィットベックは、前者のアプローチに見られる合理主義・基礎づけ主義の立場を批判

する。ヴァン・アメロンゲンのまとめにしたがってその理由を確認しておこう。第一に、

「合理主義・基礎づけ主義は道徳的な現実とほとんど関係がない」（van Amerongen 2004: 

114）。哲学者の用いるジャーゴンは、日常の生活で人々が使う言葉とはかけ離れたものと

なり、結果として、哲学者による仕事の成果は日常生活の道徳的経験とは直接結びつかな

いというのである。それに対して、「ウィットベックは経験と結びついたアプローチ、すな

わち道徳的伝統の影響や道徳的用語に関する社会的文脈を認識するアプローチを支持する」

（van Amerongen 2004: 115）。 

第二に、一般的理論や規則をまず定式化し、その後でそれらを特定の社会的実践に応用

できると考える点にウィットベックは反対する（ibid.）。一方、ウィットベックは、現実的

な問題状況や現実の経験から引き出される規範に注目する。すなわち、社会的実践と現実

的な行為者の視点を強調する。われわれは、現実の社会的経験を離れ、理性のみで考察す

るのではなく、自らが今置かれている場所から熟慮しなければならない88。ウィットベッ

クによれば、合理主義的・基礎づけ主義的なアプローチは、具体的な道徳的問題の適切な

扱い方を指示することができない（Whitbeck 2004: 88）。 

第三に、合理主義・基礎づけ主義が専門職倫理に対する一つのアプローチであることは

                                                 
88 ウィットベックは、倫理学に対する抽象的なアプローチを、ウィリアムズ（Bernard Williams）

やベイヤー（Annette Baier）を引き合いに出しながら、批判している。「ベイヤーやウィリアムズ

といった哲学者は、抽象的な哲学的様式は現実の道徳的生とは関係のない倫理学を作る危険をもつ

と論じている」（Whitbeck 2004: 87; Whitbeck 1998: xvi–xvii.）。 
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たしかだが、それが唯一のアプローチではない。特定の道徳的問題に取り組むとき、行為

者は道徳的判断や道徳的正当化に関わるあらゆる形態を考慮できるのであり、ただ一つの

倫理学理論に限定されるわけではない（van Amerongen 2004: 115）。道徳的行為者は理論

的な諸原則の間で選択を迫られるのではなく、「道徳的語彙のすべて（功利主義の原則や義

務論的な原則、あるいはケアの考慮や、社会的、職業的役割と関連した規則など）」を利用

しうるのである（van Amerongen 2004: 116）。 

ウィットベックはこのように合理主義的・基礎づけ主義的なアプローチを批判するが、

1980年代以降に応用倫理学の方法論に関して「実践的転回」（practical turn）がなされた

という。彼女によれば、それは次のような契機による。すなわち、第一に、倫理に関する

理解が文化的な産物であることの認識である（ウィットベックはここでベイヤーを引き合

いに出している）。第二に、信頼（trust）のように、文脈から抽象して取り扱うには特に不

向きな主題への関心の喚起である（ここでは、ウィリアムズを引き合いに出している）。第

三に、道徳的生において性格の占める中心的地位についての新たな注意である（彼女はこ

こでアンスコム（G.E. M. Anscombe）やデイヴィドソン（Donald Davidson）を引き合い

に出している）。第四に、新しい状況（たとえば、分子遺伝学の臨床応用や毒物に汚染され

た地域の生体モニターなど）に対する倫理的ガイドラインを創出する必要性である。こう

した契機が、倫理学における関心を実践的で個別的なものへとシフトさせた（Whitbeck 

1996: 3–5; 坪井 2005: 64）。 

実践的転回によって、社会的文脈のなかで行為を評価することの重要性が、医療分野な

どの専門家の実践において認識されるようになる（Whitbeck 1996: 5–7; 坪井 2005: 64）。

たとえばウィットベックによれば、ジョンセン（Albert Jonsen）とトゥールミン（Stephen 

Toulmin）は生命倫理の領域において、「倫理的推論を個々の事例（particulars）から始め

ることを支持する理論的考察を進めた」のであり、「彼らの決疑論の方法は、一般的な倫理

的原則を応用することによって状況を評価しようとするのとは別の道徳判断のモデルを提

供する」といえる（Whitbeck 1996: 7）89。また、実践的転回以降、「ケース」が広く用い

                                                 
89 ジョンセンらの決疑論については、『臨床倫理学 第五版 臨床医学における倫理的決定のため

の実践的なアプローチ』（赤林朗・蔵田伸雄・児玉聡監訳、新興医学出版社、2006 年）などの翻訳

書も出版されている。奥田によれば、「1970 年代以降、道徳哲学者たちが、現代社会における数々

の喫緊の倫理問題に対して自分たちの受けてきた哲学的トレーニングがどのように役立つかについ

て悩まされる中、ジョンセンとトゥールミンは、人体実験に関する国家委員会での経験を通じて、

決疑論的な道徳推論の歴史と哲学の研究が必要であると考えるに至った」とされる（奥田 2006: 

165）。また、日本の技術者倫理の教科書で決疑論を扱ったものとしては、藤本（2002: 133–135）
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られるようになり、教育において「ケースメソッド」が語られるようになった（Whitbeck 

1996: 7–8; 坪井 2005: 64）。 

倫理教育の場面でケースを用いることは実践的な教育として有益であるように思われ

るが、ウィットベックによれば必ずしもそうではない。すなわち、ケースを用いる場合に

倫理問題が二つの選択肢の間の選択の問題、あるいはそうでなくても多項選択式の問題

（multi-choice problem）と捉えられてしまう危険がある。選択式の問題にとって必要な

のは選択肢の評価と比較のみである。しかし、実際の倫理問題ではそれ以上のこと、つま

り「何をすべきか」を具体的に考案することが求められる。倫理問題をある種の決定問題

（decision problem）と捉えて、与えられたいくつかの選択肢を分析するだけでは、実際

の倫理問題を扱う上で不十分なのである。ウィットベックが指摘するように、判断する

（judge）というスキルは倫理問題に対応するために必要なスキルの一部にすぎない

（Whitbeck 1996: 9–11）90。 

ウィットベックの指摘する従来の倫理学・応用倫理学の欠陥とは、倫理問題が分析のみ

によって解決されうる問題として取り扱われる傾向をもつことである。すなわち、従来の

倫理学・応用倫理学では、行為者の視点に立った総合的な推論が無視されることで、倫理

問題の性格が歪められてしまうというのである（奥田 2006: 172）。こうしてウィットベッ

クは、従来の倫理学や応用倫理学が、道徳的行為者（moral agent）の視点を無視して、「審

判（judge）の視点、つまり『どこにもない』場所から関係のない立場で問題を眺め、それ

を『人間に関する数学の問題』であるかのように扱う評論家の視点」（Whitbeck 1998: 72; 

ウィットベック 2000: 92）を強調してきたことを強く批判する。 

さて、こうした批判から、彼女自身の立場を明確に理解することができる。彼女の立場

をまとめておこう。ウィットベックは、具体的な社会的状況において、特定の倫理的感受

性をもって生きている行為者の観点から倫理問題を考慮しようとする。この視点の重視か

ら、合理主義・基礎づけ主義を批判し、文化的文脈を強調する実践倫理学の立場をとる。

                                                 
を参照されたい。 
90 応用倫理学的なアプローチをとってきた多くの論者が、近年、実践倫理学による洞察を考慮す

るように自らの見解を修正しているのも事実である。しかし、それでも応用倫理学的アプローチの

四つの傾向が続いていることをウィットベックは指摘する。第一に、基礎づけ主義的な倫理学理論

の応用を強調すること、第二に、総合的な推論を無視して分析を強調すること、第三に、あたかも

いくつかの答えをもった選択式の問題のように道徳的問題を扱うこと、第四に、自らの歴史的で文

化的な立場を無視して、自分たちの諸原則があたかも時間を超越した真理であるかのように論じる

こと、である（Whitbeck 2004: 86）。 
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こうして、ウィットベックは倫理問題を行為者の視点から現実的な問題として捉え、抽象

的な原則ではなく、現実に永続する道徳的諸規則や諸原理に基づいて問題を考える。ウィ

ットベックは「審判あるいは道徳的批判者の高み」（Whitbeck 1998: 73; ウィットベック 

2000: 92）から倫理問題を論じることを戒め、現実の倫理問題に直面した人の視点から問

題を扱うのである。 

 

2 倫理問題と設計問題のアナロジー 

前節で確認したように、ウィットベックは、人が現実の倫理問題に直面したときに適切

に応答できることに重点を置き、行為者中心のアプローチの重要性を強調する。さらに彼

女は、倫理問題を適切に取り扱うために、倫理問題と設計問題（design problem）のアナ

ロジーに目を向けることが有益だと考える。すなわち、倫理問題と設計問題の類似性に目

を向けることは、倫理問題の解決について考え、また倫理問題に関してよくある誤解を正

すのに有益だと考える（Whitbeck 1998: 54; ウィットベック 2000: 69）。 

では、設計問題とはどのような問題だろうか。ウィットベックによれば、それは、欲求

やニーズを満たすために、ものや工程を作る（あるいは修理する）という問題である

（Whitbeck 1998: 55; ウィットベック 2000: 69）。実際にものや工程を作るさいにはきわ

めて多くの制約が存在するが、ウィットベックはこの「多くの制約を受ける」という設計

問題の特徴が、倫理問題の構造を考える上で有益だと考える（Whitbeck 1998: 55; ウィッ

トベック 2000: 70）。 

倫理問題にとって重要な設計問題の特徴として、ウィットベックは次の三つを挙げる。 

第一に、工学設計の興味深い問題や現実の問題に、正しい解答や対応策が一つしかない

とか、正しい対応策の数があらかじめ決まっているということは、たとえあっても稀であ

る（Whitbeck 1998: 57; ウィットベック 2000: 72）。 

第二に、唯一の正解がないにしても、考えうる対応策のなかには明らかに許容できない

ものがあり、たとえ唯一の正しい答えはなくても、間違った答えは存在する。また、いく

つかの解答があるなら、そこには優劣がある（Whitbeck 1998: 58; ウィットベック 2000: 

73–74）。 

第三に、設計問題の解決は以下のすべての条件を満たさなければならない。すなわち、

望ましい成果または目的を達成すること、当該の行為に対する仕様や明確な基準に従うこ

と、事故や深刻なマイナスの結果を引き起こしかねないその他の誤りに対して合理的な安
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全策を講ずること、背景にある制約条件と整合的であること、である（Whitbeck 1998: 60; 

ウィットベック 2000: 76–77）。 

ウィットベックによれば、これらの設計問題の特徴は、倫理問題に対処しようとすると

きにも重要になるポイントであり、これこそが従来の倫理学とは異なった新たな視点を提

供するものである。設計の過程は、行為者が倫理問題に対応するさいのさまざまな局面を

照らし出すが、それが従来の倫理学や応用倫理学が明らかにできなかった部分であると考

えるのである（ibid.）。設計問題とのアナロジーによって、倫理問題に対処するためには、

これまでの倫理学が重視してきた分析的思考だけでなく、回答（response）をつくり、改

良していくという総合的思考が必要であることが明らかになる（Whitbeck 1995: 302）91。 

では、このアナロジーは具体的にどのような視点を提供するのか。ウィットベックは、

倫理問題を考える上で設計問題から獲得される教訓を次のようにまとめている（Whitbeck 

1998: 62–66; ウィットベック 2000: 79–84）。 

 

1. 置かれた状況のなかの未知の要素および不確かな要素の検討から始めること。曖昧

さと不確かさを受け入れることが重要である。 

2. 可能な解決策を見つけることと問題を明確化することは別であり、解決策を見つけ

るにはより多くの情報を必要とする。 

3. 時間的制約のもとで行動することになるため、最初からいくつか可能な解決策を同

時進行で進めていくことが重要である。 

4. 問題のある状況には動的な性質があり、その問題状況とそれに対するわれわれの理

解は、どちらも時間の経過とともに変化し発展していくものである。 

 

ウィットベックが明確にするのは、すでに固定化した過去の事例を事後的に分析するこ

とではなく、現在進行形の行為の過程で、われわれがその問題をどのように考えたらよい

かという「極めて実践的な倫理的思考の在り方」であろう（坪井 2005: 60）。すなわち、

                                                 
91 「エンジニアは、工学理論と並んで工学設計が重要であることを認識しているため、理論的問題

ばかりでなく実践的問題が重要であること、また、分析的思考ばかりでなく総合的思考が重要であ

ることをよく理解している。よい対応策を工夫するには総合的思考が必要である。倫理学はこれま

で分析的思考に重点を置き、倫理問題とそれに対する可能な答えの分析に力を注いできた。分析は

重要であるが、対応策を考案するにはそれだけでは不十分である」（Whitbeck 1998: 55; ウィット

ベック 2000: 69–70）。ヴァン・アメロンゲンも指摘するように、「総合的思考」がウィットベッ

クの議論における中心的概念である（van Amerongen 2004: 118）。 
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ウィットベックは、従来の倫理学のような行為の正当化の理論ではなく、「私たちが現実の

倫理問題に取り組むまさにその時点・現場で必要とされる、対処法についての方法論」（坪

井 2005: 73）を提示するのである92。 

 

3 倫理問題と設計問題のアナロジーの批判的吟味 

ウィットベックが設計問題とのアナロジーによって明らかにするのは、われわれが倫理

問題に対処するその現場で必要とされる方法論である。また、こうした方法論を提示する

ことによって、ウィットベックはわれわれの現実の道徳的推論の過程に焦点を合わせてい

るといえる。こうしたウィットベックのアプローチは、行為の正当化の理論を構築しよう

とするだけの従来の倫理学に対する批判として、魅力的であるように思われる。ヴァン・

アメロンゲンは、ウィットベックによる倫理問題と設計問題のアナロジーが「多くの魅力

的特徴」をもつことについて次のように述べている。 

 

それ［＝ウィットベックによる倫理問題と設計問題のアナロジー］は、道徳的に行為

することが、行為や価値に関するいくつかの固定した選択肢の間での決定に関わるだ

けでなく、そもそも何が道徳的問題であるかが明らかになり、新たな選択肢、すなわ

ち一見したところ対立する道徳的要請を一つにまとめる選択肢が生じるような、そう

した行為の過程も含むことを明らかにする。道徳的思考はある解決の正当性を主張す

ることにのみ関わるのではない。それは解決を見出すこと
、、、、、

にも関わる。彼女のダイナ

ミックなアプローチは、道徳的問題の不確かさや、その解釈が変更される可能性を考

慮に入れる（［ ］は引用者による補足）（van Amerongen 2004: 120）。 

 

特にウィットベックの議論が倫理教育に重点を置いたものであったことに鑑みれば、わ

れわれの生きた道徳的推論の過程を明らかにしようとする彼女のアプローチは、たしかに

有用であるように思われる（坪井 2005: 69–70）。ウィットベック自身、問題に直面した時

に何をすればよいのかについて次のように述べている。「問題は、単に提案された一連の行

                                                 
92 さらに、技術者倫理教育の実践においては、行動の設計の具体的方法が示されて、技術者とし

て適切な意思決定を下す方法がスキルとして教授される。そのような方法として、セブン・ステッ

プ・ガイドがよく知られている。これは米国における技術者倫理研究の第一人者であるデイビスが

提唱したものである（Davis 1999: 166–168）。また、日本語による紹介としては札野（2009: 115–

120）を参照されたい。 
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動をどのように評価すべきであるかということだけではない。そうした一連の行動を考案

することに、どのように取り組むべきであるかということである」（Whitbeck 1998: 53; ウ

ィットベック 2000: 67）93。このような問題に取り組むためには、行為者中心のアプロー

チがふさわしく、倫理問題と設計問題のアナロジーから得られる教訓が有用であるように

思われる。 

また、道徳的推論の過程に注目し、設計問題とのアナロジーで倫理問題を捉えるという

ウィットベックのアプローチは、従来の倫理学に拡張を迫るものだと考えることもできる。

すなわち、そのアプローチは、従来の倫理学ではあまり取り扱われることのなかった個々

人の価値観や人生の意味づけ、あるいは自らのアイデンティティをも視野に入れながら、

多様な制約のなかで最善の選択を見出す過程として、道徳的推論の過程を考え直す必要性

を含意するものと解釈できる（坪井 2005: 70; 伊藤 2001: 72–73）。 

たしかに、技術者倫理が審判者の視点ではなく行為者の視点を重視することは、現実に

問題を解決するために重要であるだろう。また、倫理問題と設計問題のアナロジーは倫理

学全般の改変を迫るものだといえるかもしれない。しかし、そうした視点のみを強調する

ことは、技術者の立場に立つ、いわば技術者に内在的な技術者倫理というあり方に帰着す

る。換言すれば、このアプローチには行為の正当化に関して、ある難点を指摘することが

できる。石原は、行為者中心のアプローチが、倫理学全般の再検討を迫る可能性を秘めて

いることを認めつつも、次のようにそのアプローチを批判する。 

 

しかし、「〔状況の〕複数性」や「行為者の視点」を過度に強調することには一種の危

険性がつきまとうのではないだろうか。そのつどの状況の「制約」を強く受け止めれ

ば、ほとんどの非倫理的行為が正当化されてしまう可能性がある。それゆえに、倫理

学者は行為者のそのつどの状況に過度に同情的になるべきではなく、ある種の物分か

りの悪さを発揮すべきなのではないか。倫理学者は、あえて審判者の視点から、個別

の事例において行為者がとるべきであった行為を判定し、類似の状況において行為者

が利用できるガイドラインを作っていくべきであろう（石原 2002: 234–235）。 

                                                 
93 ウィットベックは、ハンプシャー（Stuart Hampshire）に拠りながら、倫理学の科目では学生に

道徳的行動を批評することしか教えず、倫理問題を解決することを教えないことを指摘する。しか

し、「判定の能力は、行為者が倫理問題に対処するために必要な能力のほんの一部にすぎない。そ

のほかに、候補となる対応策を考案し改良するという建設的な能力、あるいは総合的な能力が必要

である」（Whitbeck 1998: 53; ウィットベック 2000: 67）。 
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ウィットベックの取り組みの主たる目的は、現実の倫理問題に直面した人々がその問題

に適切に対処することであり、倫理学者をその対象にしたものではなかった。しかし、石

原によれば、技術者に内在的な技術者倫理は、技術者とその雇用主や依頼主との間の倫理

に矮小化される危険性があり、それを防ぐためには、倫理学者が外的な視点から注文をつ

けていく必要がある（石原 2002: 235）94。 

ヴァン・アメロンゲンは、この点に関して、ウィットベックの議論を「外的な正当化」

（external justification）を欠いていると評価する。すなわち、「ウィットベックは、根本

的な正当化に関する問題を避けることはできるかもしれないが、それを取り除くこと

（eliminate）はできない」（van Amerongen 2004: 121）。たしかに、個々の事例で解決策

を考え出すために、ただちに正当化に関する問題が解決されなければならないわけではな

いかもしれない。しかし、だからといって、そうした問題が完全になくなったわけではな

いし、それらの問題に対するもっともな解答を欲する人がいることも事実である（ibid.）。 

前節で見たように、ウィットベックは合理主義的・基礎づけ主義的なアプローチを批判

し、自らは文化的文脈を強調する実践倫理学のアプローチをとり、現実に永続する道徳的

諸規則や諸原理を重視する。したがって、技術者倫理に関して言えば、技術業のコミュニ

ティ（engineering community）が歴史的に発展させてきた倫理的規範が重要になる。彼

女は、蓄積された熟慮が倫理綱領やガイドラインの形式で規定されているかどうかにかか

わらず、関連するコミュニティやプロフェッションの経験を利用することを重要だと考え

る（Whitbeck 2004: 89–90）。しかし、ウィットベックの議論では、これらを道徳的規範と

して正当化することができない。 

さらに、ヴァン・アメロンゲンはウィットベックの議論における「内的な正当化」

（internal justification）の欠如を指摘する。 

 

道徳的行為者が、設計のようなスキルを実行し、デザイナー（設計者）のような仕方

で、どの原則がどのように関係するか、また、その原則がどのように満たされてどの

程度満たされるはずかを選択しようとするのならば、結局のところ、その選択が正し
、、

い
、
かどうかはどのようにしてわかるのか。さらに、もし道徳的行為者であることが一

                                                 
94 こうした指摘は、専門職倫理としての技術者倫理の課題として、専門家と非専門家の協働を指

摘する本論の主張とも重なるものである。哲学・倫理学者としてどのような外的な視点を提供しう

るのかについては、その一例として、次章における技術哲学的な議論を参照されたい。 
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つのスキルとみなされるならば、このスキルが適切に遂行されているのかどうか、ま

た、このスキルを身につけたかどうかをどのように検証することができるのか（van 

Amerongen 2004: 121–122）。 

 

ウィットベックは倫理問題の解決を総合的で構築的なプロセスとみなすが、そうしたプロ

セスを評価する何らかの基準がなければ、道徳的決定の過程をただ「ブラックボックス化」

することになる（van Amerongen 2004: 122）。 

倫理教育に重点を置き、倫理問題の解決を実践的な観点から考察するウィットベックの

アプローチは魅力的ではあるが、判断の拠り所となる規範や価値を評価するための規範と

なる源がなく、また、道徳的な設計そのものを評価するための規範もないのであれば、ヴ

ァン・アメロンゲンが指摘するとおり、その議論は外的な正当化も内的な正当化も欠いた

ものとならざるをえない。倫理問題を解決するには、単に可能な解決策を設計するスキル

だけでなく、道徳的に受け入れられるかどうかという観点からその解決策を評価するスキ

ルも必要なのである。 

 

4 設計という営みの体系的考察の必要性 

ウィットベックの行為者中心のアプローチ、および倫理問題と設計問題のアナロジーは、

技術者倫理教育のあり方を考える場合に、非常に示唆に富むものである。彼女の議論は、

実践的な倫理教育を重視したものとして、また、倫理学全般の再検討を迫る可能性を秘め

たものとして、魅力的に思われる。 

しかし、それらを認めたとしても、ウィットベックの議論は実践的な側面を強調するあ

まり、道徳的推論が拠り所とするはずの価値や原則に関する正当化（外的な正当化）、およ

び道徳的な行動指針に関する正当化（内的な正当化）を欠いているといわざるをえない。 

すなわち、倫理問題を解決するには、可能な解決策を設計するスキルだけでなく、道徳

的に受け入れられるかどうかという観点からその解決策を評価することもやはり必要であ

る。したがって、設計としての倫理というウィットベックの主張の意義を認めるとしても、

その設計という営みに関して、どのような設計が道徳的な設計なのかを評価するための規

範について考察する必要がある。言い換えれば、設計という行為そのもの、あるいは設計

という行為の倫理的側面を考察しなければならない。すなわち、技術者に内在的な技術者

倫理とは異なった外的な視点からの考察が必要である。 
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次章では、こうした考察を展開するために、近年の技術哲学の知見を導入する。設計の

倫理的側面を体系的に分析するためには、ある技術の目的やその目的を達成する過程の質

に関する規範的な側面だけでなく、その技術がどのように機能するのかという点に関する

規範的側面の考察が必要である。近年の技術哲学、とりわけ本論が次章で注目するフェル

ベークの議論はこうした考察を展開していると考えられる。また、その考察は現状の技術

者倫理には欠けている、技術に対するメタ・レベルの考察でもあるはずである。こうした

考察によって、設計という営みに関する規範的な問いを同定し、それに答えるための準備

ができるはずであり、そのことはまた、もののデザイナー（設計者）としての技術者の特

殊な責任を考察することになるはずである。 

 

5 第 4章のまとめ 

公衆に対する責任を十分に自覚した技術者が、現実にその責任を果たそうとするさいに、

自らが負う専門職としての他の責任（雇用主への誠実さ、納期の遵守など）との板挟みに

なり、ジレンマに陥る場合もある。現在の技術者倫理においては、こういったジレンマに

対処する能力を身につけさせることが重視され、実践的な問題解決型の倫理が目指される。

そのためにしばしば用いられるのがウィットベックによる「行為者中心のアプローチ」で

ある。 

ウィットベックは、具体的な社会的状況において、特定の倫理的感受性をもって生きて

いる行為者の観点から倫理問題を考慮しようとする。この視点の重視から、合理主義・基

礎づけ主義を批判し、文化的文脈を強調する実践倫理学の立場をとる。彼女によれば、倫

理問題を分析のみによって解決されうる問題として取り扱うのは従来の倫理学・応用倫理

学の欠陥である。こうして、ウィットベックは倫理問題を行為者の視点から現実的な問題

として捉え、抽象的な原則ではなく、現実に永続する道徳的諸規則や諸原理に基づいて問

題を考える。 

さらに彼女は、倫理問題を適切に取り扱うために、倫理問題と設計問題のアナロジーに

目を向けることが有益だと考える。実際にものや工程を作るさいにはきわめて多くの制約

が存在するが、ウィットベックはこの「多くの制約を受ける」という設計問題の特徴が、

倫理問題の構造を考える上で有益だと考える。第一に、設計問題に正しい解答や対応策が

一つしかないとか、あらかじめ決まっていることはない。第二に、唯一の正解がないにし

ても、解答の間に優劣は存在するし、明らかに間違った答えも存在する。第三に、問題の
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解決のためには、望ましい目的を達成すること、仕様や基準に従っていること、誤りに対

する安全策を講じていること、背景にある制約条件と整合的であることが求められる。こ

れらの設計問題の特徴は、倫理問題に対処しようとするときにも重要になるポイントであ

ある。 

倫理問題に対処するためには、これまでの倫理学が重視してきた分析的思考だけでなく、

回答（response）を作り、改良していくという総合的思考が必要である。ウィットベック

はそのための実践的な教訓を倫理問題と設計問題のアナロジーから導き出す。すなわち、

未知の要素・不確かな要素の検討から始めるのが重要なこと、解決策を見つけるには多く

の情報が必要なこと、時間的な制約を考えて最初からいくつかの案を進めていくこと、問

題は時間とともに変化し発展していくこと、である。ウィットベックは、従来の倫理学の

ような行為の正当化の理論ではなく、現実の倫理問題に直面して回答を与えようとするそ

の場面で必要とされる実践的な方法論を提示するのである。 

こうしたウィットベックのアプローチは、行為の正当化の理論を構築しようとするだけ

の従来の倫理学に対する批判として、魅力的であるように思われる。問題を単に分析・評

価するだけでなく、問題に実際に取り組んで何らかの回答を出そうとするとき、たしかに

設計問題とのアナロジーから得られる教訓は有用であろう。 

また、道徳的推論の過程に注目し、設計問題とのアナロジーで倫理問題を捉えるという

ウィットベックのアプローチは、従来の倫理学に拡張を迫るものだと考えることもできる。

そのアプローチは、従来の倫理学ではあまり取り扱われることのなかった個々人の価値観

や人生の意味づけ、あるいは自らのアイデンティティをも視野に入れながら、多様な制約

のなかで最善の選択を見出す過程として、道徳的推論の過程を考え直す必要性を含意する

ものと解釈できる。 

このように、行為者中心のアプローチはたしかに魅力的な特徴をもつが、そのつどの状

況の制約をあまりに強く受け止めれば、非倫理的行為が正当化されてしまうことにもなり

かねない。すなわち、現状の技術者倫理は、技術者に内在的になることで技術者とその雇

用主や依頼主との間の倫理に矮小化される危険性がある。個々の事例で解決策を考え出す

ために、ただちに正当化に関する問題が解決されなければならないわけではないが、かと

いってその問題を取り除くことはできない。さらに、行為者が設計のようなスキルを実行

してある行為を設計したとして、ウィットベックの議論ではその設計が正しいかどうかを

知る手だてがない。彼女の議論は実践的な側面を強調するあまり、道徳的推論が拠り所と
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するはずの価値や原則に関する正当化（外的な正当化）、および道徳的な行動指針に関する

正当化（内的な正当化）を欠いているといわざるをえない。 

したがって、設計としての倫理というウィットベックの主張の意義を認めるとしても、

その設計という営みに関して、どのような設計が道徳的な設計なのかを評価するための規

範について考察する必要がある。言い換えれば、設計という行為そのもの、あるいは設計

という行為の倫理的側面を考察しなければならない。そのためには、ある技術の目的やそ

の目的を達成する過程の質に関する規範的な側面だけでなく、その技術がどのように機能

するのかという点に関する規範的側面の考察が必要である。近年の技術哲学はこうした考

察を展開していると考えられる。また、その考察は現状の技術者倫理には欠けている、技

術に対するメタ・レベルの考察でもあるはずである。こうした考察によって、設計という

営みに関する規範的な問いを同定し、それに答えるための準備ができるはずであり、その

ことはまた、技術者個人の意思決定という次元とは異なる、公衆（ユーザー）と相互に関

わるもののデザイナー（設計者）としての責任を考察することになるはずである。 
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第 5章 技術的媒介と技術の倫理学 

─技術をめぐる新たな倫理学的考察─ 

 

 

前章において、現状の技術者倫理が克服すべき問題点として、技術者に内在的な技術者

倫理に陥ることの危険、および技術のあり方に対する理論的考察の不十分さが指摘された。

しかし現在、技術を哲学的に考察し、その考察をもとに現状の技術者倫理とは異なる形で

技術の倫理学を展開しようとする動向が存在する。本章では特に、オランダの哲学者で、

自らの技術哲学的な議論を倫理問題に適用しようとしているフェルベーク（Peter-Paul 

Verbeek）に注目し、その議論を概観する。というのは、彼の議論は、技術が新たな行為の

形を生み出し、新たな経験の仕方を創造していることを分析しようとするものであり、そ

の点で本論の理論的考察の目的と軌を一にするからである。また、その考察は設計という

行為の倫理的側面を分析するための一つの視点を提供していると考えられ、従来の技術者

倫理とは異なる新たな技術の倫理学の可能性を検討することにもつながるからである。 

本章では、まず、現代社会における技術の特徴を考察し、技術者の個人的責任を問うだ

けでは不十分と考えられる背景を概観する。次に、技術の規範的側面を考察するために、

フェルベークによる「技術的媒介」（technological mediation）という概念を検討する。そ

の上で、技術的人工物の媒介的役割に関する考察を技術の倫理学に適用することの可能性、

およびその具体的方法について検討し、新たな技術の倫理学の可能性を論じる。 

 

1 現代社会における技術 

高度技術社会とも呼ばれる現代社会において、技術はわれわれにさまざまな正の部分と

ともに、多くの負の部分をもたらしている。事実、生命医療技術や情報技術などの領域で

技術のもたらす新たな倫理的問題が盛んに議論されている。 

また現在では、これまで本論で確認してきたとおり、技術的発展の実践に従事する技術

者の倫理的責任が議論されている。ただし、前章で見たとおり、従来の技術者倫理の領域

で重視されているのは、技術者が有する専門家としての責任とその責任を果たすための適

切な意思決定の方法であるといえる。すなわち、行為者の視点から倫理問題を解決するこ

との重要性が強調され、さらに倫理問題と設計問題との類似性に基づいて、倫理問題を解

決するとは、複数の価値を満足させることができるように自分がとるべき行動を設計する
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ことであるとされる。そしてその実践においては、行動を適切に設計するための具体的方

法が示されて、技術者として適切に意思決定を下す方法が重視される。具体的には、技術

的災害を防ぐために（内部告発などの）個人的責任を引き受けることの重要性、あるいは

技術に付随するリスクを評価し、技術の実践において適切に行動するために使われうる方

法などを主な焦点としている。 

しかし、これまで論じてきたように、その点に現状の技術者倫理の限界がある。さらに、

現代社会における技術のあり方を考慮するならば、技術者個人の責任を問うのみでは不十

分であることがますます明らかになる。まずは、このことを確認し、技術の規範的側面を

考察する端緒にしよう。 

改めていうまでもなく、われわれの現在の生活は技術に大きく依存している。朝起きた

ときから夜眠るまで、また、仕事をする上でも余暇の時間を過ごす上でも、われわれの生

活のほとんどがさまざまな技術に支えられて成り立っている。序章でも確認したとおり、

現代社会における生活は技術なしでは考えられず、「現在の世界は技術によって織りなさ
．．．．．．．．．．．．．．．．

れた世界である
．．．．．．．

」（村田 2009: 1）といえる。 

たしかに、現代にかぎらずとも、道具などの技術が社会生活において果たしていた重要

な役割を指摘することが可能であろう。しかし、発展の速度や及ぼす影響の規模を考えた

場合、現代の技術がわれわれの生活で果たす役割は、それ以前とは比較にならないくらい

に大きなものである95。現代社会における技術のあり方を考慮した場合、現代に特有の性

格をいくつか見て取ることができる。そのことを考慮するために、たとえば、職人が活躍

した世界と対比して考えてみよう。 

職人たちが活躍した時代、すなわち、機械による大量生産ではなく、手仕事が主流だっ

た時代、世界はいわば「小さな社会」であった。作り手は使い手が誰であるかを知り、使

い手は自分の気に入った作り手を選ぶことができた。道具を作る素材は、その地域に求め

られ、繰り返す季節のなかで再生産される資源を使うことを前提としていた96。しかし、現

在の「大きな社会」では事情は大きく異なる。原料は世界各地から集められ、大量に生産

された製品は国境を越えて流通する。作り手も使い手も、お互い顔を知ることはなく、ま

た、大量生産における分業化が進み、作り手は生産の一部を担うのみで、ものづくりの全

                                                 
95 また、村田も指摘するとおり、生産の技術から生活のなかの技術への移行も現代の技術を考え

る上で、大きな意義をもつものであろう（村田 2009: 4–8）。 
96 塩野 (2001)を参照。塩野は、消えつつある職人の仕事を具体的に紹介しながら、手仕事の時代

がどのような時代であったかを記述している。 
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体に関わることは稀である。すなわち、現代の技術の特徴として、「匿名性」、「分業（専門

化）」、「大量生産」を指摘することができる。 

また、現代は「技術の複雑化」が進んでいる。技術がそれほど複雑でなかった時代には、

使い手がその欠陥や危険性に気づくことが比較的容易であったかもしれないが、現代では

そうはいかない。そもそも使い手はその仕組みや原理を知らなくとも、製品を使うことが

可能であり、むしろ知らないのが通常である。技術の複雑化に伴い、技術の「ブラックボ

ックス化」も進展している。 

これらの特徴は、現代社会において技術が倫理的問題となる背景を考えるさいに示唆を

与えるもののように思われる。現代の「大きな社会」において、生産の一部を担うのみの

作り手が、顔の見えない使い手に対して、職人たちと同じような配慮を払うことは不可能

であり、一方、使い手は、複雑化しブラックボックス化した技術を、社会生活に不可欠の

ものとして使わざるをえない。このような状況で技術はさまざまなリスクを孕んだものと

なる。たとえば本田は、技術的人工物のもつ特性と市場原理を考察し、人工物が商品とし

て流通することにつきまとう潜在的なリスクを検討し、それらを「非対称情報のリスク」、

「匿名性のリスク」、「規模のリスク」と名付けている。すなわち、「消費者が商品の安全性

を把握することができないことに係わるリスク」、「偽装などの不正行為を誘発しやすいと

いう市場経済に係わるリスク」、「欠陥などが把握されないまま商品が広く普及してしまう

可能性があるという構造上のリスク」である（本田 2009: 97–99）。これらのリスクに対処

するためには、作り手である技術者の個人的責任を問うのみでは不十分である。本章以下

の部分では、現代社会を支えさまざまな影響を与えている技術的人工物に注目し、それと

人間との関係を規範的に考察することによって、新たな技術の倫理学がいかに展開されう

るかを探求する。このことは、設計という行為の倫理的側面を分析することにもなるはず

である。 

 

2 技術的媒介の概念 

フェルベークは、その著作『事物が行うこと』（What Things Do）において、技術的人

工物を体系的に考察している97。そのさいに彼が立脚するのが、アイディ（Don Ihde）に

                                                 
97 カプランのまとめによれば、この著作は「人工物がわれわれの技術文化においてどのような役割

を果たしているのか」、「それはどのような影響をわれわれに及ぼしているのか」、「それをどの

ように設計すべきか」という問いを扱ったものである（Kaplan 2009: 229）。この著作をめぐる批

評とその応答については、たとえば、Feenberg (2009)、Kaplan (2009)、Waelbers (2009)、
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よって提唱された「ポスト現象学」（postphenomenology）である98。 

ポスト現象学は、人間と現実がその相互的な関係において互いを構成すると考える。古

典的現象学と同様に人間の経験は相関的（relational）であると捉えられるが、しかし、古

典的現象学とは異なり、この相関関係（relation）が人間自身を構成し、形成すると考える

（Verbeek 2005: 112–113; Kaplan 2009: 231–232）99。 

技術的人工物は、ある機能を有する道具として理解されるのが一般的であるが、フェル

ベークによれば、「技術は機能的な道具（functional instruments）として理解されるべき

ではなく、人間と現実の関係における活動的な媒介者（active mediators）として理解され

るべきである」（Verbeek 2009b: 66）。 

フェルベークは、このような技術的人工物の媒介的役割を考察するにあたり、アイディ

とラトゥール（Bruno Latour）の理論的枠組みを調停することによって彼独自のポスト現

象学的考察を展開する。すなわち、彼は技術的媒介の解釈学的次元と実践的次元を区別す

ることによって、アイディの理論とラトゥールの議論を一つの理論へと融合し、自らの考

察を展開する100。 

本論以下において、それぞれの次元における媒介について概観することにしよう。 

                                                 
Verbeek (2009a)を参照されたい。 
98 フェルベークは、『事物が行うこと』の序論において、古典的な技術哲学の超越論的傾向を拒絶

している。すなわち、技術の可能性の条件を問うような古典的技術哲学の思考を「後方への思考」

（backward thinking）と呼び、それを拒絶している。それに対して、彼が遂行するような、技術

それ自身から出発し、それがわれわれの文化や生活においてどのような役割を演じているかを問う

ことを「前方への思考」（forward thinking）と呼んでいる。彼の採る技術への哲学的アプローチの

方法論についても、その妥当性に関して考察が必要であろう。この点については本論の終章におい

て考察する。 
99 現象学の祖といわれるフッサールの志向性概念も、「受動性綜合」など、客観から主観への方向

性を考慮することが可能であろう。しかし、アイディらポスト現象学の立場では、フッサール現象

学は自我と構成の働きに特権を与えたものだと考えられる。それに対して、ポスト現象学はそうし

た特権を主観の側に与えない。アイディ自身、自らが「ポスト現象学」という語を用いるようにな

った経緯を振り返り、「非基礎付け主義的な」（non-foundational）現象学的アプローチを探求した

こと、および、プラグマティズムやサイエンス・スタディーズの経験的転回（empirical turn）に影

響を受けたことを述べている（cf. Ihde 2008）。 
100 一見したところ、ラトゥールの理論をポスト現象的な考察に組み入れることには深刻な問題が

あるように思われる。フェルベーク自身が述べるように、ラトゥールは自らの立場が現象学とは相

容れないことを明言しているからである。ラトゥールの理論にとって、非人間もアクターであり、

人間と非人間は対称的（symmetrical）である。ラトゥールの見解からすれば、現象学的考察は主観

と客観の二分法を克服するどころか、それを強化するものと捉えられるのである（Verbeek 2005: 

162）。この見解に対して、フェルベークは現象学も主観-客観の二分法を克服しようとするもので

あることを指摘した上で（Verbeek 2005: 163）、ポスト現象学とアクター・ネットワーク理論が互

いを排除するものではなく、相互に補完しあうものであることを述べる（Verbeek 2005: 163–168）。 
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2.1 知覚の媒介 

技術的媒介の第一の観点は、解釈学的な観点である。技術は、人間の「知覚」と「解釈」

を媒介することによって、人間に対する現実の現れ方を形成することに関わる。ここで中

心となるのは、人工物が人間の経験や現実の解釈をいかに媒介するかという問いである

（Verbeek 2006a: 364）。フェルベークは、アイディの技術哲学をこの問いの考察の出発点

とする。 

アイディは、人間がもちうる技術とのいくつかの関係を区分している（Ihde 1990: 72–

112）。フェルベークは、そのうちの二つを媒介の関係を示すものとして取り上げる

（Verbeek 2006a: 365）。一つは、身体化関係（embodiment relation）である。これはハ

イデッガーのいう用具的存在（Zuhandensein）に相当する。この関係において、技術的人

工物は使い手（ユーザー）に組み込まれ、それを通して人間とその世界との関係を作る。

たとえば、メガネを通して外界を見る場合、人工物そのものは知覚されないが、それは環

境を知覚するのを助けている（ibid.）。もう一つは、解釈学的関係（hermeneutic relation）

である。この関係において、技術は現実の表象（representation）を提供するが、それは解

釈を必要とする。たとえば、温度計を読み取ることは、直接暑さや寒さを感覚することに

はならないが、温度という観点から人間と現実との関係を確立する（ibid.）101。 

技術は、現実とわれわれの関係を媒介するとき、われわれが知覚するものを変換する

（transform）。この変換は常に増幅（amplification）と縮減（reduction）を伴う。すなわ

ち、現実のあるアスペクトが強調され、別のアスペクトは弱められる。たとえば、赤外線

カメラで木を見るとき、肉眼で見ることのできるアスペクトは失われるが、同時に、新た

なアスペクトが視覚可能になる（ibid.）。 

また、どんな技術的人工物もそれが使用されるコンテクスト、また、より広い文化的コ

ンテクストとの関係にある。これはアイディが「多元的安定性」（multistability）と呼ぶ

ものである（cf. Ihde 1990: 144–151）。電話やタイプライターは、コミュニケーションや

ライティングのための技術としてではなく、盲目や難聴の人を助ける装置として開発され

たのであった（Verbeek 2006a: 365）。 

                                                 
101 なお、アイディが論じるその他の関係とは、ハイデッガーのいう客体的存在（Vorhandensein）

に相当する「他者関係」（alterity relation）と、技術がわれわれの経験の背景として役割を演じる

「背景関係」（background relation）である。 
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アイディによる分析の目的は、生活世界における技術の役割を記述することであるが、

フェルベークは、そこから倫理的帰結を導く。技術は「現実」を形成することに関わるが、

それは、技術が人間の下す道徳的決定に積極的に寄与することを意味するからである。た

とえば、産科における超音波診断は、子宮内の胎児を可視化するが、このことは、胎児を

健康と病気という観点で表象させ、結果として、妊娠を選択のプロセスとする（Verbeek 

2006a: 366）。 

 

2.2 行為の媒介 

技術的媒介の第二の観点は、プラグマティックな（あるいは実存的な）観点である。技

術は、人間の「行為」と「実践」を媒介することによって、現実への人間の現れ方を形成

することに関わる。この観点では、人工物がいかに人々の行為や生き方を媒介するのかが

中心的な問いである（Verbeek 2006a: 366）。フェルベークは、この問いを考察するために

ラトゥールを引き合いに出す。 

ラトゥールは「スクリプト」（script）という概念を導入する。演劇や映画のように、技

術はスクリプトを有し、関係するアクター（actor）の行為を指示（prescribe）しうると考

えるのである。たとえば、スピードバンプ（減速を促す道路上の段差）は、「こちらに到達

する前にスピードを落とせ」というスクリプトを持ち、あるいは、プラスチックのコーヒ

ーカップは「使用後は私を捨てよ」というスクリプトをもつといえるだろう（Verbeek 

2006a: 366–367; ラトゥール 2007: 第 6章）102。 

ここで人工物が、非物質的な記号としてではなく、物質的なものとして行為を媒介して

いることをフェルベークは指摘する。われわれがプラスチックのコーヒーカップを捨てる

のはユーザーのマニュアルにそうするように書かれているからではなく、それが物理的に

何度も洗って使うことができないからである。（Verbeek 2006a: 367）。 

フェルベークによれば、行為の転換（translation）において、知覚の変換と同様の構造

が見て取られる。すなわち、知覚における増幅と縮減の構造に、行為の媒介における招き

                                                 
102 また、スクリプトは、デザイナー（設計者）による「記入」（inscription）の産物（product）で

ある。デザイナー（設計者）は、自らが設計した製品（product）とユーザーがどのように相互作用

するかを予期し、暗に明に、使用の「指示」（prescription）を製品の物質性（materiality）に組み

込む。ラトゥールは、この記入の過程を「委任」（delegation）の観点から記述する。すなわち、デ

ザイナー（設計者）は特定の責任を人工物に委任する。たとえば、誰もスピードを出しすぎて運転

しないということを確認する責任が、スピードバンプに委任される（Verbeek 2006a: 362）。 
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（invitation）と抑制（inhibition）の構造が対応する。人工物のスクリプトは特定の行為

を招き入れ、別の行為を抑制する。（ibid.）。 

この招きと抑制の構造も、コンテクストに依存する。すなわち、アイディの多元的安定

性の概念が行為の媒介を説明する文脈においても適用される。電話は、直接の生活環境の

外で社会的関係を保つことを可能にすることによって、人々の地理的、社会的コンテクス

トの分離に関連して大きな影響をもたらしたが、電話がこの影響を持ちえたのは、それが

コミュニケーション技術として使われたからであり、もともと考えられていたような聴力

補助として使われたからではない（ibid.）。そのようなコンテクストがあったからこそ、電

話という人工物は、直接の生活環境の外で社会的関係をもつという行為を招き入れたので

ある。 

フェルベークによって、ラトゥールは、人工物が道徳性の担い手であることを論じた最

初の一人であるとみなされる。先述の例を挙げれば、どのようなスピードで運転するかと

いうことに関わる道徳的決定はしばしば道路上のスピードバンプに委任される。ラトゥー

ルの見解に従えば、道徳性の退廃に不平を漏らす人々は、目を見開いて、われわれのまわ

りの諸対象に道徳性が詰まっていることを見なければならない（Verbeek 2008: 92–93）。 

 

3 技術的媒介と技術の倫理学 

技術的人工物は、われわれの知覚や行為を媒介することによって、世界におけるわれわ

れ人間の存在をともに形成する。また、現代の高度科学技術社会において、もはや人間と

技術は分離して存在することはできない。こうして、フェルベークによれば、人間と同様

に技術的人工物にも責任が帰属することになる。 

では、技術的媒介に注目して人工物の責任を論じるフェルベークの議論は、技術と倫理

の問題に関して何を含意するだろうか。 

フェルベークによる技術的媒介の分析に従えば、技術の発展に関する倫理的問題は、技

術的リスクの評価や事故の防止だけでなく、これらの技術が人間の経験や行為を媒介し、

われわれの道徳的決定や生き方を形成することに関わる。また、この分析は、技術的人工

物をデザイン（設計）することが本質的に道徳的活動であることを明らかにする。デザイ

ナー（設計者）は、不可避的に人間の経験や行為を媒介する人工物をデザイン（設計）す

ることによって、道徳的決定や道徳的実践を形成することに関わる（Verbeek 2008: 99）。

このことを、フェルベークは、デザイナー（設計者）が「別の手段で倫理を実践している」
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（doing ethics by other means）と表現する103。デザイナー（設計者）は、「道徳性を物質

化する」（materialize morality）ことによって、暗黙のうちに倫理を実践しているのであ

る（Verbeek 2006a: 369; Verbeek 2011: 90）104。 

フェルベークのこの結論は、技術の倫理への問いを、技術的人工物の道徳的次元を含む

までに拡張し、この次元を責任ある仕方で具体化することの必要性を明らかにする。彼は、

技術的媒介をデザイン（設計）の段階で考慮する方法として、次の二つを挙げる。第一に、

媒介的役割という観点から、技術の道徳的評価（moral assessment）を発展させることで

ある。すなわち、デザイナー（設計者）のデザイン（設計）する製品が望ましくない媒介

的な力をもたないかどうかを評価することである（Verbeek 2008: 101; Verbeek 2011: 91）。

これは、従来の技術者倫理における技術の扱い方と近く、リスクアセスメントや事故防止

など、従来焦点となっている議論に帰着するように思われる。ただしフェルベークによれ

ば、ここで目的とされるのは、新たな技術の導入にさいして、負の影響の受容可能性や予

防可能性よりも、媒介分析（mediation analysis）によってその技術が人間の経験や実践

に対してもつ媒介的な能力の影響を評価することである（Verbeek 2008: 101; Verbeek 

2011: 94）。 

第二に、倫理を言語の領域から物質性の領域に移行させ、道徳的行為や道徳的意志決定

を形成することに関わる技術開発に従事することである（ibid.）。デザイナー（設計者）は、

いわば技術を道徳化して、望ましい媒介的影響を技術に刻み込むこともできる（Verbeek 

2009b: 70; Verbeek 2011: 94）。「新しい技術を拒絶するのか、それとも受け入れるのかだ

けを目的として、技術に対する外的な（external）立場から作用を及ぼすのではなく、技

術の倫理学は、媒介を実験しながら、またこれらの媒介がいかに人間の生活の仕方にフィ

ットしうるかを議論し評価するための方法を探求しながら、技術的発展に同行する

（accompany）ことを目的としなければならない」（Verbeek 2011: 95）105。 

                                                 
103 フェルベークによれば、この表現はクラウゼヴィッツ（Carl von Clausewitz）による「戦争と

は、別の手段で政治を続けることである」（War is a continuation of politics by other means）とい

う有名な言葉をもとにしている（Verbeek 2011: 19, note4）。 
104 このことは次のようにも表現される。「倫理が行為の仕方に関わるものであり、また技術が行為

を媒介する仕方の形成にデザイナー（設計者）が手助けをするのであれば、デザインすること（設

計すること）は倫理を実践することの物質的な形式とみなされなければならない」（Verbeek 2011: 

91）。なお、フェルベークの論じるデザインの倫理は、狭義の技術的設計を超えた問題を含んでお

り、designerを「デザイナー（設計者）」、design を「デザイン（設計）」と訳すことにする。 
105 フェルベークはここで「同行する」という概念がオトワ（Gilbert Hottois）に由来すると述べて

いる。 
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後者の「技術の道徳化」（moralization of technology）には、いくつかの批判が寄せられ

る106。第一に、人間の行為が技術によって明示的にそして意識的に導かれるならば、人間

の自由が攻撃され、人間の尊厳が脅威にさらされるという批判である。さらに、人間が自

由に行為していないのであれば、その行為は道徳的とは呼べないことになる。第二に、現

代社会の民主主義的な原理を放棄するとの批判である。人間が技術によって意図的に導か

れるのだとすると、われわれの民主主義はテクノクラシーに取って代わられることになる。

道徳的問題が、民主主義的な活動ではなく、デザイナー（設計者）の技術的な活動によっ

て解決されるならば、人間ではなく技術が支配力をもつことになってしまう（Verbeek 

2006a: 369–370）。 

フェルベークは、前者の批判に対して次のように再反論する。第一に、自由の制限が生

じる場合でも、必ずしも人間の尊厳が攻撃されるわけではない。法的な規制は、自由の大

きな制限を含意するが、このことはわれわれの尊厳に脅威を与えるものではない。殺人に

ついての法的な禁止に異論を唱えない人が、たくさんの子どもが遊ぶ場所にスピードバン

プを導入することにどうして憤慨するのだろうか（Verbeek 2006a: 370; Verbeek 2006b: 

125）。第二に、技術的媒介は必ずしも強制（compulsion）の形式をとるわけではなく、特

定の仕方で行動するように「誘惑する」（seduce）こともある（ibid.）107。第三に、技術が

常に人間と世界の関係を媒介しているのならば、この媒介を予測し、より望ましい形にす

る方が賢明である（Verbeek 2006b: 126）108。 

                                                 
106 この「技術の道徳化」は、フェルベークによれば、オランダの哲学者アハターハイス（Hans 

Achterhuis）がラトゥールのスクリプトの分析をもとに主張したものである。この主張はオランダ

で論争を巻き起こし、いくつかの批判が寄せられた。フェルベークは、その批判を二つのタイプに

分類しているが、本文これ以下の部分では、その二つを取り上げる（Verbeek 2006a: 369）。 
107 フェルベークは興味深い例として、オランダの工業デザイン協会 Eternal Yours の仕事を取り

上げている。「Eternal Yours はエコデザインに取り組んでいるが、その関心の的は人々の使い捨

てである。多くの製品は実際に使い古される前に捨てられるが、それは人々がそれらを気に入らな

くなったからである。そこで Eternal Yours は、人間がもっと製品に愛着をもつような仕方で製品

をデザインしようとする。たとえば、修理やアップグレードをしやすくしたり、あるいは、使い込

むごとに魅力を増すようにしたりといったことである。オランダのデザイナー、スミット（Sigrid 

Smits）は、時間が経っても魅力を失わないようなソファに掛ける装飾品［カバー］をデザインした。

それはベロア生地に、最初は目に見えないが、使っているうちにすりきれることによって徐々に見

えてくる模様が刺繍されている。このような製品は、環境に優しく行動するようにユーザーを強制

するのではなく、日常品ともう少し息長く付き合うように彼らを魅惑するのである」（Verbeek 

2006b: 125–126）。より詳しい紹介は Verbeek (2006a: 373–375)を参照。 
108 フェルベークは、技術的媒介の存在が常に人間の自由を脅かすわけではないということをバー

リン的な「消極的自由」と「積極的自由」の区別を用いても論じている。すなわち、技術的媒介は、

制約の不在という意味での「消極的自由」を脅かすことはあるかもしれないが、法や規範がそうで

あるように、そのことはあまり問題にならない。しかし、人間の自律を指す「積極的自由」に抵触
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ただしこれらの再反論は、フェルベークも認めるように、技術が明示的に道徳化される

場合にテクノクラシーが生じるだろうという懸念を拭い去るものではない（Verbeek 

2006a: 370）。というのは、法が人間の自由を制限するのと技術がそうすることに違いはな

いとしても、法は民主主義的な仕方で議論され制定されているのに対して、技術はそうで

はないからである（Verbeek 2011: 96–97）。しかし、技術的媒介の責任はデザイナー（設

計者）だけに負わされるものではない。仮にそうでなければ、まさにテクノクラシーに陥

ってしまう。技術のデザイン（設計）はより民主主義的な活動になる必要があり、フェル

ベークはその具体的なプロセスを論じている。 

 

4 技術の道徳化の実践─媒介の設計 

では、技術的媒介に注目して、それを技術の倫理学に適用しようとするならば、どのよ

うな具体的方法が考えられるだろうか。 

フェルベークによれば、技術の道徳化を実践しようとする場合、いくつかの困難な障害

に出くわす。第一に、特定の媒介を組み込む、あるいは望ましくないものを排除するため

には、設計段階で、将来の使用コンテクストにおける媒介的な役割を予測する必要がある

が、デザイナー（設計者）の活動と結果として生じる製品の媒介的な役割との間に一義的

な関係がない（Verbeek 2008: 99）。技術はアイディのいうように、多元安定的であり、使

用のコンテクストによって規定される。しかも、技術的媒介は技術に内在した性質ではな

く、デザイナー（設計者）、ユーザー、技術の間の複雑な相互作用において生じる。技術は

思いがけない仕方で使用される可能性があり、それゆえ予期しない媒介的役割を演じるこ

とがある（ibid.）。第二に、意図されない、予期されない形の媒介は、技術がデザイナー（設

計者）の意図したとおりに使用される場合にも生じうる。たとえば、ホテルなどの回転ド

アはすきま風とともに、車椅子の使用者まで閉め出してしまう（Verbeek 2008: 99–100）。 

特定の形式の媒介を実現するのに、デザイナー（設計者）が大きな役割を果たすのは事

実だが、デザイナー（設計者）だけがその役割を果たすのではない。どのような媒介が生

じるかは、技術を解釈し、使用するユーザーや、予期されない媒介を引き起こす可能性の

ある技術にも依る。それゆえ、デザイナー（設計者）は、望ましい形式の道徳性を単純に

人工物に「刻み込む」（inscribe）ことはできないのである（Verbeek 2009b: 72）。 

                                                 
する場合は事情が異なる。フェルベーク自身、ある技術と自律的な関係をもつことができないよう

な媒介の形式は批判的に対処されるべきだと論じている（Verbeek 2011: 111）。 
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4.1 媒介の予料 

技術の媒介的役割が根本的に予測不可能だとしても、デザイナー（設計者）は媒介を全

く扱えないわけではない。フェルベークは、完全な予測は不可能だとしても、技術の媒介

的役割についての「情報に基づく予測」（informed prediction）を可能にするものとして、

いくつかの方法について論じている。 

第一に、トリビアルに聞こえるかもしれないと断った上で、フェルベークはデザイナー

（設計者）の想像力をこうした分析の鍵として指摘する（Verbeek 2009b: 72）。デザイナ

ー（設計者）は、デザイン（設計）中の技術が将来どのように使われるかを想像すること

によって、自らが作り出す製品の媒介的役割を道徳的に評価して、それをデザイン（設計）

プロセスにフィードバックすることができる。フェルベークによれば、媒介分析

（mediation analysis）がこうした想像の基礎になりうる。すなわち、機能性だけでなく、

媒介理論の観点から、技術が使用される場合に人間の行為や経験に及ぼす将来の媒介的役

割を分析することである（Verbeek 2011: 100）109。 

第二に、より体系的に媒介的役割を予測する方法として、構築的テクノロジーアセスメ

ント（Constructive Technology Assessment: CTA）が挙げられる。 

CTA は、設計段階にある技術を、ユーザー、圧力団体、デザイナー（設計者）、会社な

どあらゆる関係するアクターに評価してもらい、それをデザイン（設計）プロセスにフィ

ードバックすることによって成り立つ。CTA のデザイン（設計）の方法論に従うならば、

デザイナー（設計者）だけでなく、関連するあらゆる社会的アクターが、技術のデザイン

（設計）に関与することになり、それゆえテクノクラシーに対する不安を払拭することが

できると考えられる（Verbeek 2006a: 375–376; Verbeek 2009b: 74–75; Verbeek 2011: 

103）。 

しかし、CTA には克服されるべき限界があることもフェルベークは認める。CTA は第

一義的に人間的なアクターに焦点を合わせており、非人間的なアクターの媒介的役割には

ほとんど注意を払っていない。したがって、関係するあらゆるアクターの間でどれほど民

主的で、支配から自由な議論を組織しても、当該の技術の関連するあらゆるアスペクトを

露呈するには不十分である（Verbeek 2006a: 376; Verbeek 2009b: 75; Verbeek 2011: 103）。 

                                                 
109 ここでも Eternal Yours が例として挙げられる。Eternal Yours の仕事のように、デザイナー

（設計者）は、設計段階で、その技術が使用されうる仕方を想像し、その観点からユーザーの操作

や解釈を形成することによって、媒介を設計することができるのである。 
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こうした理由から、CTAへの参加者が製品の仕様を評価するだけでなく、起こりうる媒

介的役割を予料するような場の創出が必要だとフェルベークは論じる。CTAのこうした拡

大は、設計段階にある技術のあらゆる媒介的役割が予測されるということを保証はしない

が、技術的媒介の分析から明らかになるデザイナー（設計者）の責任を具体化するための

有益な方法であると考えられている（Verbeek 2006a: 376–377; Verbeek 2009b: 75; 

Verbeek 2011: 104）。 

情報に基づく予測のための第三の方法として、フェルベークはシナリオに基づいた製品

設計を取り上げる。このアプローチで、シナリオはユーザーが製品と関わる特定の使用状

況として示される。さまざまなシナリオは、通常のデザイン（設計）において注目される

機能性よりも、製品が使用されるコンテクストを予料することを目的とする。問題は、い

かに有意味なシナリオを開発するかである。もちろん、上述の媒介分析や CTA に基づき

ながら想像力を働かせることも可能であるが、興味深い事例として、フェルベークはヴァ

ーチャルリアリティの技術を用いてシナリオを作る研究を紹介している。乗用車の車線変

更をサポートするシステムのデザイン（設計）において、その技術を使用した事例である。

たしかに、シナリオとヴァーチャルリアリティによるシミュレーションを結びつければ、

その製品が使用されることによって生じる媒介的役割を予料するための有効な方法となる

だろう（Verbeek 2011: 104–105）。 

 

4.2 媒介の評価 

しかし、媒介のデザイン（設計）にとって、媒介の予料は第一段階にすぎない。技術の

道徳化のために、あるいは少なくとも望ましくない媒介の形式を防ぐために、デザイナー

（設計者）は予料される媒介の質を評価しなければならない（Verbeek 2011: 105）。フェ

ルベークはそのような道徳的考慮の方法として、しばしば応用倫理学で用いられる「ステ

ークホルダー分析」（stakeholder analysis）を挙げる。この方法は、当該の倫理問題に関

連するすべてのステークホルダーを列記して、彼らの観点から見て重要だと考えられる議

論を明らかにすることを目的としたものである。こうして得られた議論を相互の立場から

重み付けすることによって、ある決定の道徳的質について、情報に基づく結論（informed 

conclusion）に達することができる。しかし、技術のデザイン（設計）の文脈からこの分析

を行う場合、その対象を人間から拡張して、設計段階の技術そのものの道徳的意味も問題
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にする必要がある（Verbeek 2011:106）。フェルベークはそのような道徳的考慮を実行する

さいの観点として次の四つを指摘する。 

第一に、意図された（intended）媒介の道徳的質がある（ibid.）。これは技術に意図的に

刻み込まれた媒介であり、デザイナー（設計者）が、単に機能的な商品を届けることでは

なく、明確に自らの設計によってユーザーの振る舞いに影響を与えることを目的とする場

合にのみ引き起こされる（Verbeek 2009b: 73）。 

しかし、上述のように、媒介は意図されない形で生じることもあり、したがって第二に

暗示的な（implicit）媒介がある。これは、道徳的想像力や構築的テクノロジーアセスメン

ト、あるいはシナリオやシミュレーションなどの手段によって予料されうるかぎりで暗示

的である（Verbeek 2011:106）。 

第三に、媒介の形式が関係する（ibid.）。媒介の形式にはさまざまな可能性がある。ある

場合（スピードバンプなど）では、技術が実際に特殊な仕方でそのユーザーを強制する

（force）。別の場合（車の燃料計など）では、技術はそのユーザーを説得する（persuade）。

さらに別の場合（Eternal Yours のデザインなど）では、ユーザーを魅惑する（seduce）

（Verbeek 2009b: 73）。 

第四に、技術的媒介のもたらす結果（outcomes）が道徳的に評価されなければならない

（Verbeek 2011:107）。その結果とは、形成されることになる行為や決定であるが、これら

はもともと意図された媒介とはまったく異なったものでありうる（Verbeek 2009b: 73）。 

フェルベークは、これらの要素がデザイナー（設計者）の活動、そして設計される技術

の道徳的質を規定すると考える。彼によれば、ステークホルダー分析をこの線で拡張する

ことによって、従来の技術者倫理や技術の倫理学に支配的な傾向、つまりリスク分析や内

部告発などを重視する傾向を超えて先に進むことが可能になる（ibid.）110。 

 

                                                 
110 事実、デザイン論の領域では、ユーザーの行為を責任あるものにするために積極的に技術が媒

介するデザインについて論じられている。たとえばトロンプらは、フェルベークなどの考察をもと

に、ユーザーの経験にどのような影響を及ぼすかという観点から議論を展開している。すわなち、

目立ちやすさと及ぼす力という二つの軸から、その影響を強制的（coercive）、説得的（persuasive）、

魅惑的（seductive）、決定的（decisive）という四つのタイプに分類し、それぞれのタイプを導く

戦略について論じている（Tromp, Hekkert and Verbeek 2011）。 
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4.3 道徳化の方法 

媒介の予料、評価に続いて、フェルベークはデザイン（設計）を道徳化するために使う

ことのできる具体的な方法についても論じている。彼はまず既存の方法として、「記入を用

いた方法」（inscription method）と「価値感受性設計」（value-sensitive design: VSD）を

取り上げる（Verbeek 2011: 113–116）。 

記入を用いた方法は、イェルスマ（Jaap Jelsma）がスクリプト概念をもとに開発した

方法で、人間の振る舞いは態度（attitudes）、価値（values）、意図（intentions）に導かれ

るだけでなく、習慣（habits）や日課（routines）に組み込まれてもいるという考えに基づ

いている（Verbeek 2011: 113; Jelsma 2006: 222）。イェルスマによれば、習慣や日課とは

「物質的なインフラ（material infrastructures）に導かれる無意識の行動のパターン」

（ibid.）であり、デザイナー（設計者）はこの物質的なインフラを適切に改変することに

よって、望ましい行動のパターンを導くことができる。 

彼はスクリプト概念を方法論的に用いるためにさらに練り上げていくが111、特に重要な

のがユーザー・ロジック（user logic）とスクリプト・ロジック（script logic）の区別であ

る。スクリプトはある行動を導くことを目的としたものであるが、それはユーザーの実践

や解釈と一致しないかもしれない。すなわち、デザイナーが人工物に記入した考えや意図

から成るスクリプト・ロジックがある一方で、ユーザーが自らの文脈から人工物を解釈し、

使用するなかで作り出すユーザー・ロジックも存在するのである。したがって、デザイン

（設計）において望ましい行動を導こうとする場合、単にスクリプトを人工物に組み込も

うとするだけでなく、ユーザー・ロジックとスクリプト・ロジックの相違を視野に入れな

がら、適切にスクリプトを書き換える（rewrite）ことも必要なのである112。 

イェルスマの方法はデザイン（設計）の領域に具体的にスクリプト概念を適用しようと

する興味深いものであるが、フェルベークはさらに広いアプローチが必要だと論じる。と

いうのは、イェルスマの方法はスクリプト自体の望ましさや道徳的な質についての考慮を

含まないからである（Verbeek 2011: 114）。これまで論じてきたように、媒介理論は技術

                                                 
111 イェルスマはスクリプトの特性として、力（force）、程度（scale）、方向（direction）、分配

（distribution）を挙げている（Jelsma 2006: 223–224）。 
112 具体的にイェルスマは八つのステップの設計方法を開発している。すなわち、「0. 器具の選択」、

「1. チームの形成」、「2. スクリプトの選択とスクリプト・ロジックの再構築」、「3. ユーザー

（グループ）の選択」、「4. データの収集」、「5. データの解釈とユーザー・ロジックの再構築」、

「6. スクリプトの再設計」、「7. 概念の定式化」、「8. プロトタイプの制作とテスト」の八つの

ステップである（Jelsma 2006: 227）。 
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がいかにわれわれの解釈や決定を形成することに関わるかを考慮するものであり、まさに

どのようなスクリプトが望ましいかの考察を含むのである。 

次にフェルベークが取り上げる VSDは、フリードマン（Batya Friedman）らが開発し

た方法で、デザイン（設計）プロセス全体を通して人間的な価値を考慮しようとする設計

方法である（Verbeek 2011: 114; Friedman, Kahn and Borning 2002: 1）。すなわち、VSD

では技術的な機能ではなく、道徳的な価値に主要な関心が払われる。この方法は概念的な

探求、経験的な探求、技術的な探求という三部分からなり、これらを統合しつつ、また反

復しつつデザイン（設計）が進められる。 

概念的な探求では、満たされるべき価値がさまざまな側面から慎重に分析され、続く経

験的な探求では技術的人工物が置かれる人間的な文脈が考慮される。たとえば、どのよう

な価値が設計プロセスで支持されるべきかを概念的に探求し、続いてそれぞれのステーク

ホルダーがどのように異なった価値を理解するかとか、競合する価値のどちらを優先する

かなどが経験的に探求される。第三の技術的な探求では、技術の特性から引き出される価

値の適合性（suitaility）が考慮される。たとえば、ある技術は何か別の活動によりふさわ

しく、したがって別の価値を支えるのにふさわしいかもしれない。このように、技術的な

探求では価値という観点から現存の技術を吟味したり、あるいはある価値を支えることの

できる技術の設計を考慮したりする（Verbeek 2011: 115; Friedman, Kahn and Borning 

2002: 1–3）113。 

たしかに VSD は道徳的な技術をデザイン（設計）する可能性を有した興味深い方法で

あるが、しかしまだまだ発展の余地があるとフェルベークは考える。とりわけ、フェルベ

ークはこれまで論じてきた媒介理論を活用する可能性を指摘する。たとえば、VSDにおけ

る技術的な探求は、技術が人間の実践に与える影響を分析するためのフレームワークとし

て媒介理論から多くを得ることができるはずである。また、経験的な探求は将来的な使用

コンテクストに関して、シナリオを用いた手法や CTAを使えるかもしれない。最後に、概

念的なレベルでもステークホルダー分析を活用しながら関連するあらゆる価値を分析すれ

                                                 
113 フェルベークは、具体例として、フリードマンらの実践の中からCookieをセーブする前にイン

フォームド・コンセントを要求するウェブ・ブラウザのデザイン（設計）を取り上げて説明してい

る。このデザイン（設計）では、プライバシーや自律という価値から出発して、最終的にネットサ

ーフィンできる機能をもつだけでなく、他のウェブ・ブラウザでは脅かされている重要な価値を尊

重するウェブ・ブラウザが作り上げられた。ちなみにこれはフリードマンらが手がけた Mozilla の

再設計の事例である（Verbeek 2011: 114–115; Friedman, Kahn and Borning 2002: 4）。 
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ば、デザイン（設計）する技術の道徳的評価の基礎をより十分に提供することになるだろ

う（Verbeek 2011: 116）。 

何よりフェルベークにとって一番問題なのは、記入を用いた方法も VSD もいずれも自

らが生み出した成果（outcome）がどのような媒介的な役割をもつのかを明確に考慮しな

い点である。道徳性が記入された技術や重要な価値を支持する技術を含めて、すべての技

術は人間の行為や決断を媒介するが、それは新しい予期されない仕方でそうするのであり、

したがって、道徳の技術化の方法論はそれを適切に扱うための反省的なステップが必要で

ある。たとえば、エコメーターを搭載した自動車は省燃費の運転を導くかもしれないが、

それが運転手たちに自分は環境に優しい活動をしているという意識を抱かせ、公共の交通

機関を使う機会を減らしてしまうかもしれない。このように、組み込まれた媒介の二次的

な効果（second-order effect）にも細心の注意が払われなければならない（Verbeek 2011: 

116）。 

こうしてフェルベークは、これまで論じてきた手法を統合する形で、従来のデザイン（設

計）倫理の議論を拡張しようとする。すなわち、デザイン（設計）とは、人間的主体が技

術的対象に道徳性を「刻み込み」（inscribe）、人間の行動に「影響を及ぼす」ことではなく、

人間と技術との間の動的な（dynamic）関係に携わる一つの形式なのである。しかも注意

深く介入したとしても、その関係は予想とは異なった影響をもつ危険を常に孕んでおり、

責任ある仕方で介入するためには、これまで論じてきたさまざまな手法を統合する必要が

ある（Verbeek 2011: 117）114。 

                                                 
114 フェルベークは、具体的に次の五つのステップを提示している（Verbeek 2011: 117）。1．技術

をデザイン（設計）する場合、デザイナー（設計者）はまずそのデザイン（設計）を明示的に道徳

化するのかそうでないのかを決めなければならない。2．もし明示的に道徳化するのであれば、

VSD の概念的次元の考察に従って、どのような価値や規範を組み込むのかを概念分析しなければ

ならない。3．次に、その技術が将来もつことになる媒介的役割を予料するために、媒介分析がな

されなければならない。ここではシナリオやヴァーチャルリアリティを使ったデザイナー（設計者）

の想像力が重要となり、もちろん CTA のような方法を用いてユーザーや他のステークホルダーを

同定することもここに含まれる。また、イェルスマの用語を使えば、スクリプト・ロジックとユー

ザー・ロジックの両方を考慮しなければならない。さらに、VSD の観点から言えば、スクリプ

ト・ロジックは技術的探求を、ユーザー・ロジックは経験的探求を必要とする。最後に、意図され

た媒介が最終的にもたらす媒介的影響、いわばメタ媒介と呼べるものにも注意を払わなければなら

ない。4．この予料のステップに続いて、関係するすべての媒介の道徳的評価がなされなければな

らない。ここではステークホルダー分析の四つのポイント（意図された媒介、暗示的な媒介、媒介

の形式、技術的媒介のもたらす結果）に基づいて、その道徳的質が（特に自由、責任、民主主義と

いう点から）考慮されなければならない。5．この道徳的評価に基づいてあるデザイン（設計）が選

択される。しかし、この選択は一つの実験とみなされなければならない。意図された道徳的内容が

実際にうまくいくとは限らず、予期せぬ相互作用、解釈、流用が常に生じうる。 
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4.4 フェルベークの考察に対する批判的検討 

フェルベークの考察は、技術的人工物の道徳的次元を考える上で有益であり、また、従

来の技術の倫理学の拡張を考える上でも示唆に富んでいる。しかし、その考察について概

念上および実践上、問題点を指摘することができる。 

まず、概念レベルでの問題点とは、フェルベークの考察の中心となる「技術的媒介」に

関するものである。ウェルバース（Katinka Waelbers）は、媒介の概念が十分に定義され

ておらず、したがってこの概念には、技術のあらゆるアスペクトを十分に区分しないまま

に統合して説明する危険があることを指摘する。このことを彼女は、媒介を「包括的な」

（umbrella）ものとして用いる危険と呼ぶ（Waelbers 2009: 245）。第一に、包括的な概念

（umbrella concept）として機能する媒介概念は、さまざまな形式の人間と技術の相互作

用を明らかにするよりも、むしろそれらを覆い隠す危険がある。フェルベーク自身、解釈

学的媒介と実践的媒介を区分しているが、ウェルバースによれば、この区別はあまりにも

粗い。第二に、媒介概念は、人工物の社会的役割がただ媒介の観点からのみ理解されうる

かのように偽る危険がある。（ibid.）。 

第一の点に関して、フェルベークはウェルバースの指摘に同意し、技術的媒介を説明す

るための語彙が拡張されなければならないと述べる。しかし、そうだからといって、媒介

概念全体の価値まで疑うことは、正当な扱いではないとする（Verbeek 2009a: 254）。彼に

よれば、媒介概念の果たす機能は、技術の社会的、文化的役割への新たなアプローチを明

らかにすることである。また、第二の点については、排他性を主張しているわけではない

こと、他の概念的説明の余地があることを認めながらも、彼は、媒介によるアプローチが

強力なものであるとする。このアプローチによって、社会や日常生活における技術の多様

な役割を分析し、予料することができ、それによって技術の特殊な影響力を露呈すること

ができると考えるからである（ibid.）。たしかに、媒介概念が社会における技術的人工物の

すべてのアスペクトを説明するわけではないとしても、その概念がなければ隠されたまま

だったかもしれない、人間と技術の相互関係を明らかにしたことは、フェルベークの大き

な貢献であろう。 

また、責任概念の曖昧さも問題として指摘できよう。フェルベークの議論は、人間と（人

工物という）非人間、どちらにも責任を分配させるものである。しかし、こうした責任の

帰属の複雑性は困難な問題を生む。すなわち、「誰（何）の誰（何）に対するどのような責

任なのか」が不明確なのである。たしかに、技術的媒介は、デザイナー（設計者）、ユーザ
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ー、技術の間の複雑な相互作用において生じるものであり、その意味で、この不明確さは

不可避かもしれない。フェルベークは、この問題に関連して、因果責任（causal 

responsibility）と道徳的責任（moral responsibility）を区別した上で、技術が因果責任以

上の責任を負うことを論じている。上述の相互作用に対応して、道徳的責任を負うのは、

人間と技術との「混合物」（amalgam）だと考えるのである（Verbeek 2009b: 68–69; Verbeek 

2011: 108）。しかし、この混合物の責任とは、誰（何）が誰（何）に対して負うどのよう

な責任であるかは、不明瞭なままである。 

さらに、技術的媒介の概念を組み込んだ形で技術の倫理学を展開しようとする場合の実

践上の問題もあるように思われる。フェルベークの提案するステークホルダー分析やCTA

において、いかにして関連するステークホルダーすべてを関与させることが可能であろう

か。技術的媒介の特徴を考慮した場合、そもそも関連するステークホルダーを特定するこ

とも困難であろう。さらに、関連するステークホルダーを特定できたとしても、ステーク

ホルダー分析や CTA をいかに実施するかも問題となるだろう。一人のデザイナー（設計

者）がこれらを実施することは困難であり、何らかの組織的な取り組みが必要だと考えら

れる115。 

 

5 新たな技術の倫理学の可能性 

フェルベークは、「技術的媒介」という概念を用いて、技術的人工物の現代社会における

あり方を概念化し、それがわれわれの文化や生活において果たす社会的な役割について包

括的な見解を提示する。さらに、その考察を実践的な領域へと適用し、技術的媒介を技術

の倫理学で扱うための具体的方法を提案する。 

技術的媒介という概念は、さらに詳細に区分される必要があるとはいえ、技術的人工物

の責任に関して、人工物が人間に及ぼす影響を新たな観点から考察したことに大きな意義

があるだろう。また、技術的媒介の分析に基づいて彼が提示する、拡張された技術の倫理

学は、技術の新たな道徳的次元を明らかにする。概念上、実践上、克服されるべき問題は

あるが、技術的人工物の道徳的意義を考察したものとして評価できる。ただし、彼の主張

                                                 
115 第 3章で論じたように、「公衆の安全、健康、福利」を実現するためには、専門家と非専門家と

の協働、およびそれを実現するために専門家集団（学協会）が主導的な役割を担うことが必要であ

る。ステークホルダー分析や CTA を有効に機能させるにも、そうした組織的な取り組みに関する

考慮が必要であろう。 
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する「技術の道徳化」に関連して、責任をどのように考えるかという問題は大きな検討課

題として残るだろう。 

技術の倫理学（ないしは技術者倫理）の現状を考慮した場合、単に負の影響やリスクの

評価に留まらず、媒介的な役割を果たす技術が世界や、その世界における人間の行為をい

かに構成するかという点への注目はきわめて重要である。さらに、フェルベークの分析が

明らかにするように、そうした技術の実現はデザイナー（設計者）の意図（技術者の個人

的な意思決定）に尽くされるわけではなく、デザイナー（設計者）、ユーザー、人工物によ

る複雑な相互作用においてなされる。これらの考察は、たしかに、現状の技術の倫理学に

拡張を迫る。その新たな技術の倫理学においては、デザイナー（設計者）、ユーザー、人工

物という不可分の行為ユニットのあり方、および人工物が有する媒介的役割に注目する必

要があると考える。 

 

6 第 5章のまとめ 

現代社会において、生産の一部を担うのみの作り手が、顔の見えない使い手に対して、

かつての職人たちと同じような配慮を払うことは不可能であり、一方、使い手は複雑化し、

ブラックボックス化した技術を、社会生活に不可欠のものとして使わざるをえない。この

ような状況で技術はさまざまなリスクを孕んだものとなる。本田はそのようなリスクを検

討して、使い手が商品の安全性を把握できないリスク、偽装などの不正行為を誘発しやす

いリスク、欠陥などが把握されないまま商品が広く普及してしまうリスクを指摘している。

しかし、これらのリスクに対処するには、作り手である技術者の個人的責任を問うのみで

は不十分である。 

現代社会を支えさまざまな影響を与えている技術的人工物に注目し、それと人間との関

係を規範的に考察するのがフェルベークである。フェルベークは技術的媒介の解釈学的次

元と実践的次元を区別することによって、アイディの理論とラトゥールの議論を一つの理

論へと融合し、自らの考察を展開する。 

第一に、技術は、人間の「知覚」と「解釈」を媒介することによって、人間に対する現

実の現れ方を形成することに関わる。フェルベークは、アイディが分析した身体化関係と

解釈学的関係を取り上げる。身体化関係において、技術的人工物は使い手に組み込まれ、

それを通して人間と世界との関係を作る。一方、解釈学的関係において、技術は現実の表

象（representation）を提供するが、それは解釈を必要とする。このように、技術的人工物
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は、現実とわれわれの関係を媒介するとき、常にわれわれが知覚するものを増幅したり縮

減したりする。 

第二に、技術は、人間の「行為」と「実践」を媒介することによって、現実への人間の

現れ方を形成することに関わる。フェルベークは、この問いを考察するためにラトゥール

の「スクリプト」（script）という概念を引き合いに出す。演劇や映画のように、技術はス

クリプトを有し、関係するアクター（actor）の行為を指示しうると考えるのである。技術

的人工物は特定の行為を招いたり抑えたりすることができ、しかも物質的なものとして直

接行為を媒介することができる。 

フェルベークによる技術的媒介の分析に従えば、技術の発展に関する倫理的問題は、技

術的リスクの評価や事故の防止だけでなく、これらの技術が人間の経験や行為を媒介し、

われわれの道徳的決定や生き方を形成することに関わる。また、この分析は、技術をデザ

イン（設計）することが本質的に道徳的活動であることを明らかにする。デザイナー（設

計者）は、不可避的に人間の経験や行為を媒介する人工物をデザイン（設計）することに

よって、道徳的決定や道徳的実践を形成することに関わるのである。 

フェルベークのこの結論は、技術の倫理への問いを、技術的人工物の道徳的次元を含む

までに拡張し、この次元を責任ある仕方で具体化することの必要性を明らかにする。彼は

設計段階で技術的媒介という観点から技術を評価するだけでなく、積極的に媒介を技術に

組み込むことについても論じる。技術を道徳化して、望ましい媒介的影響を技術に刻み込

むというのである。 

この「技術の道徳化」には批判もある。第一に、人間の行為が技術によって明示的にそ

して意識的に導かれるならば、人間の自由が攻撃され、人間の尊厳が脅威にさらされる。

さらに、人間が自由に行為していないのであれば、その行為は道徳的とは呼べないことに

なる。第二に、技術の道徳化は現代社会の民主主義的な原理を放棄することになる。人間

が技術によって意図的に導かれるのだとすると、われわれの民主主義はテクノクラシーに

取って代わられることになる。 

フェルベークは、前者の批判に再反論する。第一に、自由の制限が生じる場合でも、必

ずしも人間の尊厳が攻撃されるわけではない。法的な規制は、自由の大きな制限を含意す

るが、このことはわれわれの尊厳に脅威を与えるものではない。第二に、技術的媒介は必

ずしも強制の形式をとるわけではない。人工物は、人々を特定の仕方で行動するように誘
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惑することもある。第三に、技術が常に人間と世界の関係を媒介しているのならば、この

媒介を予測し、より望ましい形にする方が賢明である。 

ただしこれらの再反論は、フェルベークも認めるように、技術が明示的に道徳化される

場合にテクノクラシーが生じるだろうという懸念を拭い去るものではない。法は民主主義

的な仕方で議論され制定されているのに対して、技術はそうではないからである。しかし、

技術的媒介の責任はデザイナー（設計者）のみに負わされるものではない。仮にそうでな

ければ、まさにテクノクラシーに陥ってしまう。技術のデザイン（設計）はより民主主義

的な活動になる必要がある。事実、フェルベークはその具体的な方法として、想像力やシ

ナリオなどを用いながら媒介を予料すること、ステークホルダー分析などを用いながら媒

介を評価すること、value-sensitive designなどを用いてデザイン（設計）を道徳化するこ

とについて論じている。 

技術の倫理学（ないしは技術者倫理）の現状を考慮した場合、単に負の影響やリスクの

評価に留まらず、媒介的な役割を果たす技術が世界や、その世界における人間の行為をい

かに構成するかという点への注目はきわめて重要である。さらに、フェルベークの分析が

明らかにするように、そうした技術の実現はデザイナー（設計者）の意図（つまり技術者

の個人的な意思決定）に尽くされるわけではなく、デザイナー（設計者）、ユーザー、人工

物による複雑な相互作用においてなされる。これらの考察は、たしかに、現状の技術の倫

理学に拡張を迫る。その新たな技術の倫理学においては、デザイナー（設計者）、ユーザー、

人工物という不可分の行為ユニットのあり方、および人工物が有する媒介的役割に注目す

る必要がある。 
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終章 「技術の倫理への問い」の進展に向けて 

─今後の展望─ 

 

 

最後に、本論が明らかにしたことを振り返りつつ、「技術の倫理への問い」の現状の課題

を考慮して、その考察を今後さらに進展させるための方向性を提示する。 

 

1 本論が明らかにしたこと 

本論では、現代における「技術の倫理への問い」の実践を出発点として、この問いをめ

ぐる現状と課題を吟味し、そうした課題を克服する可能性をもつと考えられる哲学的視座

が存在することを示し、その有効性について考察した。 

現在、技術の倫理を問う実践として、社会に広く普及している「専門職としての技術者

倫理」を挙げることができる。第 1章で見たように、そのルーツは米国の技術者倫理にあ

り、それは倫理綱領の策定という形で技術者集団の内部から生まれてきたものであった。

もちろん、技術の倫理の問題を適切に考察するために、専門職としての技術者に関わる実

践的な問題を検討することも必要ではある。しかし、それが技術の倫理を問う唯一の視点

ではない。事実、第 1章の歴史的概観が明らかにしたように、技術者の専門職としての社

会的地位の確立とは異なる文脈が歴史的にも存在する。技術の倫理への問いにとって、現

在主流となっている「専門職倫理としての技術者倫理」だけでなく、「技術哲学に基づく技

術倫理」という視点もありうる。 

専門職倫理としての技術者倫理は広く社会に普及しているとはいえ、実は専門職として

の技術者の立場に疑問を呈する議論もある。技術者は雇用主に何らかの欲求を与えられな

いかぎりはどんなサービスも提供することができず、したがって自律性をもたない技術業

は厳密な意味でプロフェッションとは考えられないという議論である。しかし、第 2章で

検討したように、プロフェッションの自律性は、プロフェッションの本質として内在する

ものではなく、プロフェッションが自らの地位を向上させ、また、市場を支配するさいに

付加されうるものと考えられる。そこで、技術業が自らの倫理性を社会に訴えて、自律性

を得ようとしてきた手段として倫理綱領に注目する必要がある。本論が明らかにしたよう

に、倫理綱領は「専門家間の契約」として技術者の自律性の根拠となりうるが、そのため

にはそこに公衆に対する責任が共通の理念として明記されていなければならない。したが
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って、専門職倫理としての技術者倫理の内実として最も重要な事柄は、「技術者という専門

職として公衆に対する責任を果たす」ことであると考えられる。 

とはいえ、技術者が公衆の安全、健康、福利をいかに実現しうるかは現実的に大きな問

題である。第 3章で考察したように、それを実現するためには、公衆を単に受動的な存在

とするのではなく、自らの安全、健康、福利に関与する能動的な存在と捉える必要がある。

すわなち、技術者と公衆の相互的な関係から公衆の安全、健康、福利を考える必要がある。

本論で示したように、技術者の側では、影響を受ける可能性のあるすべての人々に適切に

関連する情報を提供する必要があり、学協会が主導しながら適切なコミュニケーションを

進めなければならない。これが達成されて初めて、技術者と公衆の相互的な関係から公衆

の安全、健康、福利の実現を考えることができる。同時に、専門職倫理としての技術者倫

理という文脈を超えた課題も明らかになる。すなわち、そのようなコミュニケーションを

進めるために公衆の側にも課題が存在するのはもちろんのこと、さらに、技術者個人の意

思決定に重点をおいている従来の技術者倫理の方法論を転換する必要性がある。この方法

論に現状の専門職としての技術者倫理の問題点を見て取ることができる。 

従来、技術者倫理でしばしば用いられる方法論が行為者中心のアプローチである。この

アプローチは、設計問題とのアナロジーで倫理問題を捉えて、現実の倫理問題に直面して

回答を与えようとするその場面で必要とされる実践的な教訓を提示する。設計としての倫

理という考えは、従来の倫理学のような行為の正当化の理論ではなく、実践的な方法論を

提示するものとして魅力的であるし、また、従来あまり取り扱われることのなかった個々

人の価値観や人生の意味づけなども視野に入れながら問題を考える点で、従来の倫理学に

拡張を迫るものだと考えることもできる。しかし、第 4章で論じたように、その方法論は

道徳的推論が拠り所とするはずの価値や原則に関する正当化、および道徳的な行動指針に

関する正当化を欠いているといわざるをえない。設計としての倫理という考えの意義を認

めるとしても、設計という行為そのものを規範的に考察する必要があるのである。 

設計という行為を規範的に考察するための視点を提供するのが、現代の技術哲学、特に

技術的人工物の媒介に注目する技術哲学的探求である。第 5章で明らかにしたように、技

術的媒介の分析に従えば、技術の発展に関する倫理的問題は、技術的リスクの評価や事故

の防止だけでなく、これらの技術が人間の経験や行為を媒介し、われわれの道徳的決定や

生き方を形成することに関わる。単に負の影響やリスクの評価に留まらず、媒介的な役割

を果たす技術が世界や、その世界における人間の行為をいかに構成するかという点への注
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目はきわめて重要である。というのは、技術的媒介の理論が示すように、技術の実現は技

術者の個人的な意思決定に尽くされるわけではなく、デザイナー（広義の技術者）、ユーザ

ー、人工物による複雑な相互作用においてなされるからである。これらの考察は、たしか

に、現状の技術の倫理学に拡張を迫る。技術の倫理への問いに関して、専門職の倫理とし

て技術者の倫理を問うだけでなく、デザイナー、ユーザー、人工物という不可分の行為ユ

ニットのあり方、および人工物が有する媒介的役割に注目しなければならず、そのために

は技術哲学の知見を考慮する必要がある。 

 

2 技術の倫理への問いの現状と課題 

以上のように、本論では、技術の倫理への問いについて、その実践を考察の端緒として、

理論的基盤へと遡及しながら考察を進めてきた。その探求から明らかなように、技術の倫

理への問いを進展させるためには、よりいっそう技術哲学の知見を導入する必要がある。

すなわち、技術がわれわれの経験を変化させることに目を向け、その変化のあり方を批判

的に論じるために、専門職の倫理として技術者の倫理を問うだけでは不十分で、技術哲学

に基づく考察を発展させる必要がある。 

ここでは、現状の技術者倫理が克服すべき問題点として、改めて次の二点を指摘したい。

それは技術の倫理への問いを進展させるための課題ともいえる。 

第一に、技術者に内在的な技術者倫理に陥ることの危険である。第 4 章で見たとおり、

技術者倫理においては、倫理学者のような審判者の視点から倫理問題を考察することでは

なく、行為者の視点から倫理問題を解決することが強調される。そのさい、倫理問題と設

計問題との類似性に基づいて、倫理問題を解決するとは、複数の価値を満足させることが

できるように、自分がとるべき行動を設計することであるとされる。さらに、技術者倫理

教育の実践においては、行動の設計の具体的方法が示されて、技術者として適切な意思決

定を下す方法がスキルとして教授される。もちろん、技術者倫理において実践的な視点を

考慮することは現実的問題として重要である。しかしそうした視点のみを強調することは、

技術者の立場に立つ、いわば技術者に内在的な技術者倫理というあり方に帰着する。こう

した技術者倫理のあり方からは、とうてい技術に対する批判的考察は期待できないであろ

う116。 

                                                 
116 第 4 章 3 節で述べたように、石原は日本に技術者倫理が導入される頃にすでに、技術者倫理が

技術者の側に寄り添いすぎることの危険性を指摘していた。 
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第二に、技術のあり方や特質に関する理論的考察の不十分さである。すなわち、技術者

倫理は、科学技術そのものの本質を考察する「メタ・レベル」、科学技術と社会の関係を考

察する「マクロ・レベル」、科学技術に関連する制度・組織およびそれらと個人の関係を考

察する「メゾ・レベル」、各技術者個人（あるいは個々の企業など）とその行動を考察する

「ミクロ・レベル」という四つのレベルから考えられるが（札野 2009: 54–57）、従来の技

術者倫理においてメタ・レベルからの考察がなされることはほとんどない。すなわち、従

来の技術者倫理においては、技術そのものの本質が考慮されることがないまま、技術の倫

理が問われているのである。 

このように、従来の技術者倫理の枠組みからは技術を批判的に考察することは期待でき

ない。しかし、その問題点からそうした考察のために必要な事柄が明らかになる。すなわ

ち、技術の倫理を問うためには、技術の実践に従事する専門家の責任に注目するだけでな

く、技術に対する外的な視点、および技術に関するメタ・レベルの考察が必要だと考えら

れる。 

 

3 視点の提示─今後の展望 

第 5章で検討したフェルベークの考察は、技術がわれわれの経験を変化させることに目

を向け、その変化のあり方を批判的に論じようとするものである。彼は「技術的媒介」と

いう概念によって、技術が新たな行為の形を生み出し、新たな経験の仕方を創造している

ことを示す。このことはまた、設計という行為が不可避的に道徳的意味をもつことを示し

ている。すなわち、ものを設計する人（広義の技術者）は人間の経験や行為を媒介する人

工物を設計することによって、不可避的に道徳的実践に関わっているのである117。 

技術の倫理を問うためには、まさにこうした視点からの考察が必要だと考える。先述の

とおり、技術の倫理への問いを進展させるためには、技術に対する外的な視点、技術に関

するメタ・レベルの考察が必要であり、そのためによりいっそう技術哲学の知見を導入す

る必要がある。 

技術の倫理への問いを進展させるための方向性として、具体的に次の二つを提示したい。 

第一に、技術の営みを言語化・明示化する記述的な探求である。逆説的に聞こえるかも

                                                 
117 このような事態を記述することは、序章で取り上げたフッサールがいうところの「生活世界の現

象学」にほかならないだろう。現代の「生活世界の現象学」は、技術がいかに世界の形成に関わり、

またどのようにわれわれの道徳的実践に関わっているのか（あるいは関わりうるのか）を考察しな

ければならない。 
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しれないが、メタ・レベルから技術そのものの本質を考察するためには、技術的な営みに

即して、それがどのような営みなのかを記述する必要があると考える。 

たしかに、技術の営みについては、その実践に従事する技術者が最もその本質を熟知し

ていると考えられるだろう。しかし、彼らが自らの実践のすべてを明示的に認識している

とはかぎらず、また仮に認識していたとしても、それを言語化できるとはかぎらない118。

したがって、メタ・レベルから技術を考察するためには、事象の本質を観て取り、それを

言語化することのできる者が、技術という事象に即してそれを記述することが必要である。

このことは、技術の倫理への問いとして、技術が新たな行為の形を生み出し、新たな経験

の仕方を創造していることに反省的な眼差しを向けるに先立って、つまり技術について規

範を論じるに先立って必要な作業であろう。 

第二に、技術への超越論的な問いの考察である。ここで超越論的な問いとは、われわれ

が日常において自明視しているものの存在根拠を求める問いであり、したがって技術への

超越論的問いとは、技術の可能性の条件を問うことを意味する。 

これは一見奇妙に聞こえるかもしれない。というのは、超越論的な問いとは認識にのみ

関わるものであり、それが倫理の問いとなることはないと考えられるからである。 

また、こうした問いは、ハイデッガーの技術論など、いわば「古典的な」技術哲学にお

いてすでに考察されてきたものであり、今さら強調する必要はないと考えられるかもしれ

ない。古典的な技術哲学はその思弁的な性格から批判の対象にもなっており119、今後の方

向性としてはふさわしくないようにすら思われる。 

しかし、それにもかかわらず、本論では今後の方向性として技術への超越論的問いが必

要であると考える。第一に、現代において技術の倫理を問うためには、技術がわれわれの

認識や行為を変化させることに目を向ける必要があるが、そのためにはここでいう超越論

的な問いが必要だと考えるからである。たしかに超越論的な問いは認識にのみ関わるもの

かもしれないが、現代においてはまさにその認識に技術が介在しており、そのことを問う

                                                 
118 経験と勘に基づいて仕事を行っている技術者に、その行為の説明を求めても明確な解答はかえ

ってこないだろう。このことは、ライルが『心の概念』（The Concept of Mind, 1949）において述

べる、knowing-that（内容を知ること）と knowing-how（方法を知ること）の区別を用いて説明で

きるかもしれない。すなわち、技術者のもっている知識は、knowing-that のように命題の形で表

現されるものばかりではなく、knowing-how、つまりある種のスキルのようなもので、命題の形

では表現できないものも含まれるのである。こうした要素を明示化し、それをあえて言語で説明し

ようとすることは、技術者がその仕事において発揮している能力とは別の能力を必要とするだろう。 
119 たとえば、第 5章で取り上げたフェルベークはそうした議論を「後方への思考」と呼び、拒絶し

ていた。注 98を参照されたい。 
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ことができるのは、超越論的な問いのみである。第二に、技術に対する批判的考察と密接

に関連して、現代においてこそ技術の可能性の条件が問われていると考えるからである。

ここでいう「可能性」とは、「論理的な可能性」のことではなく、いわば「実践的な可能性」

のことである。この可能性を問うことは、技術が何をなしうるのか、技術は何をなすべき

か、技術に何を欲しうるのかを問うことになるはずである120。技術者、あるいは技術に内

在的な視点からこうした問いを発することは不可能であり、この問いは超越論的にのみ問

いうるものである121。 

これらの方向性で思考を展開することは、技術者に内在的な技術者倫理の視点とは異な

ったレベルの視点を提供し、すわなちメタ・レベルから技術そのものの本質を考察するこ

とになり、技術の倫理への問いをさらに進展させるはずである。技術の倫理への問いの可

能性は、技術の哲学的考察の深化にかかっているのである。 

                                                 
120 もちろん、ここではカント的な意味での批判を念頭に置いている。カントのいう批判とは、理

性能力の範囲および限界を確定することである。よく知られているように、カントは自らの批判哲

学が取り組む課題として、「私は何を知りうるのか」（Was kann ich wissen?）、「私は何を行うべ

きか」（Was soll ich tun?）、「私は何を希望して良いか」（Was darf ich hoffen?）という問いを具

体的に挙げている。たとえば、『純粋理性批判』（Kritik der reinen Vernunft: 第 1 版 1781, 第 2

版 1787)、「超越論的方法論」においてこれら三つの問いが論じられている（A804f.＝B832f.）。 
121 先述のとおり、フェルベーク自身は古典的技術哲学の超越論的傾向を拒絶しているが、「技術的

媒介」に注目した彼の議論はここでいう技術への超越論的問いであると考える。というのは、まさ

に彼の議論は、われわれの知覚や行為を媒介する技術が何をなしうるのか、また何をなすべきか、

あるいはその技術に何を欲しうるのかを問うているからである。 
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