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技術者と持続可能性―三種の倫理学（マクロ倫
理、ミクロ倫理、メソ倫理）の微妙な区別について

マイケル・デイヴィス（イリノイ工科大学）

訳：池田　誠（北海道大学）

近年、社会政策、技術哲学、技術に関する社会的研究にかかわる多くの人々の間で、マクロ倫

理とミクロ倫理の区別への関心が再燃している。（たとえば Son,… 2008,… および同論文中で引用され

ている著作群を参照。）この区別に関心を寄せる人々は一般に、工学倫理、とりわけ教室や教科書

で教えられているような種類の工学倫理を批判してきた。それらが微視的（ミクロ）な倫理ばか

要　約

近年、社会政策、技術哲学、技術に関する社会的研究にかかわる多くの人々の間で、マクロ倫理と

ミクロ倫理の区別に対する関心が再燃している。この区別に関心を寄せる人々は一般に、工学倫理…

(engineering… ethics)、とりわけ教室や教科書で教えられているような種類の工学倫理を批判してき

た。それらが微視的（ミクロ）な倫理ばかりを重視しているからだ。（彼らにいわせれば）工学倫理

はもっと巨視的（マクロ）な倫理を扱うべきである。さて、持続可能な開発という論点は、工学倫

理がまさしくこの批判に甘んじねばならない論点かもしれない。今日の工学倫理の大部分の教科書

には、環境保護に関する記述は見られるものの、持続可能な開発それ自体に関しては何の記述も見

られない。工学倫理は持続可能な開発のような「マクロな主題」をうまく扱うために劇的な変化を

遂げる必要があるのではないか？　この問いに対し私はこう答えよう――否、その必要はない。工

学倫理は（ごくわずかの新しい問題やいくつかの背景的情報を取り入れさえすれば）さほど大きな

変化を遂げずとも容易に、持続可能な開発の問題――工学に関する問題を含む限りでの――を扱う

ことができる。私はこの答えを次の三点の主張から擁護する。（1）ミクロ・マクロ二分法は倫理学

における重要な中間的領域（「メソ」倫理）を見落としている。（2）工学倫理――少なくとも標準的

な仕方で教えられる場合の、つまり専門職倫理として教えられる場合の工学倫理――は、この中間

的領域に属すものである。（3）「マクロ倫理」擁護者が工学倫理の授業に含めようとしているものは

そもそも（何か興味深い意味での）倫理であるとは思えない。仮に倫理であるとしても工学倫理で

はないだろうし、工学倫理であるとしても「マクロ倫理」ではないだろう。持続可能な開発の問題

のうち、技術者がまさに技術者として取り組むであろう問題は、ミクロ倫理でもマクロ倫理でもなく、

むしろこの中間的領域に属している。持続可能な開発をいかに工学倫理の授業や教科書に組み込む

べきかを論じる上で「マクロ倫理」という語は必要ない。事実、この語を工学倫理に適用する際に

生じてしまう概念的混同を考えると、この語は用いないほうがよい。

キーワード：専門職倫理、市民社会、John	Ladd、政治哲学、道徳
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りを重視しているからだ。彼らによれば、工学倫理はもっと巨視的（マクロ）な倫理を扱うべき

である。さて、持続可能な開発という論点は、工学倫理がまさしくこの批判に甘んじねばならな

い論点かもしれない。今日の工学倫理の大部分の教科書には、環境保護に関する記述は見られる

ものの、持続可能な開発それ自体に関しては何の記述も見られない。（持続可能性に関する記述を

含む教科書として私が知っているのは…Harris,…Prichard,…and…Rabins,…2009,…193…and…278-280…だけで

ある。）

「持続可能な開発」という語によって私が意味しているのは、（おおまかに言えば）「将来世代が

彼ら自身の必要を［同じように］充たすことを妨げずに現在世代の必要を（公正に）充たすよう

な形での」物的条件の向上のことである（Kates…et…al.…,…2005,…9-10）。現在そして人間が計画できる

限りの将来における社会正義、環境、人類全体の物的厚生にかかわる諸問題以上に「マクロ倫理

的」な問題などありうるだろうか？　工学倫理は持続可能な開発のような「マクロな主題」をう

まく扱うために、劇的な変化を遂げる必要があるのではないか？

今挙げた二つの問いは修辞的に見えるかもしれないが、そんなことはない。第一の問いに私は

こう答えたい。持続可能な開発は現在工学倫理の授業に登場するその他の多くの定番の諸問題に

全く引けを取らないほどのマクロ倫理的な問題である。また第二の問いにはこう答えたい。工学

倫理は（ごくわずかの新しい問題やいくつかの背景的情報を取り入れさえすれば）さほど大きな

変化を遂げずとも容易に― 工学に関する問題を含む限りでの
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

― 持続可能な開発の問題を扱う

ことができる。本稿では、私はこの二つの答えを次の三点の主張から擁護する。（1）ミクロ・マ

クロ二分法は倫理学における重要な中間的領域（「メソ」倫理）を見落としている。（2）工学倫

理― 少なくとも標準的な仕方で教えられる場合の、つまり専門職倫理として教えられる場合の

工学倫理― は、この中間的領域に属すものである。（3）「マクロ倫理」擁護者が工学倫理の授

業に含めようとしているものはそもそも（何か興味深い意味での）倫理であるとは思えない。仮

に倫理であるとしても工学倫理ではないだろうし、工学倫理であるとしても「マクロ倫理」では

ないだろう。持続可能な開発の問題のうち、技術者がまさに技術者として取り組むであろう問題

は、ミクロ倫理でもマクロ倫理でもなく、むしろこの中間的領域に属している。これと同じことは、

技術者組織がまさに技術者組織として取り組む持続可能な開発の問題についても言える。工学倫

理の授業における「マクロ倫理」の重視を擁護する人々は、工学倫理の本質を誤解している。工

学倫理は技術的決定そのものにかかわる研究ではなく、技術者が技術者として下す決定にかかわ

る研究である（つまり、目標中心的な研究ではなく行為者中心的な研究である）。持続可能な開発

をいかに工学倫理の授業や教科書に組み込むべきかを論じる上で「マクロ倫理」という語は必要

ない。事実、この語を工学に適用する際に生じてしまう概念的混同を考えると、この語は絶対に

用いないほうがよい。本稿における私の議論はもっぱら技術者にかかわるものであるが、ここで

の議論はすべて、若干の変化を加えれば職業倫理の授業においてマクロ倫理を扱うよう強く求め

られている他の技術職（建築家、生物学者、コンピュータ科学者など）にも同様に応用できる。

ミクロ倫理、マクロ倫理、その間の巨大な領域

ミクロ倫理とマクロ倫理の区別は、経済学における基本的な区別をモデルとして構築されたよ
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うに思われる。（ミクロ倫理・マクロ倫理の区別の初出として通常引用される…Ladd,… 1980,… 156… は

はっきりとこの区別を経済学から拝借するのだと主張している。）　ミクロ経済学は市場の研究で

ある。その主題は個人、家計、協同組合、企業などの市場における行為主体による財の生産・販

売・購入である。一方マクロ経済学は国家経済あるいは地域経済の研究である。この経済学が関

心を寄せるのは国家所得、マネーサプライ、租税、支出のバランス、政府支出などである。ミ

クロ経済学もマクロ経済学もともにそれぞれ経済学の授業の一部門として扱われている。経済

学におけるマクロとミクロの区別は 1930 年代にはじまったようである（http://en.wikipedia.

org/wiki/Macroeconomics.…Accessed…March… 23,… 2009）。経済学におけるミクロ・マクロの区別お

よびこの区別と実践的倫理学における同様の区別との間の重要な相違点のいくつかに関するすぐ

れた記述としては…Brummer…（1985）…を参照してほしい。

1980 年にラッドがミクロ・マクロの区別を応用倫理学へと持ち込んだとき、経済学と倫理学の

間には今日よりも緊密な類縁性が存在していた。30 年前、（哲学的）倫理学はまだ主に個人の意思

決定のみにかかわるものであった。一方で政治哲学は政府の意思決定にかかわるものであり、そ

の他の種類の意思決定（今日のわれわれが「応用倫理学」と呼ぶところのものの大部分）は―

哲学の内外で― ようやく多くの関心を集め始めたばかりであった。ラッド自身は組織、とりわ

け企業や官僚組織が道徳的行為者となったり道徳的責務を負ったりする可能性を頑として否定し

た。ラッドにとって倫理学とは個人がなすべき事柄に関する研究であり、倫理的基準は各人が一

人で行為するのであれ誰かと共同して行為するのであれ、誰にとっても同一のものであった（Ladd,…

1970）。今日では、われわれのほとんどが、家族、企業、取引組合、専門職集団、宗教集団、慈善

団体、私立大学、その他の自発的な集団をそれぞれ明確な道徳的実体と認めている。これらの実

体全体を包括する集合名詞として現在流行しているのが「市民社会」である。

ここ 30 年にわたり、市民社会はわれわれが「社会」、すなわち相互利益を目指し共生する人々全

体を包括する最大の集団について考える際にますます重要なものとなりつつある。この考えは社

会が実際にどうあるかという問いとどうあるべきかという問いの双方にかかわってきた。マクロ

倫理の最も強固な擁護者、ジョゼフ・ハーカートによる近年の二本の論文を考察しよう。Herkert

（2001）はラッドの区別を含む 5 種類のミクロ・マクロの区別の仕方を並べた表を提示した。ハー

カートの整理によれば、5 つの区別の仕方のうち 3 つは、その理屈はそれぞれであれ、個人倫理

と「社会倫理」の間に中間的な領域を認めている（Herkert,… 2001,… 405）。ハーカートはラッドを

この中間的領域を認める 3 人のうちの一人と数える。だが私の考えではこれは誤りである。Ladd…

（1980）,… 155… は「専門職集団に属する特別な倫理というものは存在しない」ときっぱりと明言して

いる。（この主張を敷衍した説明については…Ladd,…1980,…156…を参照）。専門職倫理の余地をなくし

てしまったのだから、ラッドのミクロ・マクロの区別はそもそも専門職倫理を分割することはで

きない。（デヴォンを除外した同様のリストは…Herkert…2003,…163-167 にも登場する。彼がデヴォン

を除外した理由は述べられていない。）

Herkert（2005）,… 374…は独自のミクロ・マクロの区別の仕方を提示している。それは市民社会を

真っ二つに分割するものである。

工学倫理は三つの準拠枠― 個人的、専門職集団的、社会的― から眺めることが可能であ
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る。これら準拠枠は、個々の技術者および技術者集団の内的関係の中で下される倫理的決定

にかかわる「ミクロ倫理」と、技術者集団の集団的社会的責任と技術に関する社会的決定と

に言及する「マクロ倫理」とに分けることができる。

ハーカートは明らかに市民社会（および専門職集団）の重要性に気づいてはいるのだが、同じ

くらい明らかに、市民社会をミクロ・マクロ二分法へと無理やりあてはめてしまうという問題点

を抱えてしまっている。その証拠に、彼のミクロ・マクロ区別においては、専門職集団の活動の

一部（「内的」活動）は一方の側に、その他の部分（外的あるいは「社会的」活動）はもう一方の

側に属してしまっている。

（e メール上で）私は、市民社会をこのように分割する彼のアプローチがいかに恣意的であるか

を、ソロモンがある子どもの所有権争いに際してその子どもを二つに切るように脅した
4 4 4

例になぞ

らえて批判した。これに対しハーカートは次のように答えた（e メール、2009 年 4 月 13 日）。

この区別に問題など全くありません。技術者集団の内的関係と外的関係の間にはかなりの違

いがあります。実際、この違いがあるからこそ私はミクロ／マクロの区別へと至ったのです。

ハーカートはこれに続けて、このミクロ・マクロ二分法への自らの注目を、米国電気電子学会

（IEEE:…Institute…of…Electrical…and…Electronic…Engineers）とともに「マクロな諸問題」に関する共

同研究を進めた経験に結びつけている。この経験自体はかなり充実したもので、これについては…

Herkert…（1998）…を参照してほしい。ゆえに、彼の応答を軽んじてはいけない。しかし彼の応答は、

専門職集団の学会が（ときおり）現にどのように行為するかに関する観察に依拠するものであって、

それらがどのように行為すべき
4 4

かに関する判断に依拠するものではない。要するに、彼の応答は

事実にもとづくものであって倫理にもとづくものではないのだ。Herkert（1998）は十分な論証に

もとづいて、これまで IEEE やその他の技術者学会が持続可能な開発を支えることに失敗してきた

という結論を導いているが、興味深いことに、彼はこの論証において一度も「マクロ倫理」とい

う語を用いていない。

倫理学におけるミクロ・マクロ二分法の最も大きな問題点は、経済学における同名の二分法と

の類比がそれほど近いものではないという点ではない（これはこれで問題ではあるが）。また、こ

の区別が実は全くあるいはほとんど役に立たないという点でもない（これも問題ではあるが）。最

も大きな問題点とは、この二分法がひとつの重要な事実、つまりわれわれが工学倫理
4 4

と呼ぶもの

を定義する際に市民社会が果たす決定的に重要な役割を隠してしまいがちであるという点であ

る。「倫理」には英語ではたくさんの意味があるが、ここではそのうち四つ、すなわち、〈日常道

徳としての倫理〉、〈道徳理論としての倫理〉、〈よい社会に関する理論としての倫理〉、〈特別な基

準群としての倫理〉が重要である。一方で、興味深いがここでは役立ちそうにない意味には、〈（新

たな道徳基準の提案によって解決が目指される）問題圏としての倫理〉、〈実際の道徳的実践とし

ての倫理（実定道徳）〉、〈道徳的理想としての倫理（志としての倫理 aspirational…ethics）〉がある。

工学倫理について語る際、われわれは上述の重要な意味のうちのどれを最重要視している（ある

いはすべき）だろうか？
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日常道徳は、（程度の差はあれ）あらゆる理性的人格が（その合理性を最大限に用いる際に）た

とえ自分も同様のことをなさねばならないとしてもすべての他者に従ってほしいと欲する基準か

ら構成される。たとえば、噓をつかない、人を騙さない、約束を守る、困窮している人を助ける、

などがこうした基準にあたる。〈日常道徳としての倫理〉は個々の理性的行為者がなすべきこと、

なすべきでないこと、つまりミクロ
4 4 4

倫理の領域にかかわる。

〈道徳理論としての倫理（道徳哲学）〉とは、道徳を理性的な取り組みとして理解しようとする

企てである。ゆえにこの意味の倫理の焦点もミクロ倫理である。対照的に、〈よい社会に関する理

論としての倫理〉は、いかに（最も広い意味における）社会
4 4

が善を達成するように組織されるべ

きかに関する研究である。これは日常道徳が要請、提言、禁止すること以上のものにかかわる場

合がある。したがって、この意味での倫理は〈日常道徳としての倫理〉とは別の取り組みである。

事実、社会の全体的な組織のありようを規定したり、国際関係や憲法、政体、法律に関する提言

を行う企ては通常「政治哲学」（あるいは「政治理論」）と呼ばれる。

ミクロとマクロの区分は（この語自体は用いられていなかったにせよ）きわめて古い。この区

分はアリストテレスの『ニコマコス倫理学』（と現在呼ばれている著作）と『政治学』の区分に相

当する（アリストテレス自身にとってはこれらの著作は別の二つの著作ではなく単一の著作であっ

た）。さて、彼のリュケイオンはギリシャ市民社会創成の礎となったであろう機関の好例であるが、

そうだとしても、アリストテレスにはこの〈市民社会〉に関して述べることはほぼ何もなかった

ように思われる。事実、プラトンと同様、アリストテレスならばおそらくミクロ・マクロの区別

を私とは逆の理由から退けたであろう。彼にとって、ミクロ・マクロの区別は本来一緒に扱われ

るべき問題を分けてしまうものである。個人は社会なくして存在しないし、社会もまた個人なく

して存在しない。アリストテレスにとって、道徳は個々人の決定の問題ではありえない。単なる

個人というのは（神々や獣を除いては）存在しないからである。

私が挙げた四つの「倫理」の最後の意味である〈特別な基準群としての倫理〉は、ある集団
4 4

の

全メンバーが（その合理性を最大限に用いる際に）たとえ自分も同様のことをなさねばならない

としても同じ集団のすべての他者に従ってほしいと欲求する基準から構成される。これは、個々

人の行為以上のものにかかわるという点ではよい社会に関する理論としての倫理に似ている。し

かし、問題となる集団が「政治社会」ではなく市民社会のメンバーである、つまり政党や特別な

利益集団など、憲法や政体・法のもとに要請されてではなく自発的に存在している組織（協会、

機関、企業など）であるという点では、この倫理は〈よい社会に関する理論としての倫理〉とは

異なる。〈特別な基準群としての倫理〉はミクロ倫理（個人）とマクロ倫理（社会全体）の間に位

置する。簡潔さのため、またその中間的性格を浮き彫りにするため、以後はこの四つ目の意味の

倫理を「メソ倫理」と呼ぶことにしたい。

メソ倫理は道徳の一部であるが日常道徳の一部ではない。このようなことがいかにして可能な

のだろうか？… たとえばもし私が一定の（道徳的に許容可能な）規則を持つクラブに加入するなら

ば、私は（他の事情が等しければ）それらの規則に従うことを暗に約束したことになる。日常道

徳は約束を守る一応の責務を含むので、私はクラブの規則に従う一応の道徳的責務を持つ。クラ

ブの規則は、私に対する道徳的拘束力を有するという点で今や道徳の一部である。しかしこれら

規則はクラブのメンバーにのみ適用され、あらゆる人に適用されるわけではないという点では特
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別な諸基準である。このようにして、メソ倫理は（道徳的拘束力を有するがゆえに）道徳の一部

でありかつ（その諸基準が特別であるがゆえに）日常道徳とは別のものであるということが可能

となる。

メソ倫理としての工学倫理

以下で示していくように、工学倫理は、持続可能な開発にかかわる場合でさえ一種のメソ倫理

である。以下の工学上の問題について考えてみよう。

機械技術者であるあなたは今、オフィス用プリンター（コピー機、スキャナ、FAX 複合型）

の設計を手伝っている。このプリンターは約１万台の売上が見込まれている。仕様書によれ

ばこのプリンターは片面・両面印刷可能でなければならないが、初期設定をどちらの印刷方

法にするかは書かれていない。慣習的には片面印刷が初期設定とされているが、あなたの考

えではこの初期設定は紙の無駄を招く。さて、あなたは両面印刷を初期設定とするよう提言

すべきだろうか。（Anke…Van…Gorp,…2005,…16.）

ひとりの技術者である「あなた」の決定はどちらの設計を提言
4 4

すべきかという決定である。す

なわちあなたの決定は、大部分の工学上の決定と同様、ある組織（市民社会の一部）の内部での

決定である。あなたは自らの提言をより高度なレベルにおいて擁護せねばならないかもしれない。

また確実にあなたは自分の望み通りにプリンターを作り上げるための組織の協力を勝ち取らねば

ならないだろう。この面において、目下の決定はミクロではなくむしろメソな決定であると言える。

すなわち、この技術者の決定はある自発的な組織が道徳的に重要な選択をなす際のプロセスの一

部なのである。さらに、目下の決定はさらに以下の二つの面においてもメソな決定であると言える。

第一に、機械技術者は、自らの倫理綱領に従って、「自らの専門職上の義務を遂行する上で環境

への影響を考え」ねばならない（ASME,…2009,…Fundamental…Canon…8）。初期設定の変更はこの環

境に配慮するよい方法に見える。それは木々を守り、木々を紙に変える際に生じる汚染、また紙

を製造業者から印刷者のもとへ輸送する際に生じる汚染の量を抑える。初期設定の変更は技術者

を雇用する企業側にはほとんど何のコストもかからないだろう。だが一方で新しいプリンターは

新しいソフトウェアを必要とはする。よって、顧客さえ嫌がらなければ、初期設定の変更は何の

苦も伴わずにプリンターの機能を改善することになるだろう。技術者たちは理にかなうコストで

できる場合にはいつでもプリンターに機能改善を盛り込まねばならない。初期設定の変更は確実

に機能の改善であろう。この技術者の決定が承認されれば、それはおそらくその技術者の会社の

― もしかするとプリンター製造業界全体の― 最先端技術を変えるだろう。この面で、ひとり

の技術者は単なる雇われた個人としては決して行為しておらず、むしろまさにその他のすべての

技術者にとっての基準を設定するひとりの技術者として行為している。

第二に、この技術者の決定が承認されれば、それはなんの気なしにプリンターを使うすべての

人に（小さな）持続可能な開発の一翼を担わせることになる。敢えて毎回プリンターを使う際に

設定を変更する人々のみがあまり持続可能でない仕方で（つまり、無駄の多い仕方で）印刷をす
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ることができる。大半のオフィス用プリンターの使用者は複数であるから、技術者の決定が直接

影響を与える人々の数はもしかすると数万人規模かもしれない。しかもこのうち技術者や技術者

を雇用する企業の従業員はごく少数である。それは重大な社会的
4 4 4

影響である。

社会的であるからには、この影響はメソ倫理的というよりむしろマクロ倫理的に見えるかもし

れない。だがそれは誤りである。この影響は法や規制、政策の変更が全くなくても実現される。

法や規制、政策の作用ではないものは（興味深い意味においては）マクロ倫理的ではない。「マク

ロ倫理的」という語は単なる影響の規模を示すものではなく、影響を生み出す主な行為主体（市

民社会でも個人でもなく政治社会）を示すものなのである。

あるいは少なくとも、「マクロ倫理的」という語は単なる影響の規模を示すものであるべき
4 4

では

ない。ミクロ・マクロの区別を単なる規模の区別へと還元してしまうと、その犠牲として、プリ

ンターの初期設定に関わる決定を含む多くの工学上の決定がマクロ倫理的だとされてしまう。ま

た現在教えられているような工学倫理の多くもまた、マクロ倫理に関わることになってしまう。

さらには、工学倫理に対するミクロ・マクロの批判の多くが自明に偽であるということにもなっ

てしまう。

一方で、新しい初期設定が生む影響は明らかにミクロ倫理的でもない。問題となっている技術

者は、個人としては、たとえば単なる発明者としてはこの社会的影響を実現しえない（ただし、

機能の改善を考案することはひとりでもできるかもしれないが）。この技術者はこの社会的影響を、

市民社会の一部としてのみ、つまり、問題となっている企業で働くひとりの技術者としてのみ

― あるいは、別の状況においては、別の何らかの工学上の役割においてのみ実現することがで

きる。こうした文脈においては、技術者の抱える倫理的問題はミクロ的問題― ある個人は何を

なすべきか― でもマクロ的問題― ある市民、役人、その他の政府機関は何をなすべきか―

でもなく、メソ的問題― ある技術者は技術者（市民社会の一員）として何をなすべきか―

である。このことは、たとえ技術者が政府の政策を変えようと企てる場合でさえ真である。ひと

りの技術者として行為するのであれ、何らかの協会や利益集団の代理人として行為するのであれ、

とにかくまさに技術者として
4 4 4 4 4 4

行為している限りで彼ら技術者は市民社会の一員として行為してい

るのである（それがどんな影響を及ぼすのであれ）。同じことは、技術者の自発的な組織がその法

人的能力において行為する場合にも言える。政治社会はこの組織をひとりの個人（法人）として

扱うものの、その構成員はそれを自分たちの
4 4 4 4 4

組織として扱うに違いない― 少なくとも、彼ら技
4 4 4

術者
4 4

が技術者として行為している間は。（「技術者として行為する」とは、たとえば科学者、弁護士、

教授としてではなく技術者とみなされることから生じるあらゆる尊重、権威、権力を要求すると

いう意味である。）

ここで、Herkert（2005）,… 374…がミクロな問題とマクロな問題についてどのようなことを述べて

いるかを見ておこう。

工学におけるミクロ倫理的問題群には、安全な製品を設計すること、賄賂を受け取ったりキッ

クバックの枠組に与しないことといった問題が含まれる。一方工学におけるマクロ倫理的問

題群には、持続可能な開発や製造責任などの問題群にかかわる技術者や技術者集団の社会的

責任の問題が含まれる。
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プリンターの例からわかるのは、まず、持続可能な開発の諸問題をマクロ倫理的とする Herkert

（2005）の捉え方は完全に誤っているということである。工学において、持続可能な開発の諸問

題は安全の諸問題と全く同じ仕方において生じうるし、またこれらの問題は双方とも同様の専門

職上の諸基準に服し、また同一の種類の設計作業を要請するようにも思われる。持続可能な開発

には内在的にマクロな要素など全くない。またプリンターの例からもうひとつわかるのは、ハー

カートはもっと自分の主張の含意をはっきりと理解できたはずだということである― ハーカー

ト自身はこちらの示唆のほうが好みのようだが（私信、2009 年 4 月 13 日）。ハーカートの考えで

は、ある特定の企業のもとで働く個々の技術者や技術者集団ではなく技術者学会や技術者専門職

集団全体が意思決定に取り組まねばならないときには、その意思決定はマクロ的なものとなるよ

うだ。だが私はこれにも反対である。問題となっている技術者たち、つまり技術者学会は依然と

して彼らの専門職上の基準（定義上これらはメソ倫理的である）にしたがって行為せねばならない。

専門職の学会はその専門職集団の一部であり、それを超えるものではない。それらは同一の専門

職上の基準に拘束される。この点にはあとで再び触れることにしたい。

両面印刷を初期設定にするという決定は― ミクロ、マクロ、メソのどれに分類するにせよ

― 上で言う特別な基準にかかわるという意味での倫理的
4 4 4

決定である。問題となっている技術者

はこの技術者という職を、部分的には自らを機械技術者と（誠実に）称することによって得た（と

われわれは想定する）。自らをたとえば機械設計が得意な人ではなく機械技術者と称するとは、自

らを一定の専門職集団の正式なメンバーであると称すること、言い換えれば、機械技術者一般に

求められている仕事をしっかりとこなす機械技術者であると称することにほかならない。機械技

術者一般に求められている仕事をこなすことには、この専門職集団の倫理綱領が要請するように

仕事をこなすということが含まれる。一定の仕方で仕事をこなす人という印象をあたえることに

より職を確保することで、人はそのように仕事をこなす一応の道徳的責務（暗黙の約束や正当な

期待に由来する責務）を持つことになる。また、ある専門職集団のメンバーであると自称するこ

とにより職を確保することで、人はさらに、その専門職集団全体の評判を下げる危険を生み、ま

た道徳的責務の別の源泉を持つことにもなる（公正さ、すなわち、道徳的に許容可能な自発的な

実践が生み出す利益の分け前を、その利益を可能とする労苦を担おうとせずに主張しないよう要

請する基準に由来する責務）。（この主張の詳細な擁護については…Davis…1991…を参照。）

したがって、工学倫理の特別な諸基準は、あるクラブの会員であることに由来する責務と同じ

仕方で道徳的拘束力を有する― これはたとえ、クラブの会員であることに由来する道徳的責務

と同様に、工学の特別な諸基準が一部の道徳的行為者、すなわち技術者に対してのみ道徳的拘束

力を有するとしてもそうなのである。工学倫理は少なくとも部分的には
4 4 4 4 4

メソ倫理である。

ゆえに、Ladd（1980）,…156 はそれぞれ全く異なる地位を持つ複数の命題を一緒くたにしてしまっ

ているように思われる。

専門職協会を含むあらゆる協会は、当然、そのメンバーのための行為綱領を採択し、この規

則の遵守を強制するための規律的手続きや制裁を施行することができる。しかしこうした規

律綱領を倫理綱領と呼ぶのは大げさでかつ聖人ぶった姿勢である。さらに悪いことには、こ

う呼ぶことは、次のような誤りで誤解を招きやすい主張をすることでもある。つまり、問題
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となっている専門職集団はひとつの倫理を創造する権威ないし特別な能力を有しているとい

う主張、すなわち、この専門職集団は倫理原理の内容について何らかの権威を伴う提案をな

すことができ、また集団独自のブランドの倫理を有しそれらをその成員や社会全体に強制す

ることができるという主張である。

ラッドは、ある専門職集団が「独自のブランドの倫理」を有すること（本稿ですでに示したと

おり、専門職集団はこうした倫理を持ちうる）と、それが「倫理原理の内容について提案をなす」

こと（つまり、専門職倫理に関する原理について提案をなすこと）、さらにそれが独自のブランド

の倫理を社会全体に「強制する」こと（これは上のどちらとも全く別の話である）とを一緒くた

にしている。だが私が言いたいのは、工学倫理は技術者のためのものであり他の誰のためのもの

でもないということである。技術者たちは工学倫理上の綱領を採択する際、社会全体に対して何

らかの倫理原理を提案したり新たな基準を強制したりしているわけではない。それは私があなた

に約束する際に社会全体に対して約束しているわけではないのと同様である。技術者たちはその

基準を自分たち自身に課すのであり他の誰に課すわけでもない― ただしもちろん、彼らがこの

基準に従うことがそれ以外の人々に影響を与えることはあるだろう（し、事実その基準は技術者

自身とそれ以外の人々の双方の利益となるように立案される）。

反　論

プリンターの例は倫理的問題
4 4

とみなすには簡単すぎる決定に見えるかもしれない。だとすると、

この例は持続可能な開発に関わる諸問題が工学倫理の日常的問題として生じうることを示すのに

も失敗していることになろう。だからここで、両面印刷を初期設定にするよう奨める決定がひと

つの問題とみなすに十分なほど難しい決定であることを示すいくつかの点に触れておく価値はあ

ると思う。

大半の組織においては、慣習への固執はどんな危険も伴わない場合が多い。一方、変化への提

言はギャンブルなのだ。もし初期設定の変更が承認されかつうまくいったならば、その技術者は

権威や報酬、昇進を手にするかもしれない。だがもしそれが退けられるかあるいは承認されたが

うまくいかなかった場合には、その技術者はまさに同じそれらの面で損失を被るかもしれない。

変更がうまくいく保証はどこにもない。消費者がこの変更を理由の少なくともひとつとしてその

プリンターを退けるかもしれない。技術史には―「ニュー・コカコーラ」や「ウィンドウズ・

ビスタ」のような―失敗した「本命（sure… things）」の例がたくさんある。加えて、新しい初期

設定の持続可能な開発への実際の貢献度は現在見込まれているほどではないかもしれない。もし

この新プリンターの現行モデルを使用する大半のユーザーがすでに再生紙を使ったり毎回初期設

定を両面印刷に変えているとすれば、新しい初期設定は単にユーザーにとって便利となるだけで、

持続可能な開発への貢献としては失敗していることになるだろう。技術者が十分に知っているよ

うに、世界はしばしば進む「はずの」方向には進まないのである。

私がプリンターの例を選んだのは、単純なので議論が容易になるからである。もちろん持続可

能な開発の問題が日常的な工学の一端として生じる例はこれだけではない。次のような例もある。
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これは明らかにプリンターの例より困難な決定を迫られる例のひとつであろう。

営業部は、機械技術者であるあなたに「台所用の自動開閉ゴミ箱」の設計チームを担当する

ように要請してきた。あなたの会社はすでに、上部が開いており、軸回転型のフタとフタ

開閉ペダルの付いた台所用ゴミ箱を製造している。あなたはなぜこのゴミ箱では不十分なの

かと尋ねる。営業部によると、一部の消費者は腐りかけの食べ物を見たくないことから上部

の開いたゴミ箱に反対しており、また彼らは、腐りかけの食べ物を取り出す際たまに手が挟

まれることからこの軸回転型のフタにも反対している。ペダル開閉式のフタはこれらの問題

を解消してくれるが、ペダルが動かなくなったり壊れたりしてうまく機能しないことが多い。

あなたの設計チームはこの問題を考察し、ゴミ箱に電気の目を付けて、手がゴミ箱のフタに

近づいたら小さなモーターに信号を送れるようにすべきだという決定を下す。モーターがフ

タを持ち上げて、重力がフタを閉じるという仕組みだ。夜には電気の目の電源を切れるよう

にオン・オフのスイッチも必要だろう。ところで普通台所には結構な量の水があるため、プ

ラグ接続式のゴミ箱は感電ないし感電死の危険を伴うだろう。ゆえに電気の目とモーターは

電池（おそらく単二電池四本）に頼らねばならない。しかし電池は環境によくない。多くの

電池は最終的には捨てられ、そこで有害な化学物質が漏れて地下水を汚染するおそれがある。

すべての電池は環境に負荷をかけがちな製造プロセスに依拠している。自動開閉式のゴミ箱

は明らかに持続可能な技術ではない。さて、あなたは営業部にそのゴミ箱の案を放棄するよ

う提案すべきだろうか？

マクロ倫理は倫理学か？

これまで、ミクロ倫理とメソ倫理は双方とも倫理― 道徳としての倫理という意味で― であ

ると示した（ただし、メソ倫理はこの倫理の特別な形態である）。さて、以下では、技術者や技術
4 4 4 4 4 4

者組織に適用されるような
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

マクロ倫理はこの意味での倫理ではないと論じたい。マクロ倫理の擁

護者たち自身もこのことを認めることがあるので、この指摘は些末なものに見える。しかし実際

はそうではない。以下にそのことを示していこう。

第一に、マクロ倫理の擁護者たちは、自分たちは既存のマクロ基準を報告するのではなくむし

ろ新たなマクロ基準を提案
4 4

しているのだという仕方でこのことを認めることがある。たとえば、

ラングドン・ウィナーを引用して、Herkert（2005）,… 375…は「われわれの道徳的責務には……技術

社会は今どんな決定的に重要な選択に直面しているのか、いかに知性的にこれらの選択に対処し

ていくべきかを規定するという困難な作業にすすんで他者を関わらせることへの意欲を持つこと

が含まれねばならない」と主張する。この「ねばならない（must）」は少なくとも、今は「われわ

れの」道徳的責務にはこの責務が（含まれるべきであるとしても実際には）含まれていないとい

うことを含意している。これに添えられた論証がこのことを明らかにしていると私は思う。

この論文でハーカート（とウィナー）はマクロ倫理の強調に伴うひとつの不
4

利益を露呈している。

現在、工学倫理上の多くの綱領には上記の責務（に準ずるもの）を課す条項が含まれている。た
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とえば、「技術者は公共の知識を拡張すること、工学の業績に関する誤解を防ぐことに努めるべき

である」（ASME,…2009,…Criteria… 7.a）という条項だ。この責務は公衆に情報を与えるという技術者

の実際の倫理的責務であって、単に望まれているだけの責務ではないが、しかしこの責務の源泉

はマクロではなくメソである。（政府も政治社会のどの部分もこの責務を技術者に強制したわけで

はない。彼らが自らその責務を負ったのである。）ハーカートはマクロ倫理を強調することによっ

て、彼が技術者たちに対し実際になしたいと思っている要求、つまり、技術者は「技術社会が今

どんな決定的に重要な選択に直面しているのか、いかに知性的にこれら選択に対処していくべき

かを規定するという困難な作業に他者を関わらせる」べしという要求の源泉はメソ倫理学によっ

てこそ与えられるという点を見失ってしまっている。

第二に、マクロ倫理の擁護者は、自分たちがマクロ倫理として記述しているものの多くは実際

にはどんな種類の倫理でもなく情報なのだという仕方で、マクロ倫理が（日常道徳であれ特別な

道徳であれ）道徳としての倫理ではないという主張を結果的に認めることがある。ここでもハー

カートが参考になる。彼はリンチとクラインを、次のアプローチを擁護するという点から称賛する。

それは

工学の歴史と社会学にもとづくアプローチ、［すなわち］「文化に埋め込まれた工学の実践」、

つまり「契約、規制、技術移転」などの工学の制度的・政治的側面に多くの焦点を当てると

いうアプローチである。リンチとクラインによれば、こうした技術以外のしかし「日常的な」

工学の実践に関する知識は、技術者たちに技術災害に至る前に安全上の問題を予見する洞察

力を与えるとされる。（Herkert,…2005,…377）

こうした知識がどんな工学倫理の授業にも盛り込まれるべきなのは確かである（現に私は長年

にわたり自分の授業にこの知識を盛り込んできた）。しかしそこで提言されるものは、いかに望ま

しいものであれ、実践に関する単なる情報であって、すでに挙げたわれわれの四つの意味のどの

意味においても倫理的なものではない。ハーカートはマクロ倫理と〈倫理的決定に関連する社会

に関する知識〉とを混同しているように思われる。

マクロ倫理の擁護者が「マクロ倫理」という語を用いる際の用法のうちには、この四つのいず

れかの意味での倫理学にかかわる用法はあるだろうか？― ある。ハーカートはいくつかの用法

を述べている。その典型的なものは以下のものである。

政治科学者 E.… J.… ウッドハウスは、工学倫理学者が伝統的にマクロ倫理的な問題群を見逃して

きたことを指摘するもうひとりの学者である。彼いわく、これら見逃されてきた領域のうち

主要な問題は過剰消費の問題である。（Herkert,…2005,…377）

たしかに過剰消費（必要以上に資源を用いること）の問題はこれまで工学倫理学者の注目を集

めてこなかった。しかしこの問題が（何らかの些末でない点で）マクロ倫理的な問題（つまり、

政治的決定にかかわる問題）でありかつ工学倫理にふさわしい主題でもあるという点には同意で

きない。本稿で私はプリンターの初期設定と自動開閉式のゴミ箱という二つの日常的な工学倫理
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の問題を示したが、これらは実際には（持続可能な開発に関する問題であると同時に）過剰消費

に関する問題でもある。工学倫理の教科書と授業がこれらのような問題をさらに盛り込むことが

できない理由は― それらを論じる余地を作るために何かを削る必要があるという点を除けば

―全くない。（こうした実際上の制約に関するさらなる考察としては、Davis,… 2006…を参照。）し

かしこれらの問題は、工学倫理の問題一般と同様、メソ倫理的であってマクロ倫理的ではないし、

本稿で私はそのように論じてきた。こうした問題の存在は決してマクロ
4 4 4

倫理的問題を授業に盛り

込むことの支えを与えてはくれない。

しかし（ハーカートならこう応答するだろうが）、これら二つの問題は実際には現代の工学倫理

の誤りを描き出しているのだ。この応答によれば、この二つの問題はある企業で働くひとりない

し数人の技術者にとっての問題として提示されており、技術専門職集団全体ないし社会全体にとっ

ての問題としては提示されていないとされる。さて、この応答は部分的には正しいが、その大半

はある重要な点で誤っている。

この応答は、私の説明では、社会全体がなすべき事柄に関する諸問題は端的に工学倫理に属す

ものではない（なぜなら、社会全体がなすべき事柄に関する諸問題は工学上の問題ではなく社会

的決定の問題を、すなわち技術者が技術者として下すものではない決定に関する問題を提起する

ものであるからである）という限りでは正しい。しかし、それは工学倫理それ自体の弱点ではな

い。こうした問題は政治哲学、技術の哲学、技術評価などに属す問題である。これらはまさしく

正当な問題である。だが正当な問題のすべてがあらゆる学問領域において正当であるわけではな

い。たとえば保健管理行政に関する倫理的諸問題はまさしく正当な倫理的問題であるが、工学倫

理の授業には属さない。これらの問題はそれ自体としては技術者が技術者としてなすべき事柄に

関する問題ではない。これは理にかなう知的分業に関する基本的な主張であって、どの問いが重

要かに関する主張ではない。

まさしくこのことから、私は上の応答の大半が誤りであると言いたいのである。これら除外さ

れる問題と深く関わる問題の中には、工学倫理の定番となりうる、いやおそらく定番となるべき

問題がある。自動開閉式のゴミ箱の例をもう一度考えてほしい。設計チームが新製品企画の却下

を提言し、営業部が彼らの提言を退けたとしよう。このとき技術者たちは［営業部の決定に従っ

て］彼ら自身は環境破壊につながると考える方向にゴミ箱の設計を進めるかもしれない ― が、

必ずしもそうする必要はない。代わりに彼らは組織の上層部に訴えて営業部の決定を覆すという

案を考えてもよい。さらに組織の外に出てアメリカ機械工学会（ASME）のような専門職学会や

国際標準化機構（ISO）のような国際組織を設立して、こうした無駄の多い技術を防止する基準を

採用するという案を考えてもよい。あるいは技術者たちはアメリカ合衆国環境保護庁（EPA）や

合衆国議会のような政府の何らかの部局に訴えて規制を求めるという案さえ考えてもよい。技術

者たちはこれらの案のすべてを、単なる個人ないし市民としてではなく、一技術者としてあるい

は技術者組織の一部としてなすことができる。なぜなら、彼らの倫理綱領が述べる通り、技術者

は「自らの専門職上の義務を遂行する上で環境への影響を考え」ねばならないからである（ASME,…

2009,… Fundamental… Canon… 8）。事実、自らを単なる個人や市民と称するよりも技術者として称す

るほうがより大きな効果が見込まれる。もし上訴する際に自分たちを技術者と称するなら、はじ

まりはごく少数の技術者たちの局所的な問題だったものは、すぐに技術者一般や技術者組織の社
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会における役割に関する問題となる。今日工学倫理と理解されているものの中でこれを排除する

ようなものはない。実際、現行の工学倫理の諸基準は（解釈を最小限に抑えるなら）すべてこの

中に収まるように思われる。この問題は、技術者たちにとってはメソ倫理的であるものの、もち

ろん市民や EPA の職員、議会の議員たちにとってはマクロ倫理的な問題であろう。彼らは市民な

いし公務員として行為せねばならない。

この当初個別的な決定だったものが組織・専門職集団・政府レベルの政策上の決定へと移行し

ていくという動きには別段目新しい点はないように思われる。実際、これは私が自身の工学倫理

の授業でつねに定番としてきたものである。私は学生にこの点を明らかにする 7 段階の決定手続

きを与えてきた。その最後のステップはこうである。

7.　（ステップ �～ �を見直したあと）最終的な選択を下し、行為し、そして自問せよ―ど

うすれば、あなたが同様の決定を再び下さねばならない見込みを小さくできるだろうか？

・…あなたは個人としてどんな予防策を講じることができるか（問題への自分の方針を公表

する、転職する、など）？

・…あなたは次回より多くの支持を得るために何をすることができるか（例：問題に関する

同調者を探す）？

・…あなたは組織を変えるために何をすることができるか（例：次回の部会で方針転換を提

案する）？

・…あなたは社会を変えるために何をすることができるか（例：新たな法律や EPA 規制のた

めに尽力する）？

これは（改良版である）2008 年版の手続きであるが、公表されたものとしては、10 年以上前の…

Davis…（1997）,…374-375 に登場したものが最新である。工学倫理を教える他の人々もこの手法（ない

しこれに準ずるもの）を採用してきたという事実は、私のやり方が工学倫理の授業で広く実践さ

れていることを示唆しているように思われる。私のこの批判に対するハーカートの応答はこの点

を確証している。彼は「これは私の見解と非常に近い。ただ、私は技術者の関与が設計をめぐる

論議からはじまるとは思わないが」と述べているのだ（e メール、2009 年 4 月 13 日）。私は、技

術者の関与は設計に関する論議から始まる必要はないという点ではハーカートに同意する。技術

者はその代わりに、プロセス内にこれまで見逃していた改善可能な箇所を見つけ出したり、環境

保護基金（Environmental…Defense… Fund）に技術ボランティア活動を提供したり、週末を使っ

てガレージでよりよいゴミ箱を設計したり、技術者という地位を強調して合衆国上院議員に立候

補したりしてもよいだろう。私がハーカートに同意できない点の大部分は理論に関してであって、

われわれが技術者にしてほしいと考えている事柄に関してではない。

つまり、マクロ倫理擁護者による工学倫理批判に伴う問題とは、それが体系的に二種類の別々

の問い、つまり社会政策それ自体に関する問い（マクロ倫理）と技術者が（組織だったものであ

るにせよ）技術者として社会政策の決定に貢献する際に果たす役割に関する問い（メソ倫理）と

を混同しているという問題である。もしかするとこの混同の背後には、社会的機関、とりわけ技

術者学会や政府は、程度の差はあれそれらを構成する諸個人から独立して行為するものだという
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考え方が存在しているのかもしれない。こうした考え方は政治科学や社会理論といった一部の目

的を追求する上では役に立つが、工学倫理には役に立たない。社会的機関は、それらを構成する

人間から独立して機能する限りで必然性の領域に属している。つまりそれら機関は科学法則に従

い、法や世論を含むさまざまな社会的「力」に対応して動くが、倫理的基準そのものに対応して

は動かない。この理由から、私は工学倫理の授業はさまざまな専門職組織や企業が技術者の倫理

的関心により柔軟に対応するための方法を考察することが適切だと考えるのである ― ただし、

その考察は、普通の技術者であれ技術者学会の職員であれ、技術者たちがこの柔軟な対応性の実

現に貢献する方法を含むものでなければならない。

技術者はマクロ倫理的な問題にもっと取り組むべきだと主張する人々は、日常的な工学がまさ

しくそれらの問題にメソ倫理的な問題としてすでにいかに熱心に取り組んでいるか ― そして、

技術者が（個人、市民、政府当局者としてではなく）技術者として語る際にいかにより多くの影

響力を発揮しうるか― を見逃しがちである。たとえば、ASME、電気電子技術者協会（IEEE）

やその他の技術者学会が設計、製造、さまざまな形態の技術の使用に関して策定してきた莫大な

量の技術上の基準について考えてみよう。結局、もし持続可能な開発が現実の実践となるのだと

すれば、それはひとつの抽象的なアイデアから何千もしくは何万もの技術上の基準へと変容しな

ければならないだろう。政府がこれらの基準の一部を施行することもあるかもしれない。だがも

し未来が過去と似たようなものであるならば、それら基準の策定の大半は技術専門職集団それ自

体によって、つまり個々の技術者や彼らが設立・加入・運営する組織によってなされることだろう。

結　論

私が本稿で進めてきた議論にはひとつの皮肉がある。私は 20 年以上も工学倫理に関心をもつ

人々に対し、工学倫理の主題はミクロ倫理ではない、すなわち関与する個人がたまたま技術者で

あるというだけの日常的な道徳問題ではないと説こうとしてきた。工学倫理は技術者だけが持つ

ような道徳問題、すなわち、一定種類の（メソ的）機関や組織、専門職集団において生じる問題

群にかかわる。マクロ倫理を擁護する人々は、しばしば一部の問題群についてはほぼ同様の主張

を現になそうとしている。もし彼らが本当にこうした主張をしようとしているのであれば、私

が彼らに対して言いたいことは、工学倫理は―「個人」倫理ではなく― 一種の専門職倫理

なのである、とさえ言えば主張はより的確になるのに、ということくらいしかない。（たとえば…

Hudspith,…1991…を参照。）

しかし、マクロ倫理を擁護する人々はしばしばこれとは別の主張をしようとしているように思

われる。彼らは主題を専門職倫理から社会政策へと変えたいと考える。これらマクロ倫理の擁護

者こそが本稿での私の主要な論敵である。仮にある経済学者がミクロ倫理の授業（たとえば競売

の理論）のかなりの部分を税制や失業に関する問題に当てたいと考えるとすれば、その経済学者

は自身の主題についてかなりの混同をしていることになろう。だが、マクロ倫理の擁護者は工学

倫理に関してまさにこのような混同をしている。持続可能な開発の諸問題が工学倫理の普通の授

業の定番部分となりえない理由は存在しない。だが、工学倫理の授業であるためには、論じられ

る問題は技術者が単なる個人や市民、公務員としてではなく技術者として解決に当たる問題でな
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ければならないだろう。つまりは私が本稿で論じた類の問題である。もちろん私はここで、工学

倫理を称さない、社会政策や憲法改正、消費者行動を主要な関心とするような他の授業を排除す

るつもりはない。

倫理学とは決定や決定に導きを与える基準にかかわる研究である。工学倫理は、個々の技術者

であれ技術者の組織であれ、技術者がまさに技術者として下す決定にかかわる研究であって、他

の誰かによる決定にかかわる研究ではない。このことを肝に銘じて適切に研究を進める限り、わ

れわれは持続可能な開発の諸問題を工学倫理に盛り込む際に困ることはほぼないだろう。
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