
1 序 論

1998年9月30日に，日本技術士会（以下，「技術士会」と表記する）のプロジェクトチームの一

つである技術翻訳センターの有志が，Charles E. Harris, Jr. らの Engineering Ethics : Con-

cepts and Cases を翻訳出版した（邦題『科学技術者の倫理：その考え方と
（1）
事例』）。同会が2001年

に出版した『創立五十周年記念誌』は，「日本には従来，「技術者の倫理」という観念はなかっ

た」として，彼らがこの米国の教科書を「自発的」に翻訳出版したことを日本における「技術

者の倫理教育について考える原点」と位置づけて
（2）
いる。そして，これは一般的な評価にもなっ

ているように思われる。しかし，彼らがこのように米国の教科書に注目し，結果的には日本に
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（1） Charles E. Harris, Jr. et al., Engineering Ethics : Concepts and Cases, Wadsworth, 1995.
日本技術士会訳編『科学技術者の倫理：その考え方と事例』丸善，1998。

（2） 日本技術士会記念誌小委員会『日本技術士会 創立五十周年記念誌』（以下『五十周年記念誌』）
日本技術士会，2001，221頁。
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おける技術者倫理教科書の先駆けとして翻訳出版を進めることができた理由については，これ

まで十分に分析されてこな
（3）

かった。

この翻訳出版が進められた1990年代後半には，技術士会はアジア太平洋経済協力（APEC）

で進められた技術者資格の相互承認プロジェクトへの対応を迫られていた。それまで技術士制

度は日本独自の制度であったため海外の技術者資格との整合性がなく，英語では基本的に Con-

sulting Engineerと表記されてきた。しかし，欧米の技術者制度と比較した場合に，欧米では

あくまで職種・職名である Consulting Engineer（CE）に対応する制度なのか，それとも CEも

含めた技術業一般の資格である Professional Engineer（PE）に対応する制度なのか，その位置

づけは曖昧であった。それが2000年の技術士法改正によって技術士制度の変革がなされ，技術

士の英語表記は Professional Engineer Japan（P.E. Jp）と定められ，日本技術士会の英語表記

も Japan Consulting Engineers Association（JCEA）から Institution of Professional Engineers,

Japan（IPEJ）へと変更されて，技術士は明確に PEに対応する資格制度として位置づけられる

ことになった。技術士会における技術者倫理教育への取り組みも，この技術士制度そのものの

変革に大きな影響を受けていたことが予想できる。翻訳がその原点とされていることからも，

その動機にはグローバル・スタンダードへの対応という外発的な要因があったことは想像に難

くない。しかし，要因が外発的であったならば，『五十周年記念誌』で主張されている自発性

はどのように評価できるのだろうか。

そもそも，この『五十周年記念誌』では「技術者の倫理」が暗黙のうちに教育の対象とみな

されているが，このことは歴史的に自明ではない。技術士会はこれより30年以上前に「技術士

服務要綱」（1951年）と「技術士業務倫理要綱」（1961年）という二つの倫理規程を制定しており，

これらはいずれも技術者の社会的地位の確立を目指した技術者自身によって自発的に進められ

たものだからで
（4）
ある。ただ，当時は技術者倫理の教育は求められていなかった。そうすると，1998

年の『科学技術者の倫理』出版を「教育について考える原点」と評価することは教育に限れば

妥当かもしれないが，そうだとしても，その技術者倫理に対する認識はそれ以前の認識と比較

してどのように異なっていたのかという疑問が生じる。

以上の疑問点を明らかにするため，まずは次節で，1990年代前半に生じた米国 PE制度との

国際整合性問題に技術士会がおこなった対応を分析する。そして第3節で，1990年代後半に進

められた APECエンジニア資格相互承認プロジェクトへの対応を分析することで，1990年代

後半における国際整合性問題の変質と技術者倫理との関係について明らかにしていきたい。第

（3）『五十周年記念誌』は，工学教育関係者から「高く評価された」ことの根拠として，早くも出版
の翌年1月には日本学術会議第5部の技術論・技術倫理専門委員会と情報処理学会で招待講演をおこ
なったことをあげている（同上。および，杉本泰治“技術者の倫理”『情報処理学会研究報告』99
（11），1999，103―10頁。）。

（4） 夏目賢一“初期の日本技術士会における二つの倫理規程”『技術と文明』19（1），2014，1―20頁。

技術と文明 19巻2号（９４）

１８



4節では，これらの分析を踏まえて，とくに技術翻訳センターが技術者倫理の翻訳出版に取り

組むことになった具体的な経緯を分析し，この第4節とそれに続く第5節において，技術士会

における技術者倫理に対する認識の変化や自発性についての歴史的な考察を試みたい。

2 日本の技術士制度と米国の PE制度との国際整合性問題

1951年の技術士制度の設立は，経済安定本部の田中宏による米国 CE制度の現地調査報告が

発端となって進められた。米国の CE制度が PE資格を根拠としていることはこの時点から知

られていたが，コンサルティング業務を日本で制度化することが目的であったため，日本では

PE資格のような技術者一般の資格を設立することが必要とまでは考えられなかった。しかし

その一方で，この制度化によって「高級技術者」一般の社会的地位の向上も期待されたため，1957

年に制定された技術士法では業務の対象が欧米の CE業務に比べて緩和・拡大され，日本独自

の制度設計がおこなわれた。そのため，日本の技術士制度は，米国の CE／PE制度とは整合

性のない制度となった。

この日本の独自性は，まずは CEとしての国際整合性問題として顕在化した。技術士会が1960

年頃に国際 CE連盟（Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils : FIDIC）への加盟を目指し

た際に，身分の独立中立性が不十分という理由によって拒否されたのである。この FIDICへ

の加盟は1974年に日本コンサルティング・エンジニヤ協会を新設したことで解決するが，その

際に技術士制度そのものは変更されなかったため，この国際整合性問題は技術士のアイデン

ティティに関わる「CE／PE論争」として曖昧なまま温存されることに
（5）

なった。

それが1990年代に入ると，今度は PE資格との国際整合性問題が技術士会の外部から顕在化

してきた。その発端は，世界工学団体連盟（World Federation of Engineering Organizations : WFEO）

の国際会議において松本順一郎が「技術者資格の国際的共通認識である PE資格制度が日本に

は存在しない」と指摘され，1991年6月12日の日本工学会理事会において日本に新しい技術者

資格制度を設立する必要があるという議題を提出したことに
（6）

あった。また，海外展開を進める

一部の企業では1980年代から同様の問題意識が持たれ始めて
（7）
いた。とくに石川島播磨重工業の

今井兼一郎は，1982年に日英米によって立ち上げられた国際的なジェットエンジン V2500開発

プロジェクトを進めるにあたって，日本側の若い技術者が PEなどの技術者資格を持っていな

（5）『五十周年記念誌』43頁。
（6） 木村勝三郎“委員会報告：渉外委員会”『技術士』295，1992．12，22頁。佐伯和良「高城重厚さ
んを偲んで」『高城重厚さん追悼録』テクノ，2007，112―14頁。技術士会がこの日本工学会での情報
を理事であった佐伯を通じて得ていたことは『五十周年記念誌』でも紹介されているが（260頁），こ
の提案の内容については技術士会以外からの具体的資料がなく不確実である。

（7） 例えば，エンジニアリング振興協会ではさまざまな企業からなる委員会を組織して，1988年度か
ら1990年度にかけて世界25か国を対象とした技術者資格の実態調査を進めている（日本機械工業連合
会，エンジニアリング振興協会『各国におけるエンジニア資格の実態調査：エンジニアリング能力の
強化に関する調査研究報告書』日本機械工業連合会，エンジニアリング振興協会，1991。）。
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いことを理由に参加を断られるという経験をしたと
（8）
いう。さらに1989年にはワシントン協定

（Washington Accord）が締結され，このような国際的な制度化に対応するために，今井が理事

をつとめていた日本工業技術振興協会（Japan Technology Transfer Association : JTTAS）では米

国 PE試験を日本で受験・登録できる体制づくりを1992年頃から進めることになった。

技術士会はこれらの動向に危機感を喚起され，1992年3月に渉外委員会を設置して対応にあ

たることになった。この委員会の設立目的は次のように述べられている。

経済大国となったわが国で，実質的な推進役を務めてきた技術家（高級技術者）に対する

認識は決して十分なものとは言えない。またかねてから技術家の代表格としての技術士の

権威の高揚，地位の向上は言われて久しいが実効をあげるに至ってい
（9）
ない。

このような社会的地位の向上についての問題意識を踏まえて，委員会全体の方針は「1．技

術士の権威の高揚，2．技術士の社会認識向上，3．技術士の業務拡大，4．国際的業務への
（10）
関与」と定められた。そして，技術者の社会的地位に関する問題が他にもいくつか存在してい

たことから五つの小委員会が組織されることになり，PE問題はその第1小委員会が担当する

ことに
（11）

なった。この第1小委員会の目的は「新たにプロフェッショナルエンジニアという国家

資格を新設しようとする運動（技術士とは別にこの資格が成立すれば技術士が PEを称することがで

きなくなる）に
（12）
対処」することとされた。そして，この第1小委員会は協議を進めて，機関紙

『技術士』1992年11月号において「技術士資格は PEで，中立的立場の技術士事務所の登録者

は CEをも呼称できるという改正によって，技術者資格の国際整合性への対処は日本技術士会

が主体となるべきで
（13）
ある」という緊急提案をおこ

（14）
なった。

これが1993年1月になると，JTTASはその組織内に日本 PE協議会を設置し，全米試験協議

会（National Council of Examiners for Engineering and Surveying : NCEES）と連携して日本で米国

PE資格の試験・登録業務をおこなうという事業計画を発表した。この計画は1993年1月19日

（8） 今井兼一郎「JSPEの10年に思う」NPO法人日本プロフェッショナルエンジニア協会10周年記念
委員会『JSPE10周年記念誌：最初の10年 The First Decade2000―2010』日本プロフェッショナルエ
ンジニア協会，2011，56―57頁。廣瀬仁志「JSPE発足までの105日間」『JSPE10周年記念誌』17―19頁。
今井兼一郎氏へのインタビュー，2012．6．23。この計画は日英米の3か国で1982年に発表され，さら
にドイツとイタリアを加えた5か国で1984年に共同事業契約が発効した。

（9）“総合報告：渉外委員会の設立と経過”『技術士：臨時増刊号』315，1994．6，60―61頁。これは1993
年12月に提出された渉外委員会の2年間の活動報告から抜粋されて掲載されたものである。

（10）“委員会報告：渉外委員会”『技術士』287，1992．5，24頁。
（11） 同時期には，建設コンサルタント業務に関して技術士とは別にシビル・コンサルティング・マ
ネージャー資格（RCCM）が新設されることになり，第2小委員会はその問題への対処を担当した。
他には，国際協力機構（JICA）や国連，ODAなど国際協力・環境業務に関する第3小委員会，法律
と技術士との関係に対処する第4小委員会，技術士の対外的認知・マスコミに関する第5小委員会が
設置された。

（12） 小川和夫“渉外委員会が発足しました”『技術士』292，1992．9，25頁。
（13） 木村“委員会報告：渉外委員会”1992．12，22頁。
（14） 広報委員長“「技術者資格の国際整合性に対して日本技術士会が主体性を持つための措置」につ
いて”『技術士』294，1992．11，22―23頁。
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付の『化学工業日報』において「エンジニアのプロ資格制度を導入，日本工業技術振興協会，

産官学で協議会設置，米の委託を受け業務実施」として報道され，これを受けて技術士会の渉

外委員会は JTTASと NCEESへの対応を進
（15）
めた。結局，この計画そのものは NCEES総会で異

議が唱えられて実現には至らなかったが，その総会での今井の働きかけによって1994年10月に

オレゴン州の FE（Fundamentals of Engineering）試験のみが東京で実施されることに
（16）

なった。

この試験を「技術者，客観評価に道」と報じた『日経産業新聞』は，技術士制度について次の

ように紹介している。

日本には PEに類似した技術士という資格があるが，これは「功成り名を遂げた」ベテラ

ン技術者に与えられる称号のようなものだ。日本 PE協議会の関係者は「技術者の実力を

判定するモノサシが日本には事実上存在しない」と断言
（17）
する。

この JTTASの計画は，実際のところは，あくまで米国の PE資格を渡米せずに日本で受験・

登録できるように便宜を図るものに過ぎな
（18）

かった。しかし，この PE資格は米国の制度である

が，ワシントン協定などによって実質的なグローバル・スタンダードとして機能しつつあった。

技術士制度には国際整合性がないとして日本に新たな技術者資格を設立しようとする動きが懸

念される中で，新聞でもこのように報じられたため，技術士会は JTTASの取り組みを「技術

士制度の健全な発展，運営を著しく阻害する
（19）
計画」として認識したので

（20）
あった。

これらの経緯について，『五十周年記念誌』にはWFEOから「我が国の技術者形成における

工学教育と技術者資格との連携に関する指摘があり，これを受けて日本学術会議と日本工学会

が検討を開始し，これが技術士制度に影響が及ぶ懸念が
（21）

あった」と記されている。ただし，日

本工学会の1991年6月と7月の理事会ではこの「WFEOに関する件」が議題として取り上げ

られているものの，具体的な進展はなかったよ
（22）
うだ。その一方で，技術士会内部からは技術士

（15） 渉外委員会“米国 PE制度導入問題についての渉外委員会の対処（中間報告）”『技術士』305，
1993．9，21―23頁。渉外委員会“米国 PE（Professional Engineer）試験に関する現状報告”『技術士』
320，1994．11，22頁。“エンジニアのプロ資格制度を導入”『化学工業日報』1993．1．19，8頁。

（16） 今井「JSPEの10年に思う」56―57頁。日本 PE協議会『国際資格 プロフェッショナル・エンジ
ニアへの道』ダイヤモンド社，1994，20―26頁。1996年からは同州の PE試験も日本（横須賀米軍基
地）で受験できるようになった。

（17）“技術者，客観評価に道”『日経産業新聞』1994．12．26，4頁。
（18） この点について，技術士の杉本泰治も「米国の大学が日本で出張試験をするようなもので，日本
側が反対する根拠はとぼしい」として，「結局，振興協会の人々が，対米関係での PE資格の重要性
を認識したのは間違いではなかった」のであり，技術士会が「米国の PE法の法律構造についての理
解を欠いたことがトラブルを招いた，ということではなかろうか」とまとめている（杉本泰治“技術
士の状況に関する意見”『技術士』327，1995．6，13頁。）。

（19） 渉外委員会“米国 PE制度導入問題についての渉外委員会の対処（中間報告）”21頁。
（20） 渉外委員会“日本工業技術振興協会設立の日本 PE協議会に関する見解”『技術士』316，1994．7，
16頁。

（21）『五十周年記念誌』189頁。
（22） 日本工学会『平成4年度定時総会議案』1992．4．22，8―9頁，日本工学会資料；大橋秀雄氏への
インタビュー，2014．8．4。
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は PEより難易度が高いとして技術士を PEとみなすことへの強い反対が浮上する
（23）
など，問題

解決には従来からの技術士内部の CE／PE論争を解決することが必要不可欠で
（24）

あった。しか

し，この1994年の時点では「日本技術士会は技術士資格が国際的に比肩する技術者資格であり，

各国資格を尊重しつつその国際相互乗り入れは近い将来避けられない状況にあることを認識し

てい
（25）
ます」という統一見解が示されるも，あくまで「近い将来」の問題であり現在の問題では

ないと認識されていた。そのため，技術士制度の抜本的な見直しが具体的に進められたわけで

はなく，あくまで英語名称の変更や産官学の関係者への対外的な普及活動が促されたに過ぎな
（26）

かった。

この渉外委員会・第1小委員会の副委員長として積極的に活動を進めたのが，技術士の高城

重厚であった。高城は，この PE問題に関する論説を機関紙『技術士』に繰り返し寄稿して
（27）
いる。例えば1993年6月の論説では，日本の技術士制度を米国の PE制度と英国の Chartered

Engineer（CEng）制度と比較して，技術士制度は国際整合性のある技術者制度と判断できるが

工学部卒などの学歴が要件とされていない点を制度的な不備として指摘している。そして，こ

のことが日本学術会議などで技術士資格への認識が低い原因にもなっているとして，今後は「日

本学術会議等と図り，大学技術系学部のカリキュラムを検討して，その履修を技術士受験の要

件の一つとするような複線的試験システムに再構築することが必要と思われる」と提言して
（28）
いる。この1993年の高城の構想は，1990年代後半になって日本技術者教育認定機構（Japan Ac-

creditation Board for Engineering Education : JABEE）の設立と技術士法の改正として進められた

（23） 木村“委員会報告：渉外委員会”1992．12，22頁。また，当初の設立趣旨からして，技術士をあ
くまで CEの資格とする意見も強かった。そのため，技術士を PEと同等とすることは「技術士のレ
ベルを下げ，社会的地位を下げるもの」とみなされ，APECエンジニア制度に合わせて技術士の英語
表記が P.E. Jpに定められてからも，旧来の技術士からは「かなりの批判」があったようである（高
橋修「高城重厚氏を偲ぶ」『高城重厚さん追悼録』178頁。）。例えば，2001年6月に技術士会会長に就
任した佐藤清は，定時総会において「技術士の制度改革により，技術士の英語名を従来の Consulting
Engineerから，十分のコンセンサスを得ず，Professional Engineerに変更したことはけしからん」と
いう意見が出されたことを記憶している。その際に議場を説得したのが高城重厚であった（佐藤清「高
城さんの人間力」『高城重厚さん追悼録』50―51頁。）。

（24） 木村「渉外委員会での活躍」『高城重厚さん追悼録』110―11頁。
（25） 同上。
（26） 堀泰明“外乱に対する積極的対応策について―米国資格導入問題を契機に全員で行動しよう―”
『技術士』318，1994．9，17頁。例えば，日本工学会の中でもとくに内田盛也は技術士を PE資格とみ
なすことに懐疑的だったようで，第1小委員会の委員長であった木村勝三郎と副委員長であった佐伯
和良と高城重厚は，1995年頃に日本工学会を何度か訪問して説得にあたったという（木村勝三郎「渉
外委員会での活躍」110―11頁。佐伯「高城重厚さんを偲んで」112―14頁。）。

（27） 高城は以前から米国 PE制度に関心を抱いており，1991年にも『技術士』に米国の PE制度につ
いての簡単な紹介文を寄稿して，PE制度と技術士制度の相互承認を実現することで米国の主張する
非関税障壁を和らげることができる可能性を指摘している（高城重厚“企業内技術士のページ：日本
人でも取得できる米国の P. E.”『技術士』280，1991．11，28頁。）。ただし，この1991年の記事では PE
制度に関して日常で気づいた簡単な提案が述べられているに過ぎない。

（28） 高城重厚“技術士資格制度の国際整合性”『技術士：臨時増刊号』302，1993．6，34―37頁。
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ことと基本的に同じである。

さらに高城は，それまで勤めていた日揮を退社して1993年9月から1994年2月までハワイ大

学イースト・ウェスト・センターの環境研究所に客員研究員として滞在しながら，米国の PE

制度に関する知見も深めていった。このときの報告の中で，高城は「米国の P.E. は，彼らの

プロフェッションとしての権利をかちとるために，まず，協会を組織して無資格のエンジニア

との競合を排し，職業倫理をもち，技術力を高めて，適正な報酬を確保してきた」として技術

者の権利と職業倫理との関係について言及し，彼らの「社会貢献へのおもいの深さ」と「自助

努力」を称えて
（29）
いる。また，1995年3月には米国工学連合会（American Association of Engineering

Societies : AAES）政府関連会議に出席して「持続的発展における技術者の役割」という報告書

をまとめ，その観点から行動規範や倫理の重要性にも言及して
（30）
いる。

しかし，この頃はまだ，技術者倫理への注目は一般的には希薄だったようである。例えば，

当時の渉外委員会の委員長は「技術士のアイデンティティ」として「精神的，哲学的なフィロ

ソフィーの面，専門技術の面，総合的判断力の面，自由業，中立業の面の各要素が含まれる」

と認識しており，技術哲学こそが重視されて，「倫理」はその一部としてプラトンの自然哲学

の流れの中に位置づけられていたに過ぎな
（31）

かった。

3 APEC多国間協調における技術士の社会的地位と技術者倫理

国際整合性問題に技術士会が揺れていたころ，1993年に初当選した衆議院議員で技術士の斉

藤鉄夫は，衆議院の科学技術委員会において繰り返し技術士制度の社会的な認知度の低さを問

題視している。この背景として，国際整合性問題だけでなく，1983年には若手の参入を促すた

めの技術士補制度の新設や試験事務・登録事務の民間（技術士会）への委譲などを実現するた

めに技術士法が全面的に改正され
（32）
たが，現実には技術士制度の社会的な認知や活用が十分に進

んでいないという問題意識があった。さらに一般社会でも，1989年の科学技術白書で「理工系

学生の製造業離れ」が指摘され，この問題がさらに根本的な「若者の科学技術離れ」や「学生

の理工系離れ」の問題として，1993年の科学技術白書のテーマにも取り上げられて大きな社会

問題となっていた。そして，その原因の一つとして，技術者の社会的地位や待遇の低さが問題

視されていた。

斉藤は1995年2月の委員会において，技術士会が科技庁から委託されて実施した企業勤務5

千人の科学技術者を対象としたアンケート調査において，将来の優秀な科学技術者の確保のた

（29） 高城重厚“エンジニア資格の国際化をささえる要件”『技術士』315，1994．6，62―64頁。高城は，
このハワイでの在外研究を終えてすぐにタキ・アソシェイツ技術士事務所を設立し，その代表となっ
た。

（30） 高城重厚“持続的発展における技術者の役割”『技術士：臨時増刊号』329，1995．6，49―51頁。
（31） 堀泰明“技術士のアイデンティティと渉外委員会”『技術士』315，1994．6，59―60頁。
（32）『五十周年記念誌』18―22頁。
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めの重要項目として「断トツの第一位」にあげられたのが給与額の改善であり，次いで「科学

技術者の社会的ステータス」であったことを紹介して，日本には技術士制度があるが「社会的

な認知がほとんどされていないという現実」を改善する必要性を訴えて
（33）
いる。さらに，技術士

制度が国際的に通用していない問題をあげ，技術士制度と米国の PE制度との相互承認も提案

している。これらの斉藤の提案に対して，当時の科学技術庁長官と科学技術振興局長は，技術

士制度はコンサルタント業務に限定されるわけではなく，科学技術に関する高度な能力を持っ

ていることを証明することがこの資格制度の本質であるとして，技術士制度の宣伝と国際的な

相互承認への努力を約束して
（34）
いる。

これに対して，斉藤は1998年3月の科学技術委員会でも同様の主張を展開しているが，この

ときの科技庁長官は，APECエンジニア制度への対応を積極的に進めていることに言及しなが

ら，国際的な相互承認によって技術者の流動性確保を進める動きが出てきていると答弁して
（35）
いる。前節で論じた米国 PE制度との国際整合性問題は技術士制度そのものを変革させる力に

はならなかった。しかし，APECエンジニア制度という新たな外発的要因に対しては，技術士

制度の変革も含めて，国家レベルでの対応が進められることになった。

APECは1989年11月に発足した。当時は冷戦構造崩壊の渦中にあり，社会主義諸国が市場経

済へと移行して世界市場の統合が大きく進むことが予想された。その一方で，1986年から始まっ

た GATTウルグアイ・ラウンドでは交渉が難航しており，経済のグローバル化の進展に懸念

を生じさせていた。このような情勢に対して，地域ごとの自由貿易協定（FTA）の締結が世界

的に拡大した。例えば，北米では1989年に米加自由貿易協定（CUSFTA）が，さらに1994年に

はそれにメキシコを加えた北米自由貿易協定（NAFTA）が発効した。欧州では1993年に欧州連

合（EU）が発足し，それまでの欧州自由貿易連合（EFTA）とともに1994年には欧州経済領域（EEA）

が発効した。そして，東南アジアでも1993年に ASEAN自由貿易地域（AFTA）が発効した。

このような「固い」地域主義の拡大が進むことで，経済のブロック化の進行が懸念された。

さらに，二国間においても米国の報復措置「スーパー301条」に代表される保護主義的な経済

政策（unilateralism）の拡大が危惧され，日米では両国間の構造的問題の改善が大きな外交課題

になっていた。そこで，このような閉塞状態に活路を見出すため，APECでは，GATTの多角

的システムの整合性を確保して経済のグローバル化を補完・強化すべく「開かれた地域主義

（33）『第132回国会，科学技術委員会，第2号』1995．2．15。この報告書では，技術系職業・産業につ
いての「3K」（きつい，汚い，危険）とみられる職場環境の改善とともに「優秀な技術者を確保す
るためには経済面での待遇を最重要視することが早道である」とまとめられている。この「職場環境，
処遇の改善」は自由回答159件中73件であり，2位の「社会的地位（ステータス）の向上」の29件を
大きく上回っていた（日本技術士会『技術者の養成・確保に関する調査Ⅱ（平成5年度 科学技術庁
委託調査報告書）』日本技術士会，1994，113―14，122―23，126頁。）。

（34）『第132回国会，科学技術委員会，第2号』1995．2．15。
（35）『第142回国会，科学技術委員会，第2号』1998．3．11。
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（Open Regionalism）」という理念が掲げら
（36）
れた。この「開かれた」と「地域主義」は対立する

ようにも思えるが，最恵国待遇などで域外国にも配慮することで，閉鎖的なブロック化を防ぐ

ための方針になると考えら
（37）
れた。

その後，GATTウルグアイ・ラウンドは1994年に合意に達し，1995年には世界貿易機関（WTO）

が設立した。それとともに，サービス貿易や知的所有権が交渉の対象に含まれるようになり，

技術業も世界的な自由貿易市場へと組み込まれていくことになった。技術者をめぐるこのよう

な世界的な動きは1980年代後半に FTAが展開される過程で顕在化し，技術者資格や技術者教

育の実質的同等性を相互承認するための制度化が多国間協定において進められていった。例え

ば，欧州では欧州諸国技術協会連盟（Fédération Européenne d’Associations Nationales d’Ingénieurs :

FEANI）のもとで欧州技術者（Européenne Ingénieur : Eur Ing）の登録制度が1987年に開始さ

れ，1989年11月には英語圏6か国の工学系学協会によってワシントン協定が締結さ
（38）
れた。そし

て，NAFTAでは1995年6月に技術者の相互承認協定が締結された。

これに対して，APECでも発足当初から域内での技術協力・移転の促進が図られ，1995年11

月の大阪行動指針では経済・技術協力とそのためのビジネス関係者の流動性や人材養成の促進

が掲げられるとともに，とくに産業技術分野においては「研究者交流の枠組みおよび技術者訓

練の枠組みの拡大と開発に努める」ことが確認さ
（39）
れた。この大阪行動指針を受けて，1996年1

月の人材養成作業部会（Human Resource Development Working Group : HRDWG）で，担当国になっ

たオーストラリアから APECエンジニア資格相互承認プロジェクトが提案されて承認された。

この APECエンジニアは，CEという職種ではなく PEという資格を対象とした制度であった。

この APECでの承認を受けて，日本でも1996年5月に科技庁において技術者資格問題連絡

（36） 菊池努『APEC：アジア太平洋新秩序の模索』日本国際問題研究所，1995，37―38，176―79頁。APEC
は，世界の自由貿易体制WTOがうまく機能しなかったときの代替策としても期待されていた（船橋
洋一『アジア太平洋フュージョン：APECと日本』中央公論社，192―93頁。）。なお，APECの目的と
しては「アジア太平洋及び他の全ての諸経済のために，開かれた多角的貿易体制を推進・強化するこ
と」などとともに「適用すべき GATTの諸原則と合致し，かつ，他の諸経済を害することなく，財，
サービスの貿易と投資における障壁を参加メンバー間で削減すること」が掲げられていた（1991 APEC
Ministerial Meeting, Seoul APEC Declaration, Seoul, Korea,1991．11．12―14．）。この引用は外務省
アジア局地域政策課企画官であった山神進による仮訳である（山神進編著『アジア太平洋地域の時代：
APEC設立の経緯と展望』第一法規，1994，129頁。）。

（37） 山神『アジア太平洋地域の時代』112―16頁。当時の APEC科学技術担当大臣級会合の参加報告の
中で，工業技術院・国際研究協力課も「日本経済は APEC地域の経済とわかち難く結びついており，
APEC地域の発展は日本の発展に直接関わる死活的な問題である」と述べている（工業技術院総務部
国際研究協力課“APECにおける技術問題の取扱い：APEC科学技術担当大臣級会合の概要＜特集＞”
『工業技術』36（11），1995，1頁。）。
（38）1989年9月にWFEOの会議が開かれていたプラハで，加盟6か国の代表による署名がなされた。
（39）1995 Leaders’ Declaration, The Osaka Action Agenda : Implementation of the Bogor Dec-

laration, Osaka, Japan,1995．11．19．これに先立つ10月5―6日に北京で開催された第1回 APEC科
学技術担当大臣会合においても，科学技術関係の人材養成は重点協力分野4項目の一つとして定めら
れた（工業技術院総務部国際研究協力課“APECにおける技術問題の取扱い”5―7頁。）。
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懇談会が設置された。技術士制度は科技庁の所管であり，基本的には技術士が APECエンジ

ニア制度に対応する技術者資格制度として調整が進められたよう
（40）
だが，そのためにはさまざま

な問題があった。前節で論じたように，日本工学会では国際整合性のある技術者資格について

の問題意識が1990年代前半から持たれており，1995年2月には「技術者の社会的評価向上に関

する特別委員会」が組織されたが，その中では「技術者」称号認定資格を設置することも検討

されて
（41）
いた。このような状況にあって，技術士会でも1996年12月から1997年2月にかけて関係

省庁・学協会などへの調査を進め，日本を代表する技術者の資格は「技術士」および「一級建

築士」であるとの見解を打ち出して
（42）

いった。また，渉外委員会は定款・細則に定められていな

い特別委員会であったことから，1996年9月の理事会において，資格問題については専門の委

員会を新たに設置し，その他の業務については他の常設委員会に移管することになった。そし

て，1997年11月の理事会で「技術者資格問題調査委員会」が設置されることに
（43）

なった。

その一方で，1990年代前半からおこなわれていた工学教育の認定（accreditation）制度につい

ての検討も，この APECの影響によって加速していった。それ以前にも，WFEOでは1994年

11月に加盟各国に対して工学教育の認定制度の導入を勧告することになり，1995年にこの勧告

が実施されて
（44）
いた。日本では1991年の大学設置基準大綱化により教育評価の導入は進められて

いたが，WFEOからは国際標準に合わせた第三者機関による認定制度が求められて
（45）
いた。こ

のような経緯もあって，1995年11月には日本工学会が「大学工学教育プログラム評価の必要性

検討委員会」を組織し，1996年7月には日本工学教育協会も「工学教育のアクレディテーショ

ンシステム調査研究委員会」を組織した。そして，1年程度の検討期間を経て，1997年7月に

（40） 大橋秀雄氏へのインタビュー，2014．8．4。この懇談会の座長は内田盛也であった。
（41） 技術者の社会的評価向上に関する特別委員会『報告（中間とりまとめ）』日本工学会，1995．10。
この報告では，この「技術者」称号認定資格の素案の取りまとめがおこなわれたことが言及されてい
る。

（42）『五十周年記念誌』190頁。また，1997年10月には科技庁と技術士会によって技術士問題連絡懇談
会が組織され，この懇談会の中間報告として，1998年3月には技術士会から「APEC諸国における科
学技術系人材の有効活用に関する基礎調査報告書」が提出されている。

（43）『五十周年記念誌』91，103―4頁。
（44） Committee on Education and Training, Ideas : for Better Education & Training for Engi-

neers, WFEO,2,1994, pp.3―12. この勧告は1995年4月18日付でなされた（William Carroll, Presi-
dent, WFEO to All Members of WFEO, “Resolution on Accreditation,”18 April1995, 日本工学教
育協会資料．）。

（45） Kaneichiro Imai, “Accreditation in Engineering in Japan is on the Way,” Ideas, 2, 1994, pp.
24―29；今井兼一郎“工学教育国際化の問題点”『工学教育』43（4），1995，1―3頁。当時のWFEO
教育訓練委員会（Committee on Education & Training）委員であった今井は，技術者が「米国流の
Professional Engineerの公共の安全・健康・福祉を第一とし，職業人の義務を果たすことを第一の目
標とする技術倫理をもとにしている」ことも指摘している（今井“工学教育国際化の問題点”3頁。）。
なお，この認定制度の問題は，すでに1990年に日本工学アカデミー・工学教育委員会がワシントン協
定や FEANIを意識して作成した報告書で指摘されている。この委員会の委員長も今井兼一郎であっ
た（工学教育委員会『明日を支える人材育成と体制整備：工学教育に関する諸問題と提言』日本工学
アカデミー，1990．5．24。）。
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は日工教と日本工学会が中心となって「国際的に通用するエンジニア教育検討委員会」を発足

させた。この委員会には技術士会を含む産官学の関係団体が参加しており，これが JABEEの

設立へとつながっていく。

そして，APECエンジニアの協議も着実に進み，1997年8月21―22日にマニラで開かれた

HRDWGワークショップでは APECエンジニアの資格要件が次のように基本合意を
（46）
得た。なお，

このマニラ・ワークショップの分科会では前述の高城重厚が議長をつとめて
（47）
いる。高城は1996

年5月に技術士会の APECエンジニア相互承認プロジェクト専門委員になり，さらに1997年

6月には技術士会の理事に就任して，この APECエンジニア問題に対して積極的な活動を展

開して
（48）
いた。

1．認定または承認されたエンジニアリング課程を修了していること，またはそれと同等の

ものと認められていること

2．自己の判断で業務を遂行する能力があると当該エコノミーの機関に認められていること

3．エンジニアリング課程修了後，7年間以上の実務経験を有していること

4．少なくとも2年間の重要なエンジニアリング業務の責任ある立場での経験を有している

こと

5．継続的な専門能力開発を満足すべきレベルで維持している
（49）
こと

この要件について，当初は第三者機関による「認定（accredited）」を条件として議論が進め

られていたが，そのままでは日本の既存の技術者は誰も要件を満たせなくなってしまう恐れが

あった。そこで日本としては，文部省などの政府機関による「承認（recognised）」を含むよう

に交渉し，「認定」に「または承認された」という文言が追加されることに
（50）

なった。そして，

この5項目に加えて，「自国及び業務を行う相手エコノミーの行動規範を遵守すること」およ

び「相手エコノミーの免許又は登録機関の要求事項及び法規制により，自己の行動について責

任を負うこと」という，倫理規程と自己責任についての附則2項目が定めら
（51）
れた。この自国と

（46） これらの要件は，1997年11月にシドニーで開催された運営会議において承認された。
（47）『五十周年記念誌』190―91頁。
（48） 高城はこれら「技術者の国際的流動化促進のための資格相互承認枠組みの普及」の功績によ
り，2003年には文部科学大臣表彰（科学技術普及啓発功績者）を受賞している。

（49） APEC Engineer Coordinating Committee, The APEC Engineer Manual : The Identification

of Substantial Equivalence ,2000, p.7. 邦訳は，日本 APECエンジニア・モニタリング委員会
『APECエンジニアのご案内（技術士向け）』第10版，日本技術士会，http : //www.engineer.or.jp/c_top-
ics/000/attached/attach_150_1.pdfによる。

（50）“技術者相互認証 APECエンジニア創設”『建設通信新聞』1997．9．2，5頁。この記事は，大塚
洋一郎（科技庁・科学技術情報課長）への取材による。日本には1947年に結成された大学基準協会が
存在するが，これは APECエンジニア制度で求められるような認定機関としては機能していなかっ
た。また，継続研鑽（Continuing Professional Development : CPD）も日本の制度には存在せず，対
応が必要となった。

（51） APEC Engineer Coordinating Committee, The APEC Engineer Manual, pp. 7―8.（邦訳は日
本 APECエンジニア・モニタリング委員会『APECエンジニアのご案内』による。）
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業務相手国の行動規範を遵守することは，要件5の具体的な説明でも「説明責任（accountability）」

とともに義務づけら
（52）
れた。

このように技術者倫理が APECエンジニアの資格要件になったことは，技術者倫理の制度

的重要性を社会的に認識させる契機となった。それ以前にも，1997年6月に日本学術会議第5

部・基礎工学研究連絡委員会が「工学系高等教育機関での技術者の倫理教育に関する提案」を

発表し，関係省庁や全国の大学工学部に配布しているが，それに対する反応は一件しかなかっ

たと
（53）
いう。この報告書では，科学技術のグローバル化や発展に合わせて新しく倫理規程を制定

すること，さらには米国の技術者教育認定機構（Accreditation Board for Engineering and Technol-

ogy : ABET）の事例にならって大学の学部教育に技術者倫理教育を導入することが提言されて
（54）
いた。

この1997年6月の「提案」の作成は，同委員会のWFEO小委員会の委員長でありWFEO日

本代表であった西野文雄の主導で進めら
（55）
れた。WFEOでは1987年の環境倫理規程（The WFEO

Code of Environmental Ethics for Engineers）の採択に続いて1990年からはモデル倫理規程の策定

が進められており，西野の前任としてWFEOの日本代表であった松本順一郎もWFEOの会議

において倫理規程について「大きな国でこういったものを持っていないのは日本と中国と韓国

である」と指摘されて
（56）
いた。ただし，WFEOに何らかの直接的な理由があったというより，

西野自身が学術会議で代表をつとめていたこの委員会を利用して，技術者倫理の重要性を広く

訴えようとしたことが実際のよ
（57）
うだ。このことはこの「提案」が一般的な内容になっているこ

とにも表れている。西野はとくにアジア地域の技術者資格・教育の国際化問題に強い関心を

持って活動を進めており，APECエンジニア制度の問題に対応すべく建設省が1996年12月に設

置した「技術者資格の相互承認等検討会」の代表もつとめていた。

なお，このWFEO小委員会で米国の技術者倫理教育の実情を紹介したのは，金沢工業大学

の札野順で
（58）

あった。彼は，この小委員会の委員であり勤務校の副学長であった堀幸夫の紹介に

（52） APEC Engineer Coordinating Committee, The APEC Engineer Manual, p.14. また，1997年12
月の APECの審議文書では，承認されうる教育プログラムの主要分野として「数学・自然科学」「工
学」「工学解析・設計」が，そして補足分野として「コミュニケーション」「マネジメント」「倫理」
が，それぞれ定められた（Ibid., p.30．）。

（53） 西野文雄「公益は倫理的行為の最優先事項」EAJ News，97，2004，10―12頁。
（54） 基礎工学研究連絡委員会『工学系高等教育機関での技術者の倫理教育に関する提案』日本学術会
議・基礎工学研究連絡委員会，1997。

（55） 実際には小委員会のメンバーであった柴山知也によってまとめられたようだ。西野は埼玉大学政
策科学研究科長で柴山は横浜国立大学工学部の助教授であったが，両者はかつて東大工学部・土木工
学科の教官として同僚であった。

（56） 日本工学アカデミー，EAJ Information，61，1996，9頁。この情報は，1996年7月17日に東京・
弘済会館で開催された講演「米国における工学倫理教育」の質疑における本人の発言記録である。松
本は，日本で技術者倫理が普及していない理由として，個人主義ではなく集団主義が日本の社会構造
の特色となっているためではないかと指摘している。

（57） 大橋秀雄氏へのインタビュー，2014．8．4。
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よって，この「提案」作成に協力者として参加することになった。当時は，1991年の大学設置

基準大綱化の影響によって教養教育の問い直しが全国的に進められており，金沢工大では米国

の工学教育にならった教育改革が1995年に実施され，札野はこれら両方の結節点として米国の

技術者倫理教育に注目して
（59）
いた。しかし，このような金沢工大の取り組みはあくまで特殊事例

であり，この「提案」が出された1997年6月の時点では技術者倫理教育に関する社会的な認知

度はかなり低かったよ
（60）
うだ。

そして前述のように，1997年7月には「国際的に通用するエンジニア教育検討委員会」が発

足した。当時の技術士会会長であった梅田昌郎は，1998年に入ると日本学術会議と日本工学会，

文部省，科技庁，通産省，経済団体連合会が「世界に通用する技術者を作る委員会」を組織し，

APECエンジニア制度に加えて1997年10月にワシントン協定の技術者資格制度として設立され

た技術者流動化フォーラム（Engineers Mobility Forum : EMF）に加入するための新たな技術者

資格制度を設立すべく活動を始めた，と回想して
（61）
いる。そうなると，この構想は1990年代前半

の問題の延長として，技術士資格の社会的地位を脅かすものとなる。しかし，これは「国際的

に通用するエンジニア教育検討委員会」であり，あくまで工学教育のための委員会であった。

この第1回運営会議では「専門技術者の資格問題は当委員会の埒外であり，審議しない」との

共通認識が示されてい
（62）
るし，この副委員長であった大橋秀雄も，この委員会では技術者資格を

新設する意図はまったくなく，EMFに関する検討もなされていなかったと述べて
（63）
いる。ただ

しその一方で，この第3回運営会議では技術者登録業務については資格管理団体を新設する可

（58） 札野は1996年の『品質管理』の特集「企業のモラルと品質」で「米国における工学倫理教育」を
紹介している（札野順“米国における工学倫理教育”『品質管理』47（10），1996，10―16頁。）。彼はそ
れ以降，米国の技術者倫理教育を日本に紹介する代表的な人物となっていった。

（59） 前述の畠山正樹は，金沢工業大学が『日本経済新聞』1998年3月1日38面に掲載した「工学倫理
教育」に関する広告を印象的に記憶している。（畠山正樹氏へのインタビュー，2012．8．31。）これは
テーマを設けて所属教員を紹介するシリーズ広告の一つであり，札野の写真とともに「科学技術者が
意思決定の時代」として技術者の主体性が主張されていた。

（60） 他にも，1994年10月には村上陽一郎が『科学者とは何か』を出版したり，1996年5月には情報処
理学会が「倫理綱領」を制定・施行したりして，それぞれ「倫理」に関する注目はなされていた。前
者には村上の東京大学先端科学技術研究センターでの経験が，後者には情報処理国際連合（Interna-
tional Federation for Information Processing : IFIP）からの制定勧告が，それぞれ大きな影響を与
えていた。ただ，前者は村上が1980年代から取り組んでいた科学社会学研究の延長であり，後者は（初
期の技術社会の事例と同じように）あくまで倫理規程の導入に限られていて，いずれにしても技術者
倫理教育とは十分に結びついていなかった（村上陽一郎『科学者とは何か』新潮社，1994。情報処理
学会『倫理綱領調査委員会 報告書』情報処理学会，1997。）。そして，筆者が本論文に関して調査・
分析を進めたところでも，技術士会の経緯に対するこれらの事例の直接的な影響関係は見いだせな
かった。なお，この「提案」では ABETが1996年11月に採択した Engineering Criteria2000への言及
はなされていない。

（61） 梅田昌郎「高城重厚さんのご功績を称えて」『高城重厚さん追悼録』10―11頁。
（62） 日本技術者教育認定機構『日本技術者教育認定機構（JABEE）はいかにして生まれたか：国際的
に通用する技術者教育認定システムの確立を目指して』日本技術者教育認定機構，2003，13―14頁。

（63） 大橋秀雄氏へのインタビュー，2014．8．4。
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能性が言及されて
（64）
おり，技術士会としては1990年代前半の問題の延長として，国際整合性のあ

る技術者教育認定機構の新設が技術者資格の新設にも結び付く懸念を払拭できなかったようで

ある。

このような危機意識の中で APECエンジニア制度の枠組みが1998年6月の HRDWGで確定

し，同年11月にはいよいよ APECエンジニア制度への各国の登録資格が確定されることになっ

た。そこで，9月30日に技術士会会長の梅田昌郎と専務理事の堀内純夫，そして高城重厚の3

名が，日本工学会会長の石川六郎と，「教育検討委員会」の委員長であり日本学術会議会長の

吉川弘之をそれぞれ訪問して，技術士資格を APECエンジニア制度として決定するための説

得にあたった。その際に，吉川はとくに技術者倫理という要件に頭を悩ませていたようだが，

梅田らはまさにこの9月30日に出版された『科学技術者の倫理』を特別に1週間早く準備して

この会談に持参していた。そして，この書籍を示すことで，技術士は技術者倫理という要件に

も叶っており，APECエンジニア制度に相応しいという最終的な合意が得られたと
（65）
いう。

こうして，1998年11月の運営会議からは実施に向けた段階（ステージ3）に入った。それに

合わせて技術士会側の準備も進められ，1999年3月9日には従来の「技術士業務倫理要綱」が

「技術士倫理要綱」に改訂された。とくに前文は「技術士は，公衆の安全，健康および福利の

最優先を念頭に置き，その使命，社会的地位および職責を自覚し，日頃から専門技術の研鑽に

励み，つねに中立・公正を心掛け，選ばれた専門技術者としての自負を持ち，本要綱の実践に

努め行動する。」と大幅に加筆変更された。また，CEを意識した「身分の中立性」は，「中立

公正の堅持」に変更された。また，前述の技術者資格問題連絡懇談会は1999年6月に報告書

「APEC技術者資格相互承認プロジェクトへの対応の必要性及び技術士制度の改善等について」

を発表し，技術士審議会がこの提言を踏まえて2000年2月に「技術士制度の改善方策について」

を発表
（66）
した。この答申では技術士制度改善の具体的方策の筆頭として職業倫理が掲げられ，そ

の具体的な内容としては「技術士の備えるべきこととして，公共の安全，環境の保全等の公益

を害することのないよう業務を行うことが技術士活動の前提である旨の社会的な責務を明示し，

徹底を図ること」および「自己の能力範囲を超える場合には適切な専門的助力を得る等の職業

倫理についても，技術士試験や継続教育を通じて，その徹底を図ること」が示さ
（67）
れた。

（64） この案は「国際的に通用するエンジニア教育検討委員会」の第3回運営会議（1998年4月10日）
において，英国やカナダ式に教育認定と資格登録の機能を持つ「Japan Council for Professional Engi-
neers」や，あるいは「日本エンジニア教育認定機構」と対になる「日本専門技術者協会（Japan Asso-
ciation for Professional Engineers）」として紹介されている（『日本技術者教育認定機構（JABEE）
はいかにして生まれたか』17―19頁。）。ただし，このような団体の可能性については，この第3回運
営会議の議事録以外では言及されていない。

（65） 梅田「高城重厚さんのご功績を称えて」11―19頁。
（66） この同時期，1999年7月に閣議決定された「経済社会のあるべき姿と経済新生の政策方針」にお
いても，日本の技術士制度の国際整合性を改善することで，海外の技術者との相互移動を促進し，技
術者の活性化を図ることが目標とされている（経済審議会『経済社会のあるべき姿と経済新生の政策
方針』1999．7．5。）。
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そして，1999年11月に JABEEが設立され，翌2000年4月には技術士法が改正された。この

改正技術士法では，技術士倫理要綱と同じく「技術士等の公益確保の責務」として「第四十五

条の二 技術士又は技術士補は，その業務を行うに当たつては，公共の安全，環境の保全そ

の他の公益を害することのないよう努めなければならない」と「技術士の資質向上の責務」と

して「第四十七条の二 技術士は，常に，その業務に関して有する知識及び技能の水準を向

上させ，その他その資質の向上を図るよう努めなければならない」の各条項が追加された。ま

た，技術士と文部科学大臣が認める他国の技術者資格との，そして，技術士補と文部科学大臣

が指定する（実質的には JABEE認定を受けた）大学等の教育機関の修了生との，それぞれ同等性

が特例として定めら
（68）
れた。そして，APECエンジニア制度の登録が2000年11月に開始された。

技術者資格の国際的な相互承認制度は，理念的にはWTO／GATS（サービス貿易協定：General

Agreement on Trade in Services）の問題として理解できるだろう。APECエンジニア制度もWTO

の動向を踏まえたものである。しかし，1990年代後半の日本では，技術者資格の問題は基本的

に APECエンジニア制度への対応として進められた。1996年1月のWTO政府調達協定の発効

にあたっては，建設，運輸，農水省が監理および照査技術者を技術士とする契約標準約款の改

訂がおこなわれているが，それ以外ではとくにWTOに関する直接的な対応は必要とされな

かった。西野文雄は，技術者資格の相互承認の制度化がWTO／GATS以外で活発に進んでい

る理由として，各国の資格要件が異なるために相互承認協定の作業が容易ではないこと，そし

て公認会計士や弁護士，建築士など各国政府にとって緊急性が高い分野が他に存在しているこ

とをあげて
（69）
いる。技術者倫理に関しても，WTOでは具体的な協議がなされていたわけではな

く，必要にも迫られなかった。

4 『科学技術者の倫理：その考え方と事例』の翻訳出版

序論で述べたように，『科学技術者の倫理』の翻訳出版は技術士会の技術翻訳センターによっ

て進められた。この組織は，技術士会のプロジェクトチームの一つとして，1993年1月に「技

術士翻訳センター」という名称で発足
（70）
した。その目的は，技術翻訳の需要の高まりを見据えた

「翻訳業務の受注活動を主眼として」，海外の技術文献の翻訳だけでなく，逆に他国から日本へ

（67） 技術士審議会『技術士制度の改善方策について』科学技術庁，2000．2．23。
（68）『官報』号外第83号，2000．4．26，6―7頁。
（69） 西野文雄“技術士免許の国際相互認定の動きと対応＜その1＞”『積算技術』231，1997．8，28―
33頁。西野文雄“技術士免許の国際相互認定の動きと対応＜その2＞”『積算技術』232，1997．9，28―
32頁。

（70） 技術翻訳センターは，以前からの囲碁仲間であった会員を中心に組織され，1992年3月の理事会
承認を経て準備が進められて1993年1月に「技術士翻訳センター」として発足した（工藤飛車“技術
士と翻訳”『技術士』331，1995．9，17―20頁。黒澤兵夫，浜田哲夫，福本宗樹諸氏へのインタ
ビュー，2012．7．13。）。なお，この名称は1996年3月12日の月例会において「技術翻訳センター」に
改称された（服部宏安“プロジェクトチームの活動：技術翻訳センター”『技術士』339，1996．5，25
頁。）。
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の技術アクセスや日本から他国への技術移転を促進するために日本語に関する障壁を緩和する

こととされた。技術翻訳センターの代表幹事であった工藤飛車は，この目的について次のよう

に述べて
（71）
いる。

近年，日本の技術者が日本語の技術文献の他に英語の優れた文献や特許を参照できたのに

対し，欧米の技術者は日本人により日本語で書かれた技術文献を十分に参照することがで

きなかった。とくに民生用の技術分野で，日本が世界一となった原因の一つがこのような

技術者の語学力の差にあるように思える。

わが国の工業技術の発展に伴い，海外進出が盛んになり，この業務の遂行にあたっても，

語学を習得した技術者が必要になった。わが国で開発された技術を世界に紹介するために

も，外国語は必須で
（72）
ある。

そして，そのための具体的な活動として，「受託業務や業務体験等の紹介」によって「翻訳

業務を行う技術士の連携，翻訳業務の企画および開拓，紛争の解決の支援，翻訳技能の調査・

研究」などを進めることが目指さ
（73）
れた。このような目的が掲げられていたため，翻訳対象とし

ても技術者倫理などの特定分野が想定されていたわけではなかった。例えば1996年までには，

当時の技術士会で問題となっていた米国の PE制度や特定保健用食品，製造物責任法，ISO9000

や14000などのさまざまなテーマが取り上げられて
（74）
いる。

このように，当初は技術翻訳センターの翻訳対象として技術者倫理というテーマは想定され

ていなかった。1995年秋頃に，翻訳対象の候補として ISO9000や新製品開発戦略などのテー

マが検討される中で，高城重厚から「ABET，APEC，NSPE等の近況説明があり，技術倫理は

工学部の必須となる」であろうから技術者倫理関係の翻訳を進めてはどうかという提案がなさ

れて
（75）
いた。しかし，この提案は1995年の時点では技術翻訳センターでは賛同が得られなかった。

また，1996年には高城とは別の会員から技術士会の事務局に対して，Roland Schinzingerと

Mike W. Martinの教科書を翻訳してはどうかという提案も寄せられたが，内容が難しいとい

う判断もあってその話も進まなかったようで
（76）
ある。

技術者倫理の教科書を翻訳出版する計画が具体的に進み始めたのは，1997年9月9日の月例

（71） 工藤は，旭化成工業での勤務を経て1988年に筑波ハイテク・リサーチ・コンサルタンツを設立し，
文献調査や翻訳，出版などを通じた技術コンサルティング業務を展開していた。

（72） 工藤“技術士と翻訳”17頁。
（73） 工藤“技術士と翻訳”17，20頁。
（74） 工藤“技術士と翻訳”18頁。や機関紙『技術士』の“プロジェクトチームの活動”報告コーナー
を参照せよ。

（75） 福本宗樹氏から夏目宛の電子メール私信，2012．7．26。および，福本宗樹氏へのインタビュー，
2012．7．13。福本氏の当時のメモには明確な日付は記録されていないが，次回の予定が1995年11月25
日と書かれていることから，この提案は1995年の秋頃だろうと考えられる。高城はこのとき，1990年
代前半からの国際整合性問題への対応の延長として，新技術事業団などの委託によりシンガポール，
マレーシア，タイ，オーストラリア，米国の技術者制度を調査し，技術士制度を紹介するために渡航
（1995年11月および1996年1―2月）する直前であった（『五十周年記念誌』189頁。）。
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会でのことであった。守弘栄一が「各部門共通の
（77）
課題」として「Ethics翻訳につ

（78）
いて」提案し

（議事録ではこの英単語で記録されている），杉本泰治をリーダーとして，鹿島實，工藤飛車，湖上

國男，小林宏臣，桜井紘一，福本宗樹，守弘の8名によって翻訳出版に向けた「Ethics研究分

科会」が組織されることに
（79）

なった。また，高城重厚も助言を求められる関係に
（80）

あった。前節で

論じたように，この前月1997年8月にマニラで開かれた APECの HRDWGのワークショップ

において倫理を APECエンジニアの資格要件とする基本合意が得られており，高城はこのマ

ニラでのワークショップなどで APECエンジニア制度の交渉を進めた日本側の中心人物で
（81）

あった。そして，この高城が10冊程度の翻訳候補を示して，それらをメンバー間で回覧して訳

書の選定が進められた。

最初は全87ページのうち倫理の解説が3ページしかない Engineering Law, Design Liabil-

ity and Professional
（82）

Ethicsが候補にあがったが賛同を得られず，高城の示唆によって1997

年11月25日の会合で技術者倫理や法務に詳しい米国 PE協会（National Society of Professional En-

gineers : NSPE）の Arthur Schwartzに助言を求めることになった。そして，守弘が Engineering

Ethics : Concepts and Cases を選
（83）
出し，Schwartzからの推薦に加えて金沢工大の札野順に

も選書の妥当性を確認して，最終的に12月19日の会合で「ケース中心で，読んで面白い。実務

的で，買ってみようという気になる」という工藤の判断によって翻訳対象がこの Engineering

（76） この書籍は，Mike W. Martin and Roland Schinzinger, Ethics in Engineering,3rd ed., McGraw
-Hill,1996. のこと。畠山正樹氏へのインタビュー，2012．8．31。および，畠山正樹氏から夏目宛の電
子メール私信，2012．9．1。

（77） 守弘栄一“PE INTERVIEW”『技術士』494，2008．4，18頁。
（78） 服部宏安“プロジェクトチームの活動：技術翻訳センター”『技術士』360，1997．11，30頁。
（79） Charles E. Harris他（日本技術士会訳編）「訳者あとがき」『第2版 科学技術者の倫理：その考
え方と事例』丸善，2002，423―24頁。リーダーに指名された杉本は，技術翻訳センターのメンバーで
あった湖上國男と1996年に『製造物責任法：法律家と技術者とをつなぐ』を出版して成功していた実
績があった。なお，「Ethics分科会」は出版契約にあたって「技術倫理分科会」という名称になって
いる。

（80）『科学技術者の倫理』482頁。
（81） この技術者倫理の翻訳と APECとの関係について，当時の技術士会でこの国際整合性問題を意識
していた関係者はあくまで一部であり，倫理の重要性はそれとは別に共有されるようになっていたと
いう指摘もある（畠山正樹氏へのインタビュー，2012．8．31。）。確かに「倫理」の重要性については，
企業倫理を通じた認識などもあっただろうが，それは1990年代前半から社会的に認識されるように
なっていた。ただし，議事録には守弘の提案が「Ethics翻訳」とあり，また「Ethics研究分科会」と
いう名称で翻訳体制が組織されたことからも，技術者倫理があくまで国内の「倫理」ではなく国外の
Engineering Ethicsへの注目であったことがわかる。また，この経緯について『五十周年記念誌』は，
守弘が「アメリカで技術者倫理の教育が重視されている事情をキャッチし，適切なテキストの翻訳を，
1997年ごろ技術翻訳センターの月例会で提案した」と記しているが（『五十周年記念誌』221頁。），1997
年の日本学術会議の「提案」についての前節での分析からも推測できるように，当時の技術士会で米
国の Engineering Ethicsの重要性がこの APECの文脈とは独立に共有されたとは考えにくい。

（82） Rebecca J. Morton, Engineering Law, Design Liability, and Professional Ethics : An In-

troduction for Engineers, Professional Publications,1983. 倫理の解説は3ページであるが，それ
に加えて典型的な倫理規程の例が Appendixとして7ページ掲載されている。

（83） 黒澤兵夫，浜田哲夫，福本宗樹諸氏へのインタビュー，2012．7．13。
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Ethics : Concepts and Cases に決定さ
（84）
れた。そして，メンバーで分担して翻訳・編集作業が

進められ，『科学技術者の倫理：その考え方と事例』と題して1998年9月30日に丸善より出版

さ
（85）
れた。

なお，この『科学技術者の倫理』の翻訳の過程では機械翻訳が積極的に利用された。そもそ

も，技術翻訳センターの設立目的は，1980年代の日本における機械翻訳の開発目的とも共通し

ていた。日本での機械翻訳技術は，1982年から4年間にわたって実施された科学技術庁の Mu

プロジェクトによって進み始めた。そして，その目的は日米貿易摩擦の高まりを少しでも緩和

するために科学技術論文の要旨部分の情報を日米間で共有することとされて
（86）
いた。このプロ

ジェクトは，さらに1986年からは科学研究費の特定研究「言語情報処理の高度化」として工学

だけでなく言語学や心理学の研究者も参加する学際研究へと発展していった。また，1987年に

は通産省の国際情報化協力センター（CICC）に機械翻訳システム研究所が設置され，政府開発

援助（ODA）の一環としてアジア地域への技術移転の促進を目的として，多言語機械翻訳プロ

ジェクト「近隣諸国間の機械翻訳システム」の共同開発が日本と中国，インドネシア，マレー

シア，タイの5か国で進められた。技術士会がこれらの機械翻訳プロジェクトに参加していた

わけではないが，当時の技術士会会員の代表的な海外業務も ODAによる技術移転に関連した

もので
（87）

あった。

そして，これらの機械翻訳技術の国家的開発プロジェクトに参加していた電気・情報系企業

は，その製品化を積極的に進めていった。1980年代後半には，ハードウェアとセットになった

翻訳システムは数百万円，翻訳ソフトだけでも百万円程度はしていたが，1990年前後からは技

術の進歩によって価格は急速に下がっていった。とくに，1994年にロゴヴィスタから販売され

た翻訳ソフト『コリャ英和』は1万円を切る価格を実現し，これ以降は，機械翻訳は企業だけ

でなく個人ユーザーにも普及して
（88）

いった。

このような技術の進歩を背景として，技術翻訳センターでも1994年10月の月例会で初めて機

械翻訳というテーマが「OCRを用いた機械翻訳」として取り上げられて
（89）
いる。工藤は，1995

（84） 日本技術士会・技術翻訳センター『議事』福本宗樹資料，1998．10．5。札野への確認は12月14日
におこなわれた（福本宗樹氏のメモより，福本宗樹氏へのインタビュー，2012．7．13。）。

（85） 原著の書名は Engineering Ethics であるが，邦訳では書名に「科学」を明示することが意識さ
れた。技術士会の関係者の回想では，技術は科学に立脚しており，工学（エンジニアリング）は技術
とともに科学も含む，という理解の他，営業的な判断から対象を広げるといった意図もあったようだ
（黒澤兵夫，浜田哲夫，福本宗樹諸氏へのインタビュー，2012．7．13。）。

（86） 長尾真『情報を読む力，学問する心』ミネルヴァ書房，2010，92―93頁。このプロジェクトは，
京都大学工学部の長尾真研究室を中心として，科技庁の日本科学技術情報センター（JICST），そして
通産省の工業技術院・電子技術総合研究所と情報計算センターによって進められた。

（87） 技術士会の代表的な海外業務が ODAによる技術移転であったことは，『五十周年記念誌』161―86，
194―212頁。を参照せよ。

（88） 成田一『パソコン翻訳の世界』講談社，1997，112―27頁。
（89） 工藤“技術士と翻訳”18頁。
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年9月の論説「技術士と翻訳」でも，DTPやパソコン通信などの OA装備を整えることで印

刷レイアウトの編集や原稿の送付が効率的に進められ，さらに OCRと機械翻訳を組み合わせ

ることによって翻訳作業や第二外国語の学習効率が上がると推奨して
（90）
いる。技術移転という目

的を考えると，英語と他の西欧・ロシア語との機械翻訳にも期待が寄せられた。こうして工藤

は，機械翻訳に大きな関心を持ち，技術翻訳センターのメンバーにもパソコン・インターネッ

ト環境の解説や相談をおこないながら，機械翻訳の普及に努めて
（91）

いった。例えば，Ethicsの翻

訳に着手する直前の1997年8月23・24日には，筑波にある工藤の事務所で「1．海外経験を各

自英語で30分発表」と「2．機械翻訳の実地体験」をテーマとした合宿研修会が開かれ，「有

意義な研修会であった」と報告されて
（92）
いる。

こうして『科学技術者の倫理』の翻訳には，この機械翻訳が積極的に利用された。この経緯

について，『五十周年記念誌』は次のように述べている。

こうして翻訳着手が1998年1月，出版が9月という，原書400頁，訳書460頁の大部にして

は驚異的なスピードで本になった。これには日立の英日翻訳支援システム「たちまち翻訳」

と，訳稿から組版までの DTPソフトの利用という，会員によるコンピュータ作業の寄与，

それに丸善出版事業部の協力が
（93）

あった。

このように翻訳作業において日立製作所の翻訳ソフト『たちまち翻訳』が，編集作業には

Adobeの DTPソフト『PageMaker』がそれぞれ利用されたことは，『科学技術者の倫理』の謝

辞にも明記されて
（94）
いる。この『たちまち翻訳』の価格も1万円を切って

（95）
いた。そして，機関紙

『技術士』に掲載された経過報告では「分科会として分担を決めて翻訳を行っているが機械翻

訳を効率よく取り入れて完成している人も
（96）
多い」として機械翻訳の利用が宣伝されている。機

械翻訳の利用は必須ではなかったようだが，だからこそ，翻訳ソフト名までが謝辞で明記され

ていたことは機械翻訳技術の利用が彼らにとって単なる便宜的な補助手段ではなく活動目的の

一つになっていたことを示している。

以上のように，『科学技術者の倫理』の翻訳出版は，本来は技術者倫理とは関係のない技術

翻訳センターの有志によって進められた。技術者倫理教育という翻訳対象は彼らにとって外発

的ないし偶発的なものであり，当初から想定されていた分野ではなかった。2005年に出された

技術翻訳センターの活動についての紹介記事も，『科学技術者の倫理』が「この主題に関する

わが国での最初の日本語文献であり，工科系大学の倫理講義（東京大学工学部システム創生学科

（90） 工藤“技術士と翻訳”19―20頁。
（91） 黒澤兵夫，浜田哲夫，福本宗樹諸氏へのインタビュー，2012．7．13。
（92） 服部宏安“プロジェクトチームの活動：技術翻訳センター”『技術士』359，1997．10，32頁。
（93）『五十周年記念誌』221頁。
（94）『科学技術者の倫理』482頁。
（95） さらに，日立製のコンピュータにはプリインストールされていた。
（96） 服部宏安“プロジェクトチームの活動：技術翻訳センター”『技術士』367，1998．6，40頁。これ
は，1998年4月の月例会の報告である。
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講義「社会のための技術」）のテキストとして推奨されるなどの評価を得たことが，その後の

活動に重点を置かせることに
（97）

なった」と指摘している。技術者倫理はあくまで彼らにとって選

択肢の一つに過ぎず，その後も技術翻訳センターで技術者倫理分野の翻訳が続いたことは，こ

の分野の翻訳出版が事業的に成功したことによるところが大きかった。そもそも，技術者倫理

教育は1997年半ばまではほとんど注目されておらず，1997年8月に倫理を APECエンジニア

の資格要件とする基本合意が得られた頃からその制度的重要性が認識されるようになった。こ

のことは，技術翻訳センターにおいても例外ではなかった。翻訳出版のための許諾契約は技術

士会と出版社Wadsworthとの間で1997年末から1998年1月にかけて進められたが，その直後

には他の日本の出版社からもWadsworthに対して同書の翻訳許諾の申し出があったと
（98）
いう。

技術士会は，結果的には，それにわずかに先んじたことになった。

このように，技術士会によって技術者倫理教育の翻訳出版が進められたことは，技術士会内

外における APECエンジニア制度への対応の動きと密接に関係していた。そして，この背後

には，アジア太平洋地域における新しい経済枠組みへの対応という国家的な課題が存在してい

た。この時期，戦後日米関係などの二国間主義（bilateralism）から APECなどの多国間主義（mul-

tilateralism）へと，世界経済の理念は大きな転換期を迎えていた。とくに日本にとっては，ア

ジア太平洋地域で経済的なイニシアティブを維持できるかどうかは重要な課題であった。その

ため，国際整合性問題は，国外というよりも国内からの外発的要因が大きく，これに対応しな

ければ日本国内における技術士の社会的地位が脅かされることが強く懸念された。そして，こ

の新たな枠組みにおける必須要件を満たして社会的地位を確保するために，技術者倫理教育が

注目され，技術士倫理要綱への改訂もおこなわれたのである。

技術士服務要綱や技術士業務倫理要綱を制定した初期の技術士会にとって，技術者制度の国

際整合性の問題解決は必須ではなかった。したがって，技術者倫理教育が義務化されることも

なかった。その後，1987年の東芝機械ココム違反事件や1989年の証券取引法の改正，日米構造

協議などを経てコンプライアンスや CSRが強く求められるようになったが，それによって技

術者に対する専門職倫理教育が日本国内で必要視されることはなかった。日米間では1992年か

ら1998年にかけて日本学術振興会の先端技術と国際環境第149委員会と全米研究評議会（Na-

tional Research Council : NRC）の日本委員会（Committee on Japan）によって工学教育に関する

協議が重ねられているが，ここでも技術者倫理はとくに問題視されてい
（99）
ない。日米間の問題と

しては技術士制度の変革に向けた動きにはつながらなかったし，技術者倫理教育の制度的必要

（97） 小林宏臣“技術翻訳センターの紹介”『技術士』460，2005．8，29頁。
（98） 日本技術士会・技術翻訳センター『議事』福本宗樹資料，1998．10．5。福本宗樹氏へのインタビュー，
2012．7．13。

（99） Committee on Japan et al., Engineering Education Tasks for the New Century : Japanese

and U.S. Perspectives, National Academy Press,1999. この日本側の議長は岡村總吾であり，今井
兼一郎も参加していた。
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性も認識されることはなかった。

ただし，技術士会の技術翻訳センターに関しては，APECエンジニア制度は意識されていて

も，翻訳対象はあくまで米国の工学教育であった。米国が対象とされたことは APECエンジ

ニア制度がワシントン協定の教育制度を前提としていたこともあろうし，PE制度との国際整

合性問題を通じて米国を代表的な先進国として意識していたためでもあろう。本来ならばグ

ローバル経済の実際問題に基づいた技術者倫理教育が求められるべきかもしれないが，そもそ

も，技術者倫理の教科書は米国以外にはほとんど存在していなかったのである。

5 外発的な技術者倫理教育の自発性・自律性に向けた再解釈

前節までで明らかにしたように，日本における技術者倫理教育の導入には APECエンジニ

ア制度などの外発的な要因が大きく作用していた。しかし，倫理は本質的に他律的であっては

ならないものであり，導入の経緯はそうであっても受容の過程では解釈や理解の変質が求めら

れた。

この解釈の変化は『科学技術者の倫理』の初版と第2版の訳者序文の違いによく表れている。

『科学技術者の倫理』初版の序文では，具体的な事故への言及はなく，次のように国際競争を

見据えた米国との認識の差が強調されていた。

われわれはともすれば，科学技術のなかの，自分の専門分野の，狭く限られた視野でもの

を見がちである。グローバル・スタンダードが支配する世界で，日本とアメリカの，そし

て各国の技術者が，共同し，競争するには，こういうことが必要だということを本書を読

んで実感するのである。もしわれわれが変わらなければ，そこにおける違いは将来にわた

る脅威となることではないだろ
（100）
うか。

しかし，2002年に出版された第2版の序文では，倫理という観点がより内面化されている。

具体的には，2001年の米国同時多発テロ事件と1995年の地下鉄サリン事件に言及しながら，宗

教における善悪の判断への批判的考察を踏まえて次のように述べられている。

今技術に何が求められているのか。技術者の行動はどうあるべきか。事の善悪，是非の判

断のつかぬ者，つまり倫理観の欠如している者が，近代的な機械や技術を誤った判断のも

とに使うと取り返しのつかない混乱をまねく典型が上述の事例であろう。正常な精神の持

ち主でも思い違いや，うっかりしていて誤操作によるミスで事故を招くことは，日常的で

あり，安全管理が作業現場で厳しく唱えられる所以で
（101）
ある。

これらは，それぞれ当時の技術士会会長（初版は梅田昌郎，第2版は佐藤清）が執筆して
（102）
おり，

（100）『科学技術者の倫理』III頁。
（101）『第2版 科学技術者の倫理』III頁。
（102） 初版の序文は梅田本人が執筆したようだが，第2版の序文は技術翻訳センターの鹿島實が下書
きを執筆したようである（黒澤兵夫，浜田哲夫，福本宗樹諸氏へのインタビュー，2012．7．13。）。
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単純な比較はできないかもしれないが，当時の関心や理解の所在を推測するためには有用であ

ろう。『科学技術者の倫理』初版の出版後に，技術翻訳センターのメンバーたちは「倫理ゼミ」

を主催したり，今道友信に師事したり，新たな技術者倫理関連図書の翻訳出版に着手したりし

ながら技術者倫理への理解を深めるための活動を展開して
（103）
いった。そして，これまでの日本の

事例についても，技術者倫理という観点からの再解釈と吟味，そして再発見が進められていっ

た。

この変化は，杉本泰治と高城重厚によって執筆された『大学講義 技術者の倫理入門』の初

版（2001年）と第2版（2002年）の違いにも表れている。初版でいずれも高城が執筆した「第4

章 専門職としての技術者の形成」「第8章 技術者教育と倫理のつながり」「第9章 技術者

協会における倫理規程の発展」は，技術者倫理の日本への導入過程に関して彼自身が身近に経

験した APECエンジニア制度の導入や学協会の倫理規程制定などの重要事項を国際的な視野

からまとめた内容で
（104）
あった。しかし，第2版では新しい方向として「日本で技術者倫理をどう

説くか」ということが模索され，日本の文化・法律・事例などの観点が重視されて，国際的な

内容は最終章「第15章 技術者の国際関係」へと縮小さ
（105）
れた。

同じことは，技術士法改正に向けた衆議院科学技術委員会での議論の展開にも見出すことが

できる。2000年3月14日の衆議院科学技術委員会において，当時の科技庁長官であった中曽根

弘文は，APECエンジニア制度に言及しながら「国際的な経済活動の活発化に伴い，技術者の

国境を越えた活動を促進する必要性が増大して」おり，技術士制度には「高等の専門的応用能

力をもって我が国の科学技術の向上等に資することが期待されている」として，この法改正の

目的が技術士制度の「国際的な整合性の確保」と「良質の技術士の一層の育成」にあると述べ

ている。この他に，技術者には「公共の安全，環境の保全等の公益確保を図るべきこと」が求

められていると簡単に述べているが，これも前述のように APECエンジニア制度の要件を踏

まえたもので
（106）
ある。すなわち，この法改正の直接的な目的は，あくまで技術士制度と APEC

エンジニア制度との整合性の確保にあった。

しかし，2000年3月29日に開かれた次の科学技術委員会で実際の議論が始まってみると，国

際整合性問題よりも「安全文化」の定着に向けた技術者の「職業倫理」の養成に論点が集中し

た。このように「安全文化」の重要性が改めて指摘される背景として，この委員会では，1999

（103） 技術士会の機関誌『技術士』に掲載されている“プロジェクトチームの活動”報告コーナーか
ら，この具体的な経緯を知ることができる。今道友信は，技術翻訳センターの鹿島實の旧制第一高等
学校における一年後輩であった（鹿島は昭和19年理甲卒，今道は昭和20年文甲卒）。今道は「エコエ
ティカ」や「技術連関」といった独自の概念を用いて1990年代に科学技術倫理を展開していた。

（104） 杉本泰治，高城重厚『大学講義 技術者の倫理 入門』丸善，2001。
（105） 杉本泰治，高城重厚『第二版 大学講義 技術者の倫理 入門』丸善，2002。この第2版の編
集方針については，とくに同書の「はじめに」（i-ii頁）を参照せよ。

（106）『第147回国会 科学技術委員会 第2号』2000．3．14。
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年から2000年にかけて JCO臨界事故，ロケット打ち上げの相次ぐ失敗，山陽新幹線トンネル

内コンクリート剥落事故，地下鉄日比谷線の脱線事故といった大きな事故が相次いだことがあ

げられている。中曽根はこの会議の冒頭でこれらの事故に言及しながら，「日本の技術基盤の

信頼性が著しく低下をして」おり，「社会全体で安全に対する意識やモラルを高めること，い

わゆる安全文化，これを創造して社会に定着させることが非常に重要」であると主張している。

そして，この会議全体の論調としても，これらの事故に共通する背景として技術者の「モラル

の欠如」が存在するという認識が共有されて
（107）
いる。しかし，この会議が開かれた時期は技術士

法改正の最終段階である。すなわち，これら1999年から2000にかけて起きた大事故への対応は，

制度の導入に説得力を持たせるための補足的な理由づけに過ぎない。技術士法改正は，基本的

には APECエンジニア制度という国際問題への対応が目的であったが，それ以上に職業倫理

の必要性という国内問題への対応策として解釈され，受容されたのである。

このように，当初はあくまで技術者資格制度の世界的な動向に対応することが技術者倫理教

育を導入する主要な目的であったが，それが受容されていく段階では，当時の日本社会が直面

していた科学技術が関係する社会問題への有効性が主張された。技術者倫理という新しい外来

の観念を社会に普及させるためには，倫理が本質的に持つべき自律性や自発性という性格から

してそうせざるを得なかったという側面もあるだろうし，また，社会の側でも1990年代後半に

相次いだ「日本の技術基盤」を揺るがすような事件・事故に対して新しい理解の枠組みを求め

ていたという側面もあるだろう。これらの事件・事故の原因は多様であり，技術者倫理の欠如

がどれほど原因の本質であったのかという点には疑問が残る。しかし，このような利害におい

て技術者倫理が再解釈されることで，世界的な動向への対応という本来の目的は外発的ないし

他律的であり，副次的な理由とすらみなされるようになった。こうして，技術者倫理教育の制

度化において，倫理として本質的に備えておくべき自律性や自発性の基礎が与えられていった

ので
（108）
ある。

なお，技術者倫理教育において国際関係の内容が相対的に弱まった理由としては，アジア太

平洋地域における APECそのものの重要性が1998年頃から低下していったこともあげられる

だろう。1997年7月のアジア通貨危機や2001年の中国WTO加盟，ASEAN外交の進展などを

経て2000年代のアジア経済は大きく変化していった。その一方で，1998年の APEC早期自主

的自由化（EVSL）協議において日本が林水産業の自由化を拒否したことや，2001年の同時多発

（107）『第147回国会 科学技術委員会 第3号』2000．3．29。これと類似の考え方は技術士会の初期の
頃からあった。技術士法制定のための1953年の衆議院科学技術振興対策特別委員会において，平山復
二郎は，日本の技術業が欧米先進国に比べて責任関係があいまいで不合理な点が多くみられると指摘
し，日本に技術士制度が発達していなかったことがその大きな原因であると主張している（『第26回
国会，科学技術振興対策特別委員会，第19号』1957．3．26。）。

（108）2000年頃の日本社会における技術者倫理についての理解や取り組みをまとめた報告書としては，
日本技術士会『科学技術に関わるモラルに関する調査報告書（平成12年度科学技術振興調整費調査研
究報告書）』日本技術士会，2001。を参照せよ。
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テロに関してアメリカが APECを安全保障の枠組みとして利用しようとしたことによって，

APECに対する加盟各国の消極性が助長さ
（109）
れた。そして日本は，それまでの多国間貿易体制を

志向する通商政策を転換して，2002年のシンガポールを始めとして二国間 FTA・EPAの締結

を進めていく。二国間から多国間への転換という本論文の考察からすると，2000年代以降の日

本の技術者資格・教育制度そして技術者倫理教育に対するこの通商政策の方針転換や APEC

の地位低下の影響は興味深いところであろう。しかし，これについての分析は新たな研究テー

マに属するものであり，別の機会に譲ることにしたい。

6 結 論

『五十周年記念誌』は，『科学技術者の倫理』の翻訳出版について「従来，ともすれば内向き

だった日本技術士会が，社会に目を向けての活動の成功でも
（110）
ある」と述べている。「内向き」

であった技術士会が「社会に目を向けて」活動する必要があり，さらにそれが「成功」したこ

とは，APEC体制の国家的整備の流れに巻き込まれながらも，国際的な動向に注目する技術翻

訳センターという組織が存在し，さらには APECエンジニア制度の協議を実質的に先導する

ことになる高城重厚から直接的な助言を得ていたことが大きな要因であった。

技術士会は，1990年代前半から技術士資格と米国 PE資格との国際整合性問題に危機感を募

らせており，高城重厚はこの問題に対応する委員会の副委員長として技術者倫理教育の重要性

にもいち早く着目していた。しかし，この国際整合性問題は，米国との二国間の問題であるう

ちは相互理解の問題として対処されていたが，多国間協調の APECエンジニア資格相互承認

プロジェクトによって制度改革が必要な問題となった。そして，技術者倫理教育も，その必須

要件になったことで日本への導入が必須となった。1990年代前半までは，国際化の課題の中心

は日本国内の知識に対する技術アクセスや技術協力・移転であり，技術翻訳センターもこのよ

うな問題意識によって発足していた。しかし，1990年代後半になるとその方向性は逆転して，

課題の中心は日本国外で進んでいるグローバル・スタンダードへの対応になった。こうして，

技術翻訳センターにおいて「社会に目を向け」た「自発的」な取り組みが技術者倫理という新

しい外発的分野に対して進められることになり，機械翻訳を活用しながら『科学技術者の倫理』

の翻訳出版に取り組むことになったのである。

これらの経緯を分析すると，1990年代においても，それ以前の二つの倫理規程の制定のとき

と同じく，技術者倫理の直接的な動機は社会的地位の確立や向上にあったことがわかる。その

一方で，以前は倫理規程の制定だけで技術者倫理の教育はおこなわれなかったが，1990年代後

半には実質的な教育体制が求められた理由もわかる。

（109） この経緯については，例えば，寺田貴『東アジアとアジア太平洋：競合する地域統合』東京大学
出版会，2013。の分析を参照せよ。

（110）『五十周年記念誌』221頁。
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ただし，技術者倫理が外発的なものであれば倫理に本質的に必要とされる自律性や自発性と

は矛盾するため，技術者倫理教育の普及にあたっては新しい理解が求められた。そして，この

同時期には日本の技術基盤を揺るがすような事件・事故が相次ぎ，社会的にもこれらの新しい

問題を解釈するための新しい観念が求められていた。このような利害において，技術者倫理教

育についての新たな解釈の構築がその自律性や自発性を強化するように進められ，その一方で，

技術者資格の国際整合性問題への対応という当初の第一目的は相対的に弱められていった。こ

うして，技術士会における技術者倫理に対する認識は，1990年代前半までとは大きく変化して

いったと結論づけられる。
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On September30,1998, volunteers of the Gijutsu-Honyaku Center（Technical Translation Cen-

ter）, one of the project teams of the Japan Consulting Engineers Association（JCEA ; Nihon-Gi-

jutsushi-Kai）, translated and published Engineering Ethics : Concepts and Cases, written by

Charles E. Harris, Jr. et al. in1995. At that time, JCEA was under pressure to accommodate a

mutual recognition agreement of professional qualifications under the APEC Engineer Project.

Because the Gijutsushi was a traditional, uniquely Japanese system, it had little consistency

with other countries’ frameworks for qualification of engineers ; in particular, it was quite am-

biguous as to whether engineers qualified under the Gijutsushi should be categorized as Profes-

sional Engineers（PE）or Consulting Engineers（CE）. This international consistency problem was

exposed in the first half of the1990s. At that time, the demand to create a new internationally

compatible Japanese license for engineers was presented at the Japan Federation of Engineering

Societies, responding to a suggestion made at the World Federation of Engineering Organiza-

tions, and a plan to mediate U.S. PE examination and registration procedures in Japan was im-

plemented by the Japan Technology Transfer Association. To manage these issues, JCEA set up

a new public relations committee ; Shigeatsu Taki, as vice-chairman of the first subcommittee

for this PE problem, was actively engaged in this issue, and also became a key person for the

Engineering Ethics translation project.

These experiences in the first half of the 1990s became an advantage for JCEA’s efforts to

promote engineering ethics education in the second half of the1990s. In this article, I analyze

this pioneering work of JCEA’s and consider some points of debate, especially the shift from

Japan–U.S. bilateralism to APEC-oriented multilateralism in trade policy for globalization, the

problem of the social status of engineers, and the autonomy of ethics itself.
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