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科学技術は，その使い道を誤ると社会に重大な影響を及ぼす可能性を秘めている。また，科学技術者の研
究活動の範囲がますます広がり多様化するとともに，社会への影響が様々な形で問題になってきている。科
学技術者は自らの携わる研究開発活動の社会全体における位置付けと自らの社会や公益に対する責任を強く
認識し，科学技術の利用，研究開発活動を適切に管理する意識を高め，また研究に当たっては倫理観のより
一層の高揚に努めることが必要となる。
Scientific technology used inappropriately could damage society. As the fields of scientific
research expand and diversify, they have varieties of issues in the relationship between scientific
technology and society. Scientists and engineers are required to fully recognize the position of
their research and development activities in society, their social and public responsibilities. It's
necessary for them to increase their awareness of appropriate management regarding the use of
scientific technology, research and development, and to make efforts to establish higher level ethics
in research.
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1

科学技術と倫理

1.1

倫理とは

で生活をしており，本能に支配されて欲求だけを
満足させて生きていくことはできない。そこで，
集団の中で社会生活を健全に営むために最小限必

“倫理”の“倫”という漢字を分解すると，イ

要な行動規範が“倫理”と考えると判り易い。し

（にんべん）は“人”を表し，“侖”は木の束をく

かし，社会で共有されている暗黙のルールという

くって傘をつけた集合体を表しており，“倫”の

ものを理解せず，全てを行動規範として扱うと組

字全体で「人の生きるべき道／人と人との関係」

織は硬直し，住みにくい世の中を作ることにもな

を示している。また，“理”という漢字の里（さ

る。すなわち，行動規範は最小限のルールに留め

とへん）は山から見た道を表しており，“王”は

たほうが良く，そのためには倫理教育が重要とな

石の表面の筋を表し，“理”の字全体で「物事

る。

の筋道」を示している。すなわち，“倫理”とは
“人が社会の中でお互いに争うこと無く生きてい
くための筋道”のことである。

1.2

科学と技術の違いとは

“科学”とは狭義には自然科学を指し，
《未知な

社会の中で人が生きていくためには，生命とし

現象を帰納し，推論を通じて仮説をたて，仮説を

ての本能（欲求）に加え，精神的（希望／願望／

検証することを通じてそれを普遍妥当に認識する

理想）・生理的（肉体的）・物質的（経済的）欲望

ための方法や技術を導き出すこと》と定義されて

を満足させなければならず，こうした中で戦争や

いる。すなわち，
“真理の追究”が科学の本質で

紛争が後を絶たない。人の脳には，生命として生

あり，物理学，化学，生物学，地学，天文学など

きる上で重要な欲求（本能）を司る原始の脳（脳

の“理学分野”と，医学，農学，工学などの“応

幹）が残されており，この原始の脳は新しく形成

用科学分野”を指す。そこで，
“科学者”とは，

された脳（大脳皮質）によってコントロール（理

《実験などから得た事象を系統的に整理し，理論

性）されている。人は多数の人で構成される社会

体系の構築を目指す研究者》と定義することがで
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きる。

ギー獲得利用の研究は，一方で原子爆弾を作り上

一方，“技術”とは，真理の追究の基礎となる

げる研究にもつながり，不幸にも多くの人々が死

学問や知識を具体的なものづくりやプロセス，

んだ。そして，今や核兵器は地球を何十回と滅ぼ

システムの開発に応用するための手段を指す。ま

すほどの量が世界に存在している。更に，盛んに

た，広義には，作ったものを正しく作動させるた

行われているロボットや宇宙開発も，それを支え

めの運用・保守に関わる分野も技術に含まれる。

る技術の発達により新たな兵器を産み出す可能性

“技術者”は，《理論的・実験的アプローチにより

も今や否定できない。つまり，科学技術はそれを

事前に設定された目標を達成する製品の設計や製

うまく活用すれば，人類を幸福にし得るが，悪用

作を目指す研究・開発者》と定義することができ

すれば地球をも破壊し人類を滅亡させる危機に直

る。

面するといった二面性を持っている。しかし，科

ついでに“技術者”と“研究者”との違いに関

学技術は善でも悪でもあり，使う側や開発する側

しても簡単に述べておく。“技術者”は上述した

の人間次第である。すなわち，重要なのは科学技

ように，産業界において実用的な技術を担う職務

術を使う側や開発する側が人間として持つべき倫

を意味するが，“研究者”は実用性以前に実現性

理観を兼ね備えているかである。

の有無すらわからぬ未知の領域を探求する職務を
意味し，技術者との住み分けがなされている。し

2.2

社会的責任

かし，現実的には両者に明確な区分はなく，研究

私達の生活を豊かにするための科学技術は，

者は理論的な研究を担い，技術者は実用的な技術

科学技術の高度化や複雑化に伴い，信頼性や安全

を担う，といった違いである。

性の確保といった点で人間の社会生活に及ぼす影

2

科学技術の光と影

響の重大性が新聞などで報じられるようになって

2.1

科学技術の二面性

きた。特に，科学技術は上述したように“メリッ
ト”と同時に“デメリット”を併せ持っており，

科学技術が進歩すると，それに伴って人々の生

科学技術者は倫理観と広い見識を備え，社会に対

活様式も大きく変化し，そこで生活する人の精神

し特別な責任を負う職業であることをもう一度認

的な活動面にも大きな影響を及ぼした。例えば，

識すべきである。

交通の発達は人の活動範囲を広めると同時に人の

ここで少し科学技術の発達の歴史をみてみる。

流れを早くし，明かりの発明は昼夜を問わず活動

19 世紀までは，科学とは純粋な知識追求の営み

できる環境を提供した。また，通信の発達は，情

であり，社会的制約や管理を受けるべきでない

報を世界に素早く発信すると同時に多くの情報を

と考えられていた。奴隷の体を解剖して人体の

受け取ることを可能にし，我々が住む世界を狭く

メカニズムを明確にすることにより医学が発展

した。

したのも事実である。19 世紀における大学も，

こうした科学技術は，明らかに多くのすばら

完全な自治におかれた象牙の塔で“教える自由”

しい福音を人類にもたらしてきたが，歴史におい

と“学ぶ自由”の保障がされていた。20 世紀に

ては闇の面も多く刻まれている。それは武器や兵

なると，限りなく拡大する科学研究の成果を国家

器という名で総称される殺戮兵器の開発である。

や社会が最大限活用することにより，社会も限り

A. B. Nobel がダイナマイトを発明したことで鉱

なく発展することが求められた。第二次世界大戦

石を大量に発掘したり，トンネルを貫通させるの

中に，アメリカ国家の威信をかけて原子爆弾開発

に貢献したが，反面武器として多くの人を殺傷す

計画“マンハッタン計画”が立ち上げられ，多く

る道具の開発につながり，A. B. Nobel はそれを

の科学技術者が動員され，実験は成功した。しか

悔いて科学技術の平和利用を願ってノーベル賞を

し，開発に携わった科学技術者は原子爆弾の予想

作った。また，原子力発電といった新たなエネル

以上の殺戮規模に実戦での使用を猛烈に反対した
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が，原爆は不幸にも日本に落とされ終戦を迎え

不正や論文の捏造・改竄といったものを行うこと

た。大戦終結後，A. Einstein らは核兵器廃絶に

は，社会に対する裏切り行為であり科学技術への

向けて平和運動を開始し，世界の科学者に対して

信頼の揺らぎにもつながる。

科学技術の平和利用を求めるラッセル・アイン
シュタイン宣言を発表した。不幸にも，科学者が

3.2

捏造や改竄

殺戮兵器の開発に携わったことで社会的責任を自

科学技術者の個人的な名誉や地位のためにデー

覚し，“科学技術の社会への貢献”には“社会的

タの“捏造”
・
“改竄”によって名声を得ようとし

責任”が発生することを教訓として残したのであ

ても，それが発覚すれば事実上その人の地位は永

る。

久に剥奪されることを自覚すべきである。特に欧

3

社会の中の科学技術者

3.1

科学技術者の責任

米では“捏造”に対する嫌悪感は日本よりも厳し
く，人間として最大の不名誉な烙印を押されてし
まうことになる。これは，科学技術者による社会

現在，科学技術者が扱う研究内容が細分化さ

に対する大きな裏切り行為とみなされ，科学技術

れながら急速に進展し，一方で研究を取り巻く社

の信頼失墜にもつながる重大な犯罪とみなしてい

会環境が変化を続け，研究と社会との関係が複雑

るからである。

化している。更に，外部の公的研究資金を獲得す

2005 年， 韓 国 ソ ウ ル 大 学 は ES 細 胞 研 究

る競争の激化や任期制ポストの増加に伴い，研究

の第一人者である黄禹錫教授らのグループが

者は短期間で成果を出すことが求められている。

“Science”に発表した「世界で初めて難病患者

例えば，話題性の高い研究課題は科学技術者に

の皮膚細胞をもとにしたヒトクローン胚から ES

とって先陣争いの状況におかれており，早急に独

細胞を作成した」との論文において，報告された

自の学説あるいは仮説を提出することが生き残り

論文にはデータ捏造によって虚偽が含まれている

戦略となるであろう。また，科学技術のもたらす

ことが明らかとなった事件は記憶に新しい。
“病

危害を未然に防ぐ最前線にいるのが科学技術者で

気や事故で壊れた組織を自分の細胞で作り直せる

あり，研究現場の科学技術者が実際の局面で規範

可能性を有した夢のような治療が実現するかもし

をもとに臨機応変に判断することが求められてい

れない”
，といった期待を病気に苦しむ人々に抱

る。科学技術者は，科学技術を社会に受け入れら

かせ，世界の注目を一身に集めてきた研究だけに

れてもらうために，科学技術を介して多くの人々

その波紋は非常に大きかった。繰り返しになる

に不利益を与えない倫理観と自分の研究が社会に

が，科学技術者は科学技術がもたらす有益性と不

与える影響力を予測することが必要となる。

利益性を認識することで危害を未然に防ぐ責任が

一方で，科学技術者は社会に対する説明責任

あることを自覚すべきである。組織や顧客との契

や自分の仕事の情報を社会に開示する責任がある

約の中でも，組織や顧客の利益よりも公益確保を

ことを自覚すべきである。科学技術が社会の中に

最優先するという姿勢が重要となる。

浸透するにつれ，多くの政策決定に科学的知識が

4

必要となっており，科学技術者が社会に対して積

組織の中の科学技術者

極的に助言する責任がある。すなわち，科学技術

科学技術者が組織の中で倫理を問われる理由

者の行動規範には社会性が求められており，自ら

は，科学技術者だけが真実を知り得る立場にある

の研究において不正を行った場合は所属機関だけ

からである。すなわち，重要な価値が脅かされる

でなく，社会全体に対して責任をとらなければな

瀬戸際において技術者は経営者や管理者が判断す

らない。多くの人々は専門家を信頼するしか手立

るのに必要なあらゆる情報を提出し，その倫理を

てがなく，信頼は科学技術者の倫理観に裏打ちさ

発揮することを人々は期待している。そして，こ

れる。しかし，こうした科学技術者が私利私欲で

うした情報を積極的に提供した技術者こそが評価
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されるような仕組みが求められている。
例えば，スペースシャトル「チャレンジャー

5

まとめと提言

号」の爆発事故があげられる。この事故は，O リ

科学技術が社会に果たす役割が増大し変化する

ングの低温環境下におけるシール性能に問題があ

に伴って，科学技術者の倫理観が社会にとって看

ることを O リング製作会社の現場の技術者が同

過できない大きな問題となりつつある。科学技術

社の管理者や米・国立航空宇宙局に忠告したが，

者の研究遂行や成果発表における“不正行為”に

様々な“事情”からその忠告は却下され，打ち上

関わる問題は，科学技術者が所属する組織の規範

げが強行され，チャレンジャー号は打ち上げから

から逸脱する行為であり，科学技術者の属する組

約 1 分後に爆発し乗員 7 人全員が死亡した。この

織や社会への大きな裏切り行為なのである。科

場合，技術者が社会的責任を果たす上で内部告発

学技術は私達の家族や社会生活を豊かなものに変

は一つの選択肢となるが，所属する部署の上司が

え，夢と希望を与えるためのものであり，科学技

技術者の意見に対して十分な理解を示し，企業全

術者はこの点を肝に銘じる必要がある。

体で判断するに至っていることから，現場の技術

私も技術士資格を持つ科学技術者の一員とし

者としての行動は満足すべきものであったと考え

て，家族に恥じない倫理観を持っている研究者で

る。一方で，先端技術の進展において絶対的確実

ありたい。少なくとも，研究者として自分の家族

性を求めることは困難であり，経営者や管理者は

が笑顔で過ごせる社会を作る努力をすることこそ

常にリスクと不確実性が存在する中で現場の科学

が，最終的に広く社会から評価され尊敬される研

技術者の意見をもとに決断を求められることも事

究者であり，科学技術者としての責務だと考え

実である。すなわち，組織が科学技術におけるリ

る。

スク情報を理解するためには担当の技術者の判断
に頼らざるを得ない。
本来，科学技術者の倫理は瀬戸際で発揮され
るべきものではなく，日常的に経営者や管理者に
あらゆるリスク情報を提供するという形で発揮さ
れるべきである。こうした日常的な情報共有の中
で，組織と科学技術者の持つ矛盾をいかに個人の
努力により修正できるかが倫理の役割の一つと考
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える。現場の科学技術者は，組織における技術開
発の目的をよく理解し，その中で組織の方向性に
問題を見出した場合，自らが損害を被っても多く
の人々のために過ちを正す覚悟が必要となる。事
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