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1. 背景 

専門職倫理の一領域にルーツを持つ技術者倫理には，

分野としての成立から現在に至るまで，一貫して，予

防倫理としての機能が期待されてきた．予防倫理は，

すでに目標の定まった技術的課題を遂行する中で，事

故や事件を起こさず，他者の安全や健康を守るために

は不可欠 1)であり，その重要性は誰しもが認めるとこ

ろである．	

しかし近年，予防倫理的アプローチに加え，志向倫

理的アプローチも注目を集めるようになってきている．

志向倫理の基本概念は，米国の技術者倫理教育におい

て最も指導的な役割を果たした，ハリスらの教科書の

第四版で示された．彼らはそこで，従来の「予防倫理」

としての側面の重要性を強調しつつも，技術的営為が

社会に対して与える良い影響に着目する，「志向倫理」

としての側面も重視するよう，提唱したのである 2)．

現在，志向倫理を技術者(倫理)教育の場へ取り入れよ

うとする動きは，大きな潮流になりつつある．	

	

2. 問題意識 

一方，そうした潮流を教育の現場に取り入れる際，

既存手法の単純な応用や拡張では，目的が十分に達成

できない可能性がある．換言すれば，予防倫理的側面

の強調に注力してきた，従来の手法は，志向倫理的態

度の涵養において，それほど有効には働かないかもし

れないのである．なぜなら，予防倫理はその性格上，

「すべきこと」よりも「すべきではないこと」に焦点

があてられるが，志向倫理は反対に「技術者として自

身がなすべきこと」を積極的に考えるよう，学習者に

求めるからである．悲惨な事故等を事例として学習す

ることで，学習者にそうした前向きな態度・志向性が

芽生えるかどうかについては疑問が残る．ハリスらの

言葉を借りるならば，彼/彼女らは「業務上の違法行為

を回避したり，事故を予防するためだけに技術者を志

すわけではない」からである 3)．	

では志向倫理的観点の重要性を説く際，「シティコ

ープタワー」に代表されるような，「技術的に優秀で

あると同時に，倫理的，道徳的かつ責任のある結果を

求めるような仕事」，いわゆる GoodWork4)の事例集を

作成し，模範解答や規範として提示するだけで十分だ

ろうか．少なくとも発表者は十分であるとは考えてい

ない．なぜなら，そうした事例のほとんどは，倫理的・

道徳的に称賛されるべきものであることが予め明らか

にされているからである．もちろんそうした事例に触

れることに，一定の意義はあるだろう．しかし，将来

的に技術者として現場に立った際，必ずしも倫理的・

道徳的問題が明らかで，かつ「技術者として自身がな

すべき行動」が明確な状況にばかり遭遇するわけでは

ない．	

そのような状況下において「自身が何をなすべきか」

を考える際，必要とされるのは，どれだけ多くの模範

解答を知識として修得しているかということではなく，

限られた情報や予算のもと，最悪の結果を回避しなが

ら現実的な解を他者と共に導く能力や態度・志向性で

あろう．そのために，技術者は専門職としてはもちろ

ん，非技術専門職あるいは公衆としての倫理問題への

関わり方やものの見方を学ぶ必要がある．そのために

発表者が開発した手法が「好奇心主導型の科学技術倫

理」5)である．		

本発表では，「好奇心主導型の科学技術倫理」の実

践内容およびそれらが志向倫理的態度の涵養に及ぼし

たと思われる影響について報告を行う．	

※1神戸市看護大学看護学部人間科学領域 
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3. 授業実践の概要 

3.1 手法 

	 発表者は 2014 年以来，「科学技術倫理概説」と題す

るスライドファイルを常時アップデートしながら，授

業資料として配付している．科学技術の進歩とそれに

伴って生じた，あるいは将来的に生じるであろう倫理

的課題について紹介するものである．取り上げる事例

は様々であるが，特に生命倫理学や環境倫理学をはじ

めとする応用倫理学や，科学技術社会論といった，技

術者倫理の隣接諸領域において議論されている問題を

中心に扱っている．学習効果の観点から，知的好奇心

が刺激されるようなテーマや問題を取り上げるよう心

掛けている．これらのテーマや問題群を全授業時間の

うち 3〜7 コマを割いて紹介し，その後のディスカッシ

ョン等の活動を通じて，受講生全体の興味関心の喚起

と理解の促進を図った． 
	 本授業実践は，教員から受講生に対する一方的な知

識伝達という体裁をとらない．代わりに，未だ議論の

渦中にある実際の問題を問いとして投げかけ，共に考

えるというかたちを採用している．本授業実践の特徴

として挙げられる， (1) オープンエンドな問題

(open-end problem)に基づく学習であること，(2)問い

かけが中心であること，(3)学生主体であることなどは，

問題発見・解決型学習(problem-based learning, PBL)
の特徴と一致している 6)．したがって，本授業実践は

PBL の一類型であると言える． 
 
3.2 授業の実施場所 

	 スライド資料「科学技術倫理概説」を用いた授業実

践は，複数の高等教育機関(4 大学，1 高専)の授業にお

いて実施した．「技術者倫理」や「工学倫理」のみなら

ず，「科学技術と倫理」や「倫理」のような科目名にお

いても，同様の手法をもって「好奇心主導型の科学技

術倫理」の導入を試みた．受講生の多くは技術者倫理

の授業を必修とする工学系の学生であったが，非工学

系の学生も対象に授業を行った． 
 

4. 結果および考察 

授業評価アンケートの結果を参照する限りにおいて，

「好奇心主導型の科学技術倫理」は一定の教育効果を

あげていると言える．工学系の学生からは特に好意的

な反応が見られた．自由記述欄の回答では，自身の将

来的なキャリアや，理想とする技術者像について言及

する者も少なくなかった．また先端科学技術(Emerging	

Technology)に伴う倫理的・法的・社会的諸問題に，技

術者として積極的に対処していきたいとする回答も散

見された．発表者は，「好奇心主導型の科学技術倫理」

の導入によって，「技術者として自身が何をなすべき

か」を考えるきっかけ，すなわち志向倫理的態度を涵

養するための最初のきっかけを提供できたものと考え

ている．敷衍するならば，「好奇心主導型の科学技術

倫理」やそれに類する内容を，予防倫理に関する内容

と併せて実施することで，志向倫理と予防倫理がとも

に調和した技術者倫理教育が実現できる可能性がある，

ということである．	

	

5. 展望と課題 

課題も多く残されている．ここでは二点のみ挙げる．

ひとつは評価の問題である．「好奇心主導型の科学技

術倫理」には，模範解答がない．これは，正解にどれ

だけ近い回答を示せるか，という評価軸が機能しない

ということを意味している．もちろん授業への貢献度

や発言の積極性，レポートの完成度を評価するという

手段もあり得るだろう．しかし，そうした評価基準は，

受講者の志向倫理的態度を測るようなものではない．

したがって，たとえポジティブな変化を見せたとして

も，成績には何ら反映されない可能性が出てくる．内

面的変化の測定と評価には困難が伴うことが予想され

るが，取り組む価値のある課題であるように思われる．		

次に，アンケートに関する問題が挙げられる．実の

ところ，本稿で言及したアンケート結果は，「好奇心

主導型の科学技術倫理」単独の効果を測定したもので

はなく，授業全体に対する評価を示したものである．

また組織によってアンケートの設問項目が異なるため，

組織間の比較を行う上で，困難が生じている．こうし

た困難を解決するために，今後アンケートの形式を統

一するなどの工夫が必要となってくるだろう．	
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