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１．緒言
　近年の技術者教育において，倫理的資質は技術者が備
えるべき当然の能力であり，環境へ配慮することは彼ら
の義務であると考えられるようになっている．例えば，ワ
シントン・アコードなどを含む，国際的な技術者教育認
定システムを統括する国際エンジニアリング連合（IEA）
は「卒業生としての知識・能力と専門職としての知識・
能力」の中に「環境と持続可能性」と「倫理」を含める
と同時に，その序文において「技術者の活動は倫理的に，
また利用可能資源を効率的に使用しながら…環境面で健
全かつ持続可能な方法で…行われなければならない」と
明言している．ワシントン・アコードに加盟する日本技
術者教育認定機構 （JABEE）もこの方針に従い，学習・
教育到達目標に「技術が社会や自然に及ぼす影響や効
果，および技術者が社会に対して負っている責任に関す
る理解 （技術者倫理）」を含めるよう促している．また技
術者に必要な実践的能力の育成を可能にするための教育
改革を目指すCDIO Initiativeが2001年に発表したCDIO 
Syllabus Version 1.0 においても，高い倫理的資質・能力
が，技術者に不可欠であることが示されており，さらに
2011年のVersion 2.0 への改訂時には「環境的文脈に基づ
いた」思考やデザイン能力が求められる，との文言を追
加している． 
　これらの資質・能力を養成するために，一般に技術者

倫理や環境倫理学などの科目がカリキュラムに組み込ま
れている．一方で，少なくとも技術者教育の場において，
技術者倫理と学問領域としての環境倫理「学」の間の関
連性や連続性については，これまで十分に意識されてき
たとは言い難い状況である．特に環境倫理学は現在に至
るまでその関心を特段，技術者教育には向けてこなかっ
た．従来より環境倫理学の主流となってきたのは，「自然
物の内在的価値」に代表される極めて抽象的な議論であ
り，それらは具体的事例の解決に必ずしも寄与するわけ
ではなかった．つまるところ，環境倫理学は，高次の実
践的「行動設計」能力の涵養を教育目標に掲げる技術者
倫理とは，異なる興味関心を有していたのである．それ
ゆえ，両者はこれまで互いに目立った接触をとってこな
かった．その結果，技術者倫理に含まれる環境倫理的要
素に対して，環境倫理学の思考枠組みが相当数反映され
ないままになってしまっている．しかしながら，相互連
携の需要が高まってきている以上，技術者教育に携わる
者は，技術者倫理と環境倫理学の間に横たわる空白を少
しでも埋めるよう努めねばならない．
　この問題意識に基づき，本報告では，地域固有の事例
を軸にした技術者倫理と環境倫理学の接続の試みを，正
解や模範例としてではなく，あくまで一実践例として示
す．

２．久留米工業高等専門学校における倫理教育体制
２．１　リベラルアーツ教育の充実
　2008年12月24日付けの中央教育審議会答申「学士課程

2016 年 12 月 18 日受付
※１久留米工業高等専門学校

日本住血吸虫病撲滅事業の事例分析に基づく 
環境倫理学と技術者倫理の接続の試み

Attempt at Connecting Environmental Ethics with Engineering Ethics Based on  
the Analysis of Schistosomiasis Japonica Eradication Activities

　藤　木　　　篤※１

Atsushi FUJIKI

　The main purpose of this study is to introduce and examine a teaching method aiming to connect 
environmental ethics with engineering ethics. Over the past few decades, ethics and consideration 
of environmental factors has been regarded as one of the most important competencies in the realm 
of engineering education, but adequate attention has not been given to the relationship between 
environmental ethics and engineering ethics. For improving this current situation, author brought a 
local case, concerned with the schistosomiasis japonica eradication activities in the Chikugo river basin, 
into the class offered in the National Institute of Technology, Kurume College. Feedbacks partly show 
that students improved their comprehension and acquired multifaceted viewpoints on environmental 
problem as a result of this approach.
　Keywords： Environmental Ethics, Engineering Ethics, Engineering Education, National Institute of 

Technology, Liberal Arts
　キーワード：環境倫理学，技術者倫理，工学教育，高等専門学校，リベラルアーツ

事 例 紹 介 Case study



98 工学教育（J.of JSEE）, 65–4（2017）

教育の構築に向けて」１）では，「創造力の涵養のために
は，専門的な知識や技術はもちろん，リベラルアーツや
幅広い総合知識の習得が重要であり，そのような面にも
配慮した教育カリキュラムと教育環境の整備が重要であ
る」と述べられている．この流れを受け，2016年5月21
日，米子工業高等専門学校が「実践的な教養（アクティ
ブリベラルアーツ）」を実践し統括するための活動拠点と
して「米子高専リベラルアーツセンター」を開設するな
ど，高専教育においても，リベラルアーツの価値を再評
価する動きが出始めている．
　2016年3月の文部科学省による報告書「高等専門学校
の充実について」2）に，参考資料として収録された「高
等専門学校における教育改善状況等に関する調査結果」
では，「一般教養における特筆すべき取組の事例等」が列
記されている．そのひとつに，「大学の教養課程に相当す
る本科4年生，5年生に対し，一般選択科目として文化
人類学，技術哲学，経済学，人権論等の人文社会科学系
科目を数多く開講している」として，久留米工業高等専
門学校（以下「本校」）のものと思われる取り組みが挙
げられている．これらの点からも伺えるように，リベラ
ルアーツ教育の充実は，本校の教育活動を特徴付ける柱
のひとつであると同時に，今後の技術者教育全体の方向
性を考える上でも決して軽視できない要素である．言う
までもなく，本稿が主題とする技術者倫理と環境倫理学
は，ともに「幅広い総合知識の習得」を目的とするリベ
ラルアーツ教育の一環として位置づけられる．
２．２　本校倫理教育カリキュラムの特色
　本校はリベラルアーツ教育に特徴を有しているが，特
に倫理系科目の手厚さは，他に類を見ない．例えば，専
攻科修了生であれば，本科在籍時から通算して，倫理に
関する授業を3コマから4コマ履修することになる（表
１）．初年次には，全学科通年必修科目として「倫理」が
設定されている．生物応用化学科のみ，3年次に「工業
倫理」を，同科専門教員と倫理学を専門とする筆者が共
同開講している．機械工学科と電気電子工学科について
は，4年次に専門教員が「工業倫理」を担当する．専攻
科では，筆者担当のもと，１年次後期に「環境倫理学」
を，引き続き2年次前期に「工学倫理」を開講している．
つまり専攻科への進学者は，専攻科在籍期間の半分にあ
たる１年にわたって，応用倫理学を広く学ぶことになる．
全57高専を対象にした調査報告に従えば，「一般科目にお

いて技術者倫理に関する科目（製造物責任，環境問題等
をテーマに技術者としての責任・行動規範について取り
扱う科目）を開設しているのが16校」2）である．この文
言を鑑みれば，本校カリキュラムの特色は，倫理系科目
を単独で，しかも複数有する点であると言って良いだろ
う．
　加えて，先述のリベラルアーツ科目群や安全工学，環
境工学，品質管理，地球環境と現代生物学等の専門科目
が，倫理系科目と重層的に重なり合いながら，カリキュ
ラム全体を形成している．したがって，学生は在籍期間
全体にわたって，技術者が備えるべき倫理観や環境への
配慮といった問題意識に，絶えず接することになる．こ
の特徴が，技術者倫理と環境倫理学の間の空白を間接的
に補う役割を果たしているのである．
　本校カリキュラムは，イリノイ工科大学のマイケル・
デイヴィスが提唱した“Micro Insertion”や“Ethics 
across the Curriculum”3），4）の思想とも合致している．
前者は，多様な科目の中で倫理的示唆に富む事例を紹介
したり，実際に考えさせたりすることで，特定の科目に
依存することなく学生の倫理的感受性を高める手法であ
る．一方後者は，倫理に関する授業を，カリキュラム全
体を通じて複数回実施することで教育効果を高める手法
である．両者が共有するのは，倫理教育は決して一科目
の中だけで完結しないという前提である．この前提は，
本稿の実践例にも通底している．
２．３　課題と解決方策
　倫理教育を実施する上で，注意を要する点もある．ひ
とつは，各科目が異なる問題群を扱う，互いに独立した
領域であるという誤解を招きやすい点である．例えば技
術者倫理や環境倫理学は，同じ問題を異なる視点から扱
う場合も多く，むしろ相補的な関係にあるが，一部の学
生は，両科目が完全に独立した内容を扱っているという
先入観ゆえに，その間に連続性や共通する問題意識を見
出しきれないことがある．したがって教員は，各科目間
の共通点や学習内容の連続性について，意識的に説明を
加えるよう努力する必要がある．
　もうひとつは，学生の学習意欲に関する点である．世
界的に，工学系学生のカリキュラムは，既に過密を極め
ている5）．当然日本も例外ではない．専門科目の学習で
手一杯の状態の学生に，専門外のリベラルアーツを必修
化して，半強制的に学ばせたとして，学習意欲が向上す
ることは稀である．したがって，倫理系科目を含むリベ
ラルアーツに対する学習意欲を維持あるいは喚起するた
めの工夫が必要である．
　これらの課題に対処するための方策のひとつとして，
本校では，環境倫理学と技術者倫理の双方にまたがる問
題を内包し，かつ学生が身近に感じやすい，地域固有の
事例の導入を試みた．この方策によって，少なくとも環
境倫理学と技術者倫理の連続性や共通する問題意識につ
いて，より深く理解することが可能になる．また地域性
に則した事例を用いた場合，学習者の興味関心を惹きや
すく，その教育効果も高まるため6），学習意欲・効果の
向上も同時に期待できる．

表１　倫理系科目の実施状況
専攻科2年
専攻科１年

A5 E5 S5 C5 M5
A4 E4 S4 C4 M4
A3 E3 S3 C3 M3
A2 E2 S2 C2 M2
A１ E１ S１ C１ M１

A：機械工学科 E：電気電子工学科
S：制御情報工学科 C：生物応用化学科
M：材料工学科
■ :「倫理」の語を含む科目を実施する学科・学年
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　導入した事例は，「筑後川中流域における日本住血吸虫
病撲滅対策事業の一環としての宮入貝の人為的絶滅」で
ある．本校は，日本でも限られた地域にのみ存在してい
た重篤な寄生虫病「日本住血吸虫病」の流行地のまさに
中心に位置しており，事例の舞台は学舎のすぐ隣を流れ
る筑後川である．したがって「地域固有の事例」として
は最適であると言えるだろう．

３．日本住血吸虫病撲滅事業の概要７）

　山梨県甲府盆地底部一帯，広島県深安郡旧神辺町片山
地区，福岡県および佐賀県の筑後川流域は，長らく日本
住血吸虫への感染を原因とする寄生虫病に悩まされてき
た．日本住血吸虫病は限られた地域にしか見られない典
型的な風土病である8）．本校周辺の小森野・宮ノ陣・長
門石を中心とする地域は，筑後川流域における最大の浸
淫地であった．
３．１　日本住血吸虫と中間宿主「宮入貝」
　日本住血吸虫病との闘いは，中間宿主「宮入貝」を絶
滅に追い込む闘いでもあった９）．人が成虫を飲んでも，
虫卵を飲んでも，ミラシジウム（幼虫）に接しても感染
せず，唯一セルカリアが体内に侵入して感染が成立する．
ミラシジウムからセルカリアが育つには中間宿主の宮入
貝が不可欠であり，日本住血吸虫の生活史を繋ぐ鎖の一
つである宮入貝はその要であって，これが消えると日本
住血吸虫も消滅する（図１）8）．こうした理由から，1913
年の宮入貝の発見を契機に，日本住血吸虫病対策は，中

間宿主である宮入貝対策へと置き換えられたのである．
３．２　筑後川流域における宮入貝撲滅対策事業
　筑後川流域において本格的な撲滅運動が展開されたの
は，1949年10月に久留米医科大学（現 久留米大学医学部）
に寄生虫学講座（現 感染医学講座真核微生物学部門）が
開設された後である11）．有効性の観点から，対策の本命
と見なされたのは宮入貝対策であった．宮入貝対策は二
つに大別できる．積極的に貝を直接排除する方法と，生
息域を改変して貝の生活圏を減少させる方法である．筑
後川流域では，火焔放射や薬剤散布，溝渠のコンクリー
ト化，盛り土・埋没法などを組み合わせ，大規模な環境
の改変を伴いながら宮入貝対策を進めていった12）．
　その後，観測される宮入貝の個体数は次第に減少して
いった．最終的に，1983年5月24日に久留米市宮ノ陣町
荒瀬の新宝満川右岸低水敷で発見されたのを最後に，宮
入貝は筑後川流域から姿を消した．
３．３　安全宣言と宮入貝供養碑の建立
　1990年3月30日，福岡・佐賀の両県で安全宣言記念式
典が同時開催された．この日をもって，筑後地方におけ
る日本住血吸虫との闘いに，ようやく終止符が打たれた

（図2）．
　筑後川流域宮入貝撲滅対策連絡協議会は，安全宣言後
も存続し，関係各機関の撲滅対策事業の連絡調整ととも
にモニタリング調査を継続的に行ってきたが，2000年3

図１　日本住血吸虫の生活環10） 図3　宮入貝供養碑（久留米市宮ノ陣町）

図2　安全宣言を記念して製作された標本
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月29日，同協議会はその歴史的役目を終え，解散した8）．
協議会の解散後，宮入貝の最終生息地である久留米市宮
ノ陣町荒瀬の河川脇の公園内に，宮入貝の供養碑が建立
された．碑には，「我々人間社会を守るため筑後川流域で
人為的に絶滅に至らされた宮入貝（日本住血吸虫の中間
宿主）をここに供養する」と刻まれている（図3）．
　
４．事例の倫理的含意と教育への応用
４．１　事例の倫理的含意
　「寄生虫との百年戦争」の結果，日本は世界で唯一，
日本住血吸虫病を克服した国となった13）．しかし，得た
ものばかりではない．多少の違いはあれど，各流行地は
日本住血吸虫病を根絶するため，中間宿主「宮入貝」の
大規模な駆除を行い，その過程で環境破壊とも言うべき
様々な自然の改変が行われている．筑後川流域において
は，対策事業を推進する中で，護岸工事や埋立工事，溝
渠のコンクリート化を繰り返すことで，河川周辺の環境
は大きく変わった．また地域的に限定されるとはいえ，
宮入貝という一生物種が人為的に絶滅に追いやられてい
る．日本最大の有病地であった山梨県では，対策の過程で
ラムサール条約の保護対象となる沼沢地の埋め立てや，
国指定特別天然記念物の源氏蛍の絶滅などが行われてい
る14）．
　技術者倫理において，全ての技術者が遵守すべきとさ
れているのは，「公衆の安全・衛生・福利を最優先する」
という原則である．同時に，これまで見てきたように，
環境へ配慮することも技術者の義務と見なされるように
なっている．ここに，基本的価値の衝突が見られる．す
なわち本事例には，「たとえ有害生物であっても生物多様
性保全の対象とすべきかどうか，また公衆衛生向上の一
環としての自然環境改変はどこまで許容されるか」とい
った問い，言うなれば「公衆衛生と環境保全の相反」の
問題が含まれている7）．
　実のところ現在に至るまで，技術者倫理であれ環境倫
理学であれ，「公衆の安全・衛生・福利」や「環境保全」
といった，各々の領域の根幹を為す基本方針が相反関係
にある場合，我々はいかなる行動を取るべきか，という
問いをほとんど扱ってこなかった．したがって，授業を
通じて事例に触れ，倫理的含意について考え，周辺風景
を通じて日本住血吸虫病対策の歴史に思いを馳せること
で，学生は応用倫理学の先端となる問いに直接触れるこ
とになるのである．これは，従来一般的であった，単調
で受動的なテキスト読解とは一線を画す，極めて発展的
かつ能動的な学習プロセスである．
４．２　教育への応用
　本事例を用いた環境倫理学と技術者倫理の接続の試み
は，平成27年度以降，専攻科2年次前期に開講される「工
学倫理」の第一回目（100分/コマ）に，全専攻科生（例
年30名程度）を対象に実施している．全受講生は，「工学
倫理」に先駆けて開講された「環境倫理学」で，テキス
トの精読と要約，発表，グループディスカッションのサ
イクルを通じて，同分野における基礎知識を学んでいる．
したがって全員が既に「環境倫理学」の議論内容の大枠

を把握した状態で，本事例の分析に臨むことになる．
　授業はスライドを用いた講義と，その後のディスカッ
ションという二部構成で行った．スライドは筆者自身の
手で，事例の概要についてまとめたもので，全60枚程度
の分量である．後半のグループディスカッションに備え，
史実はもちろんのこと，環境倫理学における諸概念との
関連についても随所で解説を加えた．環境倫理学の復習
と，技術者倫理における環境倫理的要素の新規学習を同
時進行させることによる，相乗効果を期待したのである．
具体的には，「公衆衛生と環境保全の相反」のアイデアを
下敷きに，「公衆衛生の向上という大義名分さえあれば特
定の種を人為的に絶滅させることは許されるか」，「奇病
が蔓延していた当時，技術者としてどのような行動がと
れたか」，「非技術者であれば技術者の立場で導き出した
行動と同じ結論に達するかどうか」といった問いを投げ
かけた．授業開始時に本事例に関する知識の有無を問う
たところ，予備知識を持った学生は一人もいなかったた
め，解説には授業前半の60分をあてた．
　グループディスカッションでは，各グループ4〜5名
の班を編制させ，（1）授業前半部で例示した問いからひ
とつを選択し，（2）環境倫理学における諸概念と議論枠
組み，例えば「世代間倫理」「生物多様性」「予防原則」

「人間中心主義と人間非中心主義」といったキーワードを
用いて，選択した問いへの応答を作成して，（3）最後に
各グループ１分以内で応答内容を発表するよう，指示を
与えた．自由闊達な議論を促すため，議論や発表の内容
は評価の対象にしていないが，少なくとも筆者が見る限
り，全てのグループが真剣に取り組んでいたように思わ
れる．なお専攻科１年次後期の「環境倫理学」の授業を
通じて，全員がグループディスカッションの経験を有し
ているため，ディスカッションのプロセス全般において
混乱や迷走は生じていない．

５．教育・学習効果
　平成28年度の「工学倫理」受講前後のアンケート結果
をもとに，教育・学習効果を検討する．アンケートは金
沢工業大学科学技術応用倫理研究所によるシステムを利
用して実施し，全国16大学2高専48クラスとの比較も行
った．当該アンケートは，選択肢を否定から肯定の順に
配列した5件法のリッカート尺度を採用しており，選択
肢１を１点，選択肢5を5点として設問毎のクラス平均
値・標準偏差・変容度（伸び率）等を算出するものであ
る．変容度は授業を行った結果生じた変化（終了時－開
始時）を開始時点で学生（クラスの平均値）が持ってい
る変化の可能性（リッカート尺度上限5から開始時ポイ
ントを減算した数）で除したものとして定義されてい 
る15）．
　その結果，特に「科学技術が自然環境に与えてきた影
響について，水銀，PM2.5，あるいは温室効果ガスなど
の例を用いて具体的に説明できますか」という設問にお
いて，顕著な特徴が見られた．授業開始時の平均値が全
国平均より高く（本校3.6, 全国平均2.9），標準偏差は全
国平均よりも小さく（本校0.8, 全国平均1.1），かつ変容
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度は全国平均を上回っていた（本校47%, 全国平均37%）．
同設問に関して，授業開始前には「多少説明できる」「説
明できる」の合計は全体の68%であったが，終了後には
88%に向上していた（n=25）．
　カリキュラムで技術者倫理に先行して環境問題を学習
する科目を配置しているため，開始時から既に平均値が
高く，また学生個々の認識のばらつきも小さくなってい
る．さらに基礎知識を持った状態で技術者倫理を学習し
ているため，変容度も大きくなると推測される．すなわ
ち，まず環境倫理学の理論を学び，次いでそれらの理論
を想起しながら技術者倫理の事例の分析を行う，という
過程が教育・学習効果を高めている可能性がある．
　授業後に回収した自由記述式の感想文の傾向も，紹介
しておきたい．まず多くの学生が，筑後川を見る目が変
わったと回答した．分析以前に，身近な事例をただ知る
だけでも，意識に変化が生じたことが伺える．また複数
の立場から多面的に対策の是非を分析している学生も少
なくなかった．「当時の人間であれば」「地域住民の立場
だと」「技術者を目指す者からすると」「宮入貝からした
ら」といったようなかたちで，文章の中にも思考を巡ら
せた痕跡が残されていた．このような「複数の立場から
複眼的に事例を捉え直す姿勢」の重要性は，技術者倫理
において繰り返し強調される．技術者倫理の授業を本格
的に開始する前の段階で，本事例の分析を通じて，この
姿勢が少しでも獲得できている（あるいは本事例を足が
かりにこの姿勢の重要性に気づける）ことが確認できる
のであれば，控えめに見ても，本実践例には一定の教育
効果があると主張できるはずである．今後のデータの蓄
積を待って，この点を裏付けたい． 

６．今後の課題
　残された課題について，二点述べたい．ひとつは，学
習効果の測定と提示に関する課題である．アンケート結
果と感想文の記述からは，学習効果が上がっていること
や，学生の学習姿勢に良い影響を与えていることが伺え
る．しかし，アンケートの数値はあくまで「工学倫理」
の授業の受講前後の変化を表しているのであって，本稿
でこれまで述べてきた試みの効果を直に表したものでは
ない．第二回以降の授業内容が数値に影響を与えている
ことも考えられるため，平成29年度以降は，因果関係の
切り分けを行うための新たなアンケート調査を実施する
必要がある． 
　もうひとつは，他のリベラルアーツ科目群や，専門科
目との連携である．本報告において示すことができたの
は，あくまで環境倫理学と技術者倫理との接続に関する
取り組みのみであり，他の科目との連携については十分
に触れられていない．既に述べた通り，「リベラルアー
ツ科目群や安全工学，環境工学，品質管理，地球環境と
現代生物学等の専門科目が，倫理系科目と重層的に重な
り合いながら，カリキュラム全体を形成している」こと
が，本校の特徴であった．ただし，こうした科目間の相
互連携による相乗効果については，より大規模かつ長期
間にわたる検証を要する．

７．結語
　本報告は，地域固有の事例の導入によって，技術者倫理
と環境倫理学の間の空白を埋める試みを紹介してきた．
学舎近辺を舞台とする事例は，学生の興味関心を惹くと
同時に，学習意欲もある程度向上させた．その結果，倫
理的ジレンマについて自発的に考える態度の萌芽や，複
眼的・多面的視野の獲得が，一部の学生に認められた．
またアンケート結果を検討する限りにおいて，環境倫理
学と技術者倫理双方に関わる知識や，理論の応用能力が
向上したことが伺える．教育効果の厳密な測定等，課題
は山積しているが，筆者は今後も本取り組みを継続する
価値が十分にあると考えている．
　最後に，希望に近い展望を掲げて，稿を終えたい．本
報告で取りあげた住血吸虫病は，世界的に見れば流行は
終息しておらず，現在進行形の問題である．WHOは今
後人類が制圧しなければならない熱帯病として17の疾
患を挙げ，「顧みられない熱帯病」（Neglected Tropical 
Diseases, NTDs）と総称している16）．日本はNTDsのほ
ぼ全てを，20世紀中に根絶ないし克服しており，住血吸
虫病もその一つに含まれている．
　一方，日本以外の国や地域では予防や感染後の投薬治
療に追われている段階であり，根絶の目途は立っていな
い．現在，日本住血吸虫病の患者数は世界中で約2億人
に上ると推測されている．また顧みられない熱帯病の中
で最も死亡者数の多い感染症であることを加味すると，
住血吸虫病対策は喫緊に対処すべき国際的課題と言える
だろう．その際，わが国の日本住血吸虫病対策の歩みが
参考になることは間違いない．
　繰り返しになるが，現時点で，この病気を根絶できた
国は，世界で唯一日本のみである．したがって，日本の
経験が満足に引き継がれないとすれば，それは日本だけ
ではなく人類全体にとっての損失ともなる．今後は資料
や記憶の継承が，一層重要性を増すことは確実である．
本報告で取りあげた試みが，例え微力であったとしても，
その一助になることを願う．
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