
1 序 論

日本技術士会は，1951年の同会発足に合わせて倫理規程「技術士服務要綱」を制定した。さ

らに，その10年後の1961年にはあらためて倫理規程「技術士業務倫理要綱」を制定した。この

間，1957年には技術士法が制定されており，それにともない既存の「日本技術士会」は1958年

に解散して，新組織としての「日本技術士会」が発足して
（1）
いる。技術士業務倫理要綱は技術士

服務要綱からの「改定」ではなく「制定」とされているが，その理由としては，技術士服務要

綱が旧技術士会の倫理規程であったため，技術士業務倫理要綱は新しい組織の新しい倫理規程

として「制定」とされたと考えられる。ただし，この「制定」は形式だけのものではなく，技
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（1）1957年3月に技術士法が制定されたことを受けて，翌1958年8月にこの「日本技術士会」は解散
し，同年11月に新しい組織として現在まで続く「日本技術士会」が設立された。なお，社団法人とし
て旧技術士会の解散が通産大臣より認可されたのは1959年2月，新技術士会の設立が内閣総理大臣よ
り認可されたのは同1959年3月のことである。
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術士服務要綱の条項とその表現を踏まえながらもその内容も大きく変更されている。

これら二つの「要綱」は，日本の技術・工学系学協会の倫理規程としては1938年に定められ

た土木学会の「土木技術者の信条及実践要綱」に次いで古く，戦後ではもっとも古い。その他

の技術・工学系学協会の倫理規程が定められたのは1990年代半ば以降のことである。そのため，

この技術士会（以下，「日本技術士会」を「技術士会」と表記する）の事例は，戦後すぐの技術者た

ちが倫理規程で意図したことを分析する上で，さらには日本における技術者倫理の歴史全体を

評価していく上で，貴重な事例と言える。しかし，技術士会の倫理規程について分析した先行

研究は存在せず，1951年の技術士服務要綱については技術士会の年史にすらその内容や経緯に

ついては記述がない状態である。

そこで本論文では，技術士服務要綱と技術士業務倫理要綱について，それらが定められた経

緯や意図を，新旧の技術士会が組織として抱えていた問題や，その解決を担った当事者たちの

問題意識を踏まえて分析したい。そして，それらの分析結果を比較することで，初期の技術士

会において倫理規程が求められた理由やその特徴について総合的に論じたい。

2 日本技術士会の発足における「高級技術者」の関与

技術士服務要綱について分析するため，まずは，その主体である技術士会の発足経緯を分析

しておきたい。技術士という制度は，米国のコンサルティング・エンジニア（以下，CE）制度

を模範として，1951年6月14日の「日本技術士会」設立をもって発足した。この準備を進めた

「コンサルティング・エンジニア協会設立準備委員会」が組織されたのは，設立のちょうど半

年前にあたる1950年12月14日である。

この技術士会の設立経緯を分析した代表的な文献としては，同会が編纂した三十年史と五十

年史があげら
（2）
れる。これらのいずれの年史でも，設立の意図として，1950年の「外資に関する

法律」（外資法）制定にともなって技術導入が促進されたことにより，技術そのものが商取引の

対象となることが実感されるようになったこと，さらには米国から来日する CEの存在が知ら

れるようになり，日本でも CE制度の発足が期待されるようになったことがあげられて
（3）
いる。

民間外資の導入は1946年の第一次吉田内閣の頃から主要な政策として掲げられ，その障害を

取り除くために，第三次吉田内閣において1950年5月に外資法が制定された。この外資法では

民間部門の証券・債権とともに技術援助契約が定められた。三十年史が典拠としている技術士

会会員たちの回想によると，その民間外資・技術導入で導入が期待された高度な技術力の象徴

（2） 日本技術士会広報委員会『日本技術士会三十年史』（以下『三十年史』）日本技術士会，1981。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。

（3）『三十年史』1―3頁。五十年史ではそれに加えて，当時の技術者自身が技術を経営の道具に過ぎ
ないと考え，技術そのものへの尊重に欠ける傾向があり，さらにそれが「無謀な戦争」につながった
という反省についても言及している（『五十周年記念誌』12―4頁）。
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と考えられたのが，米国の CEの存在であった。占領軍は復興のための土木工事を推進するに

あたって日本の CEを利用することを考えていたが，そのような制度が日本にないことに驚い

たらしい。そのため，建築事務所が仕事を依頼され，そこからあらためて土木技術者に仕事が

依頼されるようなこともあったよ
（4）
うだ。そして，技術導入が進むにつれて米国からさまざまな

調査団が来日し，その一員として加わっている CEの存在が注目されるようになったと
（5）
いう。

また，プラント輸出をはじめ，化学工業の設備装置や建設工事の機械関係でも CEの存在が求

められるようになり，そのような機能を持つ事務所が設立されたり研究組織が作られたりして
（6）
いた。

もっとも，以上の分析は，初期の技術士会に関わった当事者たちの主観的な回想に基づいた

ものであり，この当時に CE制度への関心や期待がどれほど広く共有されていたかは疑問の余

地がある。例えば，通産省・産業合理化審議会の1951年2月の第一次答申では「コンサルテイ

ングエンヂニヤの養成及びこの制度の普及」があげられてい
（7）
るが，あくまで多くの提言の中の

一つであり，翌年の第二次答申や，その活動を1957年にまとめた『産業合理化白書』では技術

士制度は注目されてい
（8）
ない。また，経済安定本部・外資委員会の議事録などにも CE制度の日

本への導入が推進された形跡は
（9）
ない。CE制度の導入は政策として進められたというより，実

際には設立準備委員会を中心とした一部の技術者たちの自主的な活動によるところが大きかっ

た可能性が考えら
（10）
れる。

この可能性を検討する上では沢井実の研究が参考になる。沢井は初期の技術士会会員たちの

経歴を調査し，例えば1955年の会員（354名）には外地（朝鮮，台湾，樺太，満州，南洋）からの

引き上げ技術者（80名）や旧陸海軍技術者（51名）が多数いることなどから，彼らが「戦前・

戦中における高学歴・高職歴のエリート技術者」ないし「高級技術者」であり，初期の技術士

会が戦後復興期の軍民転換や「外地」からの引き上げ技術者の受け皿として機能したと分析し

て
（11）
いる。

この「高級技術者」の代表例として，後に技術士会の会長になる平山復二郎（3代：1959―62）

（4） 技術士会設立時からの理事であり会長も務めた比企元（建設部門）の回想による。「技術士会の
年輪：思い出と現状を語る（座談会）」Consultant，17，1966，32頁。

（5）『三十年史』1頁。
（6） 田中宏『コンサルティング・エンジニア』日本産業協議会，1951，2―3頁。
（7） 通商産業省通商企業局編『我が國産業の合理化について』通商産業省通商企業局，1951，2，123
頁。

（8） 通商産業省『産業合理化白書』日刊工業新聞社，1957。
（9） 経済安定本部・戦後経済政策資料（旧経済企画庁図書館マイクロフィルム，東京大学経済学部所
蔵）。

（10）『五十周年記念誌』は設立準備に関わった技術者たちの自主性を評価して，「日本技術士会設立の
背景は，歴史を透徹し，冷静に時代をあぶり出し，そこに活躍した有為の方々の熱意と原動力を辿る
ことにより，自ずと浮かび上がってくる」と述べている（『五十周年記念誌』12頁）。

（11） 沢井実「戦後における技術士の誕生」『近代日本の研究開発体制』名古屋大学出版会，2012，487―
517頁。
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や，その友人の白石多士良のもとに集った技術者たちの存在があげられる。平山復二郎と白石

多士良は府立一中から旧制一高，東京帝大工学部土木工学科を経て鉄道院まで同級生・同僚で

あり旧知の仲であった。平山はその後，鉄道省を経て南満州鉄道の理事に就任し，白石は，小

松製作所の初代社長や東京帝大の講師を経て白石基礎工事株式会社を設立した。この白石基礎

の本店社長室があった丸ビル4階424号室は，終戦直後より「GHQによりパージ（公職追放）

を受けて行きどころを失った多士良の先輩や友人らの溜まり場」になっており，「戦火により

荒廃し生産機能を殆ど失ったわが国の将来を憂える人々の集会場のような感があった」と
（12）
いう。

そこには，技術士会会長になる井上匡四郎（2代：1952―59）や副会長になる内海清温（初代：1951
―52）らが集い，さらに1946年末からは満州から引き揚げてきた平山も加わっていた。

また，ちょうどこの頃，平山は白石多士良と白石
（13）
宗城とともに吉田茂の大磯邸に招かれ，戦

後復興に向けた CE制度の確立の必要性を吉田から訴えられたと
（14）
いう。吉田がどのようにして

CE制度の存在を知り，その制度の確立をどれほど重視していたのかは定かではない。これは

平山の回想であり，吉田は自分の甥である白石多士良と宗城から CE制度について知らされ，

それに共感を示したということかもしれない。白石多士良は米国の CEと協力して只見川電源

開発事業を進めることになり，1949年にはその件について吉田や GHQのマッカーサーに直接

面会して協力を求めて
（15）
いく。こうして彼らは，民間技術者として主体的にコンサルタント業務

の事業化を進めていった。

このような戦後のコンサルタント業務の展開を背景として，CEの資格・制度化が経済安定

本部の田中宏を中心として進められていく。外資法が制定された1950年5月から8月にかけて，

経済安定本部の生産局機械課長（1950年9月より産業局技術課長）であった田中宏は，産業政策

課長であった松村敬一とともに機械工業を中心とする産業行政，産業団体，技術者協会の視察

（12） 白石俊多『白石多士良略伝』多士不動産，1994，164―5頁。この頃，白石基礎の専務取締役であっ
た正子重三が同社を辞職し1947年に内務省嘱託として GHQ民間輸送局（CTS）顧問になり，これが
白石らと GHQとの「民間外交」ルートとして機能したという証言がある（白石『白石多士良略伝』
163頁）。

（13） 白石宗城は多士良の弟であり，電気工学が専門で朝鮮窒素肥料の興南工場長として赴戦江水力発
電所建設を担当した。

（14） 河野康雄「日本技術士会と平山復二郎さん」『三十年史』14頁。さらに吉田は，CE制度の不在を
日本が無謀な戦争に進んで敗戦に至った一因としてあげたという。この訪問の日程は定かではない
が，1946年12月のことだと考えられている。（パシフィックコンサルタンツ社史編纂委員会『未来を
生む歴史』パシフィックコンサルタンツグループ，2002，6頁；『五十周年記念誌』14頁）。

（15） 白石多士良の友人で米国在住の建築家レーモンド（Antonin Raymond）との戦時中に途絶えてい
た連絡が再開し，彼の紹介により米国の CEであるフロア（Erik Floor）に協力を依頼して只見川の
電源開発計画を進めることになった。これにより，彼らと米国 CE制度との具体的なつながりができ
ることになった。この計画を推進するにあたって，1949年に白石とレーモンドは吉田茂やマッカーサー
に直接面会して協力を求めていった。さらに，この事業と並行して丸ビル4階424号室の集会には1949
年に「技術相談所火曜会」（Tuesday Group of Engineering Consultants：一般に「火曜会相談所」と
も呼ばれた）という名称が与えられ，それを母体として1951年に米国で Pacific Consultants Inc. が
設立され，1954年には日本でパシフィックコンサルタンツ株式会社が設立された。
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などのために渡米
（16）
した。その目的の一つとして，田中は米国の CE制度を調査し，彼らが「技

術的業務に対してそれ相応の報酬を確実にとっている反面，この職業に関する道徳的の取り決

めが，技術者間で行われ，よく守られて
（17）
いる」ことを知り，倫理規程の存在が「職業技術者」

の社会的地位の裏付けになっているという理解を得た。田中はこの調査を振り返って，CE制

度を日本で発達させるためには，「コンサルティング・エンジニアの責任観念を強め，素質の

向上を図る手段として，資格に関する規程を設け，適格者を登録すること」に加えて，「この

職業は，特に職業上の道徳が問題となるので，倫理規約を申合せることも必要である」と述べ，

それによって「質的内容を高めることに努力すべきであろう」と結論づけて
（18）
いる。

田中はこの調査を通じて，米国には CEとしての公的な資格制度があるわけではなく，州ご

とに試験・登録する，より一般的なプロフェッショナル・エンジニア（以下，PE）制度が存在

し，それが CE業務においても公的な資格制度として機能していることを
（19）

知った。しかし，目

的はあくまで米国の CE制度の紹介にあった。帰国後，田中がこの調査結果を報告して関係者

に意見を求めたところ「予想外の大きな
（20）
反響」があったことから，同年1950年12月14日に「コ

ンサルティング・エンジニア協会設立準備委員会」（浅原源七，大野巌，加藤三重次，田中宏，鳥

谷寅雄，早坂力，八木進，吉村昌光から
（21）
なる）を組織して日本でも CE制度の導入を進めることに

なった。

浅原は当時について「昭和25年12月14日当時の経済安定本部（今の経企庁の前身）の首唱で関

係有志が参集し，日本にも Consulting Engineerなる新職業制度を創設することについて意見

が交わされた」と回想して
（22）
おり，この設立準備活動が「関係有志」によるものであったことを

記している。浅原は「経済安定本部の首唱」と述べているが，これは経済安定本部の政策とい

うより田中宏の首唱であった。このことは，田中が1950年11月に経済安定本部に提出した報告

書の中で，「政府側としてもわが国の産業技術発展策の一つの手段として，これが正しい方向

に発展するように援助協力することが適当と考
（23）
える」と自ら政府に対して提案していることか

らもわかる。

この設立準備委員会は，定款や報酬規程，資格規程，服務規程（後に「服務要綱」と改称され

（16） 生産局は1950年6月1日の組織改正で産業局となった。
（17） 田中『コンサルティング・エンジニア』30頁。田中は “Professional Engineer” を「職業技術者」
と訳している。

（18） 田中宏“コンサルティング・エンジニアの発展性について”『工業技術』1（6），1951，5頁。
（19） 田中『コンサルティング・エンジニア』12―22頁。
（20） 田中宏『米國に於ける機械工業に関する調査報告―渡米報告書―』経済安定本部・戦後経済政策
資料，R16F3，1950．11，45頁。松村も，この CEや経営コンサルタントに関することが「私の調査事
項中では最も大きな反響があった」と述べている（松村敬一『米國産業事情調査報告書』経済安定本
部・戦後経済政策資料，R16F3，1950．12，56―7頁）。

（21） 彼らの部門は機械，金属，建設，生産管理，応用理学とさまざまであった。
（22） 浅原源七“技術士会誕生の頃”Consultant，17，1966，12頁。
（23） 田中『米國に於ける機械工業に関する調査報告―渡米報告書―』46頁。
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る）の原案をそれぞれ作成するとともに「技術士」という名称を定め，翌年3月には「日本技

術士会設立準備委員会」と改称して準備を進めていった。このときに用意された冊子が図―1

（左）である。そして，1951年6月14日の設立総会で「日本技術士会」が発足し，「技術士服務

要綱」もこの設立総会の場で採択さ
（24）
れた。

3 技術士服務要綱の制定

前節での設立経緯の分析を踏まえて，この節では技術士服務要綱の内容についての分析に進

みたい。設立準備委員会が1951年3月に作成した冊子（図―1）を見ると，当初はその名称は

「報酬規程」と「資格規程」に合わせて「服務規程」とされていたが（図―1左），最終的に「技

術士服務要綱」という名称に変更されたことがわかる（図―
（25）
1右）。そして，この「服務規程（案）」

の内容が，ほぼそのまま「技術士服務要綱」になった。この名称には「倫理」とは明示されて

いないが，設立準備委員会が「会則，料金，資格，倫理等に関する規程を着々作成しつつある」

と田中宏が1951年の準備段階で報告している通り，この服務要綱は倫理規程として定めら
（26）
れた。

この設立準備委員会のメンバーであった浅原源七は，この服務要綱に掲げられた「モラル」が，

技術士という制度を社会的に確立する上での基本条件になると次のように述べている。

創立準備の段階で，関係者間で最も重要と認められて厳粛な議論を重ねられた規約は，技

術士服務要綱であったと記憶する。15年以前の草創の際に成文化された技術士のモラルに

ついてのあの憲章は，当時先進国のそれに範をとって起草されたものであるが，単に形式

的に模倣作成したものでなく，その措辞の巧拙はさておき，要綱に示されている内容精神

が遵奉されるか否かが，技術士なる職業が社会の裡で存立しうるか否かを決する基本的条

件を示したものであって，この充分な理解と実践があって始めて「技術士」も「技術士会」

も存立することになるであ
（27）
ろう。

このように倫理規程が社会的地位の確立に結びつくという認識は，1951年の田中宏の米国報

告書にもあった通りである。平山復二郎は浅原より具体的に，この要綱が「アメリカの諸技術

団体や，コンサルティング・エンジニア協会の倫理綱領（Code of Ethics）を参考と
（28）
して」作成

されたものであると述べており，それらは田中の米国報告書などから判断すると，専門職業開

（24） 高田一郎“技術士会の誕生当時の記録”JCEA，24，1958，12―3頁。
（25） 設立後の冊子（図―1右）に「昭和25年6月」と記されているが，この時期は田中宏の渡米中に
あたり，この内容の冊子が昭和25年6月に作成されることは考えられない。設立準備の冊子（図―1
左）が昭和26年に発行されていることからも，この記述は誤植であろう。技術士会の事務局は昭和28
年より工業技術院内に移転するが，この冊子には「工業技術庁」と記載されていることから，改称さ
れる直前の昭和26―7年頃に移転を見越して作成されたものではないかと考えられる。

（26） 田中『コンサルティング・エンジニア』43頁。
（27） 浅原“技術士会誕生の頃”13―4頁。
（28） 塩田英三“日本技術士会の発足”『土木技術』6（12），1951，49頁。この「塩田英三」は平山復
二郎のペンネームであり，彼の実父の氏名でもあった。
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発技術者協議会（Engineer’s Council for Professional Development : ECPD）と米国 CE協会（Ameri-

can Institute of Consulting Engineers : AICE）のことだと考えら
（29）
れる。

このうち服務要綱の作成においてとくに参考とされたのは，AICEの倫理規程（Code of Ethics）

であろう。1951年の田中宏の米国報告書では，唯一この AICEの倫理規程の全文が翻訳・掲載

されている。また，1960年の技術士会理事会で用意された分析資料「技術士服務要綱に関する

MEMO」によると，「明確な契約」「不当競争」「専門技術の権威」「他の専門技術者との協力」

に関する各条項において AICEの倫理規程と技術士服務要綱との間に対応関係が認められる。

例えばこの「MEMO」で，明確な契約に関する項目については，「技3」と付記されて技術士

服務要綱の第3項が転載されるとともに，それに続いて「A1」「A2」「A4」と付記されて1951

年の田中宏の米国報告書に掲載されていた AICEの倫理規程の第1，2，4項の翻訳がそれぞ

れ転載されて
（30）
いる。また，1947年に制定された ECPDの倫理規範（Canons of Ethics for Engineers）

は，米国 PE協会（National Society of Professional Engineers : NSPE）など各種技術者団体の倫理

規程のモデルになって
（31）
おり，田中もこれが米国では「最も権威がある」ものだと述べて

（32）
いる。

ECPDの倫理規範は，前述の「MEMO」では「明確な契約」に関する項目でのみ「EC9」「EC

（29） 田中『コンサルティング・エンジニア』29―36頁。ECPDは現在の技術者教育認定機構（Accredita-
tion Board for Engineering and Technology : ABET）の前身である。

（30） 日本技術士会『35年度第11回理事会々議録』日本技術士会資料，1961．1．10。
（31） “Engineers’ Council Offers Canons of Ethics,” Chemical & Engineering News ,26（31）,1948,

p.2259. Robert J. Baum, Ethics and Engineering Curricula, Institute of Society, Ethics and
Life Science（Hastings Center）, 1980, pp.8―9. Michael Davis, Thinking Like an Engineer :

Studies in the Ethics of a Profession , Oxford,1998, pp.45―7.
（32） 田中『コンサルティング・エンジニア』31頁。

図―1 技術士会の設立準備委員会の冊子（左）と設立後の冊子（右）
（パシフィックコンサルタンツ史料館所蔵）
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16」「EC18」として各条項の翻訳が転載されており，服務要綱の第3項を検討する際にも参考

にされた可能性が考えら
（33）
れる。

上記以外にも服務要綱には，「品位の保持」（第1項）と「秘密の保持」（第2項）に関する項

目がある。品位の保持は，田中宏が米国報告書で翻訳した AICEの条項（AICEの第11項）では，

「自分の職業上の業務，資格，業績を誤解されやすい自己称讃的な，あるいは品位のない言葉

や方法で広告する
（34）
こと」という文章で，広告制限に関する条項として言及されているが，服務

要綱では広告制限との関連づけが外されて「品位の陶冶」として一般化されている。この「品

位」に関して，平山復二郎は1951年に，日本の技術者の職業上の倫理観を次のように問題視し

ている。

次に職業技術者の倫理問題であるが，日本の技術界では，技術に対し専門職業としての観

念も乏しく，その制度も法的に確立されていないので，一般に技術専門職業（Engineering

Profession）に対する自覚も関心も少ない。これに反し，アメリカの技術界では，常に技術

者の問題として，エンジニアリング・プロフェッションの徳義とか権威とか品位とか，い

うことが論議され，その向上発展に努めている。一般に日本では，職業的な倫理観が薄い

が，職業の発展にとつて，これは考えなければならない問題で
（35）
ある。

このように，米国とは異なり日本の技術者には「職業的な倫理観が薄い」という認識があっ

たため，品位の保持は日本に CE制度を導入するにあたっては（広告制限の問題ではなく）一

般的な問題と考えられたのであろう。

さらに，秘密の保持の項目については，AICEや ECPDの倫理規程にはそれに対応する項目

が認められず，日本独自の項目として新設されたと考えられる。田中宏は前述の米国報告書の

中で，日本で CEが普及していない大きな理由の一つとして，依頼者から秘密保持に疑念が持

たれていることをあげて
（36）
いる。その一方で，米国では契約が十分におこなわれるために秘密保

持がもはや問題とはならず，倫理規程にもその項目は明記されていないと説明して
（37）
いる。すな

わち，秘密保持に対する技術者への不信感を払拭することが日本の技術士制度の課題と考えら

れたため，倫理規程で明記する必要があると判断されたようである。とくに秘密保持が重視さ

（33） 日本技術士会『35年度第11回理事会々議録』
（34） 田中『コンサルティング・エンジニア』32，35―6頁。
（35） 塩田“日本技術士会の発足”49頁。
（36） 田中『コンサルティング・エンジニア』1―2，42頁。他には，市場が狭いために限定された専
門分野では事業が成立しにくく，広い専門性が求められて見識の程度が相対的に低くなること，事業
者はその計画を自己スタッフで解決する仕組み・習慣になっていること，知識や技術的なアドバイス
については明確な報酬を支払わない習慣になっており，また依頼するだけの経営的な余裕がないこと
をあげている。

（37） 田中宏“アメリカにおけるコンサルティング・エンジニアの実態：明確な料金制度，厳格な資格，
正常な倫理観”『マネジメント』10（5），1951，17頁。田中宏“米國のコンサルティング・エンジニ
ヤについて”『日産協月報』5（12），1950，19頁。
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れたことは，1951年の会誌『技術サービス』で，「秘密は絶対に守らなくてはいけない」とい

う箇所のみがゴシック体で強調されていることからもわ
（38）
かる。

以上のように，品位と秘密の保持は，日本の実情に照らしてとくに強調すべき問題として重

視されており，そのため，独自項目として服務要綱の第1項および第2項として筆頭に掲げら

れたと考えられる。その一方で，この技術士服務要綱には「身分の独立中立性」という観点に

関しては何も触れられておらず，それが後に技術士業務倫理要綱の制定にあたって問題となる。

この問題も含めて，次に技術士業務倫理要綱の制定の経緯とその内容について分析を進めたい。

4 技術士業務倫理要綱の制定

前述の技術士会の設立総会では，GHQの代表者をはじめ，首相，経済安定本部長官，通産

相の各代理，そして工業技術庁長官から「激励の挨拶」が送られたと
（39）
いう。このことからも，

新しい技術士という制度が日米両政府から歓迎されたことは確かであろう。しかしこのように

「激励」を受けたということは，新制度推進の主体性や責任があくまで技術士会会員の技術者

たちに委ねられていたことも意味している。そのため，設立直後から，技術士会会員（とくに

理事）たちは，技術士法の制定・改定や技術士制度の活用促進問題などを通じて技術士の社会

的地位を確立していくために苦労を強いられることになる。そして，技術士業務倫理要綱の制

定も，これらの問題への対策の一環として進められていく。

1957年に技術士法が制定されると，技術士の社会的な活用が大きく進むことが期待されたが，

実際には「期待はずれ」で
（40）

あった。そこで，この状況を改善すべく，新しく組織された日本技

術士会（会長・平山復二郎）から科学技術庁長官に宛てて1959年8月に「技術士の活用に関する

要望書」が提出さ
（41）
れる。この要望を受けて，1959年秋に科学技術庁から技術士会に対して，欧

州各国と米国の CE制度についての活動実態調査が求めら
（42）
れた。そこで，まずは外務省経由で

日本政府の出先機関を通じて欧州各国の CE制度についての調査が進められ，国際 CE連盟

（Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils : FIDIC）の存在が意識されるように
（43）

なった。

（38）『技術サービス』1（2），1951，8頁。
（39） 塩田“日本技術士会の発足”47頁，浅原“技術士会誕生の頃”12頁，『技術サービス』1（1），1951，
1頁などを参考にした。

（40） 村川二郎「FIDICへの加盟達成の想い出」『三十年史』90頁。
（41） この要望は，1961年11月に科学技術庁から各省庁，公団・公社などの関係局長・部長宛てに「技
術士の活用について」という文書として広く配布された。

（42）“日本技術士会主催欧州調査団報告”JCEA，17，1960，3頁。
（43） それ以前にも FIDICの存在は知られており，1955年の会誌 JCEA でも4ページほどで紹介されて
いるが，あくまで参考資料としての紹介であり，身分の独立中立性などの加盟を見据えた問題には言及
されていない（“（資料）国際技術士連盟（FIDIC）の概要”JCEA，3，1955，6―9頁）。1955年には，
何より法制化により日本国内の制度を整備することが先決課題であったと考えられる。なお，外務省
では経済局経済協力部の古庄源治が関係しており，彼は経済安定本部時代に田中宏の部下（課長補佐）
であった。古庄は，海外対策としても技術士の権威が尊重されることの重要性を強調している（古庄
源治“日本におけるコンサルティング・エンジニア業務の状態と方向”JCEA，8，1959，16―21頁）。

初期の日本技術士会における二つの倫理規程（夏目）

９



FIDICは，1913年にベルギーで開催されたヘント万国博覧会において，ベルギーとフランス

の CE協会のメンバーを中心に結成された。当初の目的は万博の審査員団に一定数の CE枠を

確保することにあったようだが，このような連携が技術貿易を進める上でも有益であったため，

欧州諸国の CE協会の連盟へと発展していった。その後，第二次世界大戦によって一時的に規

模の縮小を余儀なくされたが，1959年には米国やカナダ，南アフリカなどの欧州以外の国々も

相次いで加盟して国際組織へと発展して
（44）

いった。これがちょうど，日本が欧州の CE制度につ

いて調査を始めた時期にあたる。

そして，この事前調査を通じて，FIDICでは会員に対して CEとしての倫理規程を厳格に定

め，その遵守を重視していることが明らかになった。とくに FIDICでは，発足当初からの倫

理規程として，（法廷弁護士や医学博士のような）高潔なプロフェッションとしての独立中立性，

すなわち，依頼者以外からの報酬を得ることを禁じ，商業的バイアスから自由であることが求

められて
（45）
いた。しかし，技術士会の会員の多くは関連事業を幅広く展開していたり，そういっ

た企業の一員であったりして，少なくともコンサルタント業だけから独立して収入を得ていた

わけではなかった。そのため，技術士会として FIDIC総会へのオブザーバー参加を希望して

も，「あらゆる商業的な利害からの独立」（independent of all commercial interest）を強く求めら

れて容易には承諾が得られな
（46）

かった。最終的には1960年6月の総会に技術士会として2名のみ

がオブザーバー参加できることになり，それに合わせて計6名で欧州各国を歴訪して現地の

CE協会・制度についての実態調査をおこなうことになった。

そもそもこの問題は，1957年に制定された技術士法による，本来の CEとは異なる日本独自

の技術士の定義に根差した問題であった。1954年に作成された技術士法案（第2条）では技術

士の業務について条文の冒頭で「他人の求めに応じ報酬を得て」と明記され，その対象が CE

に限定されていた。平山復二郎が述べているように，「依頼者（注文者）の依頼（注文）に応じ

て」業務をおこなうことが CEの前提であって，この前提がなくなれば「依頼者に雇用されて」

業務をおこなう一般的な公務員や会社員も「技術士」に含まれることに
（47）
なる。しかし1957年に

制定された技術士法では，この条件が外されることになった。すなわちこの法律では，技術士

の業務は一般的な「高級技術者」の業務として，そして「技術士の資格試験は高級技術者の国

家保証試験」として，その対象が緩和・拡大されたので
（48）
ある。この本来の CEの枠を超えた日

（44） Ragnar Widegren, Consulting Engineers 1913―1988 : FIDIC over 75 years, International
Federation of Consulting Engineers,1988, pp.33―6,138. この2年前の1957年3月には，ローマ条
約によって欧州経済共同体（EEC）が締結されている。

（45） Widegren, Consulting Engineers 1913―1988 , pp.124―5.
（46）『三十年史』82―5頁。
（47） 平山復二郎“コンサルティング・エンジニアとは何か”『土木建設に生きて』山海堂，1961，134―
6頁。

（48） 平山復二郎“技術士法の問題点について”『建設の機械化』130，1960，2―3頁。
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本独自の技術士の定義づけによって，FIDICから求められた CEとしての「あらゆる商業的利

害からの独立」という基準を満たすことは本質的に不可能になった。

さらに技術士法では，技術士の名称独占だけしか定められておらず，業務独占については定

められていなかった。そのため，技術士法を改正して CEとしての業務独占という特権付与を

実現することが，技術士の社会的地位の確立に向けた目標となった。当時の会長であった平山

復二郎は，そのためには「どうしても高級な技術者が進んで技術士になり，自主的にコンサル

ティング・エンジニアとしての社会活動を展開して，技術士制度の技術的権威と社会的信頼を

得なければいけ
（49）
ない」と述べるとともに，その権威と信頼を得るためには「技術士の性格問題」

と「職業独占の付与問題」の二つの課題があると主張している。この性格問題とは，前述の FIDIC

への調査によって明らかになった，技術士の身分の独立中立性が CEとして不明確であるとい

う問題で
（50）
ある。以上のような問題意識のもとで，技術士会の新しい倫理規程を制定するための

議論が技術士法の改正の議論と並行して進められることになった。

まず，1960年10月11日に開かれた昭和35年度第7回理事会において「技術士倫理規程」が提

題され，次の理事会で検討することに
（51）

なった。その際には「技術士服務要綱」に加えて「弁理

士会令規」「日本弁護士連合会会則」「日本公認会計士協会規則」「日本建築家協会憲章」「欧州

の倫理規定（オランダ技術士協会）」が参考資料として回覧された。ここで，技術士服務要綱を

作成したときのような米国ではなく，欧州の倫理規程が参考資料にあげられていることは重要

である。外務省を通じた欧州各国についての事前調査で，オランダ CE協会（Orde van Neder-

landse Raadgevende Ingenieurs : ONRI）からは倫理規程についての回答があり，参考資料はこの

回答をそのまま翻訳・転載したもので
（52）

あった。その内容は，「会員は契約者並に商社に対して

絶対独立であらねばならない」という身分の独立中立性に加えて専門技術の権威と広告制限に

ついての計3項目からなり，この資料には「欧州は大同小異」というメモ書きが加えられてい

る。この独立中立性については「FIDIC定款 第3条 （6）同様趣旨の条項あり」との注記も

あり，内容を検討する上で FIDICの倫理規程が念頭にあったことがわかる。

さらに11月9日の第9回の理事会では，倫理規程の作成について「技術士法の改正案と関連

（49） 平山“技術士法の問題点について”3頁。
（50） 平山“技術士法の問題点について”3―4頁。
（51） 日本技術士会『35年度第7回理事会々議録』日本技術士会資料，1960．10．11。この第7回理事会
において「技術士倫理規程」は議題4としてあげられており，他には技術士法の改正についての検討
（議題2）や技術士本試験についての科学技術庁からの諮問への対応（議題3）について審議された。
倫理規程については，欧州視察派遣団の報告（議題7）よりも前に提題されている。第6回理事会で，
次回に欧州報告を聞く了解がなされているため同時的な話題と考えることもできるものの，経緯を考
えるとこの欧州報告を待たずに倫理規程が懸案となっていたと考えられる。なお，第8回の理事会で
は倫理規程については審議されなかったようだ。これは，出席者が少なかった（欧州視察に参加した
野間口兼良なども欠席した）ことが一因ではないかと思われる。

（52）“オランダ技術士協会（O.N.R.I.）からの調査事項に対する回答”JCEA，22，1961，13頁。
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して平行的に検討を進めることに
（53）

なった」。この理事会では「技術士服務要綱に関する MEMO」

が提示され，「品位の保持」「秘密保持」「不当競争」「身分の独立中立性」「専門技術の権威」「広

告制限」「他の専門技術者との協力」が倫理規程の要点としてあげられている。これらの項目

を1951年の技術士服務要綱の項目と比べると「身分の独立中立性」「広告制限」が追加された

ことになり，それらは倫理規程について ONRIから得られた回答項目に対応している。とくに

この「MEMO」には，「身分の独立中立性」と「広告制限」の条文の具体例として ONRIの回

答と弁理士会令規（第24，25条）が技術士会の倫理規程に合うように一部改変されて引用され

て
（54）
いる。

この「MEMO」は，「明確な契約」と「依頼者に対する通報」という要点が追加されるとと

もにさらに詳細な分析が加えられ，1961年1月10日の第11回理事会で回覧された。その席で，

田中宏を委員長とする，倫理規程についての特別委員会が組織されることになった。この改訂

版の「MEMO」では，技術士服務要綱のときに参考にされた米国の AICEと ECPDの倫理規程

に加えて，欧州の英国 CE協会（Association of Consulting Engineers : ACE）と ONRI，そして FIDIC

の倫理規程が具体的に参照されて
（55）
いる。この「MEMO」では，あげられている項目数からして

AICEの倫理規程が引き続き重視されているが，身分の独立中立性については，米国からは

AICEの1項だけなのに対して，欧州からは計5項（ACEの3項，FIDICの1項，ONRIの1項）が

あげられている。このことからも，身分の独立中立性の問題が，前述のように欧州の倫理規程

への準拠を見据えた問題であったことがわかる。この倫理規程についての議論は2月14日の第

12回理事会でも続けられ，その場で提出された「技術士服務要綱」案についても「種々意見が

述べられたが，検討の焦点は“身分の中立性”に関する条項で
（56）

あった」と記録されている。

なお，1951年に技術士服務要綱を制定した時点で，この「身分の中立性」という観点の意義

や重要性を認識していなかったのか，あるいは技術士会の会員では十分に実現できないと判断

（53） 日本技術士会『35年度第9回理事会会議録』日本技術士会資料，1960．11．9。技術士法の改正に
ついては1962年6月に技術士法研究委員会が組織され，その最終案が10月に理事会で採択された。こ
の技術士法改正案では，第24条「信用失墜行為の禁止」に「2 技術士の中立性」と「3 広告の制
限」が新設された。この方針は技術士業務倫理要綱の方針と合致している。

（54） 例えば，弁理士会令規の「第25条 会員商業其の他営利を目的とする業務を営み若くは之れを営
む者の被用者となり又は営利を目的とする法人の業務執行社員若くは取締役と為るときは予め之れを
本会に届出すべし」は，「MEMO」では「c 会員は自己の技術士業務に関連ある商業その他営利を目
的とする業務を営み若しくはこれを営む被用者となり又は営利を目的とする法人の業務執行社員若し
くは取締役となることを慎まねばならない」と一部改変された上で転載されている（日本技術士会『35
年度第9回理事会会議録』）。

（55） 日本技術士会「技術士服務要綱に関する MEMO」（日本技術士会『35年度第11回理事会々議録』）
英国 CE協会が参照された理由は，とくに調査によって同会の倫理規程が明らかになっていたためで
あろうし，英国がコンサルタント業の発祥という説があったことや，当時の FIDIC会長（Julian Trit-
ton）が英国の CEだったことも可能性として考えられる（“日本技術士会主催欧州調査団報告”JCEA，
17，1960，1―34頁）。

（56） 日本技術士会『35年度第12回理事会々議録』日本技術士会資料，1961．2．14。この項目について
は修正の上で採用されることになった。
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して保留ないし却下したのかは定かではない。服務要綱の検討で参考とされた AICEの倫理規

程には，「12．依頼者のために専門技術者の資格において自分で作成した設計および規格の工

事に関し，その建設を申出あるいは建設契約を結ぶこと」を禁止し，CE業務のみを独立させ

る条項がある。1961年1月の理事会資料ではこれが身分の中立性についての条項としてあげら

れているが，技術士服務要綱の検討の段階では，この文章からは身分の中立性という観点が十

分に認識できなかった可能性が考えられる。田中宏が1951年に工業技術庁の機関紙で報告した

AICEの倫理規程の要約などでも，この身分の中立性の観点に関しては何も述べられてい
（57）
ない。

こうして，1961年3月14日の第13回理事会において「技術士業務倫理要綱」が制定さ
（58）
れた。

その際，2月14日の理事会では「技術士服務要綱」とされていた名称が，この3月14日の理事

会で「技術士業務倫理要綱」に改められた。このように改称された理由は定かではないが，「倫

理」を強調する意図や新しい組織の倫理規程であることを強調する意図があったと思われる。

「技術士服務要綱」という名称が1961年に入るまで使われていたことは，参考資料が「技術士

服務要綱に関する MEMO」という名称であったことや2月14日の最終案の名称が「技術士服

務要綱」とされていたことからもわかる。しかし，理事会の議事録では従来の「技術士服務要

綱」に加えて「技術士倫理規程」や「倫理規定」「技術士会服務規定」といったさまざまな名

称が用いられており，旧来の「技術士服務要綱」の改定ではなく新たな技術士会の新たな倫理

規程の制定という位置づけを念頭に置いて議論が進んでいたことをうかがわせる。

また，問題となっていた「身分の中立性」については，「3．技術士は，自己の技術士業務

に関連ある他の事業（技術士業務を主たる事業とするものを除く）の経営にあたり，または雇用さ

れてはならない」と定められ，さらに附則として「身分の中立性については，（3）の条文にかゝ

わらず当分の間，次の暫定措置を認めることとする」という経過措置が追加された。この身分

の中立性の問題について，平山復二郎は1960年に次のように語っている。

こんなわけで，日本の技術士も，この中立性の問題を重視しなければならない段階にきて

いると思うが，先進国ほどに，今すぐ徹底できないにしても，少なくとも技術士が営利会

社などの重役や社員を兼任することは，是非やめなければいけないと思う。私自身，まだ，

この関係を清算しきっていないので，こういうことをいうのは，口はばったいが，ぜひと

（57） 田中“コンサルティング・エンジニアの発展性について”4頁。
（58） 日本技術士会『35年度第13回理事会々議録』日本技術士会資料，1961．3．14。理由は定かではな
いが，1951年の技術士服務要綱ではあげられていた依頼者に対する通報の項目は，検討の過程で附則
に回されることになった。なお，この制定年月日は，創立25周年で作成された年表（高田一郎編集『年
輪：Consultant別冊』日本技術士会，1974，122頁）や『三十年史』の年表（61頁），そして『五十周
年記念誌』の付録年表では1960年5月27日と記されている。しかし，当時の理事会の議事録にはその
ような議論の形跡はなく，昭和35年度の定時総会が1960年5月25日に開催されているが，ここでもと
くに倫理規程が話題になった形跡はない（JCEA，12，1960，4―7頁）。この5月27日は欧州派遣の
出発日であり，それに間に合わせるために日付を意図的に前倒ししたことも考えられなくはないが，
誤記の可能性が高いと考えられる。
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も，この中立性は実現しなければいけない時期に来ていると
（59）
思う。

すなわち，CEの理念としては身分の中立性は当然のこととして理解できるが，会長の平山

からしてそうであったように，倫理規程に明示して徹底させようとすることは日本の現状とし

て困難であった。

このように身分の中立性の問題が解消しきれなかったことは，その根本原因として，日本の

技術士法が厳密な意味でのコンサルタント業法ではなく，技術士会自体も厳密な意味での CE

協会ではなかったためで
（60）

あった。FIDICへの加盟は，技術士業務倫理要綱が制定されてから10

年以上を経て，技術士会から新たに組織された「日本コンサルティング・エンジニヤ協会」（As-

sociation of Japanese Consulting Engineers : AJCE）に対して1974年に承認されることになった。

FIDICの75年史は，AJCEの会長であった河野
（61）
康雄が政府・民間企業・労働組合による独特な

協力関係を日本の重要な特徴としてあげていることを興味深く紹介するとともに，技術士は

CEではなく PEであると説明し，技術士会の Japan Consulting Engineers Associationという

英名は「誤解を招く」と述べて
（62）
いる。この CEと PEの違いについての技術士会の問題は，倫

理規程のさらなる改定の問題などと合わせて，1990年代になってあらためて大きな問題に発展

していくことになる。

5 職能団体の社会的地位確立のための倫理規程

技術士法の審議のために1953年3月26日に開かれた衆議院科学技術振興対策特別委員会に，

井上匡四郎と平山復二郎が参考人として出席した。そこで平山は，これまで技術士のような制

度が日本で発達しなかった理由として，欧米の技術・技術者に比べて日本のそれを一段低く見

る傾向が存在していることをあげ，技術士法の制定を通じて「一流技術者」の社会的地位を確

立させる必要性があることを次のように訴えている。

日本では医者や弁護士などのように，一流技術者としての社会的地位というものがないの

でございまして，技術者の成功者といいますと，一流の技術者になることではないのであ

りまして，次官とか長官とか社長とか重役とかになることなのでございます。技術を捨て

てしまうと言いましてはいささか語弊があるかと存じますが，技術の振興の観点から申し

まして，これは邪道でありまして，まことに遺憾な点でありますことは申すまでもないと

思い
（63）
ます。

（59） 平山“技術士法の問題点について”4頁。
（60）『三十年史』85頁。
（61） 河野はパシフィックコンサルタンツ株式会社の創業に関わり，後に社長になった人物であり，

AJCEを組織して FIDICへの加盟を実現した中心人物でもある。
（62） Widegren, Consulting Engineers 1913―1988 , p.192. 技術士会の英名は，2000年11月の理事会
で The Institution of Professional Engineers, Japan : IPEJに改称された。

（63）『第26回国会，科学技術振興対策特別委員会，第19号』1957．3．26。
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技術士制度は，米国の技術者制度にならいつつ日本独自の要求に合わせて制度化されたもの

であった。そのため，技術士の業務内容は基本的にはコンサルティングとされていたが，実際

は「高級技術者」の社会的地位の確立に資する制度として期待されていた。このことは技術士

の業務独占問題とも関連して1957年の技術士法の問題点とも考えられたが，むしろ技術者の側

から積極的に進められたことでもあった。

エリート（したがってコンサルタント的な設計業務をおこなう）「高級技術者」たちは，戦後復興

の展望を模索したときに，技術士という新しい制度に技術者としての自分たちの可能性を見出

した。そして，この制度の社会的地位の確立に向けて積極的かつ主体的に取り組んでいった。

田中宏は，経済安定本部が改編された後，主務官庁であった通産省の工業技術院から事務所を

提供してもらい，さらに技術士法案を国会に上程していくにあたっては当時の工業技術院長が

官庁側として協力してくれたことに感謝して
（64）
いる。このように協力に感謝していることや，逆

に，技術士法が関係省庁からの異議や所管問題から一度は1954年に廃案になったという経緯か

ら判断し
（65）
ても，技術士制度の社会的地位の確立に向けた活動が政府ではなく一般の技術者たち

の主体的な活動であったことがわかる。

そして，そのために彼ら自身がこの新しい制度を社会に認知させ，その社会的地位を確立し

ていく努力を余儀なくされた。倫理規程は，CEの社会的地位の高さの模範とされた米国の例

にならって，まずは定められた。しかし，1951年に技術士制度が発足しても期待通りには活用

や普及が進まず，社会的地位の確立が課題となった。そのため，それは次に CEの国際組織で

ある FIDICに準拠することで目指されることになり，倫理規程を改定して CEとしての身分の

中立性を明記する必要が生じたのであった。技術士服務要綱が定められた1951年当時の認識に

ついてはすでに論じたとおりであるし，技術士業務倫理要綱が定められた1961年にも平山復二

郎は同じように「日本では一般に，この職業上のエシックスについて，関心がうすいが，発達

しようとする新職業にあっては，特に，これが大切で
（66）
ある」と述べている。

このように倫理規程を制定することが職能団体の社会的地位の確立に結びつくという認識は，

戦前の土木学会の事例でも基本的に同じである。土木学会の「土木技術者の信条及実践要綱」

は，日本の技術・工学系学協会の倫理規程としては最も古く，さらに初期の技術士会関係者の

一部もその策定に関与していたため，技術士会の倫理規程との関係についてここで論じておき

たい。

土木学会は，「社会的活動」の展開を求めて宮本武之輔が1932年に訴えた「土木学会改
（67）
造論」

（64）“技術士会の年輪：思い出と現状を語る（座談会）”Consultant，17，1966，32―3頁。
（65） 例えば政府側の意見として，官房総務課からの意見書では，米国に比べて日本では技術士に対す
る需要が旺盛ではないことなどを理由として，法制化についてもその必要性が疑問視されている（官
房総務課『技術士法要綱に対する意見』日本技術士会資料，1953．11．9）。

（66） 平山“コンサルティング・エンジニアとは何か”140頁。
（67） 宮本武之輔“土木学会改造論”『土木工学』1（3），1932，62―3頁。
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を踏まえ，学術活動に終始していた土木学会を職能団体として機能させることを企図して，1933

年に学会の振興委員会を設置
（68）
した。そして，その一環として「会員相互規約（エンヂニアリング・

エシックス）」の制定が掲げられ，1936年に青山士を委員長とする「土木技術者相互規約調査委

員会」が組織された。この委員会によって，米国土木協会（American Society of Civil Engineers :

ASCE）の倫理規程などを参考にして，1938年に「土木技術者の信条及実践要綱」が定めら
（69）
れた。土木学会の場合は技術士会とは異なり，土木分野や学会そのものは社会的に十分認知さ

れていた。しかし，学会が土木「技術者」の職能団体として認知されていたわけではなく，そ

の新しい方針のもとでの社会的地位の確立を目指したときに，米国の技術者協会などと比較し

て「我が国に於て未だ技術者相互の規約例へば「エンヂニヤリングエシツクス」の如きものな

きを遺憾
（70）
とし」という問題が意識されるようになったので

（71）
ある。

その一方で，最終的に制定された土木学会の「信条」と「実践要綱」は，CEという具体的

かつ限定的な業務を想定した技術士会の「要綱」と比較すると，職能団体の「会員相互規約」

としては具体性に欠ける内容になっている。この違いは，土木学会がまずは学術団体であった

という組織としての性格の違いに起因するものであり，このことが土木学会の倫理規程の価値

を減ずるものではないが，それゆえ技術士会が倫理規程を作成するにあたって土木学会の倫理

規程を参考にすることはなかったと考えら
（72）
れる。なお，この土木学会の「調査委員会」には，

後の技術士会関係者として前述の平山復二郎と内海清温が出席している。ただし，平山は総務

部長として第1回と第2回の委員会に出席したが第3回からは宮本武之輔に交代しているし，

内海は第4回の委員会に出席したのみで
（73）
ある。したがって，彼らが土木学会の倫理規程の検討

に大きく寄与したとは考えにくいし，逆に，前述の内容に関する違いもあったため，土木学会

の倫理規程が技術士会の倫理規程に影響を及ぼすこともなかったと考えられる。

以上のような倫理規程の制定と職能団体としての社会的地位の確立との関係については，技

術士業務倫理要綱の制定後の経緯からも考察できる。技術士業務倫理要綱が制定された数か月

（68） この方針の背景として，まずは20世紀初頭の米国における技術者のプロフェッション運動の影響
がある。その後，第一次世界大戦の影響もあって，米国では技術・工学系学協会の振興と団結が進み，
日本では文官任用令改善要求に端を発して工政会が組織され，工業界の団結と独立のための活動が展
開された。宮本武之輔は，彼ら東京帝大土木工学科の同窓生を中心として1920年に日本工人倶楽部を
組織し，技術者の職業組合活動を展開していた。大淀昇一は，この日本工人倶楽部の活動が土木学会
の1933年からの学会振興に大きな影響を与えていると指摘している（大淀昇一『宮本武之輔と科学技
術行政』東海大学出版会，1989，95―120，195―205頁）。

（69）「会務」『土木学会誌』19（2），1933，49頁。
（70）「会務」『土木学会誌』22（6，7合併号），1936，34頁。
（71） 土木学会80年史編集委員会『土木学会の80年』土木学会，1994，19―20頁。
（72） 倫理規程を制定するという着想そのものについても，技術士会に対して土木学会の事例が影響を
与えた形跡はない。技術士会における倫理規程の制定は，あくまで田中宏の米国調査を踏まえて意識
的に打ち出された方針である。

（73） 古木守靖，坂本真至“土木学会倫理規定と技術者運動”『土木学会誌』89（5），2004，71―3頁。
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後の1961年7月には，CE制度の米国での実態調査もおこなわれた。欧州とともに米国につい

ての調査が計画されていたことは前述の通りである。その報告書では，とくにプロフェッショ

ンという概念や，それに付随する倫理的責任，その意識の高さが強く印象に残ったことが繰り

返し述べられ，その基準を明示した倫理規程の重要性にも注目が寄せられて
（74）
いる。とくに団長

であった福田栄吉は，それらの分析を踏まえて「是非日本技術士会もメンバーの心構えをとり

まとめ倫理規定を改正したいと
（75）
思う」と結論づけている。

このように，1961年に新しく制定された技術士業務倫理要綱にも不十分という認識はあった

わけだが，倫理規程のさらなる改定が（附則も含めて）進められることはなかった。身分の中

立性については FIDIC加盟に関連して1970年代にも問題になったが，FIDICへの加盟問題は

AJCEの設立によって解決され，それ以降は1990年代半ばに至るまで，技術士会において技術

者倫理が組織として問題になることはなかったようである。1970年には会員の表彰や品位保持

のために倫理委員会が設けられて
（76）
おり，この委員会は技術士会の秩序や信用，技術士の品位を

損なう行為をした会員への除名などを審議する役割を担うことになるが，そのような倫理問題

も1999年に至るまで生じることはな
（77）

かった。

もちろん，技術士個人の技術者倫理への関心は，技術士会の組織としての関心とは別である。

例えば，1989年に技術士会の理事であった本田尚士は著書『技術士への誘い』において技術士

の倫理観の必要性を説いている。ただし，その内容は技術士の組織や制度としての問題という

よりも，社会全体の幸福を見据えた CEとしての技術士個人の倫理観の確立を訴えるもので
（78）
ある。そのため，このような主張は技術士会という組織に対して何らかの変化を生み出すもの

ではなかった。このような状態が続いたことは，倫理規程の制定があくまで技術士の社会的地

位の確立を目指すための必要条件の一つであり，先進諸国の CE制度にならって倫理規程を整

備した時点で，（社会的地位の実際はどうあれ）倫理に関しては組織的な目標がひとまず満たされ

たためだと考えられる。

6 結 論

本論文では，初期の日本技術士会が定めた二つの倫理規程「技術士服務要綱」と「技術士業

務倫理要綱」の制定経緯を分析した。これら二つの倫理規程の目的は，技術士の社会的地位の

確立を目指したときの懸念事項について，日本の実情を踏まえて技術士業務の具体的な規範を

（74） 技術専門家活動視察団『アメリカの技術士』技術専門家活動視察団，1963。
（75） 技術専門家活動視察団『アメリカの技術士』83頁。
（76） 日本技術士会『昭和45年度第1回理事会議事録』日本技術士会資料，1970．4．14。
（77）『五十周年記念誌』88―90頁。
（78） 本田尚士『技術士への誘い』テクノコミュニケーションズ，1989，94―8頁。本田の主張の歴史
的背景としては，その本文中でも言及されているように，東芝機械ココム違反事件など当時の企業倫
理問題の影響を見出すことができる。
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明示しようとしたという点において共通していた。また，どちらの倫理規程の制定も，技術者

たち自身によって自主的に進められた点も共通であった。技術士会の発足の背景には戦後復興

における民間外資・技術導入という日本が進める政策があったが，技術士会の発足そのものは

日本の政策（あるいは米国の占領政策）というよりも，そのような背景を踏まえて活躍の場を模

索した「高級技術者」たちが，自分たちの社会的制度や地位の確立を期待して自主的に進めた

ものであった。そして米国の例にならって，倫理規程はそのための重要な条件の一つになると

理解され，その時点の組織としての課題に合わせて倫理規程が定められたのであった。

しかしそのため，これら新旧二つの倫理規程が制定されることになった具体的な経緯や理由

はそれぞれ異なっていた。前者は，CEという日本ではまったく新しい業務形態を普及させる

ため，その懸念事項に対する組織としての方針を服務要綱として明示したものであった。倫理

規程という形式とその内容は米国の先例にならったものであったが，品位と秘密の保持はとく

に CE制度が未発達な日本において問題になると考えられたため，日本独自の項目として強調

されたものであった。一方，後者は，技術士法が制定されたことにともない新組織になった日

本技術士会としてあらためて制定されたものであった。そしてそれに加えて，技術士制度のさ

らなる普及を目指して FIDICの国際（とくに欧州）標準に合わせることが大きな目的となって

いた。そのため，身分の独立中立性という，それまでの技術士服務要綱では明示されていなかっ

た観点が新たな課題となった。この身分の独立中立性という問題は，そもそも技術士という制

度が CEの制度というより「高級技術者」を中心とした日本の技術者の社会的地位の確立のた

めの制度として期待され，実際にそのように組織化されたという日本の実情によって生じたも

のであった。

こうして，米国，次いで欧州と，先進国の CE制度にならって日本の技術士会としての倫理

規程を定めるという課題は一段落した。しかし，その次の段階の課題が，経済のグローバル化

の進展によって1990年代半ばに生じることになる。この1990年代半ばに生じた課題とその展開

については，次の機会に論じることにしたい。

［参考資料1］

技術士服務要綱

技術士の使命は，自己の専門的技術或は知識を，人類の利益の為に，最も効果的に応用することである。
本会員は技術士としての使命，社会的地位及び職責を自覚し，技術士服務要綱の実践に努めなくてはいけ
ない。

1 会員は絶えず技術の向上と品位の陶冶に努め，常に技術的確信を以つて仕事に当ると共に，強い責任
感を以つてその完遂を期せねばならない。

2 会員は常に依頼者の正常な利益を擁護するの立場を明にし，職務上の秘密は絶対に守らなくてはいけ
ない。
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3 会員は仕事を引受けるに際しては，依頼者との間に明確な契約を行い，然る後仕事に着手すること。
職務遂行上，依頼者との間に紛糾を生ずることは技術上の信用を失墜する因である。

4 会員は同業者の名誉を傷け，或いは事業を妨げるようなことをしてはならない。
5 会員は自己の専門分野を明かにし，同業者の仕事を横取りしたり，料金の引下げによつて同業者の仕
事の引受を争うことを慎まねばならない。

6 会員は常に技術的権威と良心に基いて行動し，自己の責任範囲内にある仕事について，依頼者側の非
技術的な要求により危険が予想され，或は明に不利を招く惧れのある時は，その結果当然招来されるべ
き事態を明確に示さなくてはいけない。

7 会員は，依頼者の利益に役立つ際は，進んで他の専門家，或は特殊技術者と協力し，或いは彼等を使
用する事を奨めるようにしなくてはいけない。

かくしてこそ会員の共存共栄の実が上ることを銘記すべきである。
出典：『定款，報酬規程，資格規程，服務要綱』日本技術士会，21―2頁（図―1右）

［参考資料2］

技術士業務倫理要綱

日本技術士会制定
（昭和36．3．14 理事会決定）

技術士は，その使命，社会的地位および職責を自覚し，技術士業務倫理要綱の実践に努めなければならな
い。
（品位の保持）
1 技術士は，絶えず技術の向上と品位の保持に努め常に技術的確信をもつて業務にあたるとともに，強
い責任感をもつて，職務完遂を期さなければならない。
（専門技術の権威）
2 技術士は，常に技術的良心に基いて行動し，自己の専門範囲外の業務を引受けたり，確信のない業務
にたずさわつてはならない。
（身分の中立性）
3 技術士は，自己の技術士業務に関連ある他の事業（技術士業務を主たる事業とするものを除く）の経
営にあたり，または雇用されてはならない。

4 技術士は，受託した技術士業務に関して依頼者の支払う技術士報酬以外に，商業上のコミッション贈
与，その他これに類する一切のものを受けてはならない。
（明確なる契約）
5 技術士が，業務を引受けるときは，依頼者との間に明確な契約を行ない，しかるのちに業務に着手し，
職務遂行上，依頼者との間に紛糾を生ずることがないようにしなければならない。
（秘密の保持）
6 技術士は，常に依頼者の正常な利益を擁護する立場を堅持し，業務上知り得た秘密を他に漏らし，ま
たは盗用してはならない。
（不当競争）
7 技術士は，同業者の名誉を傷つけ，或いは業務を妨げるようなことをしてはならない。
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8 技術士は，報酬の不当な引下げ等によつて同業者と業務の引受を争つてはならない。
（広告の制限）
9 技術士は，自己の専門範囲以外にわたる事項を表示したり，広告してはならない。また誇大にわたる
広告をしてはならない。
（他の専門技術者との協力）
10 技術士は，依頼者の利益に役立つときは，進んで他の専門家，或いは特殊技術者と協力することに努
めなければならない。

附則
身分の中立性については，（3）の条文にかゝわらず当分の間，次の暫定措置を認めることとする。
技術士が自己の技術士業務に関連ある他の事業の経営者または被傭者である場合には，予め依頼者にそ

の旨を通報しなければならない。 出典：JCEA，20，1961，2―3頁。

Two Codes of Ethics adopted by the early

Japan Consulting Engineers Association

by

Kenichi NATSUME

（Kanazawa Institute of Technology）

In this article, I analyze how two codes of ethics were adopted by the early Japan Consulting

Engineers Association（JCEA : Nihon-Gijutsushi-Kai）, in1951 and1961. The two codes stemmed

from a same idea that a code of ethics was key for establishing the social status of a profes-

sion or professional organization. The engineers themselves voluntarily framed these two codes.

During the period of reconstruction after World War II, they were looking to contribute to the

efforts, especially in the field of introducing private foreign capital and technology to Japan.

They took the initiative to introduce this new system for high-level engineers to Japan, and

published their code of business ethics.

The two codes, however, had different backgrounds and purposes. The code of1951 aimed to

resolve the problems that establishing a new business in Japan entailed. The American standard

of “consulting engineer” was basically followed. The clauses on dignity and confidentiality, how-

ever, were included because they were special matters of concern in the Japanese context. On

the other hand, the code of1961 was adopted in an attempt to follow international standards.

The Japanese Gijutsushi（Consulting Engineer）Act was passed in1957; consequently, the JCEA

was reorganized in1958. To further their consulting engineering business, the JCEA（as a new

organization）began to study European societies of consulting engineers. The independence of all

commercial interests became a new and absolute request from the international federation of

engineers, the Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils（FIDIC）. This was a new crite-

rion for the JCEA because the Japanese concept of consulting engineers was to establish not a

system of consulting engineers in the literal sense, but to elevate the social status of engineers.
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