
 
 

 

第 107回技術倫理協議会 議事録 

１. 日 時：2022年 8月 26日（金） 10：00～12：00 

 

２. 場 所：オンライン会議（Zoom） 

 

３. 出席者（役職順／所属順、敬称略） 

議長：草柳 俊二 

副議長：吉開 範章 

幹事：伊藤 和也、木下 宏揚 

委員：皆川 勝、大澤 和敏、貴志 公博、中野 智仁、石川 孝重、鎌田 潤一、 

夏目 賢一 

財務担当理事：土井 美和子（10-11） 

アドバイザー：三木 哲也、札野 順、松久 寛 

オブザーバー：吉沢 清晴、岩西 伸介、松沼 岳 

事務局：木暮 賢司 

 

４．議題 

① 前回議事録(案)について（審議）（技倫資料107-3-1，107-3-2） 

② 第18回公開シンポジウム（日程、会場、テーマについて）(審議)）(技倫資料107-4) 

・日時 2022年12月8日(木)  午後～ 

 ・会場 土木学会 2階 講堂 

 ・テーマ （審議） 

③ 会員学協会活動報告について（報告）（技倫資料107-5） 

④ 次回第108回以降協議会日程について（審議）（資料なし） 

・第108回：2022年 月 日（ ） 

＊時間：  :  ～  :   

＊場所：Zoom（予定） 

⑤ その他 

 

５．議事 

① 前回議事録(案)について、議事内容の確認、審議を行い、原案を承認した． 

② 第 18 回公開シンポジウムについて、資料『第 18回公開シンポジウムのテーマについて

の諸検討』を基に議論を行った。 

③ 会員活動報告について学協会から報告があった。 

④ 次回第 108回協議会は、2022年 9月 28日（水）13時 30分から 15時 00分まで、オン

ラインで開催する 

⑤ その他  

  



 
 

第 107回技術倫理協議会（2022年 8月 26日）会員学協会活動報告 

 学協会名 報告概要 

1 公正研究推進協会 
引き続き、理工学分科会において、倫理教材の新たな単元の内容につい

て、ワーキングごとに検討を進めている。 

2 電気学会 

・7/28 に倫理委員会「第 2 回事例集第 3 集 WG」を開催（テーマの一

次検討等） 

・8/22 に第 65 回倫理委員会を開催 

3 電子情報通信学会 

7/19-20 に、電子情報通信学会の技術と社会・倫理研究会（SITE）、情

報セキュリティ研究会（ISEC）、バイオメトリクス研究会（BioX）、ハ

ードウェアセキュリティ研究会（HWS）、情報通信システムセキュリテ

ィ研究会（ICSS）、マルチメディア情報ハイディング・エンリッチメン

ト研究会（EMM）の共催および情報処理学会の、コンピュータセキュ

リティ研究会（IPSJ-CSEC）、セキュリティ心理学とトラスト研究会

（IPSJ-SPT）の連催で「セキュリティサマーサミット 2022」を開催し

た。そのなかで、シンポジウム：「倫理綱領をアップデートする：2 学

会倫理綱領改訂とその普及協力」が開催され、「信学会の現行倫理綱領

と改訂案の提示と解説」、「情報処理学会新倫理綱領の提示と解説」、「信

学会事例集について（現行事例集の解説と改訂趣旨について）」のテー

マでの講演後、各研究会より「私と倫理綱領」というテーマで発表があ

り、最後に全体討議として「研究と対話を励ます倫理綱領と事例集の作

成に向けて」が行われた。 

4 土木学会 

・8/23 倫理・社会規範委員会 開催 

 教育小委員会／継続的契約管理セミナー／技術倫理協議会等の報告 

・8/23 継続的契約管理セミナー（8 回シリーズ） 

1)これからのインフラ整備・保全 谷口博昭（土木学会 109 代会長） 

2)建設契約に関する基礎知識 草柳俊二（高知工科大学名誉教授） 

3)ディスカッション 

https://committees.jsce.or.jp/rinri/ 

5 日本化学会  

6 日本機械学会 

9 月 11 日から富山大学で開催される日本機械学会年次大会にて、技術

倫理委員会市民フォーラム（無料）として下記の行事を開催することを

確認した。 

「技術の進歩は SDGs を実現するか」～技術の役割・企業の取り組み・

消費者の評価から考える～ 

［技術倫理委員会 企画］ 

◇開催日時・会場◇ 

日時：2022 年 9 月 11 日（日）14:00～17:00 

会場：Room3（対面開催のみ） 

◇趣旨◇ 

SDGs（Sustainable Development Goals，持続可能な開発目標）は、

2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標であります。

本企画では、一般に理 解されている環境問題の解決にとどまらず、

SDGs に関する技術の役割、ものづくり企業の考えたと取り組み、消費



 
 

 学協会名 報告概要 

者の評価という視点から、技術とその進歩は貧困、格差あるいは差別の

解消を実現するかとの問題提起を行います。 

本企画は市民フォーラムとして年次大会会場で無料開催し、ご所属にか

かわらず大変興味深い内容と思いますので下記 URL より事前登録の

上、是非ご参加下さい。 

◇プログラム◇ 

司会： 名古屋大学 久木田 水生 

(1)公正な持続可能性と技術の関係を考える」 

南山大学 国際教養学部 教授 神崎宣次 

(2)「コニカミノルタのサステナビリティ経営～環境経営を中心に～」 

コニカミノルタ（株） 環境統括部 企画部長  徳地雅広 

(3)「消費者は各企業の SDGs 活動をどう評価したか（「企業版 SDGs 調

査 2022」より）」 

（株）ブランド総合研究所 代表取締役社長 田中章雄 

(4)上記講演者による『パネルディスカッション』 

 

各講演概要・詳細は以下 URL よりご確認下さい。 

https://www.jsme.or.jp/eec/2022nenjitaikai/ 

参加申込フォーム 

https://forms.office.com/r/sd9GFXDCq4 

7 日本技術士会 

１．第７回倫理委員会：2022 年 8 月 3 日(水) 15:00～16:10 

①技術士倫理綱領の改定案に関する意見募集 

7/31（日）に締め切り。146 名からの回答があった。 

内容を精査し、改定案への反映について検討を進める予定。 

②技術者倫理に関する創作事例 

8 月末に HP 掲載の予定。 

③技術者倫理シンポジウム開催報告(5/18 実施) 

月刊技術士 10 月号に掲載する予定で原稿作成中。講演２題の内容につ

いて、日本技術士会に Pe-CPD に掲載する方向で調整中。 

２．第 48 回全国大会（奈良・関西）／技術者倫理情報連絡会 

・10/28（金）13:00～17:00、奈良県文化会館にて開催する予定。 

・統括本部倫理委員会活動報告、技術士倫理綱領改定案の紹介、 

各地域本部の活動報告・意見交換を行う予定。 

３．技術者倫理事例集 

・発行後 10 年近く経っているため、新たに増刷はせず、本年 8 月中を

目途として、PDF にして会員限定で WEB 公開する予定。 

４．今後の予定 

・第８回倫理委員会 2022 年 10 月 5 日（水）15:00～17:00 

8 日本原子力学会 

前回（8/26）以降の委員会開催なし 

次回開催は 9 月中旬ごろの予定 

9/10 倫理規程制定 20 周年シンポジウム 

 「倫理は原子力の安全に寄与できるか」http://www.aesj.or.jp/ethics/ 

9 日本建築学会 活動報告はございません。 



 
 

 学協会名 報告概要 

10 日本工学教育協会 

・8 月 10 日に倫理委員会開催 

・年次大会・講演会（9 月 7～9 日＠オンライン）OS「Positive 

Engineering Education の可能性」は 4 講演と WS で実施 

・今後の活動計画，助成金申請等・教育倫理規範の前文改訂 

・ワークショップ開催予定（11/5） 

・研究倫理啓発教材開発検討 

11 日本非破壊検査協会  

12 
日本マリンエンジ 

アリング学会 

 

（以上） 

 


