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第 55 回技術倫理協議会	議事録	
	

1.	日	 時：2014 年 11 月 18 日（火）	 15:00～17:00	

2.	場	 所：東京理科大学	森戸記念館	202 号会議室	

3.	出席者（役職／氏名順，敬称略）	

No.	 役職	 氏名	 所属	 出欠	

1	 議長	 三木	哲也	 電子情報通信学会	 出	

2	 鶴原	稔也	 電子情報通信学会	 出	

3	
幹事	

札野	順	 日本工学教育協会	 出	

4	 狼	芳明	 日本機械学会	 出	

5	 林	克己	 日本技術士会	 出	

6	 剣持	庸一	 日本工学教育協会	 出	

7	 宮越	直樹	 日本原子力学会	 出	

8	 瀧澤	照廣	 電気学会	 出	

9	

委員	

宇野	研一	 安全工学会	 出	

３．議題	

①前回議事録(案)について（審議）（技倫資料 55-3）	

②2015 年度の体制について（審議）（資料なし）	

③公開シンポジウム開催結果について（報告）（技倫資料 55-4）	

④公開シンポジウム開催結果の理事会への報告について（審議）（技倫資料 55-5）	

⑤事例集アンケート結果について（審議）（技倫資料 55-6）	

⑥WECC2015 について（報告）（技倫資料 55-9）	

⑦第２回国際ワークショップ「国境なき技術者倫理教育の構築」（報告）（技倫資料 55-7）	

⑧各学協会活動報告（報告）（技倫資料 55-8）	

⑨次回協議会の日程について	

⑩その他	

４．配布資料：	

技倫資料 55-1：第 55 回技術倫理協議会	議題表	

技倫資料 55-2：第 55 回技術倫理協議会	出欠表	

技倫資料 55-3：第 54 回技術倫理協議会	議事録(案)	

技倫資料 55-4：技術倫理協議会	第 10 回公開シンポジウム	開催結果報告	

技倫資料 55-5：技術倫理協議会	第 10 回公開シンポジウム	開催結果報告（案）	

技倫資料 55-6：技術倫理協議会倫理に関する事例集アンケート集計結果	

技倫資料 55-7：第２回国際ワークショップ「国境なき技術者倫理教育の構築」	

技倫資料 55-8：第 55 回技術倫理協議会	会員活動報告	

技倫資料 55-9：WECC2015 技術倫理関連講演	

５.	議	 事	

①前回議事録案の確認（技倫資料 55-3）	

・原案通り了承。	

②2015 年度の体制について（資料なし）	

・ 三木議長が檜山副議長他と相談を継続する。	
③公開シンポジウム開催結果について（技倫資料 55-4）	
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・今回はプログラム決定が遅くなり、準備期間が少なかったので来年は早くプログラムを決

めるべきである。	

・特に会場は早く予約した方が良い。	

・CITI の教材について我々も勉強した方が良いと思うので、次回協議会は市川先生をお招き

して勉強会を行ったらどうか。	

④公開シンポジウム開催結果の理事会への報告について（技倫資料 55-5）	

・講演の概要 2〜3 行を入れた方が良い。	

・参加者の反応や案件はアンケートの意見を入れた方が良い。	

⑤事例集アンケート結果について（技倫資料 55-6）	

・回答のなかった学協会で、技術倫理協議会メンバーには再依頼したらどうか。	

⑥WECC2015 について（技倫資料 55-9）	

・招待状は、海外の確定した人には出した。	

・国内と海外でまだ未確定の人には招待状は出していない。	

⑦第２回国際ワークショップ「国境なき技術者倫理教育の構築」（技倫資料 55-7）	

・翌日の 12/7（日）に技術者倫理教育ワークショップで模擬授業を行う。	

⑧次回協議会の日程について	

・CITI の市川先生をお招きして勉強会を行う。	

⑨会員学協会活動報告（技倫資料 55-8）	

	 学協会名	 報告概要	

1	 電気学会	

・2014 年 9 月 25 日「事例で学ぶ技術者倫理（技術者倫理事例集

第 2 集）」発行	

・2014 年 9 月 30 日「第 29 回倫理委員会開催」，渡部孝男氏（東

北電力	常務），「東日本大震災に耐えた原子力発電所	～現場

からの報告	～」の講演会を実施。	

・2014 年 11 月 4 日開催「技術倫理協議会	第 10 回公開シンポ

ジウムへ」の参加案内（電気学会ホームページ，倫理委員会，

CPD 部会経由日本技術士会へのメールマガジン等）	

【今後の予定】	

・2014 年 11 月 30 日「技術者倫理事例集（第 2 集）」指導者用テ

ィーチングノート，パワーポイント集完成・配布	

・2014 年 12 月 13 日＠京都大学	

「電気学会倫理委員会特別企画研究会」の開催（電気学会教

育フロンティア研究会との共催）	

テーマ「「Professional	Ethics	－決定の自立－	」	

・2015 年 3 月 5 日＠電気学会会議室	

「第 8 回技術者倫理フォーラム」の開催	

・2015 年 3 月 25 日＠東京都市大学	

平成 27 年電気学会全国大会において，倫理委員会によるシン

ポジウム開催，テーマ（案）「「現代社会と理術者倫理」	

・2015 年 5 月号「電気学会誌特集号：現代社会と理術者倫理」

掲載決定	

2	 電子情報通信学会	
下記要領で「技術と社会・倫理研究会(SITE)」を開催予定。	

・開催日：2014 年 11 月 21 日(金)〜22 日(土)	
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・場所：兵庫県立大学	神戸情報科学キャンパス	

・メインテーマ：情報セキュリティ，ライフログ活用技術，ラ

イフインテリジェン	ス，オフィス情報システム，個人情報と

プライバシー,	一般	

3	 土木学会	 	

4	 日本機械学会	

・第3回技術倫理委員会（12/18,	慶應義塾大学三田キャンパス）

予定	

・技術倫理委員会において本会倫理規定英文版作成中。	

・技術倫理委員会直属 WG「機械系高等教育機関での技術倫理教

育の体系化」報告書 2015 年 3 月完成予定。また、会誌 2015 年 3

月号特集号掲載予定。	

・2015年度年次大会（技術倫理委員会企画）ワークショップ

（9/14）企画中「研究者倫理」（案）または「本会会員に対

する倫理のいろは教育」（案）。	

・第13回技術者のための技術者倫理セミナー（11/29,	東京工業

大学キャンパスイノベーションセンター）	

－事故・不祥事の背景から学ぶリスクマネジメント：スタッ

プ論文から何を学ぶか－	 （技術と社会部門企画）	

5	 日本技術士会	

・第 9 回倫理委員会（10/16）を開催し、3 小委員会の活動報告。	

	 倫理研修用教材のウェブサイト掲載、第 2 回技術者倫理ワー

クショップ	準備確認、月刊「技術士」倫理シリーズ計画。	

・技術士全国大会技術者倫理昼食会（11/9、サンパレス）を開

催。統括本部と全国 9 地域本部から倫理活動代表 21 名参加。

各本部からの活動に関する意見交換・提案・情報交換実施。	

・第 2 回技術者倫理ワークショップ（11/9、福岡国際会議場）

を開催。参加者 65 名。	 第 1 部は倫理委員会、九州本部、東

北本部から技術者倫理活動報告、第 2 部は「モノづくりと現

場経験を活かした技術者倫理」をテーマとして２講演。『技術

者倫理教育のためのインターンシップ・プログラム（北九州

市立大、辻井准教授）』『モノづくりの体験の中で技術者倫理

に気付かせる（有明高専、堀田教授）』。	

6	 日本原子力学会	

第81回倫理委員会（9/19）と第82回倫理委員会を開催。下記ア

イテムを検討中。		

（１）平成27年1月8日の倫理研究会（北大で計画中）		

（２）平成26年3月の春の大会の企画。		

（３）新事例集の新規製作		

	

⑩次回協議会の日程について	

・次回協議会は，1 月下旬とするが、市川先生のご都合に合わせて日程を決める。	

	

（以上）	


