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倫 理 規 程

(自 主 行 動 基 準

)の

解 説

公益社 団法人大阪技術振興協会

倫理委員会

前文
公益社 団法人大阪技術振興協会 (以 下、「本協会」 とい う)は 、科学技術 に 関す る
コンサルテ ィ ング業務 の振興 に対す る意義 並びに これ が社会 に及 ばす影響 の重要
性 に鑑み 、我 が国 の科学技術 の振興及び産業 と地域社会 の発展 に寄与 し、将来 にわ
た つて持続可能 な社会 を実現す るために、常に倫理 の高揚 と使命 の達成 に努 めるも
ので あることを宣言す る。
会員 は、自 らの職責 を 自覚 し、そ の専門知識 と経験 を活用 し、この規程 を遵守 し
て 、良心に従 い公正かつ誠実に行動す る。
(角

早謝

1.一 般に前文は、憲法をは じめ法規類や憲章、規程な どにおいて、制定の 目的、理由や原則などを述
べ ている。

2.本 前文では、まず本協会 の高邁な存在意義 と重要性 、活動 目的、およびそのために倫理 の高揚 と使
命 の達成に努めることを格調高 く宣言 している。
3.科 学技術に関する 「コンサルテ ィング業務」は、公益 目的のみならず、営利 目的の業務 を含めて広
範 な業務 を示す。
4.会 員 は、技術 士法による義務 と責務 を遵守することは大前提である。
・ 技術士法による義務 とは、法第 44条 信用失墜行為 の禁止義務、法第 45条 秘密保持義務、法第
46条 名称表示 の場合 の義務 の 3つ の義務
・技術 士法による責務 とは、法第 45条 の 2公 益確保 の責務、法第 47条 の 2資 質向上の責務 の 2つ
の責務
5,そ れを踏 まえた上で、本会員は業務を遂行するに際 し、以下のことを留意す ること。
なお、業務は、事業 の構成要素である。
① 自らの職責を自覚す る。
②専門知識 と経験を活用す る。
③ この規程を遵守する。
④良心に従 う。
⑤公正に行動する。
⑥誠実 に行動す る。
6.技 術 士は、生涯現役 の ライセンス を持つ といわれ るが、既得権 としての技術 士資格に奢ることなく、
CPD(継 続研鑽)は もとよりのこ と、また加齢に伴 う、体力、知力、気力 の劣化 を常に自己点検 し万
全 を期す ことも、重要な職責の 自覚に含まれ る。
(用 語 の説 明)

。
「公 正 」:特 定 の人だ けの利益 を守 るので はな く、誰 に対 して も公平 に扱 うことをい う。
。
「誠 実」:言 動 に嘘 、偽 りや ごまか しがな く、真剣 に ことに 当た る ことをい う。
(公 益 の確保 と公正 の維持)

第 1条

会員 は 、業務 の公 共性 に鑑 み、常に公益 を確保 し厳 正 中立の立場 に立 っ
て業務 を行 い 、公正 を欠 くことの な い よ う特段 の注意 を払 う。

(解 説 )

1.「 業務 の公共性に鑑み」 とは、 本協会 の事業は公益 目的を持つので、そ の事業を構成す る業務は、
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公共性 を持 つ ことを常に考慮 して遂行す ることを示す 。
2.「 公益 を確保す るJと は、社会 一般 の利益 (公 共 の利益)を 確保す る こ とをい う。
これ は、 (公 社 )日 本技術 士会 の技術 士倫理綱領 (平 成 23年 3月 17日 制定)第 1条 (公 衆 の利益 の優
先 )「 技術 士 は、公衆 の安全、健康及び福利 を最優先す る。」 を念頭 に置 い た もの である。
3,「 厳 正 中立の立場」 とは、厳密 に どち らかに不 当に偏 らな い立場
4.技 術 士倫理綱領 には、第 4条 (真 実性 の原則 )に お いて 、報告 、説 明又 は発表 を、客観 的でかつ事
実に基 づい た情報 を用 い て行 うと してい る。 もとも と会計 の分野 で 、示 され た数値 が事実 に基 づい た
真実な もの でなけれ ばな らな い こ とを 「真 実性 の原則」 とい う。
(業 務 の誠実な履行)

第

(角

2条

会員 は、事前に 自らの立場及 び業務範 囲を明確 に し、 自らの責任 を 自覚
して誠実 に業務 を履行す る。

地)
早言

1.「 業務 の誠実 な履行 」 とは、 自己の専門的領域 に係 る知識や経験 、能力 を活か し、 かつ 注意 を
払 い、代理人又 は受託者 として雇用者又 は依頼者 か ら委託 されて い る業務 を適正 に進 行管理 し、
遂行す る こ とを言 う。
2。 「事前 に 自らの立場 、業務範 囲を明確 にす る」 とは 、「自分 の有能 な領域 においてのみサー ビス
を行 う」 とい う有能性原則 に基 づ き、 自己の立場、能力等 を明確 に し、確実に 自分 の力量が及ぶ
業務範 囲 にお い て のみ業務 を履行す る ことを言 う。
3.そ のためには、業務 の受託 に際 し、有利 になるよ うに力量や経歴等 を誇大に申告 した り、 自己
の専門範 囲以外 にわたる事項 を表示 してはな らない。
4.業 務 の履行 に際 して、業務 に関わ る納期 、機能、品質等要求事項 につい て不明又 は不備 の点が
生ずれ ば、そ の状況や内容 を明 らかに し、依頼者等 と緊密 に協議 す るな どして、両者 間で の利害
関係 が相反す る事態 を回避す るよ うに努 めることも誠実な業務 の履行 につ ながる。
5。 「責任 を 自覚 して」とは、自らが履行 した業務 または 自らの指導 の 下で履行 した業務 につい て 、
場合 に よっては応 分 の責任 が 問われ ることもあることを認識す ること。 また、業務 の履行 によつ
て提 供 したサー ビスや報告書等成果物 に瑕疵 があった場合 は、誠意 をもつて そ の修復 に努 めるな
ど応 分 の責任 があることを認識す ること。
応分 の責任 が 問われ かねない事例 として 、本協会再受託請負契約書第 11条 (損 害賠償 )の 損
害賠償 の規定 がある。第 11条 では、再受託 した会員 の責 めに帰す る理 由によ り、本協会又 は第
3者 に損害 を与 えた ときは、そ の損害 を賠償す ることが求 め られ ることもある。
(用 語 の説 明)

。
「立場」
専門領域、業務 を行 う上での役職身分等 を指す 。
。
「力量」
人 の能力 の大き さの度合 ・程度
。
「有能性」
有能性 とは、IEA(International Engineering Alliance APECエ ンジニ ア等 3つ の国
際技術者登録協定、 ワシン トン協定な ど 3つ の技術者教育認定に関わる国際協定 の加盟団体 の
集 ま り)倫 理規程 の 7原 則 の一つ。
有能性原則 とは、NSPE(National Society of Professional Engineers
全米 プ ロフェ
ンシ ヨナル・ エ ンジニ ア協会 )基 本綱領 で 、技術者 はそ の専 門職 の業務 の遂行 にお い て 、「2.
自分 の有能 な領域 にお いてのみサー ビス を行 な う。」 と定めてい る。
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(守 秘義務 )

第

(角

1。

4条

会員 は、正 当な理 由がな く、業務 上知 り得 た秘密 を他 に漏 らし、又は盗
用 しない。 ただ し、依頼者 か ら許 されてい る事項 については この 限 りで
はない。

地)
早竜
「正 当な理 由」 を例示 す る。

①原則 :情 報所有者 の事前 の同意
②法令 に基づ き開示 しなければな らない場合
③業務 の履行 に当た り、公益 、すなわち公衆 の安全、健康や財産 を害す る事態に遭遇 した とき、
依頼者 に知 らせ 、防止策を提案 したにもかかわ らず適切な解決が得 られない場合
2.業 務 上知 り得 た秘密 は、業務 の遂行期間中はもとより、その後 も漏 らし、又は盗用 してはな ら
ない。
語 の説 明)
。
「秘密」
隋報。
依頼者 が外部 に公 開す ることの な しや
・「盗用」
情報 を情報所有者 の許可な く、無断で転用す ること。

(用

(資 質 の 向上 と品位 の保持 )

第 4条

(夏
会員 は、イ
雑多様化す る業務 に対 処す るため、常に知識・技術 を研鑽 し、
専門家 として の資質 の 向上 と品位 の保持 に努 め、科学技術 を通 し社会 の
発展 に寄与す る。

比)
早竜
「資質 の 向上」 とは 、読む・ 書 く 。話す 。教 える等 の基本的な行為 を通 じて 自らの専門分野及 び
専門周辺分野 の知識・ 技術 を研鑽 し、専門家 として の質的 レベ ル ア ップを図 る こ と。加 えて 、会
員相 互 の連携や共同研 究によつて、会員相 互 の啓発 を図 る ことをい う。
資質 向上 の具体的な事例 を、以下 に記述す る。
①書籍・論文 。研修会や会合 の資料 (以 下、知的情報 とい う)を 読み、その コンテンツである知
識・ 技術を理解す る。 また、知的情報を応用 し、新 たな技術 を開発す る。 ここでい う知的情報
には、紙媒体 のみではなく電子媒体を含む。
②修得 した知識 ・技術を知的情報で表現 し、研究会・研修会・会合等 で発表す る。 さらに書籍・
論文・知財等にまとめ公表す る。
③発表、公表時 には、参画 した人や読者 との議論や意見を通 じて、 さらなる知識・ 技術を広 め、
深めて、 自らを継続的に研鑽す る。
④後進や仲間等 と知的情報 を共有 し、知識・ 技術 を伝承す る。 これ らの活動を通 じて人材育成 を
行 う。

(角

語 の説 明)
。
「品位」
倫理 を行使 す る主体 に求 め られ る 「
『 自己の完成』 と『 他者 の幸福』 を 目指す 自己陶冶 の努力」
によ りに じみ 出る人間 の特性 をい う。
・「品位 の保持」
自らの持て る能力や資質 を最大限に発揮 して 、かつ 、他者 へ の思 いや りを持 ち、社会性や対人
関係 を良好 に し、人格的価値 を保 つ ことをい う。

(用
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(不 当競争 の禁 止 )

第

5条

・を行 わな い、
会員 は、業務 の質 が低下す るよ うな同業者 との不 当な競イ
争
又は同業者 の業務 を妨 げな い。

早司追)
1.本 協会 は、公益 目的を達成す る 目的で公共事業等 の技術支援等 を行 な ってい る。
本条 の意 図す る ところは、本協会 定款第 2章 第 3条 で 目的及び第 4条 で事 業 を定 め、事業 目的
の達成 と社会 的信用 に維持・ 向上 に努力す る と定めて い るよ うに、事業 目的達成 を阻害 し、 か
つ社会的信用 を失墜 させ るよ うな同業者 との不 当な競争 を 自主行動基準 としなが らも自らに厳
しく禁 じた条項 である。
係 る条項 を規定す る学協会 は、一 部 を除 き皆無であるが、当協会 の過去 の事業活動 に係 わ つ
て起 こ された同質的な事犯 を踏 まえて 、敢 えてかか る条項 を規定す る こととな った もの と思 慮
す る。
2。 「不 当な競争 を行わな い 」 とは、例 えば 、品質等 の著 しい低下 をきたす よ うな低価格 による不
当な競争 を行 うこと、あるい は悪 意 を持 った敵対対抗 意識 か ら、不 当に報酬 を 引き下げて 、業
務 を受注す るよ うな、 い わゆる 「不 当廉売」行為 は、独 占禁 止 法 に基 づ き、不公正 な取引方法
の一つ として禁 止 されてい るよ うに、公 正 な競争 を妨害す る卑劣 な行為 を戒 めている。
3.近 年 、業務 の見積 り・契約 に際 し、低価格 の傾 向は止 ま らず 対価 の格差 も拡 が り、中には技術
士 個 々の独創性 が発揮で きず、顧客 ニーズ に応 え られ る業務 の履行 がで きるか懸念す る声 もあ
る。低価格化 は技術 士の技術力 の低 下 をもた らし、ひいては業務成果 の 品質 の低下に繁 が る。
また 、 い うまで もな く公 正でかつ 自由な競争 に係 る適正 な低価格 化 は合法的で ある とはい え、
技術 士 自らの専門的力量 を軽 ん じ、技術 士 として の専門的労働対価 の正 当性 を損 な う行為 であ
り、技術 士全体 の適 正 な報酬体系 と労働 の正 当性 を否定す るもの。
また、技術 士全体 の専門的権威 をも失墜 させ 、社会的信用 と地位 向上 を損ね ることに繋 が る
行為 であ り、慎むべ きである。
かつ 、独 占禁 止 法で禁 止 されてい る 「不 当廉売」に当た る不 当に低 い価格 で の取引行為 は 、
公正 な競争 を妨 げるもの。
4.「 同業者 の業務 を妨 げない。」 とは 、客観 的事実 に基 づ くことな く、同業者 または同業者 の業務
成果 を誹謗 。中傷 ・批判 し、事実無根 の風評 を流布す るな どに よつて 、同業者 があたか も専 門
的力量 が劣 り、人格 に欠 落 があるがの ごとき言行動 を行 うことな どに よつて業務 を妨害す るか
の行為 をも戒 めてい る。
5。 また 、不 当に報酬 を引き上げる行 為 も、 自らの力量 を不 当に評価 ・欺 日
前し、 あるい は誇大に広
告 して 、不 当に報酬 を授受す るもので、絶対 にあつて はな らない。
(角

(用 語 の説 明)

。
「同業者」
業務 目的を同 じくす る個人 または団体。
本協会 と同等業種 の事業 を行 う団体 も しくは個人事業者 を指 してい る。会員 で も、技術 士事
務所等 を設立 して業務活動 を行 な ってい る技術 士 も多 い。従 って 、会員 の個人技術 士事務所 と
本協会 とが特定 の業務 に関 して競合す る場合 もある。
。
「不 当」
(1)道 理 に合わない こと。適 章でない こと。 または、そ の さま。
(2)違 法ではないが、法規定 の趣 旨 。目的 に照 らして妥 当出ない こと (さ ま)(三 省堂大辞林 よ
り)
。
「不 当廉売」
「ダ ンピング」とも呼ばれ 、広 義 には採 算 を無視 した低価格 で商品を投 げ売 りす ること (公 正
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な競争 を妨 げるな ど不 当に安 い価格 で販売す ること)を い う。
。
「報酬」
一般的 には、労務や物 の使用に対す る金銭的又は物 質的な対価。
労務 の質 と労務時間 の長 さ、物 の質や使用 上 の条件 な どか ら評 価 し、適切 に支 払 われ るもの。
標準的な対価値 が定め られてい る場合 がある。
なお、 (公 社 )日 本技術 士会は、技術 士業務 を行 う場合 の業務報酬手 引きを作成 し、それ に従
って行 うことが推奨 され るとして い る。
(相 互 協力 )

第 6条

(角

会員 は、業務遂行 にあた り、必要 ある ときは、会員相 互 に連 携 し、又は
他 の専門家 の協力 を求めるよ うに努 める。

地)
早貫

1.「 会員相 互 に連 携」 とは、会員 は、 自己の専門技術 に基 づい て 自ら責任 ある行動 を とることが
基本であるが、よ リー層適切 な業務対応 とす るため、当該技術分野に精通 した会員技術 士 並び に
異 なる専門技術分野 の会員技術 士 とも連携 。協働 し、独 善、思 い込み又は知見不足等 による不適
切 な対応 とな らない よ う努 めることをい う。
2.他 の専門家 の協力 とは、会員は、 自己が専門 としない技術 に 関連す る事項 につい ては、当該技
術分野に精通 した研 究者並びに技術 士等他 の専門家 の協力 を得 て 、俯 l敢 的視点 かつ境界領域 を含
む幅広 い技術 の適用 を図 り、当該業務 へ の なお一層適切 な対応 に努 めることをい う。
(法 令等 の遵守、名誉保持 の義務 )

第 7条 会員 は 、法令、本協会 の定款、規則、規程 そ の他 の定めを遵守 し、直接
間接 を問わず 、他 の会員又 は協会 の名誉又 は信用 を傷 つ けない。
比)
牢言
1.「 名誉保持」とは、自らのみな らず 、他 の会員 との関係 にお いて相 互の信頼 を維持す る。また、
会員 は、本協会 の社会的信用 を高 めることをい う。
2。 「間接 を問わず 」 とは
例 えば、
①陰 で他 の会員や協会 につい て誹謗や 中傷 をい うこと
②他 の会員 が違反 していることを知 りなが ら、問いか ける ことをせず看過す ることな どをい う。
(角

平成

24年 5月 11日 改訂
(以 上 )
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