
年譜

拡大を続ける認定プログラム数と修了生数　－認定開始から2014年度までの累計数－

▪ ワシントン協定（Washington Accord）継続加盟承認
▪ 会長就任　有信 睦弘
▪ 予備審査開始

▪ 専門職大学院の認証評価機関として認証され、認証評価を開始
▪ ソウル協定対応プログラム認定開始
▪ ワシントン協定（Washington Accord）継続加盟に向けた改善報告

▪ 一般社団法人日本技術者教育認定機構として登記
▪ 会長就任　木村 孟　

▪ ソウル協定（Seoul Accord : 情報専門教育を中心とする教育プログラムの国際相互承認に関する協定）の設立と加盟
▪ UNESCO-UIA（International Union of Architects）建築教育認定システムに基づく認定開始

▪ CAST（China Association for Science and Technology）と相互協力の覚書を調印
▪ NABEEA （Network of Accreditation Bodies for Engineering  Education in Asia：アジアの技術者教育認定機関のネットワーク）の設立

▪ ワシントン協定（Washington Accord）に加盟
▪ 会長就任　大橋 秀雄
▪ IEET（Institution of Engineering Education Taiwan）と相互協力の覚書を調印

▪ JABEE 認定プログラム修了が技術士第一次試験合格と同等の旨告示される
▪ ABEEK（Accreditation Board for Engineering of Korea）と相互協力の覚書を調印

▪ IEAust（The Institution of Engineers, Australia）と相互協力の覚書を調印

▪ ワシントン協定（Washington Accord）に暫定加盟

▪ 学協会による分野別審査体制の整備と試行審査の開始
▪ ABET（Accreditation Board for Engineering and Technology, USA）と相互協力の覚書を調印

▪ 日本技術者教育認定機構（JABEE）設立　会長　吉川 弘之
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JABEE のあゆみJABEE のあゆみ



一般社団法人 園芸学会
公益社団法人 応用物理学会
公益社団法人 化学工学会
公益社団法人 空気調和・衛生工学会
経営工学関連学会協議会
一般社団法人 経営情報学会
公益社団法人 計測自動制御学会
研究･技術計画学会
公益社団法人 高分子学会
公益社団法人 砂防学会
一般社団法人 資源・素材学会
公益社団法人 自動車技術会
公益社団法人 地盤工学会
一般社団法人 情報処理学会
一般社団法人 照明学会
一般社団法人 森林・自然環境技術者教育会
一般社団法人 繊維学会
一般社団法人 ターボ機械協会
一般社団法人 電気学会
公益社団法人 電気化学会
一般社団法人 電気設備学会
一般社団法人 電子情報通信学会
公益社団法人 土木学会
一般社団法人 日本応用地質学会
公益社団法人 日本オペレーションズ・
リサーチ学会
公益社団法人 日本化学会
一般社団法人 日本機械学会
公益社団法人 日本技術士会
公益社団法人 日本金属学会
公益社団法人 日本経営工学会
一般社団法人 日本原子力学会
一般社団法人 日本建築学会
公益社団法人 日本工学教育協会
一般社団法人 日本航空宇宙学会
公益社団法人 日本コンクリート工学会

日本作物学会
公益社団法人 日本磁気学会
公益社団法人 日本地すべり学会
一般社団法人 日本食品工学会
公益社団法人 日本食品科学工学会
日本信頼性学会
一般社団法人 日本森林学会
公益社団法人 日本水産学会
日本水産工学会
公益社団法人 日本生物工学会
一般社団法人 日本設備管理学会
公益社団法人 日本セラミックス協会
公益社団法人 日本船舶海洋工学会
公益社団法人 日本造園学会
一般社団法人 日本塑性加工学会
公益社団法人 日本地下水学会
一般社団法人 日本地質学会
日本デザイン学会
一般社団法人 日本鉄鋼協会
日本農業工学会
公益社団法人 日本農芸化学会
一般社団法人 日本品質管理学会
一般社団法人 日本物理学会
公益社団法人 日本分析化学会
一般社団法人 日本木材学会
日本緑化工学会
一般社団法人 日本ロボット学会
公益財団法人 農学会
農業食料工学会
公益社団法人 農業農村工学会
公益社団法人 腐食防食協会
公益社団法人 プレストレストコンクリート
工学会
一般社団法人 プロジェクトマネジメント学会
一般社団法人 溶接学会

正 会 員・賛 助 会 員 リ ス ト

JABEEと各組織との関連

正  会  員 全69学協会

株式会社 I H I
味の素株式会社
アルプス電気株式会社
NTCコンサルタンツ株式会社
花王株式会社
鹿島建設株式会社
サンスイコンサルタント株式会社
JFEスチール株式会社
清水建設株式会社
新日鐵住金株式会社
住友化学株式会社
全国農村振興技術連盟
大成建設株式会社
株式会社竹中工務店　
株式会社東芝
東洋建設株式会社
日本工営株式会社
日本電気株式会社
株式会社ニュージェック
パナソニック株式会社
株式会社日立製作所
富士通株式会社
三井化学株式会社
三菱化学株式会社
三菱ガス化学株式会社

賛 助 会 員 全25社

2015年7月現在（五十音順）

一般社団法人 日本技術者教育認定機構
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