表紙
日本科学未来館／The National Museum of Emerging Science and Innovation（東京都江東区青海）
日本の科学技術振興の総合拠点となる情報発信基地。
「科学技術を文化として捉え、社会に対す
る役割と未来の可能性について考え、語り合うための、すべての人々にひらかれた場」として
開館した。 建物内部に 10 本の塔を挿入して建物の奥まで自然採光と通風をもたらしており、
これからの PE 制度と JSPE が進むべき方向を照らしているかのようである。
（撮影：義本奈都実）
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第 1 章／会長挨拶／Preface

巻 頭 言
はじめに、このたびの新型コロナウイルスに罹患された皆様と、感染拡大により生活やビ
ジネスに影響を受けられている地域の皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。
日本プロフェッショナルエンジニア協会（JSPE）は 2000 年 9 月 9 日に設立されてから、今
年（2020 年）で 20 周年という記念すべき年を迎えることになりました。
当協会のような非営利組織が長年にわたりその活動を維持することは簡単ではありません。
一般に、学協会などの組織を設立した当初は、社会的な役割や意義が明確で、設立に関わっ
た人達の意識も高く、活動内容の幅も広がっていきます。しかし、長く活動を続けていくと、
活動内容がマンネリ化することや社会のニーズと活動内容の齟齬がでてきます。
JSPE がこれまで、そして現在も活発な取り組みを維持し続けているのは、会員の皆様の積
極的な協会活動へのご協力・ご助言、米国プロフェッショナルエンジニア協会（NSPE）をは
じめとする協力関係にある団体からのご支援に加え、社会の変化に対応して柔軟にその
活動内容の新陳代謝をはかってきたためといえます。
今回 20 周年を機に、
歴代会長によるパネルディスカッションや Mission/Vision の検討など、
今後の 20 年を見据えた活動を行っているところでもあります。
JSPE は 20 年の歴史をふまえ、より一層の努力を重ね、さらに発展していかねばならない
と思っています。
今後とも皆様の暖かいご指導・ご鞭撻をお願い致します。

2020 年 12 月

森山 亮
日本プロフェッショナルエンジニア協会 会長
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Preface
First of all, we would like to express our deepest sympathies to all those whose daily lives and businesses
have been affected with the spread of the new coronavirus (COVID-19).
Japan Society of Professional Engineers (JSPE) was established on September 9th, 2000, and this year is
the 20th anniversary of its establishment.
It is not easy for a non-profit organization like JSPE to maintain its activities for many years. In general,
when an organization is established, its social role and significance are clear, the awareness of the people
involved in the establishment is high, and the range of its activities expand. However, as time goes by, the
activities of the organization will become monotonous and will not meet the needs of society.
JSPE has continued to maintain activities with the support of active cooperation and advice from
members and collaborative organizations, notably the National Society of Professional Engineers (NSPE).
In addition, it can be said that JSPE has been flexibly renovating its activities in response to changes in the
needs of society.
On the occasion of the 20th anniversary, we are also conducting activities such as panel discussions by
successive presidents, as well as a re-examination of our Mission / Vision.
Based on the history of 20 years, JSPE must make further efforts and develop.
We will greatly appreciate your continued guidance and encouragement.
We hope that you and your family are healthy and that everything is going well.
December 2020

Ryo Moriyama, P.E.
President, Japan Society of Professional Engineers
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Congratulations on your 20th Anniversary!
Congratulations from all of us at the National Society of Professional
Engineers on the 20th anniversary of your organization! We are grateful
for the partnership and relationship between our societies, and we very
much appreciate your continued efforts to advance the ethical practice of
professional engineering. NSPE joins you in recognizing the importance of
raising public awareness of professional engineers in Japan, and beyond,
and promoting the positive impact professional engineers make in our
world. Your work to advocate for the U.S. professional engineering
licensure system in Japan, mentor engineers as they pursue U.S. licensure,
and provide seminars and professional development hours to members
and engineers goes a long way in advancing this objective.
During the global pandemic, we have
seen professional engineers around
the
world
develop
innovations
designed to protect the public health,
safety and welfare. These innovations
came while engineers and their teams
were dealing with their own personal
and professional challenges such as
health risks, adapting to remote work
environments and disconnection from
family and friends. The importance of
organizations like NSPE and JSPE to
the future of our profession has never
been more evident.
Thank you for your continued support
of professional engineers in Japan and
beyond. We look forward to the next
20 years!

第 2 章／祝辞／Congratulatory Messages

祝 JSPE 創立 20 周年
岡

孝則、P.E.
JPEC 会⾧

JSPE 創立 20 周年、誠におめでとうございます。JPEC 会⾧として一言お祝いの言葉を述べ
させていただきたいと存じます。
まずはじめに申し上げたいことは、JPEC は設立当初から現在まで JSPE とは切っても切れ
ない関係があり、いわば両輪となって、日本に在住する多くの意欲的なエンジニアの皆様
がより国際的で広い視野を持ったプロフェッショナルとして活躍できるようサポートして
きたということです。JPEC の設立は 2002 年ですから、すでに 18 年にわたって厳格な試験
をスムーズに実施してきており、NCEES からも高い評価を得ておりますが、試験では常に
JSPE からボランティアの皆様がサポートに来てくださり、いままで難なく試験を実施して
こられたのも JSPE の皆様のおかげだと JPEC 一同大変感謝しております。
さて、世の中に目を移しますと、JSPE 創立年 2000 年からのこの 20 年間に実に多くの社会
経済的に大きな出来事がありました。米国同時多発テロ、リーマンショック、東北大震災、
記録的猛暑、豪雨、そして今年の新型コロナ感染症といった大きな災難が多く発生しまし
た。一方、我々の生活をより便利に、安全に変えてくれる新しいテクノロジーも次々に登
場しました。これらは今後世界をどう発展させていくのか、そしてそのためにどうインフ
ラを整備していくのか、ということにも大きな影響を与えていくに違いありません。そし
て、それを支える我々エンジニアもよりダイナミックに、従来の枠組みや既成概念を超え
た活動が求められるでしょう。
また、世界一少子高齢化が進んでいる日本では、単純労働だけでなくエンジニアリングそ
の他のプロフェッショナルな仕事についてもより多くの外国人に支えられるようになるの
ではないでしょうか。国内にある種々の社会システムを外国人にわかりやすくしたり、日
本人がどんな国の人とも普通に働けるように国際感覚を磨いていくのは、日本という国を
維持していくために必然的な流れになっていくでしょう。そういった環境の中で、より多
くの日本人エンジニアが外国のプロフェッショナルな人材とともに働き、競争し、切磋琢
磨されて世界に通用する人材になってくれることを願ってやみません。
これからの大きな変化の波のなかで、メンバーの多くが第一線で活躍されている優秀なプ
ロフェッショナルエンジニアである JSPE が大きな役割を果たしていかれるものと確信して
います。
以上
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Celebrated JSPE 20 Years Anniversary
On behalf of all members of Japan PE/FE Examiners Council (JPEC), I would like to extend
our congratulations to the members of JSPE for the remarkable twentieth anniversary.
First of all, I would like to emphasize that since establishment of JPEC, JPEC and JSPE have
been in an inseparable relationship and together providing a number of proactive engineers
in Japan with great support for their professional performance with more cosmopolitan and
broader perspective. As JPEC was established in 2002, it is as long as 18 years JPEC has
been administering the strict exams flawlessly and we have received a good acclaim from the
NCEES. All JPEC members really appreciate it that JSPE members have been always
supporting our exams which has been indispensable for our successful operation.
Now looking at the world, there have been a lot of events socially and economically
significant during the last 20 years since JSPE was founded in 2000. A number of disasters
such as September 11 terrorist’ acts, the Lehman collapse, Great East Japan earthquake,
record heat waves, record heavy rains, current Covid-19 pandemic etc. happened or being
happening. On the other hand, a series of new technologies have been introduced that make
our life more convenient and safer. These will surely affect how we develop our world and
associated infrastructures. And accordingly, we engineers will be required to work more
dynamically beyond traditional frameworks and preconceived ideas.
And in Japan, where the birth rate is declining and its population is aging at the fastest rate
in the world, I think that not only unskilled works, but also more engineering and other
professional jobs will be supported by foreigners. It may be inevitable not to let Japan down
that current various social systems be more friendly for foreigners, and we Japanese learn
and adopt more cosmopolitan thinking. And under such situation, I expect that more
Japanese engineers will work with and compete with foreign professionals, and will develop a
world-class talent.
I am very sure that JSPE, a society of first-class competent professional engineers, will play
an important role in such a big wave of change going forward.

Takanori Oka, P.E.
JPEC President
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日本プロフェッショナルエンジニア協会（JSPE）創立 20 周年記念祝辞
一般社団法人 日本技術者教育認定機構
JABEE
副会長 本城 勇介
JSPE 設立 20 周年、おめでとうございます。JABEE を代表してご挨拶申し上げます。
JSPE は、日本における PE(Professional Engineer) の技術レベルの向上、並びにエンジニ
アの地位向上と確保、及び、その倫理面（健康、安全、福祉に奉仕する）の確立を目指し、
2000 年 9 月に設立された NPO 法人で、特に全米プロフェショナルエンジニア協会（NSPE）と
の間 で提携協定 (affiliation agreement) を結び、NSPE 倫理規程（Code of Ethics）に代表さ
れる 欧米流エンジニアリング理念の実践と普及を提唱し、また希望者に米国の PE 試験や
PE 資格制度に関する種々の情報提供や支援を実施されていると理解しております。
一方 JABEE は 1999 年に設立。技術者を育成する教育プログラム（通常、工学・農学・理学
系の学科あるいは学科内のコースに対応）を「技術者に必要な知識と能力」「社会の要求水
準」などの観点から審査し、認定する非政府系組織です。JABEE の認定基準は、技術者教育
認 定 の 世 界 的 枠 組 み で あ る 国 際 エ ン ジ ニ ア リ ン グ 連 合 (IEA: International Engineering
Alliance)下のワシントン協定などの考えに準拠しており、認定プログラムの技術者教育は国
際的に実質的に同等(Substantially Equivalent) であると認められます。認定プログラムの修
了生は、世界に通用する教育を受けた技術者であると言えます。
JABEE は 1999 年に設立されたので、昨年(2019 年)設立 20 周年を祝いました。奇しくも今
年、JSPE は 20 周年を迎えられました。しかし、これは偶然ではないと思います。1990 年代
は、1991 年 12 月のソビエト連邦が解体に始まり、アメリカ合衆国が名実共に唯一の超大国と
なり、アメリカ単独覇権の時代の始まりを予感させる時代でした。1995 年に自由貿易促進を
主たる目的として WTO（国際貿易機関）が活動を開始し、貿易の拡大、規制緩和、関税障壁
の撤廃、物と人の国際的流動性の活発化が顕著に叫ばれた時代でした。そのような中で、技
術者の国際的な流動性（International Mobility）を視野に入れた JSPE の設立や、技術者教育
の世界的な枠組みの構築に呼応して設立された JABEE は、このような国際的な技術者世界
の変化を、共通に認識していたと考えます。
この 20 年間、世界的に紆余曲折があり、各国の単独行動主義と多国間行動主義が鬩ぎ
合っているようにも見えますが、長期的に考えて、一度開かれてしまった国際環境の中で、国
際協調的な多国間行動主義以外に、選択の余地は無いように思われます。その意味で、
2000 年前後に設立された JSPE や JABEE の設立の理念は今日、益々重要なものとなってい
ると確信しております。
この文章を書く直前の 2020 年 10 月、私はシンガポールの認定団体の指名で、シンガポー

ルに最近分校を開設したオーストラリアの著名大学のプログラム審査に参加しました。そこで
も、技術者教育の国際化が如何に進展しているか、進出する側が、国際的な競争環境の中
で如何に教育の質を高め、かつそれを教育プログラム認定等を通じて社会にアピールしてい
るかに直に触れました。こういう機会があると、日本の大学が技術者教育と言う事を如何に呑
気に考えているかを、ひしひしと感じてしまいます。
2016 年 2 月 1 日に JSPE と JABEE は MOU (Memorandum of Understanding) を結び、技
術者教育、国際的なレベルにおける技術者能力の達成、技術者の国際流動性等に関する事
項で、協力してゆくことを確認しています。
技術者教育認定団体の協定であるワシントン協定だけでなく、専門技術者の資格・移動を
管轄する団体の協定である IPEA(国際エンジニア協定)や APEC (APEC エンジニア協定)が
IEA の構成協定となっています。IEA では、技術者教育と専門職技術者資格は一体的に議論
されています。認定されたプログラムの修了生を、専門職技術者試験の学歴要件にしようと
いう動きは、非常に強いものがあります。
以上のような諸情勢を考えると、JSPE と JABEE は、今後も多くの事で協力してゆくことが
可能であり、かつ必要であると考えます。設立 20 周年のお祝いを改めて申し上げるとともに、
JSPE と JABEE 両団体が、今後益々発展してゆくことが、我が国における国際標準の専門職
技術者の養成、その国際流動化、その基礎となる技術者教育の質向上と進展に欠かせない
ことを確信し、ご挨拶とさせて頂きたいと思います。

Congratulatory Address for the 20th Anniversary of the JSPE Establishment
JABEE
Vice-President
Prof. Yusuke HONJO
On behalf of JABEE, I wish to congratulate the JSPE’s 20th anniversary.
To the best of my understanding, JSPE is a none profit organization founded in September 2000,
aiming at enhancing the level of engineering of professional engineers and at advancement of PE
in Japan while establishing its ethical aspects including welfare, safety, and wellness. Further to
that, I believe JSPE provides various supports and information in respect of examination and
qualification system of US PE to Japanese applicants and proposes practice and dissemination of
western style Engineering principle as represented by NSPE, National Society of Professional
Engineers, code of ethics by concluding affiliation agreement with NSPE.
On the other hand, JABEE was established as a none governmental organization in 1999 which
evaluates and accredits education programs in engineering, agricultural and science departments,
or a course within the department in higher education institutions from the perspectives of
“knowledge and abilities required for the Professional Engineers” and “requirements of the
society”. The Accreditation Criteria of JABEE are defined in accordance with the concept of the
Washington Accord, which is a constituent of the International Engineering Alliance, a framework
of international engineering education accreditation, and the accredited engineering education of
member signatories under its umbrella is mutually recognized as substantially equivalent. So, the
graduates of accredited programs of respective signatories, WA graduates, may be treated as
engineers who have accomplished internationally recognized education.
It is not a coincidence that JABEE celebrated its 20th anniversary last year and so as JSPE this
year.

The era of 1990 had started dissolution of the Soviet Union in December 1991 and the

United States became a sole superpower in name and substance which suggested the rest of the
world the beginning of days of United States as one and only domination. In 1995, WTO started
its activities for the purpose of encouraging free trade so those years notably represented
prominent movement on trade expansion, easing of restrictions, abolishment of tariffs on goods
and activation of international mobility on human recourses and goods. Out of such circumstance,
I believe that both JSPE, established by taking account of international mobility of the engineers
and JABEE, established in response to the formation of international framework on engineering
education commonly sensed and recognized the change in the world of international engineers.
In the past two decades, the world has experienced full of turns and twists and seems to have

conflicts between independent and multilateral behaviorism at-a- glance although, once the gate
is open, there is no way around but to find a way to adjust multilateral behaviorism for the global
cooperation. In that sense, I am strongly convinced of the importance of principles JSPE and
JABEE which must have at the time of establishment around year 2000.
Immediately prior to start writing this address, delegated by the Singapore accreditation agency,
I served as chair of evaluation team on the program newly launched in Singapore which originally
is headquarter in Australia as one of the most prominent university in the nation. I directly sensed
how internationalization of engineering education is developing then and the one, which aspires
to penetrate reinforces quality of education in the middle of global competition while appealing
those to the society through program accreditation of education. Whenever I am given the
opportunities to see what really is going on as for the Engineering Education in the world today,
I cannot help to feel that Japanese universities are not taking engineering education too blithely
so consequently, such attitude toward the issue makes us so much behind the rest of the world.
On February 2nd, 2016, JSPE and JABEE signed a MOU to cooperate on engineering
education and to achieve abilities of engineer at the international level for international mobility
on engineers.
Not only the Washington Accord, agreements amongst engineering education accreditation
organizations, but also IPEA and APEC Engineer agreements, which governs qualification of
professional engineers and registration of its licensing are the constituent agreements of the IEA.
From Japan, the Institution of Professional Engineers, Japan represents those agreements. Under
the IEA, Engineering Education and Qualification of Professional Engineers are discussed in an
integrated fashion so a tide in the affairs on enhancement of setting graduates of accredited
programs to the academic qualification for taking professional engineer examination has strong
momentum.
Taking account of all the above, it is plausible for us, JSPE and JABEE, to continually
cooperate on number of issues and it would be rather be necessary. I am convinced that further
development of both JSPE and JABEE are the essential force to foster Japanese professional
engineers at the international level and its mobility as well as betterment of quality of engineering
education as core. I would like to address here again to congratulate on JSPE’s 20th anniversary.
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創立 20 周年記念パネルディスカッション
JSPE の 20 年とこれからの役割／将来の社会と P.E.
JSPE では創立 20 周年を機に、将来の社会と P.E.の役割についてのパネルディスカッションを
開催した。5 人の歴代会長による 2 時間の熱心な討論は、非常に示唆に富むものであった。討論
は、
「PE との出会い」
、
「これまで何を成し、何を成せなかったか」
、「将来の社会とはどのように
なっていくか」
、
「将来の PE のあり方」をテーマに議論され、内容を次のように要約する。
P.E.（Professional Engineer）は、米国の州に登録されるエンジニア・ライセンス（免許）で
ある。このライセンスを取得することで米国でのエンジニアリング業務を行うことが出来る。
どうして日本でこの米国 P.E.を取得する動きが広まったのだろうか。それは 1994 年に P.E.取
得のための一次試験である FE 試験が日本に導入されたのがきっかけである。その導入に尽力さ
れたのが故今井兼一郎博士であるが、今井博士のひとつのエピソードが FE 試験導入に関係して
いる。1980 年代に行われた日米欧 5 カ国によるジェットエンジンの共同開発プロジェクトにおい
て、英国設計事務所に集まったエンジニアの中で、
「エンジニアとしての質を保証する資格」を有
していないとの理由で日本人エンジニアの多くが参加を認められなかった。その苦い経験から日
本にもそのような資格が必要だと考え米国に FE 試験導入を働きかけたのである。また、海外に
出て P.E.を知った人や、業務上の必要から米国で P.E.を取得した日本人もいたことも日本に P.E.
を広める力となった。1996 年からは日本で PE 試験受験ができるようになり是非 P.E.を取りたい
と考える人が増えた。
そもそもエンジニアとは何か？

技術によって社会の安全と幸福を具体化していくのがエンジ

ニアであり、米国 NSPE（National Society of Professional Engineers）は、
“As a Professional
Engineer, I dedicate my professional knowledge and skill to the advancement and betterment
of human welfare.・・・”で始まる Engineer’s Creed を制定し、そのあり方を暗示している。
日本在住者が米国 P.E.を取得する意味、その活かし方とは具体的にはどのようなものか？
P.E.を取得すれば米国だけでなくグローバルに仕事を進める上で必要なパスポートとなることで
あり、少なくとも英語の環境で技術業務ができる証明として海外の顧客にアピールすることがで
きる。例えてみれば国際運転免許証のようなものである。日本の技術者にとって、米国でエンジ
ニアの仕事をすることにとどまらず、国境を越えてグローバルに活動するために P.E.が有効であ
る。P.E.を取得した上で、尊敬される優れたエンジニアになるためには力量（コンピテンシー）
を磨くことが大切である。力量とは何だろうか。自分の専門だけでなくさらに幅を広げて、かつ
深みをますこと。同時に、人間力と呼ばれる、常識、教養、コミュニケーション能力といったも
のが挙げられる。このどちらも急速に変化する社会や技術に対応して絶えず学び続けることが必
要であり、継続教育が有効であると考えられる。
将来、エンジニアの役割は、AI によって変化するのか？ この問いに対して、AI は生活を豊か
にし効率的にする手段の一つであるが、エンジニアの役割（公共の安全、健康、福祉に奉仕する
こと）は変わらない。各現場で発生する問題解決はエンジニアにこそ出来るもので、この点が恐
らく AI との違いになると思われる。AI の出現により、エンジニアの作る成果物、あるいはその
成果物を創り出す方法は大きく様変わりするするだろう。また、今の大変革の原動力は技術革新
である。だとすればエンジニアはその技術革新のトップランナーであるべきではないか。
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これらの目的を共有できる人材を育成すること、そしてこの価値観を社会に問うていくことが
今後も変わらない JSPE の役割ではないか。

・パネリスト：
廣瀬 仁志 氏（2001～2005 年会長）
植村 大輔 氏（2005～2009 年会長）
土屋 雅彦 氏（2009～2013 年会長）
川村 武也 氏（2013～2019 年会長）
森山

亮 氏（2019 年～

会長）

司会：義本正実（JSPE 理事）
2020 年 10 月 31 日（土）14:00-16:00
東京グランドホテル桜の間（Zoom 同時配信）

20th Anniversary Panel Discussion
20 years of JSPE and its future role / Future society and PE

Panelists:
Hitoshi Hirose, P.E / Daisuke Uemura, P.E., MBA / Masahiko Tsuchiya, P.E., PMP /
Takeya Kawamura, P.E. PMP / Ryo Moriyama, P.E., PMP, Ph.D
Date: Saturday, October 31, 2020 / Time: 2:00 p.m-4:00 p.m. / Place: Tokyo Ground Hotel
On the occasion of the 20th anniversary of its founding, JSPE held a panel discussion on the
future role of society and PE. The two-hour enthusiastic discussion by the five successive
presidents was very suggestive. The themes of the discussion were "encounter with PE",
"what has been achieved and what has not been achieved", "what will be the future society",
and "the future of PE". It was discussed and the content is summarized as follows.
PE (Professional Engineer) is an engineer license registered in states of the United States.
By obtaining this license, you can carry out engineering work in the United States.
Why did the movement to acquire this US PE license spread in Japan? It was triggered by
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the introduction of the FE examination, which is the primary examination for obtaining PE,
in Japan in 1994. It was the late Dr. Kaneichiro Imai who was instrumental in introducing it,
but one episode is related to the introduction of the FE examination.
In a jet engine joint development project by five countries in Japan, the United States and
Europe in the 1980s, many Japanese engineers were not allowed to participate because of not
having "qualification to guarantee quality as an engineer" among engineers gathered at a
British design office. Based on that bitter experience, he thought that Japan needed such a
qualification and encouraged NCEES in the United States to introduce the FE examination.
In addition, the fact that there were people who went abroad to know PE and some Japanese
who acquired the PE license in the United States due to business needs also helped spread PE
to Japan. Since 1996, it has become possible to take the PE examination in Japan, and the
number of people who want to take PE by all means has increased.
What is an engineer in the first place? Engineers embody the safety and happiness of society
through technology, and NSPE established Engineer's Creed, begins with "As a Professional
Engineer, I dedicate my professional knowledge and skill to the advancement and betterment
of human welfare ...." which implies the way it should be.
What is the meaning of acquiring a US PE license for Japanese residents and how to utilize
it? If you acquire a PE license, it will be a kind of passport necessary for working not only in
the United States but also globally, and you can appeal to overseas customers at least as proof
that you can do engineering work in an English environment. It's like an international
driver's license. For Japanese engineers, PE is effective not only for working as an engineer in
the United States but also for working globally across national borders. After acquiring the
PE license, it is important to improve your competencies in order to become a respected and
excellent engineer. What is competence? It is endorsed not merely by your specialty but by
your more broadened and in-depth whole personality integrated with common sense, liberal
arts, and communication skills. Both specialty and personality need to be brushed up through
continuous learning in response to rapidly changing societies and technologies. For this a
well-tailored continuous education system must be effective.
Will AI change the role of engineers in the future? In assistance to this question, AI is one of
the means to enrich and make life more efficient, but the role of engineers (serving public
safety, health and welfare) remains unchanged.
Only engineers can solve problems that occur at each site, and this is probably the difference
from AI. With the advent of AI, the deliverables created by engineers, or the way they are
created, will change dramatically. In addition, the driving force of the current revolution is
technological innovation. If so, the engineer should be the top runner of the technological
innovation.
To develop human resources who can share these objectives and to ask society about these
values is the role of JSPE that will not change in the future.
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１．P.E.との出会い／エンジニアとは何か
（廣瀬）米国出張の際、米国人エンジニアの名刺に P.E.と書いてあった。
それが P.E.との出会いだった。米国では圧力容器を製造するには P.E.が設
計図書の審査をして承認しない限りは、その後の工場製作、現場組み立て
に取り掛かれないことを知った。これこそがエンジニアにとって誇れる資
格だと思った。アフガニスタン戦争で避難する人々の中で、ある少女がイ
ンタヴューに答えて「将来エンジニアになって困っている人を助けたい」
という報道を見た。阪神大震災のあと神戸そして東日本大震災のあと仙台
廣瀬 仁志 氏

を訪れる機会があった。悲惨な現状を見てエンジニアが何か役に立てない

ものかと思った。
「エンジニアは人の生活を助け、人の安全を護るもの」だと思う。海外のプロジ
ェクト遂行の上で大事な Report を提出するときに、名前の後に P.E.と書くことがある。エンジ
ニアとしての責任を自分に科すため、Report の内容に自信があることを訴えるためだ。
（植村）米国の留学で P.E.を知った。P.E.となれば仕事が広がるが責任も伴う。どこに行っても
P.E.は認められると感じる。
（土屋）20 代の終わり 2 年間の海外勤務を終えて帰国し、1996 年に(財)エンジニアリング振興協
会の「エンジニア資格制度に関する調査研究報告書－国際的相互承認とわが国のエンジニア資格
制度のあり方－」を読んで、WTO を中心とするサービス貿易自由化の問題を知ったことが大きな
契機となった。そして、国籍、人種を越えたエンジニアの最低限の身分保証になる P.E.の必要性
を感じた。以来、所属する企業内外において、若い人には 30 歳までに P.E.を取れと勧めている。
エンジニアリングをサービスと捉えると、顧客の信頼を得ることが是非とも必要で、P.E.を持っ
ていることで、最低限、英語によるコミュニケーションを通じて標準的技量を有するエンジニア
としての業務ができると認められる。経験や実績を積む機会に恵まれない若い人には、キャリア
の初期において大きなハンデを負うが、P.E.を持つことで一次審査の壁を超えるには役立つ。し
かし、あくまで一次審査であり、その後のパフォーマンスがだめなら Disqualify される。
（川村）NASA への出張を経て米国の P.E.、そして安全に対する考えに触れた。社会にどう生か
すか、更新時のボードとのやり取りや継続教育が大切だと感じた。
（森山）P.E.を持つ尊敬できる上司から勧められた。日本の中で P.E.を持つという意味が大切で、
多様性にも対応できると考えている。また、更新があることで自分を常に磨かなければならない
点が特徴的である。
２．入会した動機／これまで何を成し、何を成し遂げられなかったか
＜入会した動機＞
（廣瀬）JSPE を発足させた 11 人のうちの 1 人として JSPE の目的と JSPE に何を求めたかを紹
介する。ミッションの 1 つに「世界に通用する、活躍するエンジニアの育成支援」を掲げ、彼ら
を支援するために発足した。故今井兼一郎博士（元日本学術会議会員、元日本機械学会会長、元
石川島播磨重工業専務）は、1994 年に日本への FE 試験（PE 一次試験）導入に貢献された。今
井博士は 1982 年の日英米独伊によるジェットエンジン共同開発プロジェクトに参加された。英
国ブリストルの設計事務所に集まった 5 ヵ国のエンジニアの中で、他国のエンジニア達は P.E.や
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C.E.（Chartered Engineer）のような資格を有していたが、日本人エンジニアは“エンジニアの
質を保証する資格”を持っていないとして参加を拒否された。そしてその苦い経験から日本にも
国際的に通用する資格が必要と感じ、今井博士は米国に FE 試験導入を働きかけたのである。
（植村）P.E.は多くの技術分野から構成されている。他の分野の人とも
いち

親しくしたい。一エンジニアとして（会社ではなく）見聞し仲間を作り
たいと思った。
（土屋）プラントエンジニアリングビジネスは、1980 年代までは日本
企業の存在感も大きかったが、1990 年代になると日本に軸足をおいた
ビジネスとしては旬を過ぎたと感ずるようになった。むしろ現地化を進
め、多国籍混成チームでやるビジネスだと思い、インドの関連会社出向
を志願した。3 年強のインド体験、そしてその後の連結経営を推進する
立場に身をおくようになり、多国籍チームで一緒にエンジニアリングの

植村 大輔 氏

仕事をする上で、何か共通の「エンジニアとしての価値観」を持つために、国籍を越えた「精神
的な接着剤」のようなものの必要性を痛感した。P.E.の価値体系は、その一部として機能すると
思う。また、日本が世界でその存在感を示すためには、新興国の見方と先進国の見方の両方を知
り、共感できる人、またそういう体験者が JSPE の中に大勢いて世界の多様性を共感できる場が
ありました。
（川村）オレゴン州で PE 受験・登録しようとしていたので、JSPE 以外では登録手続きがわか
らず、リファレンス、経験記述の情報が得られると思い入った。
（森山）JSPE は資格によって会員同士が繋がっている会である。勤務地が変わり知り合いが少
ない中、会社に縛られないつながりが形成できたことは有用であった。
＜これまで何を成し、何を成し遂げられなかったか＞
（廣瀬）JSPE を早く軌道に乗せるべく活動した。特に教育部会でセミナーを早く立ち上げ、企
画部会を中心に新しい企画を生み出すことに務めた。2001 年度は 9.11 同時多発テロのパネルデ
ィスカッションを含め 7 回のセミナーを実施できた。企画部会では HP 内での会員向け技術情報
コーナーの開設、合格祝賀会、ライブラリー開設など次々に新しい企画を実行した。これらは一
年目の成果だ。社会への発信・貢献として、新聞等に投稿を積極的に実行したつもりだが、P.E.
に関する本を出版することはできなかった。
（植村）自分の仕事とつなげることを目指し、自社の建設現場で見学会を実施できた。また、米
国に赴任し NSPE との会長相互訪問を開始できた。リーマンショックで米国駐在は 1 年で切り上
げとなったが、各州の支部とも交流したかった。
（土屋）JSPE の総会では、身近なアジアとの連携を深めたいと思い、インドのエンジニア協会
か

や中国市場に精通しておられる方などを招聘してきた。キーノートスピーカーの中国出身の柯隆
さん(富士通総研)には、冒頭で「エンジニアのグローバル化は理解できるけど、
なんで米国なの？」
と言われたことが今でも印象的である。また、丁度自分の在任中に JSPE10 周年記念誌も発行で
きた。在任中のもう一つの大きな課題は、3.11 東日本大震災、そして福島原発事故であった。2
重 3 重の安全設備で防護された巨大システムで起こった未曽有の事故に対しては、エンジニアと
して何も反応しない訳にはいかないと思った。そのころ、同時に社会問題となったメキシコ湾深
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海の原油流出事故のレポートを JSPE の 5 人の有志でまとめ、福島事故
との比較検討を論ずる報告書を発信した。この報告を踏まえて、NSPE
総会では、米国人役員達と共に、「巨大事故は P.E.により防止できるの
か？」といった討論会を実施することも出来た。
残念に思うことは、我が国の若手の海外指向が減退していること。グ
ローバリゼーションは先進国にとっては痛みを伴う部分もあり、壁は幾
多生まれるが、それを乗り越えることを楽しむことができる伝道師であ
って欲しい。また、グローバリゼーションとはダイバーシティを認める
土屋 雅彦 氏

こと、即ち、私達は、足元の女性や外国人など多様性を認めることにも

っと注力すべきであったと反省している。JSPE の 11～20 年目は、社会の変化も大きかったが、
それに対して無関心ではいけない。生き延びるためには学び続ける必要がある（自分にとってこ
だわりたいことである）
。
（川村）日本の技術者資格や工学教育と米国 P.E.とが相互に行き来できる仕組みづくりを目指し
た。学歴評価のシラバス、経験記述の助言、メンタリング制度、JABEE（日本技術者教育認定機
構）との連携である。出来なかったことは、本が出せなかったこと、グローバルやダイバーシテ
ィに手が回らなかったこと、シラバス・メンタリングが広がらず細々であったことだ。
（森山）エンジニアと社会のネットワークの構築を目指している。PE 資格をとるためだけでなく、
会員同士交流してほしい。このパネルディスカッションも HP などを使って社会に発信してきた
い。
３．将来の社会はどうなっていくか
（廣瀬）私は LNG（液化天然ガス）に関わる仕事に携わってきたのでエネルギーに的をしぼって
述べる。日本政府が 2050 年に温暖化ガス（温室効果ガス＝Greenhouse Gas）を（温室効果ガス
＝Greenhouse Gas）をゼロにすると宣言した。エネルギーは、石炭→石油→天然ガスと変わって
きたが、それらはいずれも化石燃料であるため温暖化ガスの要因である CO2 を発生させる。LNG
はクリーンエネルギーと呼ばれ CO2 排出量が石炭や石油に比べ少ないものの 2050 年には LNG
もゼロになるかもしれない。私はこれからのエネルギーとして、液体水素に興味を持っている。
液体水素は CO2 を発生させない。地球に無尽蔵に存在する海水は水素を含んでおり、それを利用
できればエネルギー問題は解決できると、これに期待している。
（植村）人生 100 年の時代となった。私は人生三毛作と考えている。そのため、一つの分野だけ
ではなく色々な分野に関わるために継続学習が必要である。求められるものも広くなり、そのた
めの継続教育に JSPE は対応していくべきと考える。
（土屋）この 10 年で、例えば日立、東芝といった日本を代表する企業の業容変化に象徴されるよ
うに世の中が大きく変わり、そこにいる個人の働き方も今変わりつつある。これからは、今世界
で起こっていることを自分の業務を通じて敏感に感じ取ることが重要。
「人・モノ・金・情報の国
境を超えた自由な移動」に対する見直しが進行中である。また、先進国・新興国それぞれに同時
に生まれた格差是正の試みが必要。社会を変えることは難しくても、自分自身の在り方を変える
ことは可能なので、自分から情報取りに行って学び、自分で考えることがより大切になるだろう。
自分から仕事を作り出すくらいしないと厳しい。エンジニアも変わらないといけない。
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（川村）20 年前のエンジニアといえば、モノづくり、プラントエンジニ
アを指した。今のエンジニアといえば、プログラマーを指す。しかし我々
P.E.もプログラムのハンドリングは必要である。自分はこの歳で今から勉
強できるか？と自問している。NCEES 等の P.E.の定義は、数学と科学を
応用する人となっているが、現状は数学ではなくコンピューターを応用と
なっているので、定義を変えるべきかそうでないのか自問自答している。
（森山）将来の予想は難しい、逆に変わらないものは何かを考えるとわか
りやすい。例えば電話とは、
（固定電話からスマートフォンと）手段は変

川村 武也 氏

わっても離れたところから通話するという機能は変わらない。自動車も
（ガソリン、電気など）方法はかわっても、移動する機能は変わらない。P.E.は変わらないもの
を、責任をもってやればよい。AI の導入は、事故が起きた時の安全に対する責任をどうするか課
題が残る。
４．将来の P.E.のあり方、エンジニアは AI に取って代わられるか／社会に伝えたいこと
＜将来の P.E.のあり方、エンジニアは AI に取って代わられるか＞
（廣瀬）自分が関わった LNG タンクを建造するプロジェクトは通常 3 年かかる。その間には必
ず何か問題に遭遇するが、その問題解決のために働くのがエンジニアの役割であると思ってきた。
大きな問題だとその対応にだいたい 6 ヵ月くらいかかる。その間、問題発生の現状調査・分析、
材料のデータ分析、設計図書のレヴュー、必要に応じ試験や実験を計画・実施、考えられる要因
のシナリオ作り、原因究明、改良や改善策などの対応に当たる。AI の利用によってこれら個々の
ステップに対応し、結果、時間を縮めることは出来るかもしれないが、それらステップ間の関連
を考え何時、誰が、どう実施していくかを判断しながら実施していかなくてはならない。この間、
会社のマネジメント層への報告や相談が必要となる。これらを実施するための手足となるエンジ
ニアやテクニシャンをリクルートする必要もある。顧客への報告をする必要もあるし協力を求め
る必要もある。このような一連の作業はプロジェクトに関わったエンジニアが最適任だと思う。
AI にはできないと思う。従って、問題解決をするエンジニアの役割という観点で、エンジニアの
形態は変わらないと考える。JSPE には、上で述べたようなエンジニアを育成支援することが求
められると思う。
（植村）AI はエンジニアにとって代われない。科学技術の限界を（社会的判断を含めて）見極め
るのがエンジニアであり、ある意味アナログの判断が必要になる。JSPE は一般の人にも開かれ
たものになる必要がある。倫理や技術者の地位向上をエンジニア以外の人にも分かってもらうこ
とが大切である。
（土屋）エンジニアに求められる使命は将来も変わらないと思う。ただし、具体的な成果物や、
その創り出す方法は使わなければいけない。
NSPE 内部にも同じような認識はあるのだろう。
2018
年有志タスクフォースが出来て“Future of Engineering” がまとめられたが、その後、BOD（理
事会）によりフォローされていない。NSPE 報告の切っ掛けともなった著書「プロフェッショナ
ルの未来」という本では、
“便利な AI により専門知識のコモディティ化が進む”と書かれている。
単に、専門知識のゲートキーパーとしての P.E.では対価を得ていくことは難しいだろう。一方既
に医療情報・法務・税務などの無料 Web サイトへのアクセスが、実際の専門家への訪問数を凌ぐ
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時代となっている。厳めしい名誉や責任を課せられないセカンドオピニオン市場も成長するだろ
う。専門家に対して準専門家というニーズも生まれてきている。ソフトウェアの分野では「オー
プンアーキテクチャー」という発想が技術革新を牽引していることなども参考にすべきか。
デジタル・トランスフォーメーションで重要な、Data、Design、Discipline という 3D の中で、
デザインマインドがとても大切だ。どう要件定義できるかが重要である。
「エンジニア」よりは「デ
ザイナー」
「アーキテクト」と言った人々が価値を生む。
（川村）医者が守るのはヒトの健康、弁護士が守るのはヒトの法的権利、エンジニアが守るのは
ヒトの安全ということで、医者、弁護士とのすみ分けとなる。
（森山）JSPE の役割は、P.E.の地位向上、国際化、倫理であり、JSPE
は、個人ベースで活動する職能団体である。自己研鑽を支えるリカレント
教育のきっかけをつくったと思う。
＜社会に伝えたいこと＞
（廣瀬）日本 PE・FE 試験協議会（JPEC）は、企業や大学で FE/PE 試
験のプロモーションをするときに「P.E.はグローバルエンジニアへのパス
ポートである」と説明している。P.E.はあくまでグローバルエンジニアへ
森山 亮 氏

の入口であるので、自分の専門を磨くことはもちろんだが、それ以前に人

としての常識、人間力を磨いてほしい。NCEES が学歴に於いて工学や科学・数学だけでなく一
般教養を大事にしているのは P.E.である前に人としての常識を重んじているからだと思う。
（土屋）P.E.を考える上で、運転免許証更新のアナロジー（類推）を考えると面白い。JPEC が
試験を行い、JSPE は継続教育を行う。それも第 2 種免許（営業免許）の継続教育である。自動
運転の時代になると、プロフェッショナルなドライバーはどうなるのだろうか？ウーバーのよう
な第 1 種免許取得者もマーケットに生まれつつある。プロのドライバーがメンテしようと思って
車のボンネットを開けたら、最早エンジンはなく、モーターとバッテリーだけだったという時代
はもう目の前にある。「車」の概念そのものも変わり得るし、プロドライバーの職務も A 地点か
ら B 地点への運搬や移動だけではなくなる可能性もある。P.E.は、ドライバーライセンスではな
く、フォト ID のように身分証と考えるのもあるかもしれない。より特化した分野の専門家となる
道、権威を捨ててクライエントに寄り添う道、など多様化するだろう。
JSPE に所属する P.E.は、米国でプロドライバーとして生きていくためにライセンスを持ってい
る訳ではない。P.E.だけに与えられた専管業務を糧としている訳ではないことは、将来を見据え
る上ではむしろ幸いであるかもしれない。米国人よりも本質的な意義を考え、かつ体現できる可
能性がある。
（川村）機械学会誌 2020 年 1 月号で「プロフェッショナルとしての技術者－子供たちが夢見る
職業か？－」という特集記事を出した。その中で P.E.について書いた
（web でも公開されている）
。
Introduction to Creativity and Innovation for Engineers という本に、エンジニアの原点が書
いてあり、是非読むことを勧める。
（森山）継続教育としてのセミナーに積極的に参加してほしい。
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＜パネルディスカッションで紹介のあった文献＞
・Engineer’s Creed／Adopted by National Society of Professional Engineers(NSPE), June 1954
https://www.nspe.org/resources/ethics/code-ethics/engineers-creed

・The Future of Professional Engineering: Continued Protection of The Public Health, Safety, and
Welfare through Professional Engineering Licensure/ NSPE July 2018
https://www.nspe.org/sites/default/files/resources/pdfs/Final-FOPE-REPORT-071318-1101-wDisclaimer.pdf

・プロフェッショナルの未来（The Future of The Professions）／リチャード・サスカンド、ダニエ
ル・サスカンド著、朝日新聞出版

2015 年

・Introduction to Creativity and Innovation for Engineers／ Stuart Walesh

（エンジニアリング・ジャーナル社発行の「EnB（エンジニアリングビジネス）2020.11.15 号(P8-9)」において、
このパネルディスカッションの記事が見開き 2 ページで掲載されました）

Ryo Moriyama / Masahiko Tsuchiya / Hitoshi Hirose / Daisuke Uemura / Takeya Kawamura
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JSPE 20 周年寄稿
所田 綾子（化学工学）
この度は JSPE 創立 20 周年を迎えられたことを心よりお祝い申し上げ
ます。2002 年の PE 合格直後に本会に加入し、以来長きにわたり CPD
セミナー等を通じお世話になってきました。幼い子供達づれで year end
party に参加した年もありました。長くこの会を続けて下さった関係者の
皆様に敬意を表します。
PE 取得のきっかけは同期の勉強会でした。97 年にエンジニアリング
会社に入社するとまもなく同期で勉強会を始め、そのうちに誰ともなく
PE に挑戦しようという話になりました。当時は皆とにかく早く一人前に
なりたいとがむしゃらでした。ちょうど 9.11 の事件の影響で、PE 試験会場がそれまでの国内の
米軍基地から大学に変わった頃でした。
PE を通して得たものの一つに技術者倫理があります。初めて Engineer’s Creed を読んだ時、
胸に込みあげてくるものがありました。公共の安全を守る立場に自分はあるのだと胸に刻み、早
くそのような信頼される技術者になりたいと思ったものです。もう一つは研鑽の習慣です。CPD
制度は、当初正直大変だなと感じましたが、自分の能力開発を自律的に考え、生涯学習を続ける
という意識を持ちました。
入社後 20 年、プラントのプロセス設計に従事してきましたが、当時は女性技術者は少なく会議
などでも女性は私一人が日常茶飯事。PE であることは対外的にも信頼感を増す効果があったと思
いますし、PE と名刺に書くことで、責任感と使命感のようなものを感じました。初めて自分で設
計した装置の完成は忘れがたい瞬間です。長時間労働も苦にせず仕事をしていましたが、そんな
生活も第 1 子出産後一変します。時間が制約され仕事と育児の両方の責務が生じました。それで
も設計の仕事を続け、管理職の経験もできたのは、機会を与えてくれた職場の上司、職場・お客
様など関係者の理解、家族の応援あってのこと。自分の思いを持ち続けることも重要です。両立
は悩みが多く、ベストのバランスは人それぞれですが、自分の心に問うて意思を持って決めるこ
と、また、両方が完璧でないことを許すことがコツかと思います。
女性に限らず多様性が叫ばれて久しいながら、まだ日本の社会には無意識の偏見や固定観念が
あります。次の 20 年に例のない超高齢化社会となる日本。前例主義や欧米の真似では生き抜けな
い時代、より多様な生き方や挑戦が許される社会が必要です。JSPE はこれからも PE を、人を
つなぐことでそのような社会の実現に寄与されることを願います。
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Contribution on the 20th anniversary of JSPE
Ayako Syoda, P.E. (Chemical, Oregon)
I congratulate you on the 20th anniversary of JSPE. I joined JSPE soon after passing PE
exam in 2002. I have been participating in some CPD seminars by JSPE and also attended a
year-end party with my young children before. I express my respect to those who have
continued working hard for JSPE for years.
I started to be interested in PE after having a study group with my colleagues. I joined an
engineering company in 1997. Soon, my colleagues and I made a study group and gathered to
study in the evening several times a week. We decided to try getting PE. We were eager to
become fully qualified engineers as soon as possible. The exam was held at a university, not at
the US military base in Japan. It was due to 9.11 at that time.
One of the important things I gained through PE is engineer ethics since it was my first
time to learn it. I was deeply moved by realizing that I was supposed to protect public safety
when I first read the Engineer's Creed. I made up my mind to become such a trustworthy and
committed professional engineer in the future. The other is the habit of studying. At first, I
felt that the CPD system was too difficult to keep, but it made me realize the importance of
self-development and continuous learning.
I have engaged in the process design of plants since joining the company. There were not
many female engineers yet 20 years ago. It was not surprising that I was the only woman at
meetings. I believe being a PE increased trust from people, and I became more responsible
after being a PE.
I cannot forget the first completion of the plant that I designed. I used to work as long as I
wanted without caring about time, but that lifestyle has been changed completely after giving
birth to my first child.
I had to manage my work and child-rearing. Thanks to my boss gave me opportunities,
helps from seniors, colleagues, juniors, customers, and support from my family. I have been
able to work as an engineer and gained experience as a manager.
Keeping the desire to work is also necessary. I have had a mixed feeling about pursue both
work and life at the same time. The best balance is different for each person. But it is critical
to ask yourself and decide based on your own will, and it is essential to admit that you cannot
do both perfectly.
Although it has been a while since people started to be interested in diversity, not limited to
women, there are still unconscious biases and stereotypes in Japanese society. Japan will
become an unprecedented super-aging society in the next 20 years, in which just reference to
precedents or imitation of Western would not work. We need more diversified lives and
challenges. I hope that JSPE will continue to contribute to realizing such a society by
connecting PE and people.
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PE が日本のものづくり企業を救う
北林 孝顕（土木工学）
1980 年代、日本のものづくり企業は世界一だと世界中から称
賛された。しかし、近年、多くの日本企業は苦戦している。
その理由としては、韓国や中国企業が台頭してきた点に加え、
日本企業の多くはグローバル化やデジタル革命といった昨今
の大きな変化に対応しきれず、十分に進化できていない点が
挙げられる。
日本のものづくり企業には、世界の名立たるグローバル企
業と比べて、事業規模が小さい、生産性が低い、異文化対応
力が低いといった弱みがある。一方、日本企業には、製品の
カスタマイズ力やそれを支える高い技術力、そして、これら
を継続し続ける粘り強さや団結力といった強みがある。これ
らの強みを活かした事業に集中すれば、日本企業はまだまだ活躍できる。
では、日本のものづくり企業はどのような領域の事業に集中すればよいのだろうか。キーワー
ドはミッションクリティカルである。ミッションクリティカルとは、任務や業務の遂行に必要不
可欠な要素である。カスタマイズ力や高い技術力といった日本企業の強みを活かすためには、こ
だわりの強い様々な業態のプロフェッショナル集団に対し、彼らに必要不可欠な製品やサービス
を提供し、その代わりにそれに見合うだけの対価をいただける新しい事業を創り出す必要がある。
ただし、日本のものづくり企業には、こうした事業を創り出す経営者が不足している。新しい
事業を創り出すためには、開拓精神や優れた経営センスに加えて、幅広い技術知識が必要となる。
しかし、日本企業の多くは、いまだ成熟産業にしがみつき、古くから付き合いのある顧客に対し、
既に定まった業務プロセスを通じて、分業で製品やサービスを提供しているため、そこで働いて
いる従業員に開拓精神は生まれにくく、経営センスも身につきにくい。また、そこで働いている
技術者の多くは、自分の専門性を限りなく高めたいという職人気質に満ち溢れており、経営に対
する関心も高くない。
これらの問題を解決するためには、時代の変化に敏感で、かつ幅広い技術知識を有し、開拓精
神溢れる異端児が、所属企業の強みを活かした、ミッションクリティカルな製品やサービスを見
極めた上で、企業の中でその方向性を指し示す必要がある。そして、これを先導するのは、グロ
ーバル志向が高く、幅広で深い技術知識を有し、開拓精神に満ち溢れた PE こそが相応しいと考
えているし、自分もそうありたいと考えている。
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Professional engineers would save Japanese manufacturing companies
Takaaki Kitabayashi, P.E. (Civil, Oregon)
In the 1980s, Japanese manufacturing companies were praised all over the world. However,
many Japanese companies have been struggling in recent years. The reason for this is that in
addition to the growth of Chinese and Korean companies, many Japanese companies have not
been able to keep up with the recent major changes such as globalization and the digital
revolution, and have not evolved sufficiently.
Compared to global companies, Japanese manufacturing companies have weaknesses such
as smaller business scales, lower productivity, and lower ability to respond to different
cultures. On the other hand, Japanese companies have strengths such as product
customization, high technology, tenacity, and teamwork. If we concentrate on businesses that
utilize these strengths, these companies can still play an active role.
Then, what kind of business should Japanese manufacturing companies concentrate on?
The key term is “mission critical,” which is an essential element in the performance of a
mission or task. To utilize the strengths of Japanese companies such as product customization
and high technology, it is necessary to provide professional groups with products and services
that are indispensable to them, and instead create new businesses that can receive significant
compensation.
However, Japanese manufacturing companies lack leaders who create such businesses. To
create a new business, a wide range of technical knowledge is required in addition to a
pioneering spirit and excellent management sense. However, many Japanese companies are
still in mature industries and provide products and services to customers with long-term
partnerships through the division of labor via already established business processes. For this
reason, it is difficult for employees to develop a pioneering spirit and acquire management
sense. In addition, many engineers working at Japanese manufacturing companies have
craftsman’s souls that want to enhance their expertise as much as possible, and their interest
in management is not high.
To solve these problems, those who are sensitive to the changing times, have a wide range of
technical knowledge, and have a pioneering spirit should be encourage to identify
mission-critical products and services that utilize the strengths of Japanese manufacturing
companies. Professional engineers, who are highly global-oriented, have a wide range of
technical knowledge, and are full of pioneering spirit, are suitable for leading this, and I also
have a desire to be like this.
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電力自由化―これまでの 20 年とこれからの 20 年
杉山 瑛美（電気工学）
PE 会員の杉山と申します。社会人としてまだまだ勉強中の身にもかか
わらずこのような機会をいただき恐縮ですが、電力業界の過去と未来につ
いて少しお話させていただきます。
読者の皆さまは、「電力自由化」という言葉をご存じでしょうか。特に
2016 年頃に大きく取り上げられて、多くの方が 1 度は耳にしたことがあ
ると思います。
なぜ 2016 年に盛り上がったかというと、その年の 4 月に「電力小売全
面自由化」が行われたからです。これにより、私たち一般需要家は自分たちの居住地にかかわら
ず、自由に電力会社を選べるようになりました。それまでは東京に住んでいれば東京電力、大阪
に住んでいれば関西電力からしか電力を購入できませんでしたが、今では東京に住んでいても、
九州の電力会社から電気を買うだけでなく、新たに電力小売事業に参入した「新電力」
（例えば東
急でんき）からも電気が買えるようになりました。最近では、地方自治体が新電力の設立を支援
し、地域内の経済循環・環境負荷低減を掲げる「地域新電力」も多く誕生し、注目を集めていま
す。
一方あまり知られていないのが、この電力自由
化が 20 年前には既に開始していたという事実で
す。開始最初は、特別高圧（大規模な工場等）の
みを対象としていたのですが、年月を経て私たち
需要家（低圧部門）まで徐々にその範囲を拡大し
てきたというわけです (右図*)。
2016 年 4 月からもうすぐ 5 年。電力の小売部門
に参入する事業者は増え、競争は激化しています
が、これからの 20 年はどんな未来が待っているの
でしょうか？私は、最近電力業界で非常にホットな「配電ライセンス」というキーワードに着目
しています。
配電ライセンスとは何か。電力系統の概念図を使ってご説明しましょう。先ほどまで解説し
ていた自由化は、下図**の「小売」と書かれた部分の話でした。一方「配電」というのは、その
左隣にある部分で、送電線、電柱を伝って一般需要家まで電気を送り届ける業務です。
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この配電業務は、現在は各地域の電力会社のみが独占的に行える業務です。これをライセンス化
して、様々な事業者が配電事業に参入できるようにしよう、というのが国の
委員会で議論されている「配電ライセンス」なのです。2040 年には、小売
自由化のときと同様、様々な新事業者が配電事業を営んでいるかもしれない
ですね。今からわくわくします。
近況：米国の電力送電システムの本を共同執筆し、2020 年 10 月に出版さ
れました（右写真）
。本を書くのは人生初めての経験で学びが多く、お世話
になった方に感謝の気持ちでいっぱいです。

"Liberalization of Electricity-The Past 20 Years and the Next 20 Years"
Emi Sugiyama, P.E. (Electrical, Colorado)
Do readers know the term "electricity liberalization"?

Because it got huge attention

around 2016, most people may hear about it once.
In April 2016, "total liberalization of electricity retailing" took place in Japan. This gave us
the freedom to choose any power company, regardless of where we live. Until then, if you lived
in Tokyo, you could only buy electricity from Tokyo Electric Company (TEPCO), and if you
lived in Osaka, you could only buy electricity from Kansai Electric Power. Now, even if you
live in Tokyo, you can not only buy electricity from a power company in Kyushu, but also from
"New Electric Power", which has newly entered the electric power retail business. Recently, it
is becoming more popular for local governments to support the establishment of their
"regional electric powers" aiming at the local economic circulation as well as the CO2
reduction inside the region.
What is not well known, on the other hand, is the fact that this liberalization of electricity
already began 20 years ago. At the beginning, it was only targeting extra high voltage
(large-scale factories, etc.), but over the years, it had gradually expanded the scope and finally
low voltage sector was fully liberalized.
It has been almost 5 years since April 2016. The number of businesses entering the
electricity retail sector is increasing and competition is intensifying. Then what kind of future
is waiting for the next 20 years? I have been focusing on the keyword "power distribution
license" , which is one of very hot topics these days in the power industry.
What is a power distribution license? "Distribution" is the business of delivering electricity
to general consumers through power distribution lines. This power distribution business is
currently exclusively performed by electric power companies in each region. However, a new
idea called "power distribution license" is being discussed by the national committee so that
various businesses can enter the power distribution operations. In 2040, as with retail
liberalization, various new businesses may be running power distribution businesses. I am
excited from now to see that future.
*http://denki-erabu.jp/about/

**https://www.hitachi-hri.com/keyword/k128.html
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次の 20 年に向けて
大場 彰（環境工学）
１．はじめに
この度は JSPE 創立 20 周年の瀬に、このような
自身の考えを述べる場をいただき感謝いたします。
2015 年に大学を卒業してから現在に至るまでの水
処理エンジニアリング企業での経験を元に、私の考
える「これまでの 20 年とこれからの 20 年」につ
いて、意見を述べさせていただきます。
２．PE 取得のきっかけ
上述のように私は水処理に従事していますが、その根底には「世界的な重要課題である環境・
エネルギー・水問題に対して貢献する」という目標があります。これを実現するためには、現在
所属している企業の有する技術力を私自身が吸収し、グローバルに展開することが必要です。
米国 PE というグローバルな資格は、私自身のエンジニアとしての技術的成長、視野の拡張、
そして会社の事業の幅を広げるために最適な資格であると考え、取得に至りました。
３．水処理エンジニアリングのこれまでとこれから
日本における水処理は、高度成長期の公害問題における排水処理、半導体洗浄用水のための超
純水製造技術など、社会や産業のニーズに合わせて発展してきました。そしてそれぞれのニーズ
においては「難分解性物質を分解処理したい」
「比抵抗を極限まで高めたい」などの明確な技術課
題が存在していました。
エンジニアは上記のような技術的課題に対し実験データを積み重ね、移動現象論や単位操作を
はじめとする化学工学を駆使することで、各種のプロセスをエンジニアリングすることに成功し
てきました。
近年では、日本ではこのような明確な技術課題は少なくなり、既往プロセスのコストダウンや
高効率化が重要視されるようになっています。また、デジタル技術の普及により、エンジニアリ
ングにも従来のような化学工学的手法に加え、AI/IOT を用いた手法が取り入れられるようになっ
てきました。
４．これからの 20 年で求められるもの
日本をはじめとする先進国には、様々な課題解決を通して培ってきた技術があります。一方で、
世界を見たとき、水処理技術が十分であるとは言えない地域もあり、そこに必ずしも現在の最先
端技術が適用できるわけではありません。
グローバルに活躍する PE には、これまで培ってきた技術・これから開発される技術を十分に
身に付け、グローカルの視点で各地域に適したエンジニアリングを提供していくことが求められ
ると考えます。
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For the next 20 years
Akira Oba, P.E, (Environmental, Kentucky)
1. Introduction
I am glad to have this opportunity to express my thoughts on the occasion of the 20th
anniversary of JSPE. Based on my experience at a water treatment engineering company
from 2015 to the present, I would like to give my opinion on "the past 20 years and the next 20
years".
2. Trigger for PE acquisition
As mentioned above, I am engaged in water treatment, and at the root of it I have a
motivation of "contributing to environmental, energy, and water issues, which are important
global issues." In order to achieve this, it is necessary for me to absorb the technological
capabilities of my company and expand it globally.
I thought that the global qualification “PE“ of the US was the best qualification for my own
technical growth as an engineer, expansion of my horizons, and expansion of the company's
business, so I got it.
3. Past and Future of water treatment engineering
Water treatment technology in Japan has been developed by the needs of society and
industry, such as wastewater treatment in the pollution problem during the high growth
period, or ultrapure water production technology for semiconductor cleaning water. And for
each need, there were clear technical issues such as "decomposing substances which are
difficult to treat" or " increasing the resistivity of water as much as possible".
We engineers have succeeded in engineering various processes by accumulating
experimental data for the above technical problems and using the discipline like chemical
engineering such as transport phenomena theory and unit operations. Nowadays, many
processes are being built that can achieve various objectives.
In recent years, such clear technical issues have decreased in Japan, and cost reduction and
efficiency improvement of existing processes have become more important. In addition, with
the spread of digital technology, AI / IOT-based methods started to have been adopted for
engineering in addition to conventional chemical engineering methods.
4. What will be required in the next 20 years?
Developed countries such as Japan have technologies cultivated through solving various
problems. On the other hand, when looking at the world, there are some areas where water
treatment technology is not sufficient, and the current state-of-the-art technology cannot
always be applied to them.
PEs, who are engaging in engineering globally, are required to fully understand the
technologies that they have cultivated so far and the technologies that will be developed in
the future, and to provide engineering suitable for each region from a “GLOCAL” perspective.
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PE 取得のきっかけ
山口 雅弘（産業工学）
神奈川県横浜市出身、さいたま市在住で、海外（主に中近東、東南アジ
ア）の変電プラント建設に関する業務に従事しております。約 20 年前、
大学院生時（修士１年、情報工学専攻）に技術に関わる国際資格である
PE の取得はお洒落だと愚考し、FE Review manual を購入して未だ試
験母体がオレゴン州であった頃 FE 試験を受験しました。結果、殆ど受
験勉強せず試験に望み、午後の試験中に心が折れて途中で帰ってしまい
ました。当時就職先が学校推薦で早期に決まった事や学会発表・修士論
文作成に忙殺されていた為、受験勉強する気が失せてしまったことが理
由です。その後引越しの度に多くの書籍を処分してきたのですが、何故かに未練があって結婚後
も書物を保有し続けていました。仕事で海外での変電所建設工事に関わるようになった事と、30
代半ばにして仕事に若干の余裕がでてきた為、PJ 管理業務に必要な知識を纏めて習得することを
目的に PMP 資格を 2011 年 2 月に取得しました。その勢いで技術の資格も取得したい思い、昔憧
れていた PE を目指し FE に再挑戦することを決めました。幸い時を同じくして偶々google で見
つけた、2011 年 3 月 12 日に開催の「JEPE 関西 PE 受験・登録セミナー2011」に参加し、FE
試験の受験準備に際し有用な話を聞くことができ、PE 試験合格後に PE 登録が必要であること認
識し、FE 試験合格後に JSPE に入会することを決めました。実際 2011 年 10 月 30 日に受験した
FE 試験合格後 JSPE に入会し、今ここで 20 周年記念誌に掲載されていること光栄の誉です。お
かげさまで若き日の夢が叶い、断片的な知識が整理でき、人脈が広がりました。PE 登録に際して
は、JSPE で知り合った PE 諸人に、登録手順の教示、業務経歴書添削、PE Reference の作成、
を頂きました。JSPE に所属してなければ、職場に PE がいない小職の PE 資格取得は、なかった
です。登録分野は現在の職務に近い Industrial を選択しました。Electrical を取得すべきでした
が、FE の試験勉強で電気回路の問題を解くのに存外にも時間が掛かり苦戦。意外と才能が無いこ
と悟り断念しました。PE 登録を上司や同僚にしたところ、一様に呆気にとられていたのが何とも
嬉しかったです。自身の能力を客観的に示せたと思います。PE になってからは自由度があがり２
度転職することができました。現状に甘んじることなく、今後も目の前にある選択肢ではなく、
今は定かでない高嶺を掴みたいと思います。
折角の機会なので、AI について予言をしたいと思います。所謂シンギュラリティや DX ハルマ
ゲドンなど、10 年以内に来ないと思います。究極的に AI は人間のプログラム通り広義の統計処
理をしているのみです。ノイマン型コンピュータを使う以上では AI を以てしても NP 完全問題の
最適解は出ないです。AI の責任は、勿論人です。当該責任が Engineer かどうかは、まだ議論の
余地が残っています。
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PE Acquisition
Masahiro Yamaguchi, P.E. (Industrial, Colorado)
I have been engaged in work related to the construction of substation plants overseas.
Around 20 years ago, I thought that it was in thing to acquire PE, I took the FE exam but
failed. After that, I had to dispose of many books every time I moved, but for some reason I
was still uncertain and kept holding FE manual even after my marriage.

Since I got

involved in the construction of a substation overseas at work and I had some time to spare in
my mid-30s, I got PMP in February 2011. With that momentum, I decided to re-challenge FE
aiming for PE, which I had longed for in the past. In fact, I joined JSPE after passing the FE
exam that I took on October 30, 2011. It is an honor to be published here in the 20th
anniversary magazine.

My youthful dreams come true, so I was able to organize

fragmentary knowledge, then my network of contacts expanded.
When registering for my PE, I asked lots of JSPE personnel to advise me the registration
procedure, to correct my resume, and to undertake PE Reference. If I didn't belong to JSPE, I
never have reached the PE qualification. When I made PE registration to my boss and
colleagues, I was happy to be uniformly disappointed. After becoming PE, I was able to
change jobs twice. Without being content with the current situation, I would like to continue
to grasp the higher, which is unseen now in front of me.
In this great opportunity, I like to make one prediction about AI. I cannot foresee any
possibility, so-called singularity or DX Armageddon will come within 10 years. Ultimately, AI
only performs statistical processing, according to programs by human beings As long as a von
Neumann type computer is made on, any optimal solution toward the NP (Non-deterministic
Polynomial)-complete problem cannot be obtained even with AI. Responsibility of AI belongs
to people. Whether this responsibility is an engineer is still controversial.
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これまでの 20 年これからの 20 年 ～30 代 40 代は組織が縮む時代に備えよう～
本多 亮悟（機械工学）
1.

これまでの 20 年（2000-2020 年）
私は 2005 年に機械メーカーに就職した際、驚いたことがあります。そ

れは「会社内には当時 35 歳以上の社員が多く、当時 35 歳以下の社員数
はとても少ないこと」です。その後、20 代（後輩）の入社が増え、2010
年代には、私が就職した 2005 年と比較して 3 倍の新入社員を採用して
いることから、私が就職活動していた頃（JSPE 設立の数年後）は、正
に就職氷河期であったと考えています。
また、総務省統計局が毎月実施している労働力調査の結果から、日本
の製造業（以下、製造業）の雇用者数は 1992 年（バブル景気崩壊直後）の 1,382 万人をピーク
に、
2012 年の 1,033 万人まで減少傾向が続き、
その後は今日(2020 年)まで横ばいが続いています。
これは、製造業は、2000 年代前半まではバブル景気崩壊後の採用抑制政策を継続し、2010 年頃
に採用拡大に転換した。しかし、既に毎年多数の定年退職者がおり、結果として製造業の雇用者
数は増加しない現実があることを表していると考えます。
2.

これからの 20 年（2020-2040 年）
私が就職してから 15 年が経過しました。2005 年当時 35 歳であった最後の大量採用世代（い

わゆるバブル入社組）は、2020 年現在 50 歳になっており、管理職として製造業の根幹を支えて
いると考えています。逆を言えば、2020 年代（特に前半）の製造業は、このバブル入社組までの
世代が活躍するため、現在とあまり変わらない状況が続くと考えます。一方で、製造業に変化が
起こるのは、バブル入社組が退職する 2020 年代後半から 2030 年にかけてであり、具体的に、(ⅰ)
製造業の管理職の年齢が 10 歳ぐらい若返る、(ⅱ)製造業の管理職に多い肩書である「部付○○、コ
ーディネーター」など、直ぐに業務が想定できないポジションは淘汰されてゆく (ⅲ)将来の製造
業の部長・課長などの正規管理職の人は、人数が多い前任者（前世代）から多量の業務を引き継
ぐため、今まで以上に多忙になることを考えています。この原因は、大量採用世代の退職と就職
氷河期の影響により、「組織が縮む」ことが発生するために生じると考えます。
3.

組織が縮む時代に PE は何をすべきか？
では、PE（機械・電気・土木など、各技術分野のプロフェッショナル、特に 30,40 代の次世代）

は、将来起こるであろう「組織が縮む」時代に向けて、どのように備えて行くべきでしょうか？
適切な答えが無い、難しい問題だと思いますが、私の考えは、アメリカの公的資格である PE を
取得しようと思い立った頃に立ち戻ると、答えの 1 つがあると考えます。具体的には、①自分の
視野を広げること（例えば、PE の本家アメリカでは、今後 20 年についても着実な経済成長が想
定されています。従って、アメリカで起こっていることの情報収集は、今後も価値があります）、
更に、②本業を見極めること（例えば、今後も絶対必要な業務と、付随業務を見極める）
、③勇気
を持って業務を整理すること（例えば、バブル入社組までが実施してきた業務拡大路線を見直し
する）の 3 項目が、縮む時代に必要なスキルであると考えます。
皆様はどのようにお考えでしょうか？今後お聞かせ頂ければ幸いです。
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The past 20 years and the next 20 years: Japanese PE’s in their 30s and 40s
should prepare for an era of shrinking organizations
Ryogo Honda, P.E. (Mechanical, Oregon)
1.

The last 20 years: 2000–2020

I started working at a machinery manufacturer in 2005. At the time, the biggest surprise for
me was that most of the company’s employees were 35 or older, and very few were under 35.
After that, more people in their 20s (younger people) were hired, so that by the 2010s, the
company was hiring three times as many new employee as in 2005. I guess the time when I
was job hunting—a few years after JSPE was founded—I was a kind of employment crunch
generation.
According to official statistics of Japan, manufacturing employment in Japan declined
steadily from a peak of 13,820,000 in 1992, right after the collapse of the asset bubble, to
10,330,000 in 2012, and has since remained flat until now (2020). In other words, after the
bursting of the bubble, the manufacturing sector continued to hold hiring down through the
first half of the 2000s. It then started to expand hiring around 2010. However, I think that
this was because many people had been retiring every year, so there was actually no increase
in manufacturing employment.
2.

The next 20 years: 2020–2040

As of 2020, the generation that was 35 when I started back in 2005, who had been hired at
Japanese bubble period 1989-1992 (the so-called bubble cohort), has reached the age of 50.
They now constitute the managers who are supporting Japan’s manufacturing industry. In
other words, in the 2020s, this bubble cohort will remain in about these same positions.
Changes will occur in manufacturing when the bubble cohort retires in the late 2020s and the
2030s, which means that (i) the age of managers in the manufacturing industry will drop by
about ten years; (ii) many managerial positions with nebulous job titles, such as deputy
department head or coordinator, will go out of style; and (iii) the future managers in proper
managerial roles, such as department head or section head, will become even busier than
today because they will be taking on the work of their many predecessors from the previous
generation. This will happen because organizations will shrink due to the retirement of the
bubble cohort generation and to the existence of employment crunch generation.
3.

What should PEs do in an era of shrinking organizations?

So how should Japanese PEs—especially next-generation PEs (in their 30s and 40s) prepare
for the coming era of shrinking organizations? In my opinion, three skills are needed for the
era of shrinking organizations: (1) a broad perspective (for example, economic growth is
expected to continue in the US, so gathering information about what is happening there will
be valuable); (2) an understanding of the industry (an understanding of which tasks will be
absolutely necessary in the future and which tasks will be ancillary); and (3) a bold
restructuring of work processes (for example, rethinking the expansion of tasks that has
taken place to date).
What do you think? Please let me hear your thoughts.
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20 年の振り返り
本章では、JSPE の 20 年間の活動概要をまとめた。JSPE のミッション及び、各年度の活動方
針をまず示し、その後、歴代会長の就任年度を区切りとして、各年度から 1〜2 のトピックスを抜
粋し、活動の概要を示している。また、トピックスに関連する写真を含んだ様々な活動の写真で
振り返る。なお、トピックスの概要に関しては、各年度の事業年度報告書に基づき記載してる。
表 1 各年度の主なトピックス
年度

主なトピックス

2001

第１回 CPD セミナー 開催

NSPE Affiliated Group の認可

2002

第１回エンジニアズサロン 開催

VISION 03

2003

JSPE 戦略ワークショップ

－

2004

JSPE 戦略ワークショップ

－

2005

MOT 研究会

2006

MOT 研究会

－

2007

SAME との交流イベント

－

2008

JSPE マガジン 創刊

－

2009

欧米流コミュニケーションセミナー

－

2010

10 周年記念事業

欧米流コミュニケーションセミナー

2011

巨大事故で考えるエンジニアの責任

アドホック活動 技術倫理

2012

アドホック活動 技術倫理

日本人のための PE ハンドブック

2013

コミッティ バイオ燃料を考える会

NSPE Code Ethics の和訳公開

2014

第 1 回 JSPE Day 開催

2015

JABEE との MOU 締結

2016

JICA の国際協力団体への登録

－

2017

第 300 回 CPD セミナー 開催

－

2018

中期運営方針の検討会

－

2019

シニア PE 会員制度の新設

メール（チャット）大喜利

2020

20 周年記念事業

メール（チャット）大喜利

フィランソロピーフォーラム

－
PE 登録助言活動を開始
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Looking Back on 20 Years
This chapter provides an overview of JSPE's activities over the past 20 years, starting with
the mission of JSPE and the direction of its activities for each year, followed by a selection of
topics for each year or two, separated by the year the presidents took office. In addition,
photos of various activities, including those related to the topics, are included. Summaries of
topics are based on the annual report for each fiscal year.
Table 1 Key Topics for each fiscal year
FY

Key Topics

2001

First CPD Seminar held

NSPE Affiliated Group Authorization

2002

First Engineer's Salon held

VISION 03

2003

JSPE Strategy Workshop

－

2004

JSPE Strategy Workshop

－

2005

MOT Study Group

2006

MOT Study Group

－

2007

Exchange events with SAME

－

2008

JSPE Magazine first issue

－

2009

Western Style Communication Seminar

－

2010

10th Anniversary Event

Philanthropy Forum

Wester Style Negotiation/ Business
Acumen Seminar

2011

Task: Engineer’s Responsibility to

Ad Hoc Activities Technology Ethics

Prevent Large-scale System Failure
2012

Ad Hoc Activities Technology Ethics

PE Handbook for Japanese

2013

Committee Biofuel Society

Japanese translation of the NSPE Code
Ethics published

2014

First JSPE Day held

2015

MOU signed with JABEE

－
PE Registration advisory activity
started

2016

Registration with JICA's
international cooperation

－

organizations
2017

300th CPD Seminar held

2018

Mid-term management policy review

－

meeting
2019

Establishment of the Senior PE

－
Email (chat) comedy

Membership Program
2020

20th Anniversary Events

Email (chat) comedy
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2001〜2020 年度の活動方針
2001～2004 年度会長：廣瀬 仁志
2001 年度：JSPE の使命実現に向けての TRIAL
2002 年度：進歩の足跡
2003 年度：飛躍の年
2004 年度：続 飛躍の年
2005～2008 年度会長：植村 大輔
2005 年度：社会に認められるエンジニア
2006 年度：社会に認められるエンジニア（継続）
2007 年度：さらなる挑戦〜社会に貢献するエンジニアを目指して〜
2008 年度：目指せ！世界に羽ばたくエンジニアを
2009～2012 年度会長：土屋 雅彦
2009 年度：目指せ！世界に羽ばたくエンジニアを（継続）
2010 年度：グローバル社会で認められるプロフェッショナリズムを求めて
2011 年度：今こそ示そう、社会的復元力
2012 年度：企業内 PE の役割について考える
2013～2018 年度会長：川村 武也
2013 年度：倫理規定はエンジニアのコミュニケーションツール
2014 年度：エンジニアの交流拡大と統合
2015 年度：プロフェッショナルエンジニアの視える化
2016 年度：プロフェッショナルエンジニアの視える化（継続）
2017 年度：技術分野をまたぐ、つなぐ
2018 年度：技術分野をまたぐ、つなぐ（継続）
2019～ 年度会長：森山 亮
2019 年度：エンジニアと社会のネットワーク構築
2020 年度：エンジニアと社会のネットワーク構築（継続）
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Activity Policy for FY 2001-2020
FY2001-2004 President：Hitoshi Hirose
FY 2001：Trial towards realizing JSPE Mission
FY 2002：Lesson Learnt
FY 2003：A year of Leap
FY 2004：A year of Leap 2
FY2005-2008 President：Daisuke Uemura
FY 2005：Engineers Recognized In The Public
FY 2006：Engineers Recognized In The Public
FY 2007：Further Challenges for More Social-contributing Engineers
FY 2008：Strive for Borderless Engineers!
FY2009-2012 President：Masahiko Tsuchiya
FY 2009：Strive for Borderless Engineers!
FY 2010：Pursuit of Global Professional Integrity
FY 2011：Uncover the Social Resilience
FY 2012：Innovative roles of Professional Engineers in Industry
FY2013-2018 President：Takeya Kawamura
FY 2013：Code of Ethics is a Communication Tool for Engineers
FY 2014：Networking and Integration of Engineer
FY 2015：Uncloaking of Professional Engineer – Finding, Mentoring, Networking
FY 2016：Uncloaking of Professional Engineer – Finding, Mentoring, Networking
FY 2017：Cross and Bridge Technical Discipline
FY 2018：Cross and Bridge Technical Discipline
FY2019-

President：Ryo Moriyama
FY 2019：Build Community and Connect with Public
FY 2020：Build Community and Connect with Public
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2001〜2004 年度の主な活動 （会長：廣瀬 仁志）
1) 第１回 CPD セミナー開催（2001 年度）
PE 資格は、一般に 2 年毎の資格更新が義務付けられていますが、その際 30 時間程度の CPD
(Continuous

Professional

Development：継続教育)を獲得した証明書を登録州ボードに示す

必要があります。JSPE では、米国各州の CPD 基準に沿ったセミナーの機会を提供するため、第
１回目の CPD セミナーを、2001 年 5 月 30 日に、
「廃棄発電の技術動向」
、
「米国大手エンジニア
リング会社における企業文化」の 2 テーマとして、開催しました。
2) NSPE Affiliated Group の認可（2001 年度）
JSPE が発足する時の目的の１つが米国における PE 活動を日本の導入することでした。そのた
めには JSPE を米国各州の州単位にある PE 協会と同列の協会として NSPE に Affiliated Group
（支部）として認可してもらう働きかけが必要でした。2000 年 8 月、NSPE に対して正式な申し
入れを行い、2001 年 2 月に NSPE の Board Meeting で正式に検討がなされ、9 月に NSPE と当
協会との間で承認書にサインされました。その結果、JSPE は NSPE の支部になりました。
3) 第 1 回エンジニアズサロン開催（2002 年度）
会員間で抱えている問題を自由に話し合う場を提供する主旨から、エンジニアリングズサロンの
開催を 2002 年度より開始しました。第１回目は、2002 年 5 月 22 日に、
「JSPE の魅力」
、
「PE
になった時のメリット」
、
「エンジニアと設計者とはどこが違うのか」
、
「Engineering Manager と
は何をするの」
、「日本の場合、図面に誰がサインするのが適当か」など、日頃疑問に思っている
ことを、ワインを飲みつつ時間が経つのも忘れ、語り合いました。
4) VISION 03 (2002 年度) & JSPE 戦略ワークショップ(2003〜2004 年度)
2002 年度には、会員 200 名を超える組織に発展しました。会員同士が共通の基盤に立っていると
は 言 え 、 明 確 に 文 書 化 し た VISION を 持 っ て 会 を 運 営 し て い く 必 要 が あ る と 考 え か
ら、”VISION03 タスクフォース”を実施しました。この名称は、JSPE が設立から 3 年目、2003
年、そして当面 3 年先を視野に入れて、との意味合いがあります。2003 年度、2004 年度は、具
体的活動のイメージ作成および必要な情報の整理を意図して、JSPE 戦略ワークショップの活動
を行いました。
「VISION 03」 （2003 年）
- 世界で活躍できるエンジニアの育成
- 社会的地位向上
- 社会貢献
- 会員の相互支援と会の基盤強化
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Activities for FY 2001-2004 (President: Hitoshi Hirose)
2.1 First CPD Seminar held (FY 2001)
The PE certification is generally required to be renewed every two years, and you must show
proof of 30 hours of continuous professional development (CPD) to your state board of
registration. To provide an opportunity for the seminar, the first CPD seminar was held on
May 30, 2001, with two topics: "Technology Trends in Waste Power Generation" and
"Corporate Culture at a Major US Engineering Company".
2.2 NSPE Affiliated Group Authorization (FY 2001)
One of the goals of the association at the time of its inception was to introduce PE activities in
the United States to Japan. In August 2000, we made a formal request to the NSPE to become
an Affiliated Group (chapter) of JSPE. The meeting was formally reviewed and a letter of
approval was signed between NSPE and the association in September. As a result, JSPE
became a chapter of the NSPE.
2.3 First Engineer's Salon held (FY 2002)
The Engineering's Salon was started in 2002 with the aim of providing a forum for members
to freely discuss problems they are having with each other. The first meeting was held on May
22, 2002, to discuss issues such as "The Attraction of JSPE," "The Merits of Being a PE,"
"What is the difference between an engineer and a designer?," "What does an Engineering
Manager do," "Who should sign the drawings in Japan? We talked, sipped wine and forgot
about the passage of time.
2.4 VISON 3 (FY 2002) & JSPE Strategy Workshop (FY 2003-2004)
In 2002, the organization has grown to more than 200 members. Although the members are
standing on a common ground, we felt it was necessary to run the association with a clearly
documented vision, so we implemented the "Vision 03 Task Force". In 2003 and 2004, JSPE
held a JSPE strategy workshop to create an image of specific activities and to organize the
necessary information.
"VISION03" (2003)
- Training engineers to be active in the world
- Improved Social Status
- Social Contribution
- Mutual support of members and strengthening the foundation of the association
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Photos of FY 2001-2004

Foundation of JSPE, Sep 2000, American Club, Tokyo

Opening of Kamiyacho
Office, Tokyo, 2001

Annual Meeting, Tokyo, 2002
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Photos of FY 2001-2004

Annual Meeting, Tokyo, 2003

Meet with Oregon Gov. Kulongoski
at Tokyo, 2003

Presentation at NSPE annual
meeting, Hawaii, 2004

Year End Party, American Club, 2004

Celebration on Passing PE/FE, 2005
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2005〜2008 年度の主な活動 （会長：植村 大輔）
1) フィランソロピーフォーラム（2005 年度）
社団法人日本フィランソロピー協会殿と共同して、社会貢献に関する情報の提供とフィランソロ
ピー活動の啓蒙を図ることを目的としたフィランソロピーフォーラムを、日本フィランソロピー
協会殿のホームページに立ち上げました。JSPE は、技術に関するテーマについて社会貢献の視
点から捉えなおし、月に１回、ホームページ上に記事を掲載すると共に、月１回開催される編集
会議に出席し、技術的な面から記事作成をサポートしました。
2) MOT 研究会（2006 年度）
13 名の有志による、
（『Management of Technology』(MOT)）についての研究会が発足し、3 か
月ごとに 2 年間にわたり、技術経営に係る米国での考え方や実例を調査した。
「技術移転」
「オー
プンイノベーション」「戦略的技術領域」等 13 項目について、それらの日本への応用も含めたレ
ポートをまとめた。
3) SAME との交流イベント（2007 年度）
Engineers Week の行事として 2008 年 1 月 14 日に SAME(The Society of American Military
Engineers：在日米軍エンジニア協会)との交流会を開催しました。米海軍横須賀基地内において、
コージェネレーションプラントの建設プロジェクトの見学を SAME メンバーと共に行った後、将
校倶楽部で昼食会を行いました。参加者数は SAME 側 20 名、JSPE 側 17 名であり、相互に交流
し、和やかな会合となり、今後も、継続することを確認しました。
4) JSPE マガジン 創刊(2008 年度)
TOP 記事、各国の PE 制度の紹介、PE 試験動向、PE 試験合格・登録体験記、会員からの投稿、
技術倫理、海外からの連絡、理事会ニュース、新会員紹介をコンテンツとして、2008 年 4 月 1
日 に、季刊誌「JSPE マガジン」を創刊しました。
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Activities in FY 2005-2008 (President: Daisuke Uemura)
1) Philanthropy Forum (FY 2005)
JSPE and the Japan Philanthropic Association launched a Philanthropy Forum on the
Japan Philanthropic Association's website to provide information on philanthropy and
educate the public about philanthropic activities. We re-captured and posted articles on the
website once a month and attended monthly editorial meetings to support the technical
aspects of article writing.
2) MOT Study Group (FY2006)
A research project launched to study the Management of Technology (“MOT”) in 2006.
Thirteen volunteers came together every three months and compiled the report in two years.
The report consisted of 13 areas on MOT, such as “Open Innovation”, “Technology Transfer”,
and “Strategic Technology Area”, with fundamental theories and several cases in the US.
3) Exchange events with SAME (FY 2007)
We organized a friendship meeting with the SAME (The Society of American Military
Engineers) on January 14, 2008 at the military base in Yokosuka. Twenty US engineers and
17 JSPE members had a lunch meeting and exchanged information on technical and
engineering trends in each country, following to the technical tour to the co-generation plant
in Yokosuka.
4)JSPE Magazine first issue (FY 2008)
We started publishing the quarterly journal, namely "JSPE Magazine", on April 1, 2008. The
journal consists of variety of topics including technical trends, tips for PE examinations,
experience notes on PE exams, engineers’ ethics, reports from overseas engineering fields,
and new member introductions.
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Photos of FY 2005-2008

Kansai Manufacturing Tour
(Kyoto Brewery), 2005

Presentation at NSPE Western &
Pacific Region meeting, Montana, 2005

Site tour to advanced logistic hub, Tokyo, 2007

Project Management to PE seminar, Kobe, 2006

Member family tour to local shipyard, Kobe, 2007

Meeting with NCEES, Tokyo, 2007
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Photos of FY 2005-2008

Site tour to Co-gene. Plant, Yokosuka hosted by SAME, 2008

NSPE President Bernie Berson’s
Speech at JSPE Annual Meeting, 2008

Party After Project Management Seminar,
Kansai, 2008

Join NSPE annual meeting, Portland, Oregon,

Celebration on Passing PE/FE, 2009

Tour of Yokosuka Naval Base, 2009
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2009〜2012 年度の主な活動 （会長：土屋 雅彦）
1) 欧米流コミュニケーションセミナー（2009、2010 年度）
グローバルエンジニアに必須のソフトスキルおよびビジネス一般基礎知識（Business Acumen）
に対する会員の期待に対応し、
「欧米流ミーティングでの貢献術コース
（2009/4〜2009/9 全 5 回）
」
、
「欧米流交渉術コース(2009/10〜2010/3 全５回)」、
「グローバルエンジニアが身につけるべきビ
ジネス感覚コース（2010/4〜2010/9 全 5 回）
」
、
「英語による Discussion 力育成コース（2010/10
〜2011/3 全５回）
」を開催しました。CPD セミナー内容もノンテクニカル（契約・事業戦略・政
治経済・海外市場など）領域に拡がりました。
2) 10 周年記念事業（2010 年度）
JSPE の創立 10 周年となる 2010 年度には、
「最初の 10 年 The first Decade 2001-2010」と題
し、10 周年記念誌を発行し、激しい世界情勢の変化に翻弄された 10 年間の活動の概要と会員か
らの寄稿を中心とした誌面構成としました。The first Decade Trajectory JSPE は、2010 年 7 月
NSPE 総会 BOD＠Orlando で講演機会を与えられました。その他 10 周年記念パーティーとノベ
ルティ作成の事業を行いました。
3) BP DWH 事故に関する情報調査タスクフォース（2011 年度）
有志会員 5 名により 2010 年 4 月 20 日メキシコ湾で起こった巨大環境破壊事故に関する複数の現
地調査報告を読み解くと共に、2011 年 3 月の福島第 1 事故との比較からエンジニアの社会的責任
について検討する報告書を作成しました。この報告は雑誌エンジニアリングビジネス誌 2013 年 1
月 15 日号「巨大事故で考える『エンジニアの責任』…JSPE 会長に聞く」インタビュー記事とし
て公表され、同時に 2013 年 7 月 NSPE 総会＠San Diego では Leaders Meeting として
NSPE 役員との討論会の議題となりました。
4) アドホック活動 技術倫理（2011、2012 年度）
2011 年度初頭の理事会の決議を受け、技術倫理について研究、提言を行うアドホックコミティ
ーを立ち上げました。2011 年度は、
「製品安全性に対し技術倫理をどう活動するか？」
、2012 年
度は、
「日本企業内で PE が技術倫理上直面する課題と対応について」をテーマに活動を行いまし
た。
5) 日本人のための PE ハンドブック(2012 年度)
2012 年 6 月９日の年次総会に合わせて、
「日本人エンジニアのためのプロフェッショナル・エン
ジニア（PE）ハンドブック」を発行し、会員及び招待者に配布しました。
6）会員サービス向上と業務効率化のための IT ツール活用（2009～2010 年度）
・JSPE 総会の初リアルタイム動画配信（USTREAM）2010 年 6 月 10 周年記念総会
・海外在住会員を含む双方向 CPD セミナー（Skype）グローバル人事制度 2010 年 11 月 27 日
・弥生会計ソフト導入（2008 年）の安定運用…仕訳入力以降の財務諸表作成の自動化
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Activities for FY 2009-2012 (President: Masahiko Tsuchiya)
1) Western Style Communication & Business Acumen Seminar (FY 2009 & 2010)
The course, which provides essential soft skills & business acumen for global engineers,
includes: "Western-style Contributing Skills in Meetings (5 sessions in total)," "Western-style
Negotiating Skills (5 sessions in total)," "Business Acumen Course for Global Engineers (5
sessions in total)," and 2010/4 - 2010/9 (5 sessions)" and "English Discussion Skills Course
(2010/10 - 2011/3 (5 sessions))" were held. The contents of CPD seminars were diversified
into non-technical domains in response to growing needs of members.
2) 10th Anniversary Event (FY 2010)
In 2010, the 10th anniversary of JSPE, a commemorative magazine entitled "The first decade
2001-2010" was published, with a focus on the overview of the activities of the decade and
contributions related to the 10th anniversary.

The first Decade Trajectory JSPE was

presented to NSPE board members at their national conference at Orlando in July 2010.
The AGM 2010 featured the ceremonial party to commemorate the 10th anniversary together
with many distinguished guests.
3) Task Force to Study BP DWH Accident (FY2011)
The voluntary five members reported the official accident reports published in USA and made
the comparative study between DWH accident in 2010 and Fukushima in 2011, both of which
had raised the issue of professional responsibility to the malfunction of a large-scale system
equipped of with highly protective safety measures. This was publicized on the magazine
EnB in January 2013, as well as being discussed jointly by JSPE delegates and NSPE BODs
at NSPE national conference @ San Diego in July 2013.
4) Ad Hoc Activities Technology Ethics (FY 2011 & 2012)
In response to the resolution of the board of directors at the beginning of fiscal year 2011, the
ad hoc committee was launched to study and make recommendations on technical ethics. In
fiscal year 2011, the committee will focus on the question of "How do we act on technical
ethics with respect to product safety?” In 2012, the theme was "Challenges and Responses to
Technological Ethics for PE in Japanese Companies".
5) PE Handbook for Japanese (FY 2012)
The Professional Engineer (PE) Handbook for Japanese Engineers was published in
conjunction with the Annual Meeting on June 9, 2012, and distributed to members and
invitees.
6) Improvement of service delivery and efficiency by IT Tools (FY2009 – 2010)
Several IT trials were demonstrated in order to include diversified members appetite.
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Photos of FY 2009-2012

Annual meeting 2009 welcomes
Mr. Grossman, President NSPE

With KSPE Delegates at St. Luis

NSPE President Mr. Grossman with
HRD GMs of Japanese Eng’g Firms

YEP 2009 at Tokyo, Dec. 5, 2009

Kansai Manufacturing Tour
(Osaka Gas Science Museum), 2010

IGCC plant tour by JSPE and US
military AEE, Oct. 9, 2009
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Photos of FY 2009-2012

Keynote Speech: Prof. Fukuda, Nagoya
University (currently IEEE President
2020) June 12, 2010

Distinguished Guests of JSPE 10th
Anniversary AGM, June 2010

Banquet of JSPE AGM 2011with
Mr. & Mrs. Hardy , NSPE President

Panel Discussion on Fukushima
JSPE AGM 2011

Engineers’ Saloon on IEA’s WEO 2012
Dec 5, 2012

Leaders Meeting at San Diego,
NSPE National Conference 2012
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2013〜2018 年度の活動 （会長：川村 武也）
1) コミッティ バイオ燃料を考える会（2013 年度）
各分野の専門家の集まりである JSPE を通じて社会貢献をもっと目に見える形のものにしてい
こうという趣旨の下、題材として重油相当の成分を合成することができるといわれ、近年話題に
なっている藻類の増殖プラントに着目し、その可能性をエンジニアリング的観点から検討しまし
た。日本に住む PE として、職場の垣根を超えて日本の未来に貢献することは、正に Engineer’s
Creed を実践する場として相当しいものです。
2) NSPE Code Ethics（倫理規定）の和訳公開（2013 年度）
NSPE Code Ethics は、米国以外の国が自国の工学倫理規定を検討する場合にも、技術者の国際
的流動化を促進する観点から参考することが多い。NSPE Code Ethics を国内で広く理解しても
らうことは当協会の使命の一つでもあることから、原語版改訂から 6 年後という遅いタイミング
ではありますが、会員専用ホームページに掲示されているのみであった和訳文を、一般公開に耐
え得る和訳全文を新たに起草し公開することとしました。
3) 第 1 回 JSPE Day の開催（2014 年度）
JSPE の初めての企画として、全日を使い、東京会場、神戸会場及び Web で世界を繋いで JSPE
として一体となった Workshop、JSPE Day を 2014 年 9 月 27 日に開催しました。これは米国オ
レゴン州の Osbeels（オレンゴン州 PE 委員会）が、2013 年から始めた Osbeel Symposium にヒ
ントを得て、JSPE 会員の一巻の連携強化を狙って行ったものです。Web では、新潟市などの遠
方、さらには海外のアルジェリアなどからの参加もありました。
4) JABEE との MOU 締結（2015 年度）
日本において PE 取得を目指す場合、米州登録にあたり、米国 ABET による履修科目評価が容
易に進まないケースがあります。JABEE は ABET と同様、エンジニア教育認定団体の国際的協
定である「ワシントン協定」に加盟する団体ですので、JABEE との協力関係の構築は大変意義
があり、MOU 締結により、このようなケースについて共に考え、解決に向けたアクションを取
る下地が出来ました。
5) JICA の国際協力団体への登録（2016 年度）
2016 年 5 月、JICA における JSPE の位置付けが、従来の簡易団体から、国際協力団体へと格
上げすることが承認されました。これは JSPE の国際交流団体としての位置付けが一定程度認識
されたためと言えます。
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6) 第 300 回 CPD セミナー 開催 (2017 年度)
第 300 回を迎える記念セミナーとして米国からの英語による Skype 講義という初の試みを実
施し、関東・関西会場に加えて、Web 配信で会員の皆様に講義をお届けしました。米国ワシント
ン 大 学 の コ リ ン ズ 先 生 に 、 ”Educating the Citizen Engineer of 2020: Challenges and
Opportunities for Japan and the US”の題目にて、講演いただきました。講義の前半は米国およ
びワシントン大学のエンジニア教育について概説いただき、同大学における Citizen Engineer の
講義概要やその効果などを紹介いただきました。後半はコリンズ先生の日本におけるご経験から
日本の哲学と倫理に基づいた工学倫理の研究についてご紹介いただきました。前半・後半の最後
に設けた質疑応答では、参加者から積極的な質問が飛び交い、日本の PE としてどうあるべきか
活発な議論が交わされました。
7) 中期運営方針の検討会 (2018 年度)
現行活動メニューの整理と長期運営方針のアイデア出しを目的とした 1 泊 2 日の集中討議合宿を
開催しました。合宿開催前に、JSPE が会員へ提供している活動メニューの方向性を確認するた
めのアンケートを実施した上で、
「JSPE の存在意義」
、
「会員交流活動の在り方」
、
「シラバス英訳
支援、PE 登録支援の在り方」、「教育セミナー活動の在り方」
、
「対外交流および調査研究活動の
在り方」、「情報発信活動および理事会運営の在り方」
、「定款および会員制度見直しの要否」につ
いて、議論を行いました。
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Activities for FY 2013-2018 (President: Takeya Kawamura)
1)

Committee Biofuel Society (FY 2013)
With the aim of making social contributions more visible through JSPE, a group of
experts in various fields, we focused on the algae growth plant, which has been attracting
attention in recent years for its ability to synthesize components equivalent to heavy oil,
as the subject matter, and examined its potential from an engineering perspective. As a
PE living in Japan, contributing to the future of Japan beyond the boundaries of the
workplace is a true place to practice Engineer's Creed. As a PE living in Japan,
contributing to the future of Japan beyond the boundaries of the workplace is a great way
to practice Engineer's Creed.

2)

Japanese translation of the NSPE Code Ethics published (FY 2013)
The NSPE Code Ethics is often referred to by countries other than the U.S. when
considering their own engineering ethics codes from the perspective of promoting
international mobility of engineers, and since it is part of the association's mission to
promote domestic understanding of NSPE Code Ethics, the NSPE Code Ethics was
revised six years after the original version was revised. Although it is late in the process,
we have decided to draft and publish a Japanese translation of the full text of the book,
which was only posted on the members-only website, but is now ready for public viewing.

3)

First JSPE Day held (FY 2014)
For the first time ever, JSPE held a full-day JSPE Day on September 27, 2014,
connecting the Tokyo and Kobe venues and the world through the web for a united JSPE
workshop. Inspired by the Osbeel Symposium started in 2013 by the Osbeels of Oregon
(the Oregon State PE Committee), this event was designed to strengthen cooperation
among JSPE members, with participants from as far away as Niigata City and even from
Algeria.

4)

MOU signed with JABEE (FY 2015)
In Japan, it is not always easy for students seeking a PE degree to be assessed by the U.S.
ABET when registering in the U.S. Like the ABET, JABEE is a member of the
Washington Accreditation Board for Accreditation of Engineering Education, which is an
international agreement for accreditation of engineering education, so it is very
important to establish a cooperative relationship with JABEE It's worthwhile, and the
MOU has given us the groundwork to think about these cases together and act to resolve
them.
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5)

Registration with JICA's international cooperation organizations (2016)
In May 2016, the status of JSPE in JICA was approved to be upgraded from a simple
organization to an international cooperation organization. This is due to the recognition
of JSPE's status as an international exchange organization to some extent.

6)

300th CPD Seminar held (FY 2017)
To commemorate the 300th anniversary of the seminar, the first-ever Skype lecture in
English from the U.S. was held, and the lecture was delivered to members in Kanto and
Kansai venues as well as via webcast. Dr. Collins of the University of Washington gave a
lecture on "Educating the Citizen Engineer of 2020: Challenges and Opportunities for
Japan and the US", which was delivered to the members in addition to the Kanto-Kansai
venue. The first half of the lecture was an overview of engineering education in the
United States and the University of Washington. The first half of the lecture was an
overview of engineering education in the U.S. and the University of Washington, with an
overview of the Citizen Engineer course and its effects. The second half of the lecture was
based on Dr. Collins' experience in Japan and introduced his research on engineering
ethics based on Japanese philosophy and ethics. In the question and answer session at
the end of the lecture, the participants actively asked questions and had a lively
discussion on how PE in Japan should be done.

7)

Mid-term management policy review meeting (FY 2018)
A two-day and one-night intensive discussion camp was held to organize the current
menu of activities and to come up with ideas for long-term management policies. Prior to
the camp, we conducted a questionnaire to confirm the direction of the menu of activities
offered by JSPE to its members, and then we discussed the "raison d'être of JSPE", "the
nature of member exchange activities," "support for translating the syllabus into English
and for PE registration", "the nature of educational seminar activities", "the nature of
external exchange and research activities", and "the nature of the current activities of
JSPE. The discussion was about "the state of the organization", "information
dissemination activities and the management of the Board of Directors", and "the need to
review the Articles of Incorporation and membership system.
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Photos of FY 2013-2018

CPD Seminar about English Discussion, 2014
Guest Speech Dr. Imai, Annual Meeting,
2013

CPD Seminar about Hydrogen Energy, 2015

PE/FE Exam Guidance, 2015

Engineer’s Salon, 2015

JSPE Day, 2015
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Tour of Waste Incineration Plant, 2016
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Photos of FY 2013-2018

JSPE Annual Meeting, 2016

JSPE Annual Meeting, 2017

JSPE-SAME exchange meeting, 2018

NSPE-JABEE-JSPE Exchange Meeting, 2018

Visiting NSPE Office, 2018

Tour of Hydrogen Staton, 2018
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2019〜2020 年度の主な活動 （会長：森山 亮）
1) シニア PE 会員制度の新設（2019 年度）
長年エンジニアとして活躍されてきた PE 会員の退会理由には、
「高齢化」
、
「実務から離れる」
、
「収入減少」といった内容が散見されます。長年在籍した PE 会員に対して、ご本人への技術的
好奇心の充足機会の提供、並びに若手会員との交流、助言を通した次世代への技術継承への貢献
を期待し、年会費負担を軽減した会員制度を設けることとしました。
2) メール（チャット）大喜利（2019、2020 年度）
特定のトピックに関する JSPE 会員間の意見交換を行うイベントとして、メーリングリストやチ
ャットを用いて、メール（チャット）大喜利を開催しました。
「PE 制度の歴史ふりかえり」
、
「新
型コロナ禍の中でのエンジニア」、「デジタルトランスフォーメーション」をトピックとして、活
発な議論が行われました。
3) 20 周年記念事業 (2020 年度)
JSPE の創立 20 周年となる 2020 年度には、20 周年記念事業として、歴代会長によるパネルデ
ィスカッション(第 2 章)の開催と 20 周年記念誌（本誌）の発行を行った。

Activities for FY 2019-2020 (President: Ryo Moriyama)
1)

Establishment of the Senior PE Membership Program (FY 2019)

The reasons for resignation from PE members who have been active as engineers for many
years include "aging", "separation from practice", and "reduced income". For long-time PE
members, we have decided to establish a membership system that reduces the annual
membership fee in hopes of providing them with an opportunity to satisfy their technical
curiosity and contribute to passing on technology to the next generation through interaction
and advice with younger members.
2) Email (chat) comedy (FY 2019 & 2020)
Email (chat) comedy was held as an event for the exchange of ideas among JSPE members on
specific topics, using the mailing list and chat. Lively discussions took place on topics such as
"Reflections on the History of the PE System", "Engineers in the New Corona Disaster", and
"Digital Transformation".
3)

20th Anniversary Events (FY 2020)

In fiscal year 2020, the 20th anniversary of JSPE, a panel discussion with past presidents
(Refer to section 2) and the publication of the 20th anniversary magazine (this book) were
held as a 20th anniversary project.
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Photos of FY 2019-2020

2019 Annual Meeting, Tokyo

Engineer’s Salon, 2019

JSPE Day, 2019

Tour of Underground Reservoir in Tokyo, 2020

Broadcasting Base for 2020 Annual Meeting
during the COVID-19 pandemic

Engineer’s Salon by Zoom, 2020
under the COVID-19 pandemic

Video Message from NSPE President 2019-2020
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日本プロフェッショナルエンジニア協会

設立趣意書
2000 年 9 月 9 日

日本プロフェッショナルエンジニア協会（略称、日本PE協会またはJSPE）は、米国各州によ
って登録されるプロフェッショナルエンジニア（PE）の日本における会員が中心となった活動
組織である。
目的
本協会は、会員が専門技術を通じて国際的な工学基準の認識および理解をし、高度の倫理基
準をもって公共の安全・健康・福祉・財産を守る活動を支援することを目的とする。
使命
1． 米国プロフェッショナルエンジニア協会（NSPE）と密接な関係を保ちながら、会員が技術
的能力と社会的地位を高めるための機会や場を提供する。
2． 会員が国際的な高い水準の技術者倫理観の維持向上に努める場を提供する。
3． 世界で活躍できる視野の広い専門技術者の育成に貢献する。
4． 会員が専門業務をとおして、社会貢献を行うことを支援し、また会員相互支援の機会を提
供する。
5． プロフェッショナルエンジニア（PE）およびそれを目指す技術者が、高度専門技術を研鑽
する機会を提供する。
活動
1． インターネットや人的交流をとおして、米国プロフェッショナルエンジニア協会（NSPE）
と関係を密にし、双方の会員間での専門技術の創造と進歩についての継続的な意見交換を
促進する。
2． 会員が高度の専門技術を研鑚するため、専門技術セミナーを開催する。
3． 会員が技術者倫理を確認しその意識を高揚するために、セミナーやキャンペーン等を実施
する。
4． 会員相互の情報交換の場と、国際共通語としての英語による意見交換の場を提供する。
5． PE試験やFE試験の準備、実施のためのボランティア活動として会員を派遣する。
6． PE を目指すエンジニアのために効果的なセミナーを開催する。
7． 協会誌やホームページ等を通じて、JSPEやNSPEの活動や動向に関する情報を会員に提供す
る。
会員構成
本協会の会員は、以下の人たちによって構成される。
PE（Professional Engineer）会員 / EIT（Engineer-In-Training)会員 / 準会員 / 学生
会員
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Prospectus of Japan Society of Professional Engineers

The Japan Society of Professional Engineers (JSPE) is a society consisting mainly of the
Professional Engineers (PEs) who are duly registered in the United States of America and is an
organization, which is administered by the members in Japan.
Objective
The JSPE is dedicated to the advancement of the order for the member’s engineering profession
to achieve its responsibilities to protect the public health, safety, welfare and property with high
ethical standards.
Mission Statement
The JSPE will support and promote the interests of its members by:
1

Encouraging the members to enhance their engineering abilities and social positions with the
good communication closely to the National Society of Professional Engineers （NSPE）.

2

Providing opportunities for the members to maintain and enhance the engineer’s high ethical
standards of conduct.

3

Contributing to the educational preparation of the global engineers engineering.

4

Supporting appropriate contributions by the members with their public engineering
responsibility and accomplishment, and encouraging social and technical communication
among the members.

5

Promoting good engineering practice to PEs and aspiring PEs.
Activities

To meet the stated objective, the JSPE will:
1

Promote a continued interchange of ideas and developments for profession of engineering
between JSPE and NSPE members, developing close relationship with the NSPE and its state
chapters through Internet and human network.

2

Hold seminars for the members to enhance their practice of engineering.

3

Hold seminars, campaign, etc. to enhance high ethical standards for the members.

4

Provide opportunities to interchange information among the members and debate each other
in English as the international language.

5

Encourage and support the JSPE members for preparation and execution of the PE
examinations and the Fundamental Engineering (FE) Examinations.

6

Hold seminars and educational programs for aspiring PEs.

7

Provide the members with information about activities and the direction of JSPE and NSPE
from the JSPE bulletins and home pages.
September 9, 2000
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2001 年 8 月に締結した NSPE との
(NSPE 会長 Daniel Clinton JSPE 会長

affiliation agreement
廣瀬仁志 （いずれも当時）)

第 6 章／資料／Reference Materials

JSPE 会員数、会員構成
2020 年 10 月 1 日現在の会員数は次の通り
PE 会員 185 名、PEN 会員 58 名、FE 会員 57 名、AF 会員 25 名、ST 会員 10 名 計 335 名

Number

Membership

Financial Year

Note） As of March for FY2001-2019. As of Oct. 1 for FY2020.

日本での FE/PE 試験 合格者数

Number of FE Exam Passers

Number of PE Exam Passers

Japan FE/PE Exam Passers in Japan（cumulative）

Financial Year
Note)データ提供：JPEC、一部 JSPE10 周年誌「最初の 10 年」より引用。PE 試験の 2002 年以前
は参考値
Original data is from JPEC and partly from JSPE’s “The First Decade 2000-2010”
1996-2002

PE Exam numbers are needed to be reviewed by Osbeels
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JSPE 会員の各種分布
Statistical Data
335 members、Oct.1, 2020

Gender
3%

Male
Female
97%

Hokkaido,Tohoku

Chubu
Chugoku，Shikoku

Kanto
Kansai

Kyushu,Okinawa
2%

1%

1%

0%2%

Resident Area
Hokkaido,Tohoku
Kanto

20%

Chubu
Kinki
Chugoku,Shikoku

8%
66%

Kyushu,Okinawa
Overseas
Unknown
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PE 会員の登録州（2020 年 10 月）
Registration States
185 PE members、Oct.2020

Washington 29
Oregon 94

California 4

Michigan 1

Colorado 3

Ohio 1
Missouri 1
Kentucky 12

Texas 12
Alaska 1

Louisiana 2

Note) One PE member is registered in two states.

PE 会員の登録時期
Registration Year
185

PE

members、Oct.2020
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Delaware 15
North Carolina 10

No Data 1
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PE 会員の登録州（2010 年、2015 年、2020 年）

PE Registration State
110
100

152 PE members,

Oct.2010,

175 PE members,

Oct.2015

185 PE members,

Oct.2020

Number

90

Note) One PE member is registered in two states.
PE 会員の登録分野

Disciplines

Oct.2010,

175 PE members,

Oct.2015

185 PE members,

Oct.2020

Number

152 PE members,

Note)

One PE member is registered in two disciplines.

61

JSPE 歴代役員／Board Members
2000年度

2001年度

会長

土屋 秀雄 廣瀬 仁志
竹政 一夫
田崎 稔
副会長
内田 宏
竹政 一夫
糸原 志津夫 上田 昌哉
会員部会 上田 昌哉
日野 隆

企画部会

教育部会

岡崎 真澄
高柳 武平
田崎 稔
日野 隆
廣瀬 仁志
横山 高志

広報部会

総務部会

2000年度は
部会区分未決

渉外部会

2002年度

2003年度

2004年度

2006年度

2007年度

2008年度

2009年度

2010年度

植村
竹政
山内
神野
植村

大輔
一夫
伸一
秀基
大輔

植村 大輔
土屋 雅彦
内田 宏
神野 秀基
冨田 浩一

植村 大輔
土屋 雅彦
内田 宏
神野 秀基
冨田 浩一

土屋 雅彦
神野 秀基
柏井 善夫
冨田 浩一
神野 秀基

宮川 卓也
岡 孝則
神野 秀基
山内 伸一
泉澤 聖一

竹政 一夫
金城 隆
神野 秀基
青木 豊加
竹政 一夫

竹政 一夫
金城 隆
神野 秀基
青木 豊加
竹政 一夫

金城 隆
坂井 元彦

丹下 稔章
山内 伸一
上田 昌哉
関口 晃一
竹政 一夫
内田 宏

宮川 卓也
岡 孝則
神野 秀基
山内 伸一
上田 昌哉
泉澤 聖一
上田 昌哉
竹政 一夫
内田 宏

土屋 雅彦
神野 秀基
柏井 善夫
冨田 浩一
神野 秀基
岩下 哲
金城 隆
坂井 元彦

青木 豊加
阪井 敦

青木 豊加
阪井 敦

上田 昌哉
竹政 一夫
内田 宏

内田 宏
柏井 善夫

内田 宏
柏井 善夫

川村 武也
植村 大輔
内田 宏

川村 武也
植村 大輔

田崎 稔
岡崎 真澄

関口 晃一
岡崎 真澄

関口 晃一
岡崎 真澄

西村 謙史
関口 晃一

柏井 善夫
西川 理

柏井 善夫
西川 理

竹政 一夫
西村 謙史

竹政 一夫
西村 謙史

土屋 雅彦
鈴木 央

西村 謙史
関口 晃一
柏井 善夫
土屋 雅彦
鈴木 央

神野 秀基
木村 一夫

土屋 雅彦
泉澤 聖一

土屋 雅彦
泉澤 聖一

泉澤 聖一
土屋 雅彦

泉澤 聖一
土屋 雅彦

神野
木村
川村
泉澤
土屋

小野崎 正樹 小野崎 正樹 宮川 卓也 宮川 卓也
植村 大輔 植村 大輔 小野崎 正樹 小野崎 正樹
山内 伸一
山内 伸一
丹下 稔章
糸原 志津夫 糸原 志津夫 山内 伸一
上田 昌哉
竹政 一夫 竹政 一夫 関口 晃一
竹政 一夫
大根 圭二
大根 圭二
内田 宏
内田 宏
内田 宏
高柳 武平 高柳 武平
岡崎 真澄 岡崎 真澄
田崎 稔
峯松 史明 峯松 史明 岡崎 真澄
石田 忠良

石田 忠良

田崎 稔

田崎 稔

土屋 秀雄

土屋 秀雄

植村 大輔 植村 大輔
糸原 志津夫 糸原 志津夫
松岡 寛晃

松岡 寛晃

会計部会

理事

監事

会長
副会長

企画部会

2011年度
土屋 雅彦
川村 武也
青木 豊加

2012年度
土屋 雅彦
川村 武也
青木 豊加

2013年度
川村 武也
西川 理
阪井 敦

2014年度
川村 武也
西川 理
阪井 敦

2015年度
川村 武也
西川 理
阪井 敦

2016年度
川村 武也
阪井 敦
柴山 美香

岩下 哲
神野 秀基

鈴木 央
神野 秀基

鈴木 央
鈴木 央
森口 智規

鈴木 央
鈴木 央
森口 智規

川村 武也
森口 智規
小口 力
鈴木 央

竹政 一夫
正岡 久和

竹政 一夫
木村 一夫

阪井 敦
村瀬 義昭

木村 一夫
阪井 敦

阪井 敦
野本 泰之

野本 泰之
掛川 雅俊

阪井 敦
村瀬 義昭
寺田 誠二
野本 泰之
山浦 良久
森山 亮

鈴木 央
森口 智規
小口 力
村瀬 義昭
寺田 誠二
阪井 敦
渋谷 高広
森山 亮
山浦 良久

森山 亮
山浦 良久

川村 武也
平山 剛士

川村 武也
平山 剛士

土屋 雅彦
渋谷 高広

土屋 雅彦
森山 亮

鈴木 央
峯松 史明

横山 佳生
三野 史郎

金城 隆
西川 理

正岡 久和
金城 隆

西川 理
柴山 美香

西川 理
柴山 美香

柴山 美香
西川 理

柴山 美香
出家 克則

西川 理
神野 秀基

西川 理
神野 秀基

川村 武也
掛川 雅俊

川村 武也
小口 力

青木 豊加
土屋 雅彦

青木 豊加
岩下 哲

岩下 哲
渋谷 高広

岩下 哲
渋谷 高広

西川 理
横山 佳生
川村 武也
渋谷 高広
阪井 敦

竹政 一夫
植村 大輔

教育部会

渉外部会

広報部会

総務部会

会計部会

理事

監事

秀基
一夫
武也
聖一
雅彦

冨田 勉
冨田 勉
廣瀬 仁志
廣瀬 仁志
小野崎 正樹 大久保 和彦 大久保 和彦 大久保 和彦 大久保 和彦 大久保 和彦 大久保 和彦 大久保 和彦 大久保 和彦 竹政 一夫
佐々 孝光 ｴﾙﾘﾝ ﾁｬﾝﾄﾞﾗ ｴﾙﾘﾝ ﾁｬﾝﾄﾞﾗ 高柳 武平 高柳 武平
高柳 武平
高柳 武平 武田 正紀
武田 正紀 大久保 和彦
日野 隆

事務局長

会員部会

2005年度

廣瀬 仁志 廣瀬 仁志 廣瀬 仁志 植村 大輔
田崎 稔
小野崎 正樹 小野崎 正樹 竹政 一夫
竹政 一夫
山内 伸一
山内 伸一
山内 伸一
上田 昌哉
吉田 茂
吉田 茂
神野 秀基
日野 隆
小野崎 正樹 植村 大輔

日野 隆
丹下 稔章

日野 隆
丹下 稔章

竹政 一夫
丹下 稔章

竹政 一夫
植村 大輔

阪井 敦
森山 亮

2017年度
川村 武也
阪井 敦
柴山 美香
森山 亮
川村 武也
森口 智規
小口 力

2018年度
川村 武也
阪井 敦
森山 亮
阪井 敦
小口 力
森口 智規

2019年度
2020年度
森山 亮
森山 亮
西久保 東功 西久保 東功
小口 力
小口 力
川瀬 達郎
森口 智規
小口 力
藤村 宣孝

西久保 東功
森山 亮
義本 正実
太田 量介
森山 亮
西久保 東功
藤村 宣孝
稲葉 光亮
横山 佳生
横山 佳生
義本 正実
森山 亮
森山 亮
太田 量介
森山 亮
柴山 美香 西久保 東功 西久保 東功
出家 克則
森山 亮
川瀬 達郎
森山 亮
川瀬 達郎
藤村 宣孝
峯松 史明

西久保 東功
森山 亮
義本 正実
太田 量介
森山 亮
西久保 東功
藤村 宣孝
稲葉 光亮
義本 正実
太田 量介
森山 亮
西久保 東功
川瀬 達郎
藤村 宣孝

渋谷 高広
阪井 敦

川村 武也
阪井 敦

川村 武也
阪井 敦

小口 力
川瀬 達郎
奥野 隆一

川瀬 達郎
奥野 隆一
稲葉 光亮
小口 力

峯松
寺田
村瀬
竹政
植村

峯松 史明
寺田 誠二

寺田 誠二

竹政 一夫
植村 大輔

竹政 一夫
植村 大輔

植村 大輔
土屋 雅彦

植村 大輔
土屋 雅彦
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史明
誠二
義昭
一夫
大輔

阪井 敦
阪井 敦
西久保 東功 西久保 東功
稲葉 光亮
森山 亮
森山 亮
山浦 良久
山浦 良久
稲葉 光亮
稲葉 光亮

川瀬 達郎
森口 智規
小口 力
藤村 宣孝

泉澤 聖一
土屋 雅彦
小林 基彦

竹政 一夫
日野 隆

会員表彰／Recognition
年度

氏名

貢献内容

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
渋谷高広
北林孝顕

須田和典

メキシコ湾深海石油開発事故調査タスクフォース」に参加、米国事故調査委 報告 10 件に加え専門分野の関連情報を収集し、報
告書を取り纏めた
同上「メキシコ湾深海石油開発事故調査タスクフォース」メンバー

荻島知之

同上「メキシコ湾深海石油開発事故調査タスクフォース」メンバー

野本泰之

2011

大阪電通大「国際工学技術者育成セミナー」の非常勤講師として活躍「メキ シコ湾深海石油開発事故調査タスクフォース」にも
参加
大阪電通大「国際工学技術者育成セミナー」の常勤講師として活躍

馬場丈典
三宮 中
門野 剛
田尻明子

昨年度の NSPE 総会参加し、米国 PE と交流。また関西・名古屋地区の活動に 積極的に参加し活性化に貢献
昨年度の NSPE 総会参加し、米国 PE と交流。社内において、また JSPE マガジ ンを通じて PE 価値について発信
技術的交渉英語のセミナー講師担当の他、JSPE の各種活動に積極的に参加（技術者倫理のアドホックコミッティ、PE/FE 試験
プロクター等）
関西英語セミナーを企画し、実現した。企画、業者選定、内容検討、セミナ ーガイダンス講師担当、セミナー運営までほぼ全て
を担当

2012
2013

洲鎌 武
江本 剛

調査研究活動

新原盛弘

web配信貢献

小口力
佐久間哲臣

最多PDH

松山賢五

最多PDH

田中健一郎

最多PDH

三野

シラバス英訳サービス立ち上げ及びFE参考書レビューにおいて積極的に参画し、JSPEの活動に貢献した

史朗
東功

JSPEマガジン発行に際し、Ethics記事を継続的に寄稿し、技術者倫理普及に貢献した

稔

JSPEマガジン発行に際し、Ethics記事を継続的に寄稿し、技術者倫理普及に貢献した

田崎

出家

弘
克則

向川原 弘
坂平 昌浩
2016
藤村 宣孝
小野寺 ㇐元
向川原 弘
森 茂雄

JSPEマガジンの誌面改訂に際し、尽力した
会員への寄稿依頼等、JSPEマガジン編集に際し、献身的に協力した
「JSPE マガジン改善活動への貢献」JSPE マガジンについて、斬新なレイアウト作成や新規企画を提案され、同マガジンの改
善に貢献された。（引き続き活動中）
「シラバス英訳支援活動への貢献」シラバス英訳支援活動において、ご自身の参画に加え他メンバーの取りまとめも精力的に進
められ、本活動に貢献された。（引き続き活動中）
「メンタリング活動を通じた会員間交流（互助支援活動）への貢献」各州での PE 登録を目指す PEN 会員に対してメンターと
して真摯に対応され、会員間の互助支援活動に貢献された。（引き続き活動中）
「JSPE マガジン編集作業への貢献」JSPE マガジンについて、新規会員紹介記事、PE 合格・登録体験記事収集のため、各会員
の取りまとめを進められ、同マガジンの内容充実に貢献された。（引き続き活動中）
「JSPE マガジン発行への継続的尽力」
「JSPE 新ウェブサイト及び新会員データベース構築への尽力」

坂平 昌浩

「シラバス英訳支援活動への継続的尽力」

寄森 一史

「シラバス英訳支援活動への継続的尽力」

山口 智史

「⻤金セミナーの運営協力」

山村 佳輝

「関東施設見学会の企画」

神野 秀基
2019

シラバス英訳サービス立ち上げに参画し、昨年度NSPE総会にも意欲的に出席した

秀基

神野

向川原

2018

学歴評価支援サービス
セミナー会場提供、最多PDH

大波多隆

西久保

2017

web配信貢献
学歴評価支援サービス

吉田亨

2015

プロジェクト・マネジメント (鬼金) コース講師として会員の継続学習に貢献

阿部賢史

馬場丈典
2014

メンタリング活動発足に対する貢献

佐久間 啓臣
廣瀬 仁志
阪井 敦

JSPE マガジン発行への貢献： 2013 年 1 月より Ethics 翻訳を寄稿
学歴評価支援への継続的尽力： 2014 年より 参画
JSPE マガジン発行への貢献： 2018 年 4 月より Ethics 監訳を担当
JSPE マガジン発行への貢献： 2018 年 7 月より「化学工学の薫」を寄稿
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会計・財務状況の20年振り返り
Review of Accounting/Finance for last 20 years
会計部会/Accounting Dept.

収支決算比較＜収入＞ / Comparision of income
会費収入（入会金含む）
2010年－2020年(計画)
事業収入

Membership fee income
Business income

その他(寄付金、その他）
¥8,000,000

2010年-2019年(2020年(計画))

2001年-2009年

¥7,000,000
¥6,000,000
¥5,000,000

47%

¥4,000,000

40%

34%

44%

43%

35%

47%

36%

31%

34%

62%

69%

63%

2010年

2011年

2012年

27%

25%
24%

25%

26%

74%

74%

19%

21%

81%

79%

25%

¥3,000,000
¥2,000,000
¥1,000,000

64%

61%

53%

58%

47%

55%

56%

65%

2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

2006年

2007年

2008年

53%

71%

75%

75%

75%

¥2009年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度

＊2014年度以降の決算で集計している受取寄付金・役員
ボランティア受入評価益は除いています。

収支決算比較＜支出＞/ Comparison of expenditure
2010年－2020年(計画)
¥7,000,000

2001年-2009年

¥6,000,000

26%

¥5,000,000

32%
47%

¥4,000,000
65%

¥3,000,000

¥1,000,000

79%

24%

39%

61%

74%

80%

76%

53%
35%

Administrative expenses

20%

28%

68%

管理費

2010年-2019年(2020年(計画))

63%

86%

¥2,000,000

事業支出 Operational expenses

72%

41%

59%

30%
42%

58%

33%

67%

39%

33%

61%

67%

35%

41%

34%

65%

59%

66%

70%

37%

¥2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
平成13 平成14 平成15 平成16 平成17 平成18 平成19 平成20 平成21 平成22 平成23 平成24 平成25 平成26 平成27 平成28 平成29 平成30 令和元 令和2年
年度
年度
年度
年度
年度
年度
年度
年度
年度
年度
年度
年度
年度
年度
年度
年度
年度
年度
年度
度

＊2014年度以降の決算で集計している人件費・ボランティア
評価費用は除いています。

＜年度収支決算の結果(2001年度-2019年度＞
＊2020年度は計画値のため参考値。
予算規模（収入）： 297万円（2001年度）→626万円（2009年度）→441万円（2019年度）
会費・入会金：
189万円→329万円（174％増）→349万円(106%増）
事業収益
40万円→296万円（740％増）→91万円(69%減）
会費・入会金は10年間で微増。
事業収益は10年間で約70%減。
参考までに、2019年度の人件費・ボランティア時間の実績は2000.5時間、
評価費用は2,023,352円となります。
事業支出率：

21%（2001年度）→80%（2009年度）→70%（2020年度）
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比較貸借表＜資産＞/Comparative balance sheet<Assets>
2001年-2019年
¥9,000,000

2001年-2009年

¥8,000,000

771万円 780万円

2010年-2019年

¥7,000,000

650万円

¥6,000,000
508万円

¥5,000,000

669万円

830万円 832万円 845万円

747万円

545万円 549万円

364万円 344万円 359万円

¥4,000,000
289万円

¥3,000,000
160万円

¥2,000,000

144万円

¥1,000,000 112万円 114万円
¥0
2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度

現金預金

貯蔵品

未収入金

前払い金

仮払金

基盤整備積立金

什器備品

図書

電話加入債

資産合計

比較貸借表＜負債・正味財産＞/Comparative balance sheet<Liabilities-Net assets>
2001年-2019年
¥9,000,000

2001年-2009年

¥8,000,000
¥7,000,000

正味財産
394万円

¥6,000,000
¥5,000,000
¥4,000,000
¥3,000,000
¥2,000,000
¥1,000,000

正味財産
258万円

Net
Assets
正味財産
正味財産 正味財産 125万円正味財産
75万円
118万円

Net Assets
正味財産 正味財産 正味財産
正味財産 正味財産 793万円 799万円 803万円
正味財産
2010年-2019年
701万円 774万円
正味財産 695万円
正味財産631万円
551万円
正味財産 正味財産
461万円 522万円

正味財産
正味財産
319万円 正味財産 342万円
332万円

¥0
2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度

預り金

前受金

未払金

未払費用

＜財務状況＞
●正味財産： 75万円(2001年)→394万円(2009年、525%増)→803万円(2019年、204%増)
正味財産の増加についてはここ数年は微増となっています。
更なる会員サービスの拡充による会員への還元を検討しています。
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固定負債

正味財産

過去のセミナー一覧／Past Seminars
Year

Seminar Description

Date
Venue

Seminar No.
FY2001

関東
2001/5/30

第１回CPDセミナー

2001/6/23

第２回CPDセミナー

関東
関西

2001/8/25

第３回CPDセミナー

2001/10/13

第４回CPDセミナー

2001/11/17

第５回CPDセミナー

2002/2/16

第６回CPDセミナー

2002/3/23

PE受験セミナー

2002/3/23

第７回CPDセミナー

2002/6/1

第８回CPDセミナー

2002/6/22

第９回CPDセミナー

関東
関東

関西

FY2002

2002/7/3

第10回CPDセミナー

2002/8/24

第11回CPDセミナー

2002/10/19

第12回CPDセミナー

2002/12/14

第13回CPDセミナー

関東
関東

関東
関東
関東
関西
関東

2003/2/22

第14回CPDセミナー

2003/3/15

第15回CPDセミナー

FY2003 2003/4/19

PE受験セミナー

2003/5/17

第16回CPDセミナー

2003/6/21
2003/7/26
2003/7/26
2003/8/23

特別CPDセミナー
第17回CPDセミナー
PE受験セミナー
第18回CPDセミナー

2003/9/20

第19回CPDセミナー

関東
関西
関東
関東
関東
関東
関東
関西
関西
関東
関東

2003/9/21

第20回CPDセミナー

2003/10/18

第21回CPDセミナー

2003/11/8

第22回CPDセミナー

2003/11/15

第23回CPDセミナー

関東
関西
関東
関東

2003/12/7

第24回CPDセミナー

2003/12/13

第25回CPDセミナー

2004/1/17

第26回CPDセミナー

関西
関東
関西

2004/1/24

第27回CPDセミナー

2004/2/14

第28回CPDセミナー

2004/2/22

第29回CPDセミナー

2004/3/13

第30回CPDセミナー

2004/3/20

第31回CPDセミナー

関西
関東
関西
関東
関東

2004/3/21

第32回CPDセミナー

2004/4/11

第33回CPDセミナー

2004/4/17

第34回CPDセミナー

FY2004

関東
関西

Title
「廃棄物発電の技術動向」小川紀一郎氏、「米国
大手エンジニアリング会社における企業文化」高
柳武平氏
「日本と海外の技術者のための継続教育につい
て」鈴木功氏
「明石海峡大橋を支える技術」三田村武氏、「２１
世紀における世界のエンジニア資格としての
PE&FEライセンスと倫理」内田宏
「鬼に金棒、PEにPMP」大久保和彦氏
「２１世紀の化学技術者教育」柘植秀樹氏、「プラ
ントの安全確保の考え方」高木伸夫氏、「パネル
ディスカッション：エンジニアは米国同時多発テロ
に対して何を考えるか」
「工学倫理－比較論的アプローチ」中村収三氏、
「工学と経営－ビジネスプランとフィージビリティー
スタディー」山内伸一氏
PE受験セミナー
「新しいプロジェクトマネジメント資格制度につい
て」高橋道夫氏、「EPCプロジェクトにおけるプロ
ジェクトエンジニアリング（PE）とプロフェッショナル
エンジニア（PE）」田崎稔氏
「欧米のビジネス経験から」山川雅弘氏、「プロ
ジェクトの採算性試験」山内伸一氏
「日本のプロフェッショナルエンジニアに期待する」
中村収三氏
「情報技術を支える会話術」杉江典昭氏、「プロ
ジェクトの始めと終わり」廣瀬仁志氏
「基礎研究にみる日米文化の違い」土屋活美氏、
「鬼に金棒、PEにPM」大久保和彦氏
「エネルギーはどう変わるか」小野崎正樹氏、「近
年日本における橋梁に関する革新的な技術開
発、他」Dr. Thiru Aravinthan
「日本版PFIとその動向」井熊均氏、「鬼に金棒、
PEにPM」大久保和彦氏
「シリコンバレーの経営とエンジニアの動向」釣島
平三郎氏、「ASMEとPEの役割」古角禧武氏
「経営の切り札、R&Dに生かす田口メソッド」西崎
允氏、「事業化に結びつく技術開発」竹政一夫氏
PE受験セミナー
「わが国におけるMOT(技術経営)の課題と実践」
寺本義也氏、「知的資本経営の概念」泉澤聖一氏
「善行集中～善意の行為は報われるか」木内孝氏
「鬼に金棒、PEにPMP その１」大久保和彦氏
PE受験セミナー
「鬼に金棒、PEにPMP その１」大久保和彦氏
「MOTのご紹介」木村誠宏氏、「最近のPFIと
Engineering Support Service」赤石和幸氏
「プロジェクトマネジメントのフレームワーク」大久
保和彦氏、「成功するプロジェクトマネジメント」伊
藤健太郎氏
「ワークブレークダウンストラクチャーの使い方」大
久保和彦氏
「プロジェクトマネジメントのフレームワーク」大久
保和彦氏、「プロジェクトにおける契約と見積もり」
石原信夫氏
「技術者の倫理と実践」柴山智也氏、「空港計画
の動向と安全」義本正実氏
「プロジェクトマネジメントのフレームワーク」大久
保和彦氏、「プロジェクトにおける契約と見積もり」
石原信夫氏
「ワークブレークダウンストラクチャーの使い方」大
久保和彦氏
「転ばぬ先のプロジェクトリスクマネジメント」大久
保和彦氏
「プロジェクトマネジメントのフレームワーク」大久
保和彦氏、「プロジェクトにおける契約と見積もり」
石原信夫氏
「転ばぬ先のプロジェクトリスクマネジメント」大久
保和彦氏
「プロジェクトタイムマネジメント」大久保和彦氏、
「プロジェクトコストマネジメント」大久保和彦氏
「プロジェクトタイムマネジメント」大久保和彦氏、
「プロジェクトコストマネジメント」大久保和彦氏
「ビジネスモデル戦略」玄場公規氏、「技術者によ
る起業の課題」竹政一夫氏
「プロジェクトリソースマネジメント」植村大輔氏、
「プロジェクトコミュニケーションマネジメント」大久
保和彦氏
「プロジェクト統合マネジメント＆品質マネジメント」
「ISO品質・環境マネジメントシステムの現状」大久
保和彦氏、星野柜之氏
「プロジェクト人材資源マネジメント＆コミュニケー
ションマネジメント」植村大輔氏、大久保和彦氏
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Year

Seminar Description

Date
2004/4/24

Seminar No.
PE受験セミナー

2004/5/8

第35回CPDセミナー

2004/5/15

第36回CPDセミナー

2004/5/22

第37回CPDセミナー

2004/6/12

第38回CPDセミナー

2004/6/19

特別CPDセミナー

2004/6/20

第39回CPDセミナー

2004/6/26

第40回CPDセミナー

2004/7/10

第41回CPDセミナー

2004/7/17

第42回CPDセミナー

Venue
関東
関西
関東
関東
関東
関東
関東
関西
関西

2004/7/18

第42回CPDセミナー

2004/7/24

第43回CPDセミナー

2004/8/22

第44回CPDセミナー

2004/8/28

第45回CPDセミナー

関東
関東
関東
関東
関西
関西

2004/9/12

第46回CPDセミナー

2004/9/12

PE受験セミナー

2004/9/19

第47回CPDセミナー

2004/9/25

第48回CPDセミナー

2004/10/9

関西
関東
関西
関西

第49回CPDセミナー
関東

2004/10/17

第50回CPDセミナー

2004/11/7

第51回CPDセミナー

2004/11/27

第52回CPDセミナー

2005/2/19

第53回CPDセミナー

2005/2/26

第54回CPDセミナー

2005/5/17

第１回関西Engineers
Café

関西

FY2005

2005/5/22

第55回CPDセミナー

2005/5/29

第56回CPDセミナー

2005/6/18

特別CPDセミナー

2005/6/19

第57回CPDセミナー

2005/6/25

第58回CPDセミナー

2005/7/8

第2回関西Engineers
Café

2005/7/24

第59回CPDセミナー

2005/7/30
2005/8/20
2005/8/27
2005/8/27

第60回CPDセミナー
第61回CPDセミナー
第62回CPDセミナー
PE受験セミナー
第3回関西Engineers
Café

2005/9/6
2005/9/18

第63回CPDセミナー

2005/10/1

第64回CPDセミナー
第4回関西Engineers
Café

2005/10/4
2005/10/16

第65回CPDセミナー

2005/10/22

第66回CPDセミナー

2005/10/29

第１回関西物作り家
族見学会

2005/11/20

第67回CPDセミナー

2005/11/26

第68回CPDセミナー

関東
関東
関東
関西
関東
関西
関東
関東
関西
関西

関西
関西
関西

関西
関西

「ビズネス英語 その３」竹村和浩氏、「プロジェク
トタイムマネジメント」泉澤聖一氏
「プロジェクトタイムマネジメント」泉澤聖一氏
「ビズネス英語 その３」竹村和浩氏

関西
関東

関東

関東
関西
関西

関東

「ビズネス英語 その１」竹村和浩氏、「プロジェク
トマネジメントの仕組と組織」大久保和彦氏
「プロジェクトマネジメントの仕組と組織」大久保和
彦氏
「都市建築の発展と制御」
「プロジェクトマネジメントプロセス、WBSの創り方・
使い方」土屋雅彦氏、大久保和彦氏
「プロジェクトマネジメントプロセス、WBSの創り方・
使い方」土屋雅彦氏、大久保和彦氏
「ビズネス英語 その１」竹村和浩氏
「ビズネス英語 その２」竹村和浩氏、「プロジェク
ト統合マネジメント」大久保和彦氏
「プロジェクト統合マネジメント」大久保和彦氏
「プロジェクトスコープマネジメント」大久保和彦氏
「プロジェクトスコープマネジメント」大久保和彦氏
PE受験セミナー
「ビズネス英語 その２」竹村和浩氏

関東

関東

Title
PE受験セミナー
「プロジェクト統合マネジメント＆品質マネジメント」
大久保和彦氏、星野柜之氏
「日本におけるITプロジェクトの現状&PMBOKガイ
ド」土出克雄氏
パネル討論「技術者倫理」
「日本から世界を結ぶプロジェクト ２１世紀の空
港」義本正実氏、「2004PMBOKガイド」大久保和
彦氏
「技術経営(MOT)と技術者の地位」藤末健三氏
「プロジェクトマネジメントのフレームワークと品質
マネジメント」大久保和彦氏
「PMBOKガイドとプロジェクトマネジメントフレーム
ワーク」大久保和彦氏
「ワークブレークダウンストラクチャーの作り方と使
い方」「プロジェクトスコープ&タイムマネジメント」
大久保和彦氏
「ワークブレークダウンストラクチャーの作り方と使
い方」大久保和彦氏
「プロジェクトスコープ&タイムマネジメント」大久保
和彦氏、泉澤聖一氏
「将来の水素をどうやって作るか？」小野崎正樹
氏、「水素エネルギー社会の実現に向けて」福田
健三氏
「プロジェクトコスト＆調達マネジメント」竹政一夫
氏、土屋雅彦氏、大久保和彦氏
「プロジェクト品質＆リスクマネジメント」大久保和
彦氏、竹政一夫氏
「新エネルギーと燃料電池 概要と開発動向」阪
井敦氏、大八木真輔氏、「日本から世界を結ぶプ
ロジェクト ２１世紀の空港」義本正実氏
PE受験セミナー
「プロジェクト資源・コミュニケーション・調達マネジ
メント」植村大輔氏、大久保和彦氏
「プロジェクトコスト＆タイムマネジメント」大久保和
彦氏
「プロジェクト調達マネジメントとコミュニケーション
マネジメント」植村大輔氏、西村謙史氏
「プロジェクトケーススタディー 六本木ヒルズ建設
工事」出島廣和氏、「エンジニアリング企業のPE」
土屋雅彦氏
「プロジェクト統合マネジメントとプロジェクトケース
スタディー：六本木ヒルズ建設工事」出島廣和氏、
「PMを失敗させる方法」大久保和彦氏
鬼金補講 泉澤聖一氏、大久保和彦氏
「2005プロジェクトマネジメントCPDコースガイダン
ス」大久保和彦氏
「2005プロジェクトマネジメントCPDコースガイダン
ス」大久保和彦氏
「ビズネス英語コースガイダンス」竹村和浩氏

「プロジェクトコストマネジメント、プロジェクト調達
マネジメント」土屋雅彦氏、大久保和彦氏
「プロジェクトコミュニケーションマネジメント」西村
謙史氏、「プロジェクトリスクマネジメント」竹政一
「サントリー（株）京都ビール工場見学」
「ビズネス英語 その４」竹村和浩氏、「プロジェク
トリスクマネジメント」竹政一夫氏
「日本に進出する米系物流会社施設見学会」植村
大輔氏

67

PDH

Participan
PDH
ts
Provided

0

22

0

7

11

77

3

13

39

3

3

9

3

5

15

52

0

7

2

14

7

9

63

7

3

21

3

7

21

7

11

77

3

17

51

7

11

77

7

5

35

3

18

54

0

18

0

7

4

28

7

2

14

7

3

21

3

21

63

7

16

112

3

6

18

3

27

81

3

13

39

2

14

28

6

25

150

4

11

44

1

44

44

6

27

162

6

13

78

2

10

20

6

25

150

4
4
4
0

15
25
10
19

60
100
40
0

2

5

10

6

27

162

4

17

68

2

10

20

6

16

96

6

16

96

21

0

26

156

27

0

6

Year

Seminar Description

Date
Venue

Seminar No.
2005/11/26

第69回CPDセミナー

2005/12/17

第70回CPDセミナー
第5回関西Engineers
Café

2005/12/20

関東
関西
関西
関東

2006/1/22

第71回CPDセミナー

2006/1/28

第72回CPDセミナー

2006/2/18

第73回CPDセミナー

2006/2/19

第74回CPDセミナー

関西

関東

2006/2/25
2006/3/12

FY2006

関西

第75回CPDセミナー
第76回CPDセミナー

2006/3/25

第77回CPDセミナー

2006/4/16

ビズネス英語2006

2006/4/23

第78回CPDセミナー

2006/5/21

第１回ビズネス英語

2006/5/21

第79回CPDセミナー

2006/5/27
2006/5/27

第80回CPDセミナー

2006/5/27

第81回CPDセミナー

2006/6/18

第２回ビズネス英語

2006/6/24

第82回CPDセミナー

2006/7/2

特別CPDセミナー

2006/7/8

第83回CPDセミナー

2006/7/23

第３回ビズネス英語

2006/7/23

第84回CPDセミナー

2006/8/19

第４回ビズネス英語

2006/8/26

第85回CPDセミナー

2006/8/26

PE受験セミナー

2006/9/9

第86回CPDセミナー

2006/9/18
2006/9/24

第87回CPDセミナー
第５回ビズネス英語

2006/9/24

第88回CPDセミナー

2006/10/15

第６回ビズネス英語

2006/10/15

第89回CPDセミナー

2006/10/21

第90回CPDセミナー

2006/11/11

第91回CPDセミナー

2006/11/19

第７回ビズネス英語

2006/11/19

第92回CPDセミナー

2006/11/23

特別CPDセミナー

2006/12/9

関東

関東
関西
関東
関西
関東
関東
関東
関東
関西
関東
関西
関東
関西
関東
関東
関東
関西
関西
関西
関東
関東
関東
関東
関東
関西
関西
関東
関東
関西
関西

第93回CPDセミナー

2006/12/17

第94回CPDセミナー

2007/1/21

第８回ビズネス英語

2007/1/21

第95回CPDセミナー

関東
関東
関東
関西

2007/1/27

第96回CPDセミナー

2007/2/18

第９回ビズネス英語

2007/2/18

第97回CPDセミナー

2007/2/24

第98回CPDセミナー

2007/3/11
2007/3/11

第10回ビズネス英語 関東
関東
第99回CPDセミナー

2007/3/24

第100回CPDセミナー

関東
関東
関西

関西

Title
「プロジェクト調達マネジメント、プロジェクトコスト
マネジメント」大久保和彦氏、土屋雅彦氏
「プロジェクト人的資源マネジメント」植村大輔氏
「ビズネス英語 その４」竹村和浩氏
「プロジェクト人的資源マネジメント」植村大輔氏、
「プロジェクトコミュニケーションマネジメント」西村
謙史氏、「プロジェクト品質マネジメント」竹村一夫
氏
「放射線の医学利用の紹介～診断から最新のガ
ン治療まで～」長谷川崇氏、「イノベーションを目
指す企業人を対象にした社会人大学院における
MOT教育」大島直樹氏
「MOTセミナー：経済価値評価を用いた開発プロ
ジェクトの戦略意思決定」北原康富氏、「国際エン
ジニアのためのマネジメント教育プログラム」土屋
「プロジェクト統合マネジメントII」大久保和彦氏、
「アーンドバリューマネジメント」泉澤聖一氏
「プロジェクト統合マネジメントII」大久保和彦氏、
「プロジェクト品質マネジメント」竹政一夫氏
「マイクロソフトプロジェクト2003の使い方」大島直
樹氏
「マイクロソフトプロジェクト2003の使い方」大島直
樹氏
「ビズネス英語 コースガイダンス」竹村和浩氏、
大久保和彦氏
「鬼金CPD2006関西コース コースガイダンス」大
久保和彦氏
「ビズネス英語 その１」竹村和浩氏
「鬼金CPD2006実務コース：プロジェクトリスクマネ
ジメント」田崎氏
PE受験セミナー
「成田国際空港」國枝一武氏
「鬼金CPD2006関西コース プロジェクトマネジメ
ントの仕組み」大久保和彦氏
「ビズネス英語 その２」竹村和浩氏
「鬼金CPD2006関西コース プロジェクトマネジメ
ントプロセス」大久保和彦氏
「革新プロジェクトを成功させる」宮田秀明氏
「鬼金CPD2006関西コース プロジェクトスコープ
マネジメント」高松氏
「ビズネス英語 その３」竹村和浩氏
「鬼金CPD2006実務コース：PMBOK 3rdの読み
方、使い方」大久保和彦氏
「ビズネス英語 その４」竹村和浩氏
「鬼金CPD2006関西コース プロジェクト品質・統
合マネジメント」阪井敦氏、大久保和彦氏
PE受験セミナー
「鬼金CPD2006関西コース プロジェクトタイムマ
ネジメント」高松氏
「日産自動車横浜工場見学会」
「ビズネス英語 その５」竹村和浩氏
「鬼金CPD2006関東コース コースガイダンス」大
久保和彦氏
「ビズネス英語 その６」竹村和浩氏
「鬼金CPD2006関東コース プロジェクトマネジメ
ントの仕組み」大久保和彦氏
「鬼金CPD2006関西コース プロジェクトコストマ
ネジメント」大久保和彦氏
「鬼金CPD2006関西コース プロジェクト統合マネ
ジメント」大久保和彦氏
「ビズネス英語 その７」竹村和浩氏
「鬼金CPD2006関東コース 特別セミナー：PFIプ
ロジェクトその後の進展」赤石和幸氏、「ベトナム
ハイバントンネル工事」石本一鶴氏
「AMB Japan社尼崎センター建設工事現場見学
会」植村大輔氏
「鬼金CPD2006関西コース プロジェクトリスクマ
ネジメント」阪井敦氏
「鬼金CPD2006関東コース プロジェクトマネジメ
ントプロセス」大久保和彦氏
「ビズネス英語 その８」竹村和浩氏
「鬼金CPD2006関東コース WBSの作り方、プロ
ジェクト統合マネジメント」大久保和彦氏
「鬼金CPD2006関西コース プロジェクトコミュニ
ケーション・人的資源マネジメント」西村謙史氏
「ビズネス英語 その９」竹村和浩氏
「鬼金CPD2006関東コース プロジェクトスコープ
マネジメント」竹政一夫氏
「鬼金CPD2006関西コース プロジェクト調達マネ
ジメント」大久保和彦氏
「ビズネス英語 その10」竹村和浩氏
「鬼金CPD2006関東コース プロジェクトタイムマ
ネジメント」泉澤聖一氏
第100回記念特別セミナー「Earned Value
Managementの実例」安達正人氏、「失敗に学ぶプ
ロジェクトマネジメント」植村大輔氏
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Year

Seminar Description

Date

FY2007 2007/4/14

Venue
関西

Seminar No.
PE受験セミナー
関東

2007/4/22

第101回CPDセミナー

2007/5/12
2007/5/19

第102回CPDセミナー
関西
ビズネス英語
関東
関東
第103回CPDセミナー

2007/5/20
2007/6/9

特別CPDセミナー

関東
関西

2007/6/9

第104回CPDセミナー

2007/6/23

第１回ビズネス英語

2007/6/24

第105回CPDセミナー

2007/7/14
2007/7/21
2007/7/22
2007/8/10
2007/8/25

第106回CPDセミナー
関西
第107回CPDセミナー 関東
第２回ビズネス英語 関東
第108回CPDセミナー
関西
第３回ビズネス英語 関東
関東
第109回CPDセミナー

2007/9/1
2007/9/8

第110回CPDセミナー

2007/9/22

第４回ビズネス英語

2007/10/3

第111回CPDセミナー

2007/10/20

第５回ビズネス英語

2007/11/10

第112回CPDセミナー

2007/11/17
2007/11/23

第６回ビズネス英語
MOT研究会

2007/12/8

第113回CPDセミナー

関東
関東

関西
関東
関西
関東
関西
関東
関東
関西

2007/12/15

第７回ビズネス英語

2008/1/12

第114回CPDセミナー

2008/1/20
2008/2/16

第８回ビズネス英語
第９回ビズネス英語

2008/2/19

第115回CPDセミナー

2008/3/16

第10回ビズネス英語 関東

2008/3/22
2008/3/29
2008/4/5
FY2008 2008/5/18
2008/5/18
2008/6/7
2008/6/14

関東
関西
関東
関東
関西
関西

第116回CPDセミナー
第117回CPDセミナー
MOT研究会
PE受験セミナー
特別CPDセミナー

関東
関東
関西
関西
関東
関西

第119回CPDセミナー

2008/6/28

第118回CPDセミナー

2008/7/12
2008/8/9

第120回CPDセミナー
第121回CPDセミナー

2008/9/6

第122回CPDセミナー

関東
関西
関西
関西
関東

2008/9/27

第123回CPDセミナー

2008/10/4

第124回CPDセミナー

2008/11/8

関西

第125回CPDセミナー

2008/11/8

第126回CPDセミナー

2008/11/29

PE受験・PEライセン
ス登録セミナー

2008/12/6

関西

関東

第127回CPDセミナー

関西
関西
関西

FY2009

2009/1/10

第128回CPDセミナー

2009/1/24

第129回CPDセミナー 関東

2009/2/7

第130回CPDセミナー

2009/2/7

第131回CPDセミナー 関東

2009/3/7

第132回CPDセミナー

2009/3/28

第133回CPDセミナー

2009/4/11

第1回欧米流ミーティ 関東
ングでの貢献術

関西
関西
関西

Title
PE受験セミナー
「鬼金CPD2006関東コース プロジェクトコストマ
ネジメント」
「鬼金CPD2007関西コース コースガイダンス」
「ビズネス英語2007 コースガイダンス」
「鬼金CPD2006関東コース プロジェクト人的資源
マネジメント」
「企業経営における事業継続マネジメント(BCM)
の重要性」渡辺研司氏
「鬼金CPD2007関西コース プロジェクトフレーム
ワーク」
「ビズネス英語2007 その１」竹村和浩氏
「鬼金CPD2006関東コース プロジェクトリスク・調
達マネジメント」
「鬼金CPD2007関西コース プロジェクトマネジメ
「鬼金CPD2006関東コース プロジェクト事例紹
「ビズネス英語2007 その２」竹村和浩氏
「鬼金CPD2007関西コース プロジェクトWBS」
「ビズネス英語2007 その３」竹村和浩氏
「AMB Japan社春日井小牧東DC建設現場見学
会」植村大輔氏
「鬼金CPD2007関西コース プロジェクトコストマ
ネジメント」
「ビズネス英語2007 その４」竹村和浩氏
「鬼金CPD2007関西コース プロジェクト品質マネ
ジメント」
「ビズネス英語2007 その５」竹村和浩氏
「鬼金CPD2007関西コース プロジェクトコミュニ
ケーションマネジメント」
「ビズネス英語2007 その６」竹村和浩氏
「MOT研究会2007 第１回会合」
「鬼金CPD2007関西コース プロジェクト人的資源
マネジメント」
「ビズネス英語2007 その７」竹村和浩氏
「鬼金CPD2007関西コース プロジェクトリスクマ
ネジメント」
「ビズネス英語2007 その８」竹村和浩氏
「ビズネス英語2007 その９」竹村和浩氏
「鬼金CPD2007関西コース プロジェクト調達マネ
ジメント」
「ビズネス英語2007 その10」竹村和浩氏
「製品安全基礎講座 ①機械の安全設計 JIS規
格でここまでできる」鈴木央氏
「プロフェッショナルの責任 －日本法を通して見る
英米法における責任－
「MOT研究会2007 第２回会合」
PE受験セミナー
「鬼金CPD2008関西コース コースガイダンス」
「躍進するインド －今インドで何が起こっているか
－」梶正彦氏
「鬼金CPD2008関西コース プロジェクトフレーム
ワーク」
「製品安全基礎講座 ①機械の安全設計 JIS規
格でここまでできる」鈴木央氏
「鬼金CPD2008関西コース プロジェクトマネジメ
「鬼金CPD2008関西コース WBS」
「鬼金CPD2008関西コース プロジェクトスコープ
マネジメント」
「建築設備機器の信頼性と品質の作りこみ」・「プ
レゼンテーションの基本」泉山浩郎氏、「NSPE年
次総会(オレゴン州ポートランド市)への参加報告」
内田宏氏
「鬼金CPD2008関西コース プロジェクトタイムマ
ネジメント」
「鬼金CPD2008関西コース プロジェクトコストマ
ネジメント」
「最近のコンプライアンス事情とエンジニアの対
処」泉澤聖一氏
PE受験・PEライセンス登録セミナー
「鬼金CPD2008関西コース プロジェクト品質マネ
ジメント」
「鬼金CPD2008関西コース プロジェクト人的資源
マネジメント」「プロジェクトコミュニケーションマネ
ジメント」
「欧米流交渉術のエッセンスを学ぶ」大塚雅文氏
「鬼金CPD2008関西コース プロジェクトリスクマ
ネジメント」
「企業秘密の保護・管理」赤松秀実氏
「鬼金CPD2008関西コース プロジェクト調達マネ
ジメント」
「鬼金CPD2008関西コース オプションコース：
PMBOK第４版の概要紹介と今後の展開」
「欧米流ミーティングでの貢献術 第1回演習」大
塚雅文氏
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Year

Seminar Description

Date
2009/4/11
2009/4/18
2009/5/9

Venue
Seminar No.
第1回欧米流ミーティ 関東
ングでの貢献術
第134回CPDセミナー 関東
関西
第135回CPDセミナー

2009/5/9

第2回欧米流ミーティ 関東
ングでの貢献術

2009/5/23

第136回CPDセミナー

関西

2009/6/13

第2回欧米流ミーティ 関東
ングでの貢献術
関東
特別CPDセミナー

2009/6/20

第137回CPDセミナー

2009/5/24

2009/7/18
2009/8/8
2009/9/5

第3回欧米流ミーティ
ングでの貢献術
第139回CPDセミナー
第4回欧米流ミーティ
ングでの貢献術
第140回CPDセミナー
第141回CPDセミナー
第142回CPDセミナー

2009/9/5

第143回CPDセミナー

2009/6/27
2009/7/4
2009/7/11

関西
関東
関東
関東
関東
関西
関西
関東

2009/9/19

第5回欧米流ミーティ 関東
ングでの貢献術
第144回CPDセミナー 関東

2009/10/10

第145回CPDセミナー

2009/10/10
2009/10/11
2009/10/17
2009/11/7
2009/11/7
2009/11/14
2009/11/21
2009/12/5
2009/12/19
2010/1/9
2010/1/9
2010/1/16
2010/2/6
2010/2/12
2010/2/13
2010/2/20
2010/3/6
2010/3/13
2010/3/20
FY2010 2010/4/3
2010/4/24
2010/5/8

第146回CPDセミナー
第1回欧米流交渉術
第147回CPDセミナー
第148回CPDセミナー
第149回CPDセミナー
第2回欧米流交渉術
第150回CPDセミナー
第152回CPDセミナー
第153回CPDセミナー
第154回CPDセミナー
第3回欧米流交渉術
第155回CPDセミナー
第156回CPDセミナー
第157回CPDセミナー
第4回欧米流交渉術
第158回CPDセミナー
第159回CPDセミナー
第5回欧米流交渉術
第160回CPDセミナー
第161回CPDセミナー
第162回CPDセミナー
第163回CPDセミナー

2009/9/13

関西
関西
関東
関東
関西
関東
関東
関東
関西
関東
関西
関東
関東
関西
関東
関東
関東
関西
関東
関東
関西
関東
関東

2010/5/15
2010/5/22
2010/6/19
2010/7/3

第164回CPDセミナー
関西
第165回CPDセミナー 関東
第166回CPDセミナー 関東
第167回CPDセミナー
関西

2010/9/4

第168回CPDセミナー

2010/7/24
2010/9/4

第169回CPDセミナー 関東
第170回CPDセミナー
関西

関西

Title
「欧米流ミーティングでの貢献術 第1回演習 追
加開催」大塚雅文氏
「ソルトドーム(Salt Dome)と塩水井戸」三宮中氏
「PMP Updateセミナー・関西Ⅰ」大久保和彦氏、
阪井敦氏、川村武也氏、鈴木央氏
「欧米流ミーティングでの貢献術 第２回演習」大
塚雅文氏
「鬼金CPD関西ｺｰｽｶﾞｲﾀﾞﾝｽ」大久保和彦氏、川村
武也氏
「欧米流ミーティングでの貢献術 第２回演習 追
加開催」大塚雅文氏
「金融危機下の中国経済の課題 －日本企業に
とってのチャンスとチャレンジ－」柯隆氏
「PMP Updateセミナー・関西Ⅱ」阪井敦氏、川村
武也氏、鈴木央氏
「欧米流ミーティングでの貢献術 第３回演習」大
塚雅文氏
「多摩川の水質と水再生センター」武内洋幸氏
「欧米流ミーティングでの貢献術 第４回演習」大
塚雅文氏
「鬼金CPD関東ｺｰｽｶﾞｲﾀﾞﾝｽ」川村武也氏、鈴木央
氏
「鬼金CPD関西ｺｰｽ(1講)」阪井敦氏
「鬼金CPD関西ｺｰｽ(2講)」川村武也氏
「アメリカはどこへ行く？－冷戦後のアメリカとエン
ジニアリングの重要性－」杉田米行氏
「欧米流ミーティングでの貢献術 第５回演習」大
塚雅文氏
「鬼金CPD関東ｺｰｽ(1講)」阪井敦氏
「アメリカはどこへ行く？－1930年代～鳩山新政
権までの日米関係－」杉田米行氏
「鬼金CPD関西ｺｰｽ(3講)」川村武也氏
「欧米流交渉術 第1回演習」大塚雅文氏
「鬼金CPD関東ｺｰｽ(2講)」川村武也氏
「鬼金CPD関西ｺｰｽ(4講)」鈴木央氏
「技術者として必要な契約知識」赤松秀実氏
「欧米流交渉術 第２回演習」大塚雅文氏
「鬼金CPD関東ｺｰｽ(3講)」川村武也氏
「鬼金CPD関西ｺｰｽ(5講)」阪井敦氏
「鬼金CPD関東ｺｰｽ(4講)」鈴木央氏
「鬼金CPD関西ｺｰｽ(6講)」阪井敦氏
「欧米流交渉術 第３回演習」大塚雅文氏
「鬼金CPD関東ｺｰｽ(5講)」阪井敦氏
「鬼金CPD関西ｺｰｽ(7講)」鈴木央氏
「成田国際空港見学会」義本正実氏
「欧米流交渉術 第４回演習」大塚雅文氏
「鬼金CPD関東ｺｰｽ(6講)」鈴木央氏
「鬼金CPD関西ｺｰｽ(8講)」阪井敦氏
「欧米流交渉術 第５回演習」大塚雅文氏
「鬼金CPD関東ｺｰｽ(7講)」阪井敦氏
「鬼金CPD関西ｺｰｽ(9講)」
「鬼金CPD関東ｺｰｽ(7講)」
「TRIZの概要と大学教育・研究での応用例」石濱
正男氏
「鬼金CPD関西ｺｰｽ(10講)」
「鬼金CPD関東ｺｰｽ(9講)」
「鬼金CPD関東ｺｰｽ(10講)」
「プロフェッショナルに必要なこと－技術者倫理と
持続可能な社会貢献の仕組みづくり－」松永健一
「フィジビリティスタディとコストマネジメント」阪井
敦氏
「初めての英語での技術説明」門野剛氏
「中国プロジェクトPM事例紹介とLEEDについて」
吉田亨氏
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Year

Seminar Description

Date
2010/11/6
2010/9/25

Venue
Seminar No.
第171回CPDセミナー
関西
第172回CPDセミナー 関東

2010/10/9

第173回CPDセミナー

2010/11/6
2011/1/22

第174回CPDセミナー
第175回CPDセミナー

2010/11/27

第176回CPDセミナー 関東

2010/12/4

第177回CPDセミナー

2011/1/22

第178回CPDセミナー

FY2011 2011/4/2
2011/5/14
2011/5/14
2011/6/11
2011/7/2
2011/9/3
2011/9/3
2011/9/19
2011/10/1
2011/10/1
2011/11/5
2011/11/12
2011/11/19
2011/11/19
2011/12/10

第179回CPDセミナー
第180回CPDセミナー
第181回CPDセミナー
第182回CPDセミナー
第183回CPDセミナー
第184回CPDセミナー
第185回CPDセミナー
第186回CPDセミナー
第187回CPDセミナー
第188回CPDセミナー
第189回CPDセミナー
第190回CPDセミナー
第191回CPDセミナー
第192回CPDセミナー
第193回CPDセミナー

2011/12/10
2011/10/29

第194回CPDセミナー
第195回CPDセミナー

2011/12/17
2012/1/14
2012/1/21
2012/2/4

第196回CPDセミナー 関東
第197回CPDセミナー
第198回CPDセミナー 関東
第199回CPDセミナー

2012/3/10

第200回CPDセミナー

2012/3/24
FY2012 2012/4/7
2012/4/21
2012/5/12
2012/5/14
2012/6/2
2012/6/8
2012/6/9
2012/7/14
2012/7/21
2012/8/4
2012/9/8
2012/9/15
2012/9/22
2012/9/29
2012/12/1
2012/10/6
2012/10/13
2012/10/20
2012/11/10
2012/11/17
2012/12/1
2012/12/8
2013/1/12
2013/2/2
2013/2/9
2013/3/16
2013/3/9

関東

関東
関東
関東
関東

第201回CPDセミナー
第202回関西英語
CPDセミナー
第203回CPDセミナー
第204回関西英語
CPDセミナー
第205回CPDセミナー
第206回関西英語
CPDセミナー
総会特別セミナー
総会特別セミナー
第207回関西英語
CPDセミナー
第208回CPDセミナー
第209回CPDセミナー
第210回CPDセミナー
第211回関西英語
CPDセミナー
第212回CPDセミナー
第213回CPDセミナー
第214回CPDセミナー
第215回CPDセミナー
第216回CPDセミナー

関東
関東
関東

Title
「スコープ管理と要求管理」川村武也氏
「NSPE2010総会参加報告会」土屋雅彦氏、川村
武也氏
「NSPE2010総会参加報告会」土屋雅彦氏、川村
関西
武也氏
「神戸大学MBAを修了して」北林孝顕氏
関西
「タイムマネジメント 手法とパラメータの研究」鈴
関西
木央氏
「グローバル経営時代の組織と人事-『日本』の強
みを磨く-」中島正樹氏
「発電プラントの材料劣化予測に関する話題」北
関西
条公伸氏
「スケールアップの考え方とバッチプロセスのス
ケールアップ」阪井敦氏
「鬼に金棒、PEにPMP」鬼金CPD2011・関西の
関西
コースガイダンス
「鬼金CPD関西ｺｰｽ(1講)」阪井敦氏
関西
「鬼金CPD関西ｺｰｽ(2講)」川村武也氏
関西
「原子力発電」坂井元彦氏
関西
「鬼金CPD関西ｺｰｽ(3講)」川村武也氏
関西
「鬼金CPD関西ｺｰｽ(4講)」鈴木央氏
関西
「鬼金CPD関西ｺｰｽ(5講)」阪井敦氏
関西
「NSPE総会参加報告」川村武也氏、馬場丈典氏
関西
「鬼金CPD関東ｺｰｽ(1講)」阪井敦氏
「エクセルギー」久角喜徳氏
「鬼金CPD関西ｺｰｽ(6講)」北林孝顕氏
関西
「鬼金CPD関西ｺｰｽ(7講)」鈴木央氏
関西
「日本企業のアジア進出注意点」植村大輔氏
「鬼金CPD関東ｺｰｽ(2講)」川村武也氏
「NSPE総会参加報告」川村武也氏、馬場丈典氏
「産業防消火と企業のリスクマネジメント」牧功三
氏
「鬼金CPD関西ｺｰｽ(8講)」阪井敦氏
関西
名古屋「プロジェクトマネジメント」正岡久和氏
「第2東名高速道路」村瀬義昭氏
「粉体シミュレーション最前線」酒井幹夫氏
「鬼金CPD関西ｺｰｽ(9講)」川村武也氏
関西
「鬼金CPD関東ｺｰｽ(3講)」鈴木央氏
「鬼金CPD関西ｺｰｽ(10講)」阪井敦氏、川村武也
関西
氏
名古屋「プロジェクトマネジメント」正岡久和氏
「産業用サーボモータ」馬場丈典氏
「技術者の英語」門野剛氏
「Introduction and Grammar for Engineers」
関西
Mathew Botwood氏、関正行氏
「産業防消火と企業のリスクマネジメント」牧功三
関西
氏
「Beginning, Continuing and Ending a
関西
Conversation」Mathew Botwood氏、Harry Arjun
Hassard氏
「歯車の歴史と役割」渋谷高広氏
関西
「Telophone Issues and Solutions」Mathew
関西
Botwood氏、Harry Arjun Hassard氏
「PE in Industry」Stone氏
Stone氏、川村武也氏
「Time, Dates, Making and Breaking Appointment」
関西
Mathew Botwood氏
「鬼金CPD関東ｺｰｽ(1講)」阪井敦氏
「鬼金CPD関西ｺｰｽ(1講)」阪井敦氏
関西
関西

関東
関西
関東
関西
関西

第217回関西英語
関西
CPDセミナー
第218回CPDセミナー 関東
第219回関西英語
関西
CPDセミナー
第220回CPDセミナー 関東
第221回CPDセミナー 関東
第222回関西英語
関西
CPDセミナー
第223回CPDセミナー
関西
第224回CPDセミナー
関西
第226回CPDセミナー 関東
第225回関西英語
関西
CPDセミナー
第227回CPDセミナー 関東

「Active Listening and Conducting Interviews」
「鬼金CPD関東ｺｰｽ(2講)」鈴木央氏
「鬼金CPD関西ｺｰｽ(2講)」大島直樹氏
「国際法務・契約」田口亮氏
「鬼金CPD関西ｺｰｽ(3講)」
「メカニカルシール・ドライガスシールの基礎」有田
和広氏
「Assertive Communication」Mathew Botwood氏、
Harry Arjun Hassard氏
「原発事故の傷跡～放射能除染作業の難しさ」
Jens-Uwe Schmollack氏
「Meeting」
「鬼金CPD関東ｺｰｽ(3講)」川村武也氏
「これから求められるプログラムマネージャー」光
藤昭男氏
「Preparing to Give a Presentation」Mathew
Botwood氏、Harry Arjun Hassard氏
「Giving a Presentation」Mathew Botwood氏
「鬼金CPD関西ｺｰｽ(4講)」北林孝顕氏
「化学物質の発火・爆発危険と対策技術」松永猛
裕氏
「Restaurant and Other Etiquette Issues」
「メキシコ湾深海石油開発事故に関する情報調査
報告」野本泰之氏、須田和典氏
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Seminar Description

Date

FY2013 2013/5/18

Venue
Seminar No.
第228回CPDセミナー 関東

2013/6/1
2013/6/14
2013/6/16

総会特別セミナー
総会特別セミナー
総会特別セミナー

2013/6/22
2013/7/6
2013/7/20

第229回CPDセミナー 関東
第230回CPDセミナー
関西
第231回CPDセミナー 関東

2013/8/3
2013/9/7

第232回CPDセミナー
第233回CPDセミナー

2013/9/21

第234回CPDセミナー 関東

2013/10/12

第236回CPDセミナー 関東

2013/11/9

第235回CPDセミナー

2013/11/9
2013/11/16

第237回CPDセミナー
関西
第238回CPDセミナー 関東

2013/11/30

第240回CPDセミナー 関東

2013/12/7
2013/12/14
2014/1/18
2014/1/25

第239回CPDセミナー
関西
第241回CPDセミナー 関東
第242回CPDセミナー 関東
第243回CPDセミナー 関東

2014/1/25
2014/1/25

第244回CPDセミナー
第245回CPDセミナー

関西
関西 Web

2014/2/8

第246回CPDセミナー

関西 Web

2014/3/22

第247回CPDセミナー 関東

FY2014 2014/5/10
2014/5/17
2014/6/7

関西
関東
関東

関西
関西

Web
関西

Web

第248回CPDセミナー
関西
第249回CPDセミナー 関東
総会特別セミナー
関東
Web

2014/6/14

第250回CPDセミナー

2014/6/21

第251回CPDセミナー 関東

2014/7/5
2014/7/12

第252回CPDセミナー
関西
第253回CPDセミナー 関東

関西

2014/7/19
2014/9/6

第255回CPDセミナー 関東
第256回CPDセミナー
関西

2014/9/6

第254回CPDセミナー

2014/9/20

第257回CPDセミナー 関東

2014/9/27

第258回CPDセミナー 関東 関西 Web
(第1JSPE Day)

2014/10/4
2014/10/18
2014/11/8
2014/11/15
2014/11/29
2014/12/6
2015/1/31

FY2015 2015/4/11

関西

第259回CPDセミナー
関西
第260回CPDセミナー 関東
第261回CPDセミナー
関西
第262回CPDセミナー 関東
第263回CPDセミナー 関東
Web
第264回CPDセミナー
関西
第265回CPDセミナー 関東

第266回CPDセミナー 関東 関西

2015/5/9

第267回CPDセミナー 関東 関西

2015/6/6

総会特別セミナー

2015/6/20

第268回CPDセミナー 関東 関西

2015/7/4

第269回CPDセミナー 関東 関西

2015/8/1
2015/9/5

第270回CPDセミナー 関東 関西
第271回CPDセミナー 関東 関西

関東 関西 Web

Title
「リレーショナル化学災害データベースと事故分析
手法」和田有司氏
「メキシコ湾石油事故に関する情報調査報告」
「ソフトウエアPEライセンスの創設」ウイットリフ氏
「東日本大震災から工学が学んだもの」金子成彦
氏
「福島原発事故と危機管理の実務」後藤貞雄氏
「攪拌の基礎と乳化分散装置」澁谷治男氏
「樹上性野生生物のためのアニマルパスウェイ開
発」大竹公一氏
「リチウム2次電池の開発」大澤利幸氏
「鉄道車両の技術と製品開発マネジメント」北林孝
顕氏、江本剛氏
「久慈国家石油備蓄の東日本大震災被災と復旧」
城代邦宏氏
「石油タンクの防災についての最近の研究」古積
博氏
「Project Scope Management and WBS」川村武也
氏
「農薬について」菅原啓髙氏
「Project Scope Management and WBS」川村武也
氏
「英語コミュニケーション能力向上の秘訣」 森村
久美子氏
「Project Time Management and CPM」鈴木央氏
「Project Time Management and CPM」鈴木央氏
「Project Cost Management and FS」阪井敦氏
「DNAデータの多変量解析による日本列島人史の
解明」斎藤成也氏
「Project Cost Management and FS」阪井敦氏
「太陽熱利用海水淡水化プラント」三保慶明氏
「放射空調システムの特長」長濱稔氏
「NSPE倫理規定の解説-これであなたもEthicsを
語れる」川村武也氏、渋谷高広氏
「秒の再定義に向けたYb光格子時計の開発」安
田正美氏
「Overview of Project Management 」
「Overview of Project Management 」
「PSE, 情報統合学, ﾗｲﾌｻｲｸﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ」仲勇
次氏
「Project Quality and Human Resource
Management」
「Project Quality and Human Resource
Management 」
「 Project Risk Management 」
「FMスタンダードの解説およびFM Global、FM
Approvalsの活動状況について」内藤延彦氏、古
賀拓洋氏
「 Project Risk Management 」
「 Project Communication & Stakeholder
Management 」
「ヘイシンモーノポンプおよびその活用用途事例 」
田中一正氏
「 Project Communication & Stakeholder
Management 」
「FEハンドブックとEngineering BOK」川村武也氏
「エクセルギー解析の効用」久角喜徳氏
「最近の国内外のエネルギー情勢について」今津
英一郎氏
「藻類からの燃料製造技術に関する調査結果報
告」阿部賢史氏
「 Project Procurement Management 」
「 Project Procurement Management 」
「 Project Integration Management 」
「 Project Integration Management 」
「英語でディスカッションのコツ」 森村久美子氏
「日米原子力協定について」大西祥作氏
「遮熱のすすめ」川村武也氏
「化学ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ・蓄熱技術」阪井敦氏
「エネルギーシステムにおける水素エネルギーの
位置づけ」石本祐樹氏
「水素エネルギーの大規模貯蔵輸送技術 SPERA水素システムと水素サプライチェーン構想
-」岡田佳巳氏
地上の太陽 －国際協力で開発する核融合実験
炉イーター/杉本誠氏、鬼金2015コース説明
国際技術規格の適用とプロジェクトマネジメント/
川村武也氏
我が国のエンジニア育成の現状と課題/岸本喜久
雄氏
設備試運転のプロジェクトマネジメント/ 阪井敦
氏
グローバルセールスPMOとプロジェクトマネジメン
ト/鈴木央氏
新たな脱塩プロセスの可能性/黒本雅哲氏
北米鉄道車両プロジェクトとプロジェクトマネジメン
ト/江本剛氏
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Date
2015/9/26

2015/10/3
2015/11/7
2015/11/28
2015/12/5
2016/1/23
2016/1/30
2016/2/13
FY2016
2016/4/23

2016/5/14

2016/5/25

2016/6/4
2016/7/9
2016/7/13

2016/7/30

2016/9/3

2016/9/14

2016/9/24

2016/10/8

Seminar Description
Venue
Seminar No.
Title
第272回CPDセミナー 関東 関西 Web NSPE総会参加報告～葛藤するNSPEとJSPEの役
(第2JSPE Day)
割/川村武也氏、損害保険会社のリスクアセスメ
ントモデル/内藤延彦氏、トラブル発生リスク、保
護機能との相関で変わる設計強度〜回転機械設
計における一例紹介/渋谷高広氏、BPメキシコ湾
事故の情報と日本の化学プラント重大事故/野本
泰之氏
第273回CPDセミナー 関東 関西
エネルギー技術開発とプロジェクトマネジメント/
森山亮氏
第274回CPDセミナー 関東 関西
海外工場建設とプロジェクトマネジメント/北林孝
顕氏
第275回CPDセミナー 関西
新しいカーボンサイクルの創出と微生物を活用し
たバイオ技術/東隆行氏
第276回CPDセミナー 関東
上手い！英語プレゼンテーションへのヒント/森村
久美子氏
第277回CPDセミナー 関東 関西
R&Dにおけるプロジェクトマネジメント/森口智規
氏
第278回CPDセミナー 関東 関西 Web 未利用エネルギー、再生エネルギーの活用と都
市における水素利用について/藤原孝行氏
第279回CPDセミナー 関東 関西
インフラ建設とプロジェクトマネジメント/川村武也
氏
第280回CPDセミナー 関東 関西
No.9 戦略的顧客開拓とプロジェクトマネジメント
「鬼金 PEにPMP
2015」
280th CPD Seminar ”
Strategic Account Development and Project
Onikin PE and PMP
Management
2015”, No.9:
新江東清掃工場見学 関東
東京・新江東清掃工場
会
Visiting Tour to Shin
Tokyo: Shin-Koto Incineration Plant
Koto Incineration
Plant
第1回エンジニアリン 関東
自動車排ガス不正問題の論点整理とディスカッ
グサロン：
ション
FY2016 1st Engineers
Discussion about Exhaust Gas Emission of
Salon:
Automotive - Second Session
第16回年次総会
関東
「実践的専門知復権の課題と技術者協会の役割」
16th Annual General
Special CPD Seminar: Restoration Challenge of
Meeting
Practical Intelligence and Role of Professional
Societies
関西モノづくり見学会
月桂冠大倉記念館および酒香房見学
関西
Kansai Visiting Tour
Sake Museum
第2回エンジニアリン 関東
持続可能なバイオマスの利活用および転換技術
グサロン：
の貢献
FY2016 2nd
Contribution of Energy Conversion Technology to
Engineers Salon:
Sustainable Use of Biomass
第281回 CPDセミ
関東
クラスレートハイドレートの資源利用および工業利
ナー:
用技術
281st CPD Seminar:
Clathrate Hydrate as an Unconventional Energy
Resource and Its Industrial Application
第283回CPDセミナー 関東 関西
プロジェクトの成否を分けるプロジェクト憲章
「鬼金 PEにPMP
2016」No.1：
283rd CPD Seminar
A project Charter which Determines the Success
"Onikin 2016" No.1:
or Failure of Projects
第3回エンジニアリン 関東
各国の社会汚染度、及び一人当たりGDPとの関
グサロン：
連(汚染国の成長の限界)
FY2016 3rd
Relation between Corruption Level and Country's
Engineers Salon:
GDP per Capita ~Corrupted Countries' Limits to
Growth"
第3回 JSPE Day (第 関東 関西
Part1 技術者倫理における環境への言及
282回 CPDセミナー)
Part2 地球環境問題におけるエンジニアの役割
Part3 21世紀の水問題について考えよう！
Part4 石油開発におけるHSE
3rd JSPE Day (282nd
Part1: Environmental Terms in Ethical Codes of
CPD Seminar)
Engineering
Part2: Role of Engineering in Global
Environmental Agenda
Part3: Let’s Think about Water Crisis of the
21st Century
Part4: HSE in Oil Exploration and Development
Fields
第284回CPDセミナー 関東 関西
様々な規格、契約を束ねるプロジェクトマネジメン
「鬼金 PEにPMP
ト
2016」No.2:
284th CPD Seminar
Project Management that Bundles Variety of
"Onikin 2016" No.2:
Standards and Contracts
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Seminar Description

Date
Venue
Seminar No.
第285回CPDセミナー 関東 関西
「鬼金 PEにPMP
2016/11/5 2016」No.3:
285th CPD Seminar
“Onikin 2016” No.3:
第4回エンジニアズサ 関東
2016/11/16 ロン
第286回CPDセミナー 関東 関西
「鬼金 PEにPMP
2016/12/3 2016」No.4:
286th CPD Seminar
"Onikin 2016" No.4:
第287回CPDセミ
関東
2016/12/10 287th CPD Seminar:

2017/1/14

2017/1/28
2017/2/15

2017/1/18
FY2017
2017/4/8

2017/4/15

第288回CPDセミナー 関東 関西
「鬼金 PEにPMP
2016」 No.5：
288th CPD Seminar
"Onikin 2016" No.5：
第289回CPDセミ
関東
289th CPD Seminar:
第5回エンジニアリン 関東
グサロン：
FY2016 No.5
第290回CPDセミナー 関東 関西
「鬼金 PEにPMP
2016」No.6:
290th CPD Seminar
"Onikin 2016" No.6:
第291回CPDセミ
関西
291st CPD Seminar:
第292回CPDセミ
ナー：

関東

292nd CPD Seminar:
2017/5/17
2017/5/27
2017/6/3
2017/6/10

2017/7/12

2017/7/29

2017/8/5

2017/8/27

2017/9/2

第1回エンジニアズサ 関東
ロン：
FY2017 Engineers
Salon No.1:
関東施設見学会：
関東
Kanto Visiting Tour
関西ものづくり見学
関西
Kansai Visiting Tour
関東
第17回年次総会
17th Annual General
Meeting
第2回エンジニアズサ
ロン：
FY2017 Engineers
Salon No.2:
第293回CPDセミナー
「鬼金 PEにPMP
2017」No.1:
293rd CPD Seminar
"Onikin 2017" No.1:
第1回戦略エンジニア
ズサロン
1st Strategic
Engineers Salon:
PMBOK Guide 6th 解
読会
Pre-discussion on
PMBOK Guide 6th
第294回CPDセミナー
「鬼金 PEにPMP
2017」No.2:
294th CPD Seminar
"Onikin 2017" No.2:

関東

PDH

Title
プロジェクトの道しるべとなるプロジェクトマネジメ
ント計画書

Participan
PDH
ts
Provided

3

23

69

1

10

10

3

21

63

2.5

31

77.5

3

18

54

2.5

26

65

1

8

8

3

23

69

2

10

20

2

20

40

1

11

11

2

14

28

1.5

9

13.5

1.5

46

69

1

10

10

3

29

87

2

16

32

2.5

7

17.5

3

26

78

Project Management plan ~Guideline of the
Project Management
テーマ：持続可能な水資源活用への課題
A Challenge for Sustainable Utilization of Water
Resources
そうだったのかぁ…今日から使えるTools and
Technique
How to Use Tools and Techniques
バイオマス転換プロセスの技術開発
Engineering Development of Biomass Conversion
Process
PMBOK® Guideから読み取るProject Quality
Managementと実作業への展開
The Project Quality Management, How to Reflect
the Actual Work from PMBOK® Guide
炭素材料の製造技術とエンジニアの関わり
Process for Carbon Products - Role of Engineer
for Breakthrough in the Process
環境規制
Environmental Regulations of the Sea
プロジェクトマネジメントとネゴシエーション
Project Management and Negotiation
関わってきた触媒利用と今後の期待
Researched Catalysts in My Career and Further
Expectation
低炭素で資源循環を目指した社会に必要とされる
エンジニアリング技術
Engineering technology required for the society
aiming to low-carbon and resource circulation
海外建設プロジェクトの今昔物語
Overseas Construction Projects with the
Changing Times
J-Power磯子火力発電所
J-Power Isogo Thermal Power Generation Plant
大阪工業大学見学
Osaka Institute of Technology Umeda Campus
石油・天然ガス開発技術の最先端～イージーオイ
ル・ガス開発を越えて～
Advanced Technologies in Oil & Gas
Development beyond Easy Oil & Gas
建築物の品質保証
Quality Assurance of Building Design and
Construction

関東 関西
スケジュールマネジメント-プラント建設を例に
Schedule Management – Focusing on Plant
Construction
関東 関西

Engineering Ethics Learned from Mistakes

関東 関西

関東 関西
発注者側プロマネの視点とトラブル事例
Viewpoint and Trouble Cases of Project Manager
on the Client side
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Year

Seminar Description

Date
Seminar No.

Venue
関東 関西

第4回 JSPE Day “交
通・輸送技術”(第295
回 CPDセミナー)

2017/9/23

4th JSPE Day ”
Traffic/
Transportation
Technology” (295th
CPD Seminar)

第296回CPDセミ
2017/10/14 ナー：
296th CPD Seminar:

関東 関西

第297回CPDセミ
2017/11/11 ナー：
297th CPD Seminar:

関東 関西

第3回エンジニアズサ 関東
2017/11/15 ロン：
FY2017 Engineers
Salon No.3:
第298回CPDセミ
関東 関西
2017/12/2 ナー：
298th CPD Seminar:
第299回CPDセミ
ナー：

関東

2017/12/9
th

299 CPD Seminar:

2018/1/27

2018/2/10

2018/3/14
FY2018
2018/4/18

第300回CPDセミ
300th CPD Seminar:
第301回CPDセミナー
「鬼金 PEにPMP
2017」No.6:
301st CPD Seminar
"Onikin 2017" No.6:
第4回エンジニアズサ
ロン：
FY2017 Engineers
Salon No.4:
第5回エンジニアズサ
ロン：

関東 関西
関東 関西

関東

関東

関西

2018/4/21
302nd CPD Seminar:
関東

303rd CPD Seminar
第1回エンジニアズサ 関東
ロン：

2018/5/16

2017/6/2
2018/6/16

2018/6/23

FY2018 Engineers
Salon No.1:
第18回年次総会
18th Annual General
Meeting
関西ものづくり見学
Kansai Visiting Tour

Part1 NSPEアトランタ総会の参加報告とJSPEの
役割
Part2 航空機エンジンのマーケット概況ならびに
技術動向
Part3 自動運転技術の開発動向と課題
Part4 オレゴン州における道路信号エシックス事
例を考える
Part5 エレベータの最新技術動向紹介
Part6 コンテナターミナルの自動化
Part1: Annual Meeting Report on the
PECON2017 and JSPE Roles
Part2: Market Overview on Aircraft Engines and
Its Technology Trend
Part3: Development Trend and Issues of
Automated Driving Technology
Part4: Traffic Signal Ethics Case in Oregon State
Part5: Leading-edge Technology of High Speed &
Large Capacity Elevator
Part6: Container Terminal Planning & Automated
Terminal
組み込みシステム開発におけるプロジェクトマネ
ジメントと教訓
Project Management Practices and Its Lessons
Learned in the Field of Embedded Software
EPC向けソリューションベンダーの営業活動にお
けるプロジェクトマネジメント
Project Management Practices in Sales
Activities by Solution Vendors for EPC

5

50

250

3

25

75

3

16

48

1

9

9

3

24

72

2.5

34

85

2

39

78

3

28

84

1

8

8

1

20

20

2

10

20

2

24

48

1

17

17

1.5

48

72

1.5

9

13.5

1.5

19

28.5

失敗に学ぶ技術倫理
Engineering Ethics Learned from Mistakes
プロジェクト成功のカギを握るStakeholder
Management
The Stakeholder Management Makes a Project
Successful
エネルギービジネスは第4次産業革命でどう変わ
るのか / 住宅・ビル制御の世界標準KNXと、その
最新技術動向
How the Fourth Revolution Changes Energy
Business / KNX, the World Standard for
House/Building Control, and Its Latest
Technology
Educating the Citizen Engineer of 2020:
Challenges and Opportunities for Japan and the
US
転ばぬ先のリスクマネジメント～リスクに対応でき
るプロマネを目指そう

情報改ざんを伴う不正事例とEngineering Ethics

FY2017 Engineers
Salon No.5:

第303回CPDセミ

Title

Participan
PDH
ts
Provided

Risk Management - Become a project manager
capable of responding to risks

第302回CPDセミ
ナー：

2018/4/21

PDH

関東

Engineering Ethics for On-Site Technical
Information
米国原子力産業の実情と政府支援の状況 －米
国での事業経験からの視点－
FY2017 Engineers Salon No.5: Recent US
Nuclear Business Environment and Government
Support -View from US Business Experienceあなたの現場にも簡単適用 手持ちのデータが宝
に変わる～既に始まる現場へのIoT+AI技術投入
Data to Insight by Application to Your Site of
Machine Learning ~ Here comes the IoT and AI
Technology~
ロボットをお笑いの舞台に立たせる教授芸人
Can Comedian Robots Play on Stage?: Challenge
of a Professor
技術者倫理と武士道精神 日本人の価値観と倫理
観 そのルーツとグローバルな意義
FY2018 Engineers Salon No.1: Bushido, the Code
of the Samurai, which is Underlying Basis of
Japanese Engineering Ethics
米国-北朝鮮関係をどう解釈するか
An Interpretation of the US- North Korean
Relationship
大阪：河内ワイン館
Osaka: Kawachi Winery

関東施設見学会：

浦和水素ステーション

Kanto Visiting Tour

Kanto Visiting Tour to Urawa Hydrogen Station
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Year

Seminar Description

Date

2018/7/7

2018/8/1

2018/9/1

2018/9/4

Seminar No.
第304回CPDセミナー
「鬼金 PEにPMP
2018」No.1:
304th CPD Seminar
"Onikin 2018" No.1:
第2回エンジニアズサ
ロン：
FY2018 Engineers
Salon No.2:
第305回CPDセミナー
「鬼金 PEにPMP
2018」No.2:
305th CPD Seminar
"Onikin 2018" No.2:
第3回エンジニアズサ
ロン：

Venue
関東 関西

PDH

Title
プロジェクト始めるためのプロジェクト:フィジビリ
ティスタディ

Participan
PDH
ts
Provided

3

20

60

1

10

10

3

27

81

1

6

6

5

32

160

3

27

81

3

20

60

1

6

6

3

15

45

2.5

24

60

3

22

66

2

19

38

1.5

69

103.5

1

12

12

Feasibility Study: the Project to Initiate a Project
関東

水素社会
Hydrogen Society

関東 関西

プロジェクトの成否を分けるスコープ定義
Scope Definition Leading to Successful Project

関東

Engineering Leadership

FY2018 Engineers
Salon No.3:
Engineering
Leadership
関東 関西 Web Part1 NSPEラスベガス総会の参加報告
Part2 風力発電の最新技術
Part3 電機技術とインフラ産業の将来像
(Utility3.0)
第5回 JSPE Day “エ
Part4 ライフサイクルの視点から視た建物のエネ
ネルギー”(第306回
ルギー消費~省エネチューニングとメンテナンス~
CPDセミナー)
Part5 100年後の電気とそれを支える人材とは?

2018/9/22

Part1: Report of NSPE Annual Meeting
(PECON18 in Las Vegas)
Part2: Latest Trends of Wind Power Technology
Part3: Utility of the Future in Japan(Utility 3.0)
Part4: Building Energy Consumption Examined
from Life Cycle Point of View Energy Saving
Tuning and Maintenance ~
Part5: What would like to Leave to Electrical
Engineers of Next Century?

5th JSPE Day ”
Energy”
(306th CPD
Seminar)

第307回CPDセミナー
「鬼金 PEにPMP
2018/10/13 2018」No.3:
307th CPD Seminar
"Onikin 2018" No.3:
第308回CPDセミナー
「鬼金 PEにPMP
2018/11/10 2018」No.4:
308th CPD Seminar
"Onikin 2018" No.4:
第4回エンジニアズサ
2018/11/14 ロン：
FY2018 Engineers
Salon No.4:
第309回CPDセミナー
「鬼金 PEにPMP
2018/12/8 2018」No.5:
309th CPD Seminar
"Onikin 2018" No.5:
第310回CPDセミ
ナー：

関東 関西

関東 関西

関東

関東 関西

関東

2019/6/8

2019/6/18

バイオマス発電導入の課題について、再生可能
エネルギーの展望と取組状況
Issues about Introduction of Biomass Power
Generation / Prospects and Efforts of
Renewable Energy

第311回CPDセミナー 関東 関西
「鬼金 PEにPMP
2018」No.6:
311st CPD Seminar
"Onikin 2018" No.6:
第312回CPDセミ
関東
312nd CPD Seminar:
第19回年次総会

AGILE PRACTICE GUIDEを読んでみよう
Let’s Study the Agile Practice Guide

310 CPD Seminar:

FY2019

私が経験したウズベキスタン
My Experienced in Uzbekistan

th

2019/2/23

Initiation of Project-Based Businesses: Roles of
PMO
品質、プロジェクト、倫理
Quality, Project and Ethics

2018/12/15

2019/2/9

プロジェクトベースビジネスの立上げ： PMOの役
割

関東

ソフトウェアの仕様定義の重要性とプロジェクトマ
ネジメント
Importance of Defining the Software
Specification and It’s Project Management
凝縮系核反応研究の現状と今後の展望
Status of Condensed Matter Nuclear Reaction
and Its Future Prospect
日本の技術者制度と技術者倫理：米国PE制度と
の関係において)

19th Annual General
Meeting

Japanese System of Engineer and Engineering
Ethics: In Relation to the PE System of the
United States

第1回エンジニアズサ 関東
ロン：
FY2019 Engineers
Salon No.1:

大規模プロジェクトにおけるリスクマネジメント～リ
スクはとにかく早くつぶせ！
Risk Management in Large-scale Projects
~Respond Quickly to Risk~
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Year

Seminar Description

Date

2019/6/22

Venue
関西

Seminar No.
関西ものづくり見学
会：

2019/9/8

第2回エンジニアズサ 関東
ロン：
FY2019 Engineers
Salon No.2:
第314回CPDセミナー 関東 関西
「鬼金 PEにPMP
2019」No.1:
314th CPD Seminar
"Onikin 2019" No.1:
関東 関西 Web

第6回 JSPE Day “気
候変動”(第315回
CPDセミナー)

2019/9/28

2020/1/19

2020/2/8

2020/2/19
2020/2/22

1.5

9

1

14

ジョージア州のPE登録とLNGプラント建設工事
PE Registration on Georgia, and Introduction of
LNG Plant
研究開発におけるプロジェクトマネジメント

13.5

14
0

3

23

69

5

48

240

3

23

69

1

6

6

3

27

81

3

26

78

2

33

66

2

13

26

3

21

63

1

5

5

3

10

30

Project Management for Research and
Development
Part1 NSPEカンザスシティ総会の参加報告
Part2 気候変動(脱炭素社会)に対する重工業メー
カーとしての取り組み
Part3 気候変動 -何が本当に不都合な真実なの
か？Part4 2070 年地球温暖化を2℃以下にするため
の実行解の提案-Shell Sky Scenario 2018 の紹
介Part5 地球環境対応と製品安全性 -家庭用冷凍
冷蔵庫冷媒を微燃性へ変更提言Part1: PE Conference in Kansas City (PECON19)
Part2: An Effort on Climate Change as a Heavy
Industry Company
Part3: Climate Change -What is a real
inconvenient truth?Part4: Shell Sky Scenario 2018: A feasible
solution to suppress the rise of temperature
below 2 degree by the year 2070
Part5: A proposal to change household
refrigerator’s refrigerants to weak flammable one

6th JSPE Day ”
Climate Change”
(315th CPD Seminar)

第313回CPDセミナー
「鬼金 PEにPMP
2019/10/5 2019」No.2:
313rd CPD Seminar
"Onikin 2019" No.2:
第3回エンジニアズサ
2019/10/16 ロン：
FY2019 Engineers
Salon No.3:
第316回CPDセミナー
「鬼金 PEにPMP
2019/11/2 2019」No.3:
316th CPD Seminar
"Onikin 2019" No.3:
第317回CPDセミナー
「鬼金 PEにPMP
2019/12/7 2019」No.4:
317th CPD Seminar
"Onikin 2019" No.4:
第318回CPDセミ
2019/12/14 ナー：
318th CPD Seminar:

Title

Participan
PDH
ts
Provided

びわ湖ホール
Biwako Hall

Kansai Visiting Tour
2019/8/28

PDH

関東 関西 Web プロジェクトにおけるリスクマネジメント
Risk Management on Projects
関東

関東 関西

アメリカの土木工学教育と留学経験
Civil Engineering Education in the U.S. and Study
Abroad Experience
NSPE BERケースから倫理的プロジェクト実務を
読み解く

Ethical Project Practice appeared in NSPE BER
Cases
関東 関西 Web 規格開発におけるプロジェクトマネジメント
Project Management in Standard Development
関東

Web バイオマスの利活用による炭素循環 ～中長期
のエネルギービジョンに向けて
Global Carbon Cycle Using Biomass-Toward a
Mid- to Long-term Energy Vision
第319回CPDセミ
関東
Web 公共計画プロセスの理論と実践例 -技術的検討
ナー：
と計画検討、市民参画
Global Carbon Cycle Using Biomass-Toward a
th
319 CPD Seminar:
Mid- to Long-term Energy Vision
第320回CPDセミナー 関東 関西 Web 建築設計プロジェクト・マネジメント 手法の変遷と
「鬼金 PEにPMP
BIM / CIM
2019」No.5:
Architectural Design Project Management –
320th CPD Seminar
Changes in Method and BIM/CIM
"Onikin 2019" No.5:
第4回エンジニアズサ 関東
FY2019 Engineers Salon No.4: Introduction to
ロン：
Thermal Cracking of Concrete
関東施設見学会：
関東
神田川・環状七号線地下調節池
Kanda River Circular Route 7 Underground
Kanto Visiting Tour
Control Pond
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Yearly Provided PDH ans Participants
Year
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Yearly
Provided
PDH

Yearly
Number of
Participant
Events
s

426
673
1,481
1,160
2,000
685
899
622
1,217
598
878
892
1,034
1,106
1,035
941
1,115
892
876

244
253
471
332
552
447
396
261
405
196
298
368
407
341
366
369
431
375
339

8
8
20
26
31
38
31
21
38
18
23
27
23
19
15
19
20
19
15

2,500

50

2,000

40

1,500

30

1,000

20

500

10

0

0

Yearly Provided PDH

Yearly Participants

78

Number of Events

Number of Events

Yearly Provided PDH or Yearly Participants

CPD Activity

JSPEマガジンの変遷／Quarterly Magazines
Vol.1 (2008, April)
1 会⾧挨拶

JSPE/SAME交流会の報告

2 Coming EVENT

3

4

5

Vol.2 (2008, July)
NSPE 会⾧ JSPE 総会に参加

Vol.3 (2008, October)

Vol.4 (2009, January)

オレゴンでの NSPE 年次総会 PE 試験合格者のワシントン
に４名が参加！

NSPE 会⾧との会議

州登録

Vol.5 (2009, April)
植村会⾧便り

拶

Coming event

Coming event

Coming event

Coming event

Coming event

理事会ニュース

理事会ニュース

理事会ニュース

理事会ニュース

理事会ニュース

教育部会 CPD セミナー

教育部会 CPD セミナー

教育部会 CPD セミナー

Ethics: You Be The Judge, 新しい Ethics: You Be The Judge,
オーナーシップの下で

How Close Is Too Close?

会員からの投稿
最近の日本に思う

海外からの連絡

海外からの連絡

ブームは続くよいつまでも

カナダの P.eng

合格体験記
PE 登録1件(Civil, FL)

参加
2009-2010 年 JSPE 新会⾧挨

会⾧からのメッセージ

Ethics: You Be The Judge, 市 Ethics: You Be The Judge, 人

Ethics: You Be The Judge, 親

技術者としてのコンサルタン 的ネットワーク作りに関する
ト業務

問題

会員からの投稿

会員からの投稿

会員からの投稿

最近の日本に感じること

マイブームについて

建築屋さんの旅行

海外からの連絡

密すぎて、気安くできない?

会員からの投稿
紹介

海外からの連絡

Leakage Management In

U.A.E.の砂漠から

The Middle East

合格体験記

PE 試験4件 (Mechanical x 2,

(Mechanical, Electrical)

Electrical, Civil)

性

海外からの連絡
U.A.E.の米国系設計事務所の
建築家

合格体験記

合格体験記

PE 登録3件(Mechanial, WA) 合格体験記

PE登録4件(Environmental,

PE 登録1件(Civil, OR)

(Mechanial, OR)(Chemical,

MI)(Electrical,

PE 登録1件(WA)

OR)
PE 試験2件

会員からの投稿

成田空港のはなし／私の職場 外観検査及び目視検査の重要

合格体験記
6

Vol.6 (2009, July)
NSPE 次期会⾧ JSPE 総会に

PE 試験1件(Mechanical)

OR)(Mechanical, OR)(WA)

PE 試験3件(Mechanical,

PE 試験3件(Mechanical,

PE 試験2件(Mechanical,

Electrical, Chemical)

Environmental, Chemical)

Electrical)

FE/PE 試験状況

PE 試験状況

FE/PE 試験開催

FE 試験1件(Civil)

7

PE 試験動向（PE CIVIL 試験の
変更）

PE 試験状況

PE 試験合格率

NSPEmagazine 記事の紹介
各国の PE 制度の紹介

NSPEmagazine 記事の紹介

8 オーストラリアのプロフェショナ

（危機管理を実施する際に共

（米国技術者の平均サラリー 通して見られる１０の誤りを

ル・エンジニア資格

比較）

回避するために）（待たない
方が得策？）
各州PE法事情①オレゴン州

各州PE法事情②ワシントン州 各州PE法事情③テキサス州
オレゴン州試験資格認定委員
会情報

9 新入会員紹介

10 編集後記

新入会員紹介

新入会員紹介

新入会員紹介

新入会員紹介

新入会員紹介9名

編集後記

編集後記

編集後記

編集後記

編集後記

ホームページサーバ更新

ホームページ便り

神野

神野

神野

神野

田崎、西川、日野、丹下、

田崎、西川、日野、丹下、

田崎、西川、日野、丹下、

田崎、西川、日野、丹下、

Ammar HASSAN、平山、川

Ammar HASSAN、平山、川

Ammar HASSAN、平山、川

Ammar HASSAN、平山、川

村

村

村、鈴木

村、鈴木

11

編集責任者
編集委員

オレゴン州 PE ボード情報

神野

神野

田崎、西川、日野、丹下、

田崎、西川、日野、丹下、

Ammar HASSAN、平山

Ammar HASSAN、平山
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Vol.7 (2009, October)

Vol.8 (2010, January)

NSPE 年次総会参加

土屋会⾧年頭の挨拶

Vol.9 (2010, April)

Vol.10 (2010, July)

Vol.11 (2010, October)

JSPE 10 周年記念行事企画が JSPE 10 周年総会 NSPE

NSPE 2010 Annual Meeting

始動

参加報告

Mr.GROSSMAN 会⾧来る

Vol.12 (2010, January)

2010年NCEES総会報告

海外からの年賀状

Vol.13 (2011, April)
世紀の大地震に対し NSPE か

2011 年新春のご挨拶

らのメッセージ
こ

れからのPE/FE試験について

Coming event

Coming event

Coming event

Coming event

Coming event

Coming event

Coming event

理事会ニュース

理事会ニュース

理事会ニュース

理事会ニュース

理事会ニュース

理事会ニュース

理事会ニュース

教育部会 CPD セミナー

教育部会 CPD セミナー

教育部会 CPD セミナー

教育部会 CPD セミナー

教育部会 CPD セミナー

教育部会 CPD セミナー

教育部会 CPD セミナー
Ethics: You Be The Judge,
「ソーシャルであること」に
伴うリスク

Ethics: You Be The Judge, 報
酬を受けること～社外の製品 Ethics: You Be The Judge, 見 Ethics: You Be The Judge, 見
について規定することは非倫 知った競合相手？

会員からの投稿

Super Positive Person のす

転職は夢実現のステップアッ 書評：日本辺境論

すめ

プ

海外からの連絡

海外からの連絡

カタールのアマチュア無線事 工学的観点から見たスリラン
カの土

会員からの投稿2件
損害賠償保険

海外からの連絡
シンガポール新生活

Ethics: You Be The Judge,
「ソーシャルであること」に
伴うリスク

理とされるか～

会員からの投稿

情

議員規則違反？

会員からの投稿2件

会員からの投稿

会員からの投稿

首になるかも知れない

マインドマップにトライ

LEEDとは？

海外からの連絡

海外からの連絡

ドバイ事情昨今

落日と復

権（？）

ラマダーン体験記
米国建築家事情

PE 受験者、PE 登録者サポー

PE 受験者、PE 登録者サポー

ト情報

ト情報

合格体験記

合格体験記

合格体験記

PE登録3件(Mechanical,

PE登録3件(Mechanical,

PE登録3件(Mechanical,

OR)(Mechanical,

WA)(Chemical,

WA)(Mechanical,

WA)(Electrical, WA)

NC)(Mechanical, WA)

TX)(Chemical, OR)

PE 試験4件(Mechanical x2,
Electrical, Chemical)

FE/PE 試験

PE 試験1件(Mechanical)

PE 試験5件(Mechanical x4,
Civil)

合格体験記
PE登録3件(Electrical, WA
x2)(Civil, WA)

PE 試験2件(Mechanical)

PE更新2件(OR)

PE更新2件(OR)

PE更新2件(OR)

FE/PE 試験

FE/PE 試験

FE/PE 試験

州

イナ州

PE登録2件(Mechanical, WA)

PE 試験2件(Mechanical,
Electrical)

FE/PE 試験

各州PE法事情④カリフォルニ 各州PE法事情⑤ワイオミング 各州PE法事情⑥サウスカロラ 各州PE法事情⑦韓国の技術士
ア州

合格体験記

法

各州PE法事情⑧フロリダ州

会員からの投稿2件
IT 技術を使った試験勉強
神戸大学 MBA を修了して

海外からの連絡
ロシア生活事情

海外からの連絡

脱ガラパゴス！内にも外にも パキスタンでの地質調査
国際化を！

合格体験記
PE登録2件(Mechanical,
WA)(Machanical, TX)

PE 試験3件(Mechanical)

合格体験記
PE登録1件(Mechanical, WA)

PE 試験3件(Mechanical,
Civil, Electrical)

私のPDH audit体験 (OR)

PE更新2件(OR)

FE/PE 試験

FE/PE 試験

各州PE法事情⑨ニューヨーク
州

各州PE法事情⑩ルイジアナ州

オレゴン州試験資格認定委員 オレゴン州試験資格認定委員 オレゴン州試験資格認定委員 オレゴン州試験資格認定委員 オレゴン州試験資格認定委員 オレゴン州試験資格認定委員 オレゴン州試験資格認定委員
会情報

会情報

会情報

会情報

会情報

会情報

PE 会員のためのページ

会情報
PEになろう

WEB で取得できる PDH

NSPE/NCEESの歴史①1934
年NSPE設立
-

新入会員紹介11名

新入会員紹介8名

新入会員紹介6名

新入会員紹介4名

新入会員紹介6名

新入会員紹介2名

編集後記

編集後記

おくやみ

編集後記

編集後記

編集後記

編集後記

ホームページ便り

ホームページ便り

ホームページ便り

ホームページ便り

神野

神野

神野

田崎、西川、日野、丹下、

田崎、西川、日野、丹下、

田崎、西川、日野、丹下、

Ammar HASSAN、平山、川

Ammar HASSAN、平山、川

Ammar HASSAN、平山、川

村、鈴木

村、鈴木

村、鈴木

編集後記

ホームページ便り

神野

神野

神野

神野

田崎、西川、日野、丹下、

田崎、西川、日野、丹下、

田崎、西川、日野、丹下、

田崎、西川、日野、丹下、

平山、川村、鈴木

平山、川村、鈴木

平山、川村、鈴木

平山、川村、鈴木
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Vol.14 (2011, July)

Vol.15 (2011, October)

第 11 回 JSPE 総会開催。

NSPE 2011 Annual Meeting

NSPE 会⾧ Mr.Hardy 参加

参加報告

Vol.16 (2012, January)
2012 年新春のご挨拶
2011年NCEES総会報告

Vol.17 (2012, April)

Vol.18 (2012, July)

Vol.19 (2012, October)

Oregon PE は更新時に CPD

通常総会と特別 CPD セミ

NSPE Annual Meeting 参加

organizational form の提出が ナー開催
こ

報告

継続教育(CPD)の証明に関し

Vol.20 (2013, January)
2013 年新春のご挨拶

2012年NCEES総会報告

れからのPE/FE試験について て
PE 登録リファレンスに関し
て
Coming event

Coming event

Coming event

Coming event

Coming event

Coming event

Coming event

理事会ニュース

理事会ニュース

理事会ニュース

理事会ニュース

理事会ニュース

理事会ニュース

理事会ニュース

教育部会 CPD セミナー

教育部会 CPD セミナー

教育部会 CPD セミナー

教育部会 CPD セミナー

教育部会 CPD セミナー

教育部会 CPD セミナー

教育部会 CPD セミナー

会員からの投稿1件

Ethics: You Be The Judge,

Ethics: You Be The Judge,

「ソーシャルであること」に

漏れやすい倫理？

伴うリスク

個人の責任

会員からの投稿

Nissan LPIE の活動で得たも グローバリゼーションは本当
の

に社会に根付くのか？

海外からの連絡
海外からの連絡

漢字文化圏における日本人

タイのエンジニア事情

PE/EIT の優位性について

会員からの投稿1件
会員からの投稿

大阪電気通信大学 2011 年度

自転車通勤

「国際工学技術者育成セミ
ナー」完講報告

会員からの投稿1件
クトマネジメント適用

海外からの連絡

海外からの連絡

海外からの連絡

香港エンジニア事情2件

PE として海外で働くという

Bits of History – A Message

こと 香港での体験談

from an Oregon Engineer

ラスベガス”裏”レポート

合格体験記

合格体験記

PE登録2件(Mechanical,

PE登録3件(Mechanical,

WA)(Chemical, WA)

DE)(Civil, CA)

PE 試験1件(Chemical)

PE 試験1件(Mechanical)

PE 試験1件(Mechanical)

私の PDHaudit 体験(OR)

私の PDHaudit 体験(OR)

私のPDH audit体験 (OR)

合格体験記
PE登録1件(Mechanical, WA)

会員からの投稿

トライアスロンへのプロジェ 公共工事受注者側の視点で思
うところ

最近になって思うこと

海外からの連絡

海外からの連絡

異国の地での生活経験

Kalimantan 便り

合格体験記

合格体験記

PE登録2件(Mechanical,

PE登録3件(Mechanical,

WA)(Chemical, WA)

WA)(Environmental, WA)

PE 試験1件(Civil)

会員からの投稿

合格体験記
PE登録1件(Mechanical, CA)

PE 試験2件(Mechanical,

PE 試験2件(Mechanical,

Electrical)

Electrical)

Ethics

私のPDH audit体験 (OR)

私のPDH audit体験 (OR)
「PE マニュアル（仮称）」
編集中！
サウジアラビア PE/FE 試験
参加報告

各州PE法事情⑪デラウェア州 各州PE法事情⑫アイオワ州

各州PE法事情⑬Industrial

各州PE法事情⑭ABETとPEの

Exemption について

関係

各州PE法事情⑮連邦環境保護
局EPAのPE要求と州法との関
係

オレゴン州試験資格認定委員 オレゴン州試験資格認定委員 オレゴン州試験資格認定委員 オレゴン州試験資格認定委員 オレゴン州試験資格認定委員 オレゴン州試験資格認定委員 オレゴン州試験資格認定委員
会情報

会情報

会情報

会情報

会情報

会情報

会情報

-

新入会員紹介3名

新入会員紹介7名

新入会員紹介2名

新入会員紹介11名

編集後記

編集後記

編集後記

編集後記

編集後記

NSPE/NCEESの歴史②

NSPE/NCEESの歴史③1970

Engineer / Technologist /

年代

Technician
新入会員紹介9名

新入会員紹介3名

CPD要求制度の始まり

おくやみ

編集後記

編集後記

ホームページ便り

神野

神野

神野

神野

神野

神野

神野

田崎、西川、日野、丹下、

田崎、西川、日野、丹下、

田崎、西川、日野、丹下、

田崎、西川、日野、丹下、

田崎、西川、日野、丹下、

田崎、西川、日野、丹下、

田崎、西川、日野、丹下、

平山、川村、鈴木

平山、川村、鈴木

平山、川村、鈴木

平山、川村、鈴木

平山、川村、鈴木

平山、川村、鈴木

平山、川村、鈴木

81

Vol.21 (2013, April)
FE/PE 受験・登録セミナ開催
エンジニアリングジャーナル
誌インタビュー 巨大事故で考
えるエンジニアの責任

Vol.22 (2013, July)

Vol.23 (2013, October)

2013 年度通常総会と特別

2013-2014 年度 JSPE 運営方 会⾧新春挨拶

Vol.24 (2014, January)

CPD セミナー開催

針について

Vol.25 (2014, April)
コミュニケーションツールと

グローバルとローカルの狭間 しての NSPE 倫理規定

ソフトウエア PE ライセンス JSPE ミネアポリス NSPE 総 2013年NCEES総会とJPEC最
の創設

会参加報告

Vol.26 (2014, July)
第14回通常総会開催報告

Vol.27 (2014, October)
2014年NSPE年次総会＠ワシ
ントンDC参加報告

NSPE会⾧との懇談会

新情報

NCEES学歴評価支援サービス
の状況について
Coming event

Coming event

Coming event

Coming event

Coming event

Coming event

Coming event

理事会ニュース

理事会ニュース

理事会ニュース

理事会ニュース

理事会ニュース

理事会ニュース

理事会ニュース

教育部会 CPD セミナー

教育部会 CPD セミナー

教育部会 CPD セミナー

教育部会 CPD セミナー

教育部会 CPD セミナー

教育部会 CPD セミナー

教育部会 CPD セミナー

Ethics: You Be The Judge,

Ethics: You Be The Judge,

Ethics: You Be The Judge,

Ethics: You Be The Judge,

Ethics: You Be The Judge,

彼らを入れるか？

過度の情報漏れ

質問回答サービスの疑問

過去のプロジェクトの宣伝

審判のモレ

Ethics: You Be The Judge,
働かざる者、報酬を得るべか
らず

Ethics: You Be The Judge,
国際間の紛争

会員からの投稿1件
会員からの投稿1件
TOEIC でなく IELTS のスス

会員からの投稿1件

メ― 日本人技術者が受けてい エンジニアとしての責任

会員からの投稿1件

会員からの投稿

会員からの投稿

ロボットエンジニアの愚痴

書評：はじめての工学倫理

ない英語教育 ―

東日本大震災被災地を訪ねる
Engineers Week

日本未来科学館
転職活動とPE資格について
書評：エンジニアに学ぶ101
のアイデア、統計学は最強の

会員からの投稿
話題の現代建築：梅田スカイ
ビルの紹介

学問である

海外からの連絡

海外からの連絡

PE 資格の認識度と資格の相

国際社会における日本人技術

互承認

者の価値 -To give utmost

ニュージーランド

編

performance-

海外からの連絡2件
ラマダンを経験して
Project in Indonesia

海外からの連絡

海外からの連絡
年配海外赴任者の英語再学習
法
トルクメニスタンのお国事情

会員外の声

ループ参加から受講に至るま

海外からの連絡
海外での仕事～日本人考

合格体験記

合格体験記

合格体験記

PE登録1件(Mining and

PE登録2件(Mechanical,

PE登録2件(Mechanical, WA)

Mineral Processing, AK)

WI)(Mechanical, OR)

(Mechanical, TX)

インドネシアの高速道路施工
管理
会員外の声
慶應義塾大学大学院システム
デザイン・マネジメント研究

学教育

科の取り組み

海外からの連絡1件

で

マレーシアにおける日本式工

デザイン・マネジメント研究

PE登録1件(Chemical, WA)

Web セミナーワーキンググ

会員外の声

慶應義塾大学大学院システム

合格体験記

サウジアラビアからの JSPE

科の取り組み

合格体験記

合格体験記

PE登録1件(Chemical, WA)

PE登録1件(Industrial, CO)

合格体験記

PE 試験1件(Industrial,

PE 試験3件(Mechanical,

PE 試験2件(Industrial,

PE 試験2件(Mechanical,

Mechanical)

Chemical, Civil)

Mechanical)

Civil)
FE 試験1件(Electrical)

PE 登録情報

PE資格の必要業務に関する情
報（ルイジアナ州の例）

FE/PE 試験

FE/PE 試験

2014 年から FE 試験が CBT

2014 年から FE 試験が CBT

に移行

に移行

オレゴン州試験資格認定委員

オレゴン州試験資格認定委員 オレゴン州試験資格認定委員 オレゴン・ワシントン州試験

会情報

会情報

会情報

資格認定委員会情報

新入会員紹介2名

新入会員紹介10名

新入会員紹介1名

新入会員紹介11名

新入会員紹介3名

新入会員紹介6名

新入会員紹介5名

編集後記

編集後記

編集後記

編集後記

編集後記

編集後記

編集後記

神野

神野

西川

西川

西川

西川

西川

田崎、西川、日野、丹下、

田崎、西川、日野、丹下、

平山、川村、鈴木

平山、川村、鈴木

鈴木、森口、土屋、村瀬、田 鈴木、森口、土屋、村瀬、田 鈴木、森口、土屋、村瀬、田 鈴木、森口、土屋、村瀬、田 鈴木、森口、土屋、村瀬、田
崎、柴山、平山、川村、阪

崎、柴山、平山、川村、阪

崎、柴山、平山、川村、阪

崎、柴山、平山、川村、阪

崎、柴山、平山、川村、阪

井、神野

井、神野

井、神野

井、神野

井、神野
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Vol.28 (2015, January)
2015年

年頭挨拶

Vol.29 (2015, April)

メンタリ

Vol.30 (2015, July)
第15回通常総会

ング活動の推進～伝える、気

開催報告

NCEES Model Law改正内容

NSPEとは何か？改訂版のた

の解説

たき台

Vol.31 (2015, October)

Vol.32 (2016, January)

NSPE2015年シアトル総会参 2016年
加報告

年頭挨拶

JSPEの

見える化
WECC2015参加速報

Vol.33 (2016, April)
JABEEとのMOUの先にあるも
の

Vol.34 (2016, July)
第16回通常総会

開催報告

Grobal Day of the Engineer

JSPE/JABEEシンポジウム報

への参加

告

PE州登録に関する支援活動に
ついて
Coming event

Coming event

Coming event

Coming event

Coming event

Coming event

Coming event

理事会ニュース

理事会ニュース

理事会ニュース

理事会ニュース

理事会ニュース

理事会ニュース

理事会ニュース

教育部会 CPD セミナー

教育部会 CPD セミナー

教育部会 CPD セミナー

教育部会 CPD セミナー

教育部会 CPD セミナー

教育部会 CPD セミナー

教育部会 CPD セミナー

Ethics: You Be The Judge,

Ethics: You Be The Judge,

Ethics: You Be The Judge,

Ethics: You Be The Judge,

取り調べ中

優れた名前の価値

誠実な代理者？

会員からの投稿1件

会員からの投稿1件

会員からの投稿2件

Ethics: You Be The Judge,
設計・建設の板挟み：ゴム印
の要求

Ethics: You Be The Judge,
Ethics: You Be The Judge,

客先への二股の忠誠

販売が水浸し体験に

街の非常勤技術者の行動は倫 対立を引き起こす公園計画
理上問題がないか

会員からの投稿1件
太平洋の架け橋 新渡戸稲造
の再発見

海外からの連絡
南アフリカ生活事情

海外からの連絡
3次元モデルレビューとソウ
ル滞在記

会員外の声
マレーシアにおける日本式工
学教育

会員からの投稿2件
グローバル？ん、いつ習っ

会員からの投稿

た？

社会人3年目の感想

中国の大気汚染

合格体験記

ジメントと会計法

海外からの連絡1件

海外からの連絡

海外からの連絡

海外での仕事～日本人考

ジャカルタ駐在報告

アラスカの思い出

南米チリで生活してみて

会員外の声
EngineeringとEthicsと人文系

PE登録3件(Mechanical,

PE登録1件(Mechanical, OR) PE登録1件(Mechanical, DE) KY)(Petroleum, TX) (Civil,
KY)

PE 試験1件(Electrical)

場・PE

海外からの連絡

合格体験記
合格体験記

傾斜マンション・新国立競技 グローバルプロジェクトマネ 入院、テニス再開、そして痛

会員外の声

会員外の声

人間と機械の協調システムに

マレーシアにおける日本式工

おける研究と工学教育

学教育

風

海外からの連絡
プロバンスの国際プロジェク
ト

合格体験記
PE登録5件(Fire Protection,
OR)(Electrical, OR)
(Mechanical, DE) (Chemical,

合格体験記
PE登録1件(Environment, TX)

合格体験記

合格体験記

PE登録2件(Mechanical,

PE登録2件(Mechanical,

WA)(Civil, TX)

MI)(Environment, CO)

KY) (Civil, KY)

PE 試験2件(Chemical,

PE 試験1件(Environment)

Mechanical)

PE 試験2件(Electrical,
Mechanical)

FE 試験1件(Mechanical)
PE 登録情報

PE資格の必要業務に関する情

PE資格の必要業務に関する情

報（ルイジアナ州の例）

報（ルイジアナ州の例）

各州PE法事情⑬グアム島

各州PE法事情⑬グアム島

-

オレゴン州試験資格認定委員 オレゴン・ワシントン州試験 オレゴン・ワシントン州試験 オレゴン・ワシントン州試験 オレゴン州試験資格認定委員 オレゴン・ワシントン州試験 オレゴン・ワシントン州試験
会情報

資格認定委員会情報

資格認定委員会情報

資格認定委員会情報

会情報

資格認定委員会情報

資格認定委員会情報

新入会員紹介3名

新入会員紹介7名

新入会員紹介2名

新入会員紹介3名

新入会員紹介3名

新入会員紹介5名

新入会員紹介3名

編集後記

編集後記

編集後記

編集後記

編集後記

編集後記

編集後記

ホームページ・Facebook便
り

西川

西川

西川

西川

柴山

鈴木、森口、土屋、村瀬、田 鈴木、森口、土屋、村瀬、田 鈴木、森口、土屋、村瀬、田 鈴木、森口、土屋、村瀬、田
崎、柴山、平山、川村、阪

崎、柴山、平山、川村、阪

崎、柴山、平山、川村、阪

崎、柴山、平山、川村、阪

井、神野

井、神野

井、神野

井、神野

83

川村、鈴木、出家、神野、田
崎、向川原、小野寺、西川

柴山
渋谷、山浦、川村、鈴木、出
家、神野、田崎、向川原、小
野寺、西川

柴山
鈴木、出家、森口、神野、田
崎、向川原、小野寺

Vol.35 (2016, October)

Vol.36 (2017, January)

三重大学大学院機械工学

会⾧年頭挨拶 再びグローバ

特別演習の報告

ルとローカルの狭間から

Vol.37 (2017, April)
CBTの最新動向

Vol.38 (2017, July)
2016年度JSPE通常総会開催
報告

Vol.39 (2017, October)
NSPE通常総会参加報告

Vol.40 (2018, January)

Vol.41 (2018, April)

会⾧年頭挨拶 エシックスと 労働・雇用法制はプロフェッ
倫理の今

ショナルをどのように扱って

Grobal Day of the Engineer

JABEE-JSPE-NSPE合同会議

Grobal Day of the Engineer

への参加

開催報告

への参加

蔵前技術士会への PE 制度解
説 実施報告 ～ 日本技術士と
米国 PE との接点を探る
Coming event

Coming event

Coming event

Coming event

Coming event

Coming event

Coming event

理事会ニュース

理事会ニュース

理事会ニュース

理事会ニュース

理事会ニュース

理事会ニュース

理事会ニュース

教育部会 CPD セミナー

教育部会 CPD セミナー

教育部会 CPD セミナー

教育部会 CPD セミナー

教育部会 CPD セミナー

教育部会 CPD セミナー

教育部会 CPD セミナー

Ethics: You Be The Judge,

Ethics: You Be The Judge,

Ethics: You Be The Judge,

Ethics: You Be The Judge,

Ethics: You Be The Judge,

Ethics: You Be The Judge,

Ethics: You Be The Judge,

製造に関する倫理ジレンマ

交換条件は許容されるか？

危険な状況

動機に疑問

所有権の所在は？

競い合う価値

労働時間はどこへ行く？

会員からの投稿1件

会員からの投稿

会員からの投稿

システムエンジニアリングに

海外で通用するエンジニアの 地球環境保全への待ったなし

ついて

育成

会員からの投稿
社会人3年目の感想

海外からの連絡2件
海外でのPE資格更新体験記
ODA業務に従事してきた10年
～開発コンサルタントという
仕事～

海外からの連絡

海外からの連絡

海外建設事業に係わってきて 海外からの連絡

アメリカ-テキサス州（ヒュー

～プロジェクト実施の上流か 旅先雑考

ストン）での思い出-プラン

ら下流まで～

ト建設の初期計画での出張-

会員外の声

会員外の声

建築材料の国際化を目指す活

マレーシアにおける日本式工

動から学べること

学教育
合格体験記

合格体験記

PE登録4件(Chemical, TX)

PE登録1件(Electrical, DE)

(Mechanical, DE)
(Mechanical, TX) (Civil, DE)

FE 試験1件(Mechanical)

オレゴン・ワシントン州試験
資格認定委員会情報

新入会員紹介4名

合格体験記
PE登録2件(Mechanical,
OR)(Mechanical, TX)

PE登録1件(Electrical, NC)

会員からの投稿1件
QA閑話

海外からの連絡2件

海外からの連絡

サウジ建設現場状況

バングラデシュでの日常と業

50歳の転職記

務

合格体験記

合格体験記

の取り組み

PE登録2件(Mechanical,
KY)(Mechanical, TX)

PE 試験3件(Mechanical)

PE 試験1件(Mechanical)

合格体験記
PE登録3件 (Mechanical, TX) 合格体験記
(Chemical, OR) (Chemical,

PE登録1件(Mechanical, OR)

NC)
PE 試験2件(Mechanical,
Civil)

FE 試験1件(Mechanical)

FE 試験1件

FE 試験1件(Chemical)

FE 試験1件(Civil)

NCEES情報

NCEES情報

NCEES情報

NCEES情報

NCEES情報

NCEES情報

新入会員紹介3名

新入会員紹介9名

新入会員紹介5名

新入会員紹介4名

新入会員紹介2名

新入会員紹介9名

編集後記

編集後記

編集後記

いこいの広場（書籍紹介1

いこいの広場（書籍紹介1

退任理事の挨拶

編集後記

編集後記

編集後記

編集後記

いこいの広場（書籍紹介2

いこいの広場（書籍紹介1

ホームページ・Facebook便
り
いこいの広場（書籍紹介2

件、身近にエンジニアリング 件、身近にエンジニアリング 件、身近にエンジニアリング
出家

1件、五感の間1件）

1件、五感の間1件）

1件、五感の間1件）

出家

出家

出家

件、身近にエンジニアリング 件、身近にエンジニアリング
出家

1件、五感の間1件）

1件、五感の間2件）

出家

出家

柴山、鈴木、神野、田崎、向 柴山、鈴木、神野、田崎、向 柴山、鈴木、神野、田崎、向 柴山、鈴木、神野、田崎、向 柴山、鈴木、神野、田崎、向 柴山、鈴木、神野、田崎、向 森山、神野、田崎、廣瀬、向
川原、小野寺

川原、小野寺

川原、小野寺

川原、小野寺

川原、小野寺
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川原、小野寺

川原、小野寺

Vol.42 (2018, July)
第18回JSPE通常総会

Vol.43 (2018, October)

Vol.44 (2019, January)

NSPEラスベガス総会

会⾧年頭挨拶 Eﬀective

(PECON18)参加報告

Communication

第3回JSPE-NSPE-JABEE

JSPE 集中検討会報告

joint meeting

Vol.45 (2019, April)

Vol.46 (2019, July)

JSPEを外部にアピールする

第19回JSPE通常総会

Vol.47 (2019, October)

Vol.48 (2020, January)

NSPEカンザスシティ総会参

会⾧年頭あいさつ 設立 20 周

加報告(NSPE会費の状況報

年～次の 10 年の飛躍に向け

PE・役員になってよかったこ 第4回JSPE-NSPE Joint

2019-20 年度 JSPE 役員から

と

の抱負(1)

Meeting

NSPE 本部の表敬訪問

JSPE 拡大理事会報告

2019-20 年度 JSPE 役員から

退任役員からの挨拶

の抱負(2)

Coming event

Coming event

Coming event

Coming event

Coming event

Coming event

Coming event

理事会トピックス、HP・

理事会トピックス、HP・

理事会トピックス、HP・

理事会トピックス、HP・

理事会トピックス、HP・

理事会トピックス、HP・

理事会トピックス、HP・

SNS 便り

SNS 便り

SNS 便り

SNS 便り

SNS 便り

SNS 便り

SNS 便り

教育部会 CPD セミナー・ES 教育部会 CPD セミナー・ES 教育部会 CPD セミナー・ES 教育部会 CPD セミナー・ES 教育部会 CPD セミナー・ES 教育部会 CPD セミナー・ES 教育部会 CPD セミナー・ES
実施報告

実施報告

実施報告

Ethics: You Be The Judge,

Ethics: You Be The Judge,

Ethics: You Be The Judge,

見覚えのある話

正しい行動を罰しますか？

9-17時勤務後は？

会員からの投稿2件

会員からの投稿2件

会員からの投稿1件

化学工学の薫(2)

化学工学の薫(3)

化学工学の薫(1)

QA閑話 続編 - NCR不適同報

2018年NSPE Free Webinar

告について -

紹介

海外からの連絡
アメリカ-テキサス州（ヒュー
ストン）での思い出-プラン
ト建設の初期計画での出張-

合格体験記
PE登録1件(Civil, OR)

PE 試験3件(Mechanical,
Environmental, Civil)

実施報告
Ethics: You Be The Judge,
市場販売資料をいかに強力に
するか？

会員からの投稿2件
化学工学の薫(4)

実施報告

実施報告

Ethics: You Be The Judge,

Ethics: You Be The Judge,

最適な道の選択

経験不足の事例

会員からの投稿2件
化学工学の薫(5)
私のエンジニア遍歴 ① 1996

Agileって何？

年 FE 受験まで

海外からの連絡2件

会員からの投稿3件
化学工学の薫(6)
私のエンジニア遍歴②2007
年 PE ライセンス取得まで
JSPEオフ会の開催

会員外の声

会員外の声

凝縮計画反応による新エネル

凝縮計画反応による新エネル

ギー発生技術と元素変換技術

ギー発生技術と元素変換技術

の開発に向けて

の開発に向けて

OR)(Civil, OR)

将来を見越した計画が倫理問
題を引き起こした

会員からの投稿3件
化学工学の薫(7)
PMI Global Conference 2019
参加体験記
2019 年 NSPE webinar の紹
介

ミャンマー記

50歳の転職記

PE登録2件(Mechanical,

Ethics: You Be The Judge,

海外からの連絡2件

サウジ建設現場状況

合格体験記

実施報告

合格体験記
合格体験記

合格体験記

合格体験記

PE登録1件 (Mechanical, TX) PE登録1件(Mechanical, OR)

PE登録3件(Mechanical,
DE)(Mechanical, KY)

合格体験記

(Mechanical, MI)
PE 試験2件(Mechanical,

PE 試験1件(Nuclear)

Civil)

FE 試験1件(Mechanical)

PE 試験3件(Mechanical,

PE 試験1件(Control System)

Chemical, Electrical)

FE 試験1件(Civil)

2019 Global Engineer Survey
の紹介

NSPE “PE magazine” 抄訳

NSPE の紹介

NCEES トピックスの紹介

新入会員紹介4名

新入会員紹介2名

新入会員紹介2名

新入会員紹介5名

新入会員紹介2名

新入会員紹介1名

新入会員紹介4名

PE・役員になってよかったこ PE・役員になってよかったこ PEを知ったきっかけ/PE・役

退任理事の挨拶

と
シラバス英訳支援の再開

と

NSPE 年会費の情報提供のお NSPE 会費値上げに対する状 オレゴン州 PE ライセンス更
願い

況報告

新の注意喚起

員になってよかったこと
PE シニア会員制度の新設

セミナーの web 視聴対応開

IPCC 第 5 次報告書の解説の

始

協力会員の募集

秋田大学でのパネル討論会報 過去マガジン記事の JSPE HP
告

への掲載
外部情報の収集補助制度の新
設

編集後記

編集後記

編集後記

編集後記

編集後記

編集後記

編集後記

会員情報への年会費状況の追
加
いこいの広場（書籍紹介0

いこいの広場（書籍紹介1

いこいの広場（書籍紹介1

いこいの広場（書籍紹介1

いこいの広場（書籍紹介1

いこいの広場（書籍紹介1

いこいの広場（書籍紹介00

件、身近にエンジニアリング 件、身近にエンジニアリング 件、身近にエンジニアリング 件、身近にエンジニアリング 件、身近にエンジニアリング 件、身近にエンジニアリング 件、身近にエンジニアリング
1件、五感の間0件）

1件、五感の間3件）

1件、五感の間3件）

2件、五感の間2件）

2件、五感の間3件）

3件、五感の間2件）

4件、五感の間3件）

西久保

西久保

西久保

西久保

西久保

西久保

西久保

森山、神野、田崎、廣瀬、向 森山、神野、田崎、廣瀬、向 森山、神野、田崎、廣瀬、向
川原

川原

川原

森山、川瀬、神野、廣瀬
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森山、川瀬、藤村、神野、廣 稲葉、森山、川瀬、藤村、神 稲葉、森山、川瀬、藤村、神
瀬

野、廣瀬

野、廣瀬、鈴木

Vol.49 (2020, April)
1 月度 BoD での NSPE 年会
費倍増問題の審議報告

Vol.50 (2020, July)
第 20 回 JSPE 通常総会

Vol.51 (2019, October)
NSPE HoD(House of
Delegates) 参加報告
第4回JSPE-NSPE Joint
Meeting

退任役員からの挨拶
Coming event

Coming event

Coming event

理事会トピックス、HP・

理事会トピックス、HP・

理事会トピックス、HP・

SNS 便り

SNS 便り

SNS 便り

教育部会 CPD セミナー・ES 教育部会 CPD セミナー・ES 教育部会 CPD セミナー・ES
実施報告

実施報告

Ethics: You Be The Judge,

Ethics: You Be The Judge,

交通事故に関する倫理

さらなる評価

会員からの投稿3件
化学工学の薫(8)
PMI最新情報 ～試験の変更と
アジャイル団体の買収から
PMI の動向を読み解く～
IPCC第五次評価報告書の解説
～エンジニアの視点(1)

実施報告
Ethics: You Be The Judge,
AI の発展が新たな倫理のジレ
ンマを引き起こす

会員からの投稿3件
化学工学の薫(9)

会員からの投稿3件

IPCC第五次評価報告書の解説 化学工学の薫(10)
～エンジニアの視点(2)

IPCC第五次評価報告書の解説

私のエンジニア遍歴③JSPE

～エンジニアの視点(3)

運営および PE 制度の探求

合格体験記

合格体験記

合格体験記

PE登録2件(Environmental,

PE登録2件(Civil, CA)

PE登録2件(Nuclear, OR)

KY) (Mechanical, NC)

(Electrical, CO)

(Electrical, NC)

PE 試験4件(Civil,
Geotechnical, Mechanical

PE 試験1件(Mechanical)

x2)

2019 Global Engineer Survey
の紹介

NSPE “PE magazine” 抄訳

NSPE の紹介

NCEES トピックスの紹介

NCEES topicsの紹介

NCEES topicsの紹介

新入会員紹介5名

新入会員紹介3名

新入会員紹介1名

PEを知ったきっかけ/PE・役 PEを知ったきっかけ/PE・役 PEを知ったきっかけ/PE・役
員になってよかったこと

員になってよかったこと

新型コロナ中の CPD 発行要

PE に PMP ⿁金セミナーの

望の確認

PDU 取扱

員になってよかったこと
NSPE 年会費補助制度の開始

過去マガジン記事の HP への

PE 試験時の業務経歴書の取

整理状況

り扱い変更

編集後記

編集後記

編集後記

いこいの広場（書籍紹介1

いこいの広場（書籍紹介1

いこいの広場（書籍紹介2

件、身近にエンジニアリング 件、身近にエンジニアリング 件、身近にエンジニアリング
4件、五感の間2件）

3件、五感の間2件）

3件、五感の間1件）

西久保

西久保

西久保

稲葉、森山、川瀬、藤村、神 稲葉、森山、川瀬、藤村、神 稲葉、森山、川瀬、藤村、神
野、廣瀬、鈴木

野、廣瀬、鈴木

野、廣瀬、鈴木
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ホームページ、パンフレットの変遷 (History of JSPE homepage & brochure)
JSPE 広報部会
１）ホームページ
ホームページは発足当初より重要アイテムと捉えられ、活動初期から製作されてきた。
以下にホームページの改良の経緯を示す。設立 10 年での大きな変更は 2003 年と 2008 年。
2001 年
活動情報掲載開始、メンバー専用掲示板の設置、英語版ページの設置
2003 年
ホームページを刷新（AJ Corp に発注）
会員ページのセキュリティ強化、ウェブ経由の入会申込開始、理事会議事録の
掲載開始
2004 年
各種催し（CPD セミナー等）開催案内の掲載開始、使い勝手の改良
2005 年
技術に関するテーマの掲載、ホームページへの理事監事紹介掲載
2006〜2007 年
ホームページ改良の検討実施
2003 年の TOP 画面
(JSPE homepage in 2003)

2005 年の TOP より開いた日本語画面
(Japanese contents of JSPE homepage in 2005)

2004-7 年の TOP 画面
(JSPE homepage in 2004-7)
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2008 年

2009 年
2010 年

トップメニュー変更：｢What’s New、CPD Seminar、Event｣に重点を置いた作り
に｢入会しませんか｣、｢会費について｣を常時表示
サーバー容量を大幅増強（50MB から 70GB へ）
JSPE Magazine バックナンバーの会員ページへの掲載
ホームページ改善に向けて会員アンケート調査実施
ホームページ改定
会員意見も取り入れコンテンツの見直し改廃と見やすさ改善実施
ツイッターの導入、TOP 画面の模様替え、検索窓の導入

2008 年のホームページ

2011 年 4 月のホームページ

(JSPE homepage in 2008)

(JSPE homepage in 2011)
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2018 年

ウェブサイト改定
セキュリティの問題から Web Diary Professional から WordPress へ切り替え。
コンテンツ更新も関係理事が行うよう変更。

2018/5 以前のホームページ

現在のホームページ

(JSPE homepage until May/2018)

(JSPE homepage at present)

２）広報誌
2001 年 6 月
｢JSPE かわら版｣
2001 年 12 月
｢JSPE かわら版｣
以後総会時に年 1 回のペースで発行
※途中で終了

創刊号発行
第 2 号発行

３）JSPE 紹介パンフレット
2001 年
初回パンフレット発行
2002 年
パンフレット第 2 版発行
2004 年
パンフレット第 3 版発行
2005 年
パンフレット第 4 版発行
2007 年
パンフレット第 5 版発行
2009 年
パンフレット第 6 版発行
※2009～2014 年の改定は不明
2015 年
パンフレット更新し 2 種類作成
(1) PE/FE 受験予定者と
PE 登録予定者向け
(2) PE 制度に興味のある方と
PE 保持者向け
2019 年
学生向けパンフレット発行
2001 年パンフレット (JSPE brochure in 2001)
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2001 年パンフレット (JSPE brochure in 2001)

2004 年パンフレット (JSPE brochure in 2004)

2007 年パンフレット(JSPE brochure in 2007)

2009 年パンフレット (JSPE brochure in 2009)

2015 年パンフレット(JSPE brochure in 2015)
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2019 年学生向けパンフレット (JSPE brochure for students in 2019)

JSPE (JPEC) PE に関する対外発表など一覧
Public announcements related JSPE and PE system
No.
1
2

年月日
2000
2001

3
4

2001.5.1
2001.7

5

2001.07.31

6
7

2001.09.22
2001.11.10

8

2001.12.7

9

2002.9

10

2002.10.1

11

2002.11

12

2002.11.8

13

2002.11.15

14

2002.11.15

15

2003.1

16
17

2003.7
2004.2

18

2004.4.14

19
20
21

2004～2006 年
2005.3.15
2005.8.27

22
23
24

2006.1.15
2006.6.15
2007.4.14

25

2007.5.1

26
27
28

2007.7.4
2007.7.19
2007.12.1

発表題名、場所、発表者など
EnB 誌 JSPE、
「社会に貢献するエンジニア」目指す
エンジニア教育に関する一考察、山内伸一、JTTAS 機関誌 第 4 巻第 4
号
EnB 誌 記事 JSPE CPD セミナーを開催
ターボ機械 2001 年 7 月号 Vol.29 No.7、神野秀基、失敗と成功の事
例から技術者倫理を考える
講演 21 世紀における国際工業資格 FE/PE 資格について、内田宏、
第 39 回全国大学 工業化学・化学工学合同研究集会
FE 対策セミナー、山内伸一、芝浦工大生涯学習センター/JTTAS 共催
講演 世界に通用するエンジニアを目指して、山内伸一、阪大大学院基
礎工学研究科化学工学専攻
講演 国際工学資格プロフェッショナルエンジニアへの招待、廣瀬仁
志、青山学院大学理工学部機械創造工学科
配管技術誌 2002 年 9 月増刊号、内田宏、この国際化時代に活躍する
プロフェッショナルエンジニアの資格制度
講演 社会で活躍するプロフェッショナルたち 8 人の侍、廣瀬仁志、
高知工科大学工学部社会システム工学科
PETROTECH 誌 Nov.2002 Vol.25 No.11 ,内田宏, 米国プロフェッシ
ョナルエンジニア（PE）資格と取得について
講演 国際工学資格プロフェッショナルエンジニア、廣瀬仁志、日本大
学理工学部精密機械工学科
講演 国際工学資格プロフェッショナルエンジニアへの挑戦、小野崎正
樹、徳島大学工学部
講演 グローバル時代のエンジニアとエンジニア教育について、山内伸
一、山口大學産学公技術交流フェア
EnB 誌 2003 年 1 月号 、植村大輔、Opinion エンジニアリングが
日本を変える プロフェッショナルエンジニアからの視点
EnB 誌 2003 年 7 月号 JSPE、ビジョン 03 を策定
EnB 誌 2004 年 2 月号 、竹政一夫、Opinion 技術者の社会的地位
と PE 制度
富山大学 工学部、大久保和彦、松岡寛晃、講演 技術者の育成と国際
化
工学系大学で 10 回の特別講義実施
EnB 誌 2005 年 3 月 15 日号 変革に直面する国内 PE/FE 試験
関西 PE 受験セミナー、山内伸一 受験 TIPS 紹介、高松典彦 グラム
受験体験記、神戸東灘区民センター
EnB 誌 国内での PE/FE 試験、復活へ向けた動き
EnB 誌 日本での FE 試験再開が決定
関西 PE 受験セミナー、大久保和彦、西村謙史、鈴木央 受験体験談、
兵庫県民会館
EnB 誌 日本での PE 試験が 10 月に再開へ
米国プラント市場活発化に伴い試験が必須に
FE/PE 説明会、内田宏、東洋大学 鶴ヶ島キャンパス
三菱重工業神戸造船所、FE 受験セミナー、大久保和彦、鈴木央
FE/PE 説明会、内田宏、東京電機大学 鳩山キャンパス
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No.
29
30
31

2008.1.25
2008.7.17
2008.11.29

32
33
34

2008.12.6
2009.1.20
2009.2

35
36

2007.6
2007.3

37

2007.4

38

2007.5

39

2007.6

40

2007.8

41

2007.9

42

2007.11

43

2008.2

44

2008.3

45

2008.4

46
47
48
49

2007～2009 年
2009.12.3
2010.4.3
2011.1.18

50
51
52

2011.1.24
2011.3.12
2011.6.4

53
54

2011.6.15
2011.9.10

55
56

2011.11.30
2011.12.3

年月日

発表題名、場所、発表者など
三菱重工業神戸造船所、FE 受験セミナー、大久保和彦、鈴木央
三菱重工業神戸造船所、FE 受験セミナー、阪井敦、鈴木央
関西 PE 受験セミナー、大久保和彦、神野秀基、鈴木央、川村武也 受
験体験談、兵庫県民会館
FE/PE 説明会、内田宏、東京電機大学
三菱重工業神戸造船所、FE 受験セミナー、大久保和彦、北林孝顕
NSPE PE Magazine Concepts corner, Technology Fusion and PE
Licenses, Daisuke Uemura
JSPE PE 試験受験 TIPS 第 2 版、廣瀬仁志、宮川卓也ほか
日刊工業新聞社 型技術 2007 年 3 月号
連載 グローバル・エンジニア 国際エンジニア資格 PE のすすめ
第１回 国際エンジニア資格 PE とは何か、廣瀬仁志
型技術 2007 年 4 月号
第 2 回 FE 試験、岡孝則
型技術 2007 年 5 月号
第 3 回 PE 資格は役に立たない？、田崎稔
型技術 2007 年 6 月号
第 4 回 日米構造技術者資格と米国のエンジニアリング会社での体験、
高柳武平
型技術 2007 年 8 月号
第 5 回 NPO 法人日本プロフェッショナルエンジニア協会の活動、植
村大輔
型技術 2007 年 9 月号
第 6 回 続く事故と技術者倫理、竹政一夫
型技術 2007 年 11 月号
第 7 回 日本国内での PE の仕事、坂井元彦
型技術 2008 年 2 月号
第 8 回 PE のグローバルスタンダード化、神野秀基
型技術 2008 年 3 月号
第 9 回 エンジニアとして、PE として、鈴木律
型技術 2008 年 4 月号
第 10 回 世界に通用するエンジニア育成のための提言、廣瀬仁志
大阪電気通信大学「国際工学技術者育成セミナー」
、竹政一夫
三菱重工業神戸造船所、講演 PE 資格の国際動向、土屋雅彦
関西 PE 受験セミナー、鈴木央、川村武也 受験体験談、兵庫県民会館
冷熱学校特論 「FE/PE 試験制度」、三洋電機（株）コマーシャルカン
パニー（群馬）、竹政一夫 、実施者：IBM 人材ソリューション（株）
日本機械学会 SSE 研究会、松岡寛晃、PE 制度の紹介
関西 PE 受験セミナー、川村武也 受験体験談、兵庫県民会館
日刊工業新聞、原子力 EYE 誌インタビュー NSPE 会長 Michael
Hardy、土屋雅彦、植村大輔、川村武也
EnB 誌 巻頭言 EYE エンジニアの思いを声に
PE 受験・登録セミナー東京、平城 PE、平山剛士、滝澤総、阿部賢史、
小林洋悦、受験・登録アドバイス、東京水道橋
東京大学、PE 制度の紹介
PMI 日本関西フォーラム、日本プロフェッショナル・エンジニア協会
（JSPE）におけるプロジェクト・マネジメント教育「鬼に金棒、PE に
PMP」
（鬼金セミナー）
、阪井敦、川村武也
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No.
57

年月日

発表題名、場所、発表者など

58

2011.4.28
~ 12.22
2012.2.18

59

2012.6.8

60

2012.7.26

61
62
63

2012.9.8
2012.9.22
2012.11.14

64

2012.12.6

65

2012.4-12

66

2013.1.15

67
68
69
70

2013.3.9
2013.3.23
2013.6.1
2013.6.14

71
72
73
74
75
76

2013.9.7
2013.9.28
2013.12.3
2014.3.8
2014.3.22
2014.4.18

77

2014.11.1

78

2014.11.15

79

2014.12.6

メンタリング活動推進説明会、受験・登録アドバイス

80

2015.1.19

青森八戸高専、特別講義：FE 受験のススメ

81
82
83
84

2015.3.7
2015.3.14
2015.3.28
2015.4.17

85

2015.4.21

86
87
88

2015.4.21-12.29
2015.5.16
2015.7.1

神戸 PE 受験・登録セミナー、受験・登録アドバイス
名古屋 PE 受験・登録セミナー、受験・登録アドバイス
水戸 PE 受験・登録セミナー、受験・登録アドバイス
三重大学大学院、機械工学特別演習
特別講義「米国 PE 資格取得の意義」
、土屋雅彦
石炭エネルギーセンタ―講演会、米国 PE 資格及び英国 CE 資格につい
て
大阪電通大大学院、
「国際工学技術特論」全 15 講、北林孝顕、渋谷高広
東京 PE 受験・登録セミナー、受験・登録アドバイス
日本防火技術者協会セミナー講演「米国 PE 資格取得の意義～これから
のグローバル・エンジニア像～」
、土屋雅彦

大阪電通大大学院、
「国際工学技術者育成セミナー」全 15 講、北林孝顕、
渋谷高広
京都技術士会、PE 制度紹介：米国 PE 資格の虚像と実像、川村武也、
渋谷高広
東洋エンジニアリング（株）丸の内オフィス、PE in Industry に関す
るご講演及び意見交換会、NSPE 会長 Stone 氏
Lesson Learned from Both Cases; BP DWH and FUKUSHIMA,
Masahiko Tsuchiya, NSPE/JSPE Leadership Meeting, San Diego, CA
PE 受験・登録セミナー東京、受験・登録アドバイス
PE 受験・登録セミナー関西、受験・登録アドバイス
三菱重工神戸技術士会、PE 制度紹介：韓国技術士会の国際化動向
Lessons from Korean PE、川村武也
化学工学会関西支部開発型企業連携研究会、PE 制度紹介：米国 PE か
ら見た「科学者」と「技術者」の役割分担 Role sharing of Scientists and
Engineers from the perspective of US PE ～「技術者」にしかできな
い役割を考える～、川村武也
大阪電通大大学院、
「国際工学技術者育成セミナー」全 15 講、北林孝顕、
渋谷高広
EnB 誌、インタビュー記事：巨大事故で考えるエンジニアの責任、土屋
雅彦
PE 受験・登録セミナー東京、受験・登録アドバイス
PE 受験・登録セミナー関西、受験・登録アドバイス
NSPE Engineering Body of Knowledge 最終版への貢献
三菱重工、講演会：ソフトウェアエンジニアリング PE について、NSPE
会長 Dan Wittliff
PE 受験・登録セミナー東京、受験・登録アドバイス
PE 受験・登録セミナー関西、受験・登録アドバイス
青森八戸高専、PE 受験・登録セミナー、川村武也、鈴木央
PE 受験・登録セミナー東京、受験・登録アドバイス
PE 受験・登録セミナー関西、受験・登録アドバイス
三重大学大学院、機械工学特別演習
特別講義「米国 PE 資格取得の意義」
、土屋雅彦
名古屋工業大学、公開講座：「先進機能セラミックス材料の開発と評価
の実際」
名古屋工業大学、コンピュータサイエンス・アドベンチャー：「理論計
算機科学はこんなに面白い」
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No.
89

2015.7.30

90

2015.12.1-3

91

2016.3.19

92

2016.4.17

93
94
95
96
97

2016.11.7
2017.3.25
2017.6.14
2017.6.15
2017.6.16

98
99

2017.6.24
2017.7.7

100
101
102
103

2018.3.10
2018.3.21
2018.3.24
2018.4.18

104
105

2018.4.18
2018.7.6

106
107
108

2018.7.14
2018.8.3
2018.11.5

109
110
111

2019.1.17
2019.3.23
2019.4.1

112
113

2019.6.15
2019.7.5-12

114

2020.7.17

115

2020.7.10/17

116

2019.9.9

117

2020.11.15

年月日

発表題名、場所、発表者など
千代田化工建設、PE 受験・登録セミナー、受験・登録アドバイス、渋
谷高広、山浦良久、鈴木央
世界工学会議、ポスター発表：米国 PE 制度を触媒とする日本人エンジ
ニア向け独自 CPD プログラム、川村武也
PE 受験・登録セミナー、受験・登録アドバイス
三重大学大学院、機械工学特別演習
特別講義「米国 PE 資格取得の意義」
、土屋雅彦
SAME 沖縄 PE シンポジウム
PE 受験・登録セミナー、受験・登録アドバイス
蔵前技術士会、PE 制度説明会：米国 PE 制度と FE 試験
JABEE 国際委員会、川村武也
東洋エンジニアリング、PE 制度説明会：米国各州 PE ライセンスの手
続き、川村武也
工大サミット、大阪工業大学、川村武也
三重大学大学院、機械工学特別演習「エンジニアリング・エコノミック
ス」、土屋雅彦
日本工学教育協会、技術倫理ワークショップ
SAME 横田 意見交換会
PE 受験・登録セミナー、受験・登録アドバイス
三重大学大学院、機械工学特別演習
特別講義「米国PE資格取得の意義～これからのエンジニア像～」
、土屋
雅彦
JABEE 国際委員会、川村武也
三重大学大学院、機械工学特別演習「エンジニアリング・エコノミック
ス」、土屋雅彦
JABEE 国際委員会、川村武也
PMI 日本支部
金沢工業大学、特別講義「プロフェッショナル・エンジニア(PE)と技術
者倫理」、川村武也、横山佳生
JABEE 国際委員会、川村武也
PE 受験・登録セミナー、受験・登録アドバイス
三重大学大学院、機械工学特別演習
特別講義「米国 PE 資格取得の意義」
、土屋雅彦
EnB 誌巻頭言 EYE 技術者倫理のとまどい
三重大学大学院、機械工学特別演習「エンジニアリング・エコノミック
ス I・II」
、土屋雅彦
三重大学大学院、機械工学特別演習
特別講義「米国 PE 資格取得の意義」
、土屋雅彦
三重大学大学院、機械工学特別演習「エンジニアリング・エコノミック
ス I・II」
、土屋雅彦
機械学会、パネル討論会：プロフェッショナルとしての技術者育成、川
村武也
EnB 誌 技術と倫理で PE の地位向上を JSPE20 周年記念イベント開
催

出典： JSPE 事業報告書 2001 年度～2019 年度、PE Magazine、EnB 誌、その他事務所にあ
った論文別刷 ほか
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会員メッセージ／Member’s Messages
JSPE 創立 20 周年に当たって会員からのメッセージを掲載します。
Messages from members on the occasion of the 20th anniversary of the founding of JSPE are
posted here.
浅田 剛／Takeshi Asada, P.E.／Mechanical
我々PE は、ずっと、ずっと、ずっと前進する。
We PE keep going and going and going.
阿部 賢史／Kenji Abe, P.E.／Mechanical
20 周年おめでとうございます。今後の益々の発展をお祈りします！
Congratulations on the 20th year of JSPE! I wish you continued success!
天野 達也／Tatsuya Amano, P.E.／CIVIL
20 周年おめでとうございます。より一層の社会貢献に期待すると共に、微力ながら協力していき
ます。
Congratulations on 20th anniversary. I hope that JSPE will contribute to society even more，
and I'll do my best to cooperate.
雨宮 東一郎／Toichiro Amemiya, P.E.／Industrial Engineering
技術進歩が早いので、PE に求められる倫理観と継続学習のサポートをお願いします。
As the technological progress is rapid， please support the ethics and continuous learning
required for PE.
池内 武司／Takeshi Ikeuchi, P.E.／Electrical
20 周年おめでとうございます！これからもよろしくお願いします。
Congratulations on 20th anniversary of JSPE! I hope to be good with JSPE in the future.
石井 一彦／Kazuhiko Ishii, P.E.／Electrical(Digital I&C System)
おめでとうございます。世界の新潮流に乗った皆様のご活躍を祈念いたします。
Congratulations! Best wishes for your continued success by following the new global trends.
石井 洋平／Yohei Ishii／Mechanical
20 周年おめでとうございます。今後のより一層の発展を祈念しております。
Congratulations on 20th anniversary of JSPE. I wish JSPE will have more successful years.
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石崎 陽一／Yoichi Ishizaki, P.E.／Mechanical Engineering
おかげさまで PE 資格は米国機械学会等での委員としての活動に役立っております。国際化社会
の中、これからも日本の技術面での国際化に本会活動が貢献することを期待しております。
PE title is crucial for working as a member of ASME. As the technology became global， I am
expecting JSPE would contribute to the globalization of Japanese industry as well as
academic society.
石濱 正男／Masao Ishihama, P.E.／Mechanical Engineering
JSPE で自分の Dx や国際標準に対する遅れを挽回しています．
JSPE keeps me abreast of today's fast moving engineering standard.
泉山 浩郎／Hiroo Izumiyama, P.E.／Mechanical HVAC
今までは実現可能な目標だった、これを契機にこの５年間の大胆な目標を立てよう！
Let's make a bold achievement in 5 years since the past targets seem to be compassable
一町 直樹／Naoki Itcho, P.E.／Chemical Engineering
世界で信頼されるエンジニアになる！
To be a trusted engineer in the world !
井上 雅貴／Masataka Inoue, P.E.／Electrical and Computer
20 周年おめでとうございます！エンジニアが、子供が憧れる職業になりますように！これからも
JSPE を応援していきます！
Congratulations on the 20th anniversary of JSPE. I will continue to act honesty, so that
engineers will be the career that children desire. I will continue to contribute to JSPE for
building networks between engineers and society.
岩子 泰生／Yasuo Iwako／Mechanical Engineering
御祝申上げます。エンジニアの越境連携が重要な時代、益々の御発展を祈念致します。
Congratulations! As cross-border collaborations between engineers are becoming more
important， I am sincerely praying for JSPE’s greater success and prosperity.
岩崎 友洋／Tomohiro Iwasaki, P.E.／Civil Engineering
PE 受験をした際には JSPE に大変助けられました。今後の活動にも期待してます。
JSPE helped me a lot when I took PE exam. I hope the activity will be enhanced.
岩谷 聡／Satoshi Iwatani／Ultra-precision positioning, lithography
毎年多くの PE 関連情報を提供して頂き有り難うございます。
Thank you for providing PE-related information every year.
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上田 清隆／Kiyotaka Ueda, P.E.／Mechanical
JSPE の益々のご発展をお祈りします。
I wish JSPE will have many more successful years.
梅寺 誠／Makoto Umedera, P.E.／Mining and Mineral Processing Engineeing
エンジニアのグローバル化への貢献を期待します
JSPE is expected to contribute to the globalization of engineers.
江本 剛／Takeshi Emoto, P.E.／Mechanical
20 周年おめでとうございます。
Congratulation about JSPE 20years anniversary!
江尻 真一郎／Shinichiro Ejiri／Mechanical
常に変化し続ける社会環境に適応し、次の 10 年もプロアクティブに。
Adapting to an ever-changing social environment and being proactive in the next decade.
太田 量介／Ryosuke Ohta, P.E.／Civil
創立 20 周年おめでとうございます。
JSPE の設立と草創期に携わられた皆様に感謝申し上げます。
Congratulations on the 20th anniversary. I am sincerely grateful to the people that were
engaged in the establishment and early days of JSPE.
大軒 孝之／Takayuki Ohnoki, P.E.／Mechanical
20 周年おめでとうございます。入会 5 年ですが 20 年間は活動したいです。
Congratulations on 20th. I have joined in JSPE for 5 years， I'd like to continue 20 years!
大波多 隆／Takashi Ohata, P.E.／Mechanical Engineering
20 周年おめでとうございます。今後益々の発展をお祈りいたします。
Congratulations on 20th anniversary. I wish you all the best of success.
小原 伸高／Nobutaka Ohara, P.E.／Civil
創立 20 周年おめでとうございます。早いもので PE 取得から 20 年経ってしまいました。
Congratulations on your 20th anniversary. It's already been 20 years since I got certified in
PE.
Yoshio Kashiwai, P.E. ／Geotechnical
JSPE の援助で PE になることができました。感謝してます。
I couldn't have been PE without assistance from JSPE， Thank You.
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川瀬 達郎／Tatsuo Kawase, P.E.／Mechanical
20 周年おめでとうございます。若手エンジニアが PE としてグローバルに活躍できるサポートを
期待しています。
Congratulations on 20th anniversary. Expecting JSPE to support young engineers for their
global engineering activities as PE.
河瀬 賢一郎／Kenichiro Kawase, P.E.／Electrical and Computer
50 歳になってしまいました。電気屋として中小企業の IoT 実装に取り組んでいます。
I already turned 50. As an chief electrical engineer， I am working on implementing IoT in
SMEs.
神野 秀基／Hideki Kanno, P.E.／Mechanical
私は 20 年間 JSPE と共に歩んできました。会社以外で良い仲間に巡り会えました。
I have been walking with JSPE for 20 years and met good friends，
木村 一夫／Kazuo Kimura, P.E. ／Chemical engineering
おめでとうございます。JSPE がきっかけで海外の友人も出来ました。有難う。
Congratulations. I am happy to have got friends abroad through this association. Thank you.
グエン ホン ソン／Hong Son Nguyen／Civil Engineering
Congratulation for 20th anniversary of JSPE. I am very appreciate if JSPE will continue to
support PE and PMP licenses in Japan to be more effective.
古賀 祥之助／Shonosuke Koga／Mechanical: Thermal and Fluid Systems
創立 20 周年おめでとうございます。JSPE の益々の発展を祈念いたします。
Congratulations on your 20th anniversary. I pray for the further development of JSPE.
小口 力／Tsutomu Koguchi, P.E.／Mechanical
入会以降、州登録達成だけなく交流や視野を広げる機会を得ることができました。
Since joining JSPE， I have had the opportunity not only to achieve registration but also to
interact and broaden my horizons.
笹岡 祐太／Yuta Sasaoka, P.E.／Mechanical (HVAC)
協会の設立から今までの様々な取り組みを尊重します。
I respect the various alliances and initiatives JSPE has made since the establishment.
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佐竹 司／Tsukasa Satake／System Safety
JSPE での活動はいつも人脈の大切さを教えてくれ、グローバルに活かすことが出来ます。
The JSPE organization work always reminds me how important to maintain human network
in global basis.
佐藤 寿和／Hisakazu Sato, P.E.／Mechanical
JSPE 創立 20 周年おめでとうございます。これまでの歴史と活動に敬意を表します。
Congratulations on 20 years anniversary of JSPE's founding.
Samim, Ahmad Sabour／CIVIL
As a foreign engineer working in Japan， the JSPE encouraged and led me to continue getting
my PE. Thank you for your
三宮 中／Ataru Sangu, P.E.／Mechanical/Civil
長かった海外長期出張（タイ、アメリカ）もこれで終わりだ。じゃーね。
Long business Trip will be soon over. Forever Goodbye!!
所田 綾子／Ayako Shoda, P.E.／Chemical
20 周年 おめでとうございます！
Congratulations on the 20th anniversary!
新原 盛弘／Shigehiro Shimbara／Chemical Engineering
技術者だからこそできることを探求したいと考えています
I challenge to do the things that only engineer can do.
新川 嘉英／Yoshihide Shinkawa, P.E.／Mechanical Systems and Materials
仲間を増やしていきます。
Increase the number of members
鈴木 康弘／Yasuhiro Suzuki／Mechanical
祝創立 20 周年。さらなる発展をお祈りします
I feel very proud that celebrate JSPE 20th anniversary.
住田 亮／Ryo Sumida, P.E.／Mechanical
創立 20 周年、おめでとうございます。当初からの会員として多々良き思い出があります。
Congratulations on the 20th anniversary of JSPE， I have many wonderful memories as a
member from the beginning.
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清野 勝博／Katsuhiro Seino, P.E.／Environmental
創立 20 周年を祝し、益々の発展を祈念します。
We celebrate the 20th anniversary of our founding and pray for further development.
高松 典彦／Norihiko Takamatsu, P.E.／Electrical
Thanks to JSPE & Okubo san back in 2003 to meet with such great talented friends here!
武内 晋哉／Shinya Takeuchi／Robotics, Smart Agriculture, IoT
持続可能な社会の発展に、技術が貢献し続ける事を期待しています。
Hoping for Engineering keep contributing for Developing Sustainable Society.
竹政 一夫／Kazuo Takemasa, P.E.／Mechanical
会員として 20 年間、専門技術に限らず、会社には無い多くの事を学ばせて頂きました。
A lot of items including new technologies have fostered me as a member for twenty years.
多田 章彦／Akihiko Tada, P.E.／Mechanical
20 年おめでとうございます。取得して初めてワシントン州へ行ってきました。
Congratulations on 20th anniversary. I went to Washington State for the first time after I
acquired it.
田中 健一郎／Kenichiro Tanaka／Electrical
JSPE 設立 20 周年おめでとうございます。今後の本会の発展と皆様のご活躍を祈念いたします。
Congratulations to the JSPE's 20th anniversary. I wish the Society and each of our member’s
success in the future.
望月 みずほ／Mizuho Mochizuki, P.E.／Chemical
創立 20 周年おめでとうございます！ますます発展しますように！
Congratulation!! The 20th year of JSPE!! More members & more exiting programs!
出島 廣和／Hirokazu Dejima, P.E.／Civil Engineer
20 周年おめでとうございます。PE 取得は、私の人生の大きな転機でした。
Congratulations!! JSPE's 20th anniversary. PE license has changed my life!!
長野 整／Sei Nagano／mechanical
20 周年おめでとうございます。
Congratulations on 20th anniversary!
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西川 理／Makoto Nishikawa, P.E.／Chemical
人生一度きり、何でもやってみたほうがいい。合わなければ止めるもよし。
Life is limited. You should do everything that touch your heart.
西久保 東功／Tokoh Nishikubo, P.E.／Electrical
日本の PE 認知度を加速するために私が JSPE でできることを機会と捉えて考えます
To accelerate the PE recognition in Japan， I consider what I & JSPE can by the chance of
20th anniversary.
西村 謙史／Kenshi Nishimura, P.E.／Mechanical
Happy 20th anniversary with lots of love. I would like to express my sincere gratitude for the
great opportunity to build an invaluable network through JSPE.
野村 幸正／Yukimasa Nomura, P.E.／Mechanical Engineering
エンジニアリングで社会をより良くする。
Make society better with engineering
野本 泰之／Yasuyuki Nomoto, P.E.／Fire Protection
Considering every JSPE member’s efforts so far， I hope we together with JSPE can go a step
forward from now on for good world with engineering.
長谷部 雄介／Yusuke Hasebe／Mechanical engineering
数年後に新米 PE になります。よりよい社会のために工学の力を役立てたいです！
I will be a new PE in a few years. I want to use the power of engineering for a better society!
John Paul Baracas, P.E.／Civil
Happy 20th Anniversary JSPE! May this organization continue to grow in order to help
future professional engineers.
頗羅堕 弘／Hiroshi Harada／Mechanical: Machine Design and Materials
JSPE 設立 20 周年おめでとうございます。私も世界の中でプロのエンジニアとして歩んでいきた
いです。
Congratulations on JSPE 20th anniversary. Want to go my way as Professional Engineer in
the world.
東小薗 毅充／Takamitsu Higashikozono／Electronical engineering
JSPE 創立 20 周年おめでとうございます。今後ますますの JSPE の成功をお祈りしております。
Congratulations on JSPE's 20th anniversary! I wish JSPE all the best of success!
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日野 隆／Takashi Hino, P.E.／Civil Engineering
あっという間の２０年、ただただ愛おしい。
Time goes by so quickly， just want to say thank you for everyone
範 天豊／Fan Tianfeng／Mechanical
Always keep contributing to a better society and every individual life.
藤田 一作／Issaku Fujita, P.E.／Mechanical （Heat Transfer)
このたびは２０周年おめでとうございます. コロナ禍の中でベストを尽くしましょう
Congratulation on 20th anniversary. Try our best against COVID19.
藤村 宜孝／Noritaka Fujimura, P.E.／Mechanical
次世代へ自信をもってつないでいくために、自身の専門領域を深め、知見を広げます！
I will establish deeper specialty， wider knowledge to provide confident future for next
generations!
誉田 学／Manabu Homareda, P.E.／Mechanical Engineering
チャレンジ！千里の道も一歩から！
Challenge! A journey of a thousand miles begins with a single step!
牧 功三／Kozo Maki, P.E.／Fire Protection Engineering
20 周年おめでとうございます！来年はまたエンドイヤーパーティができるといいですね！
Congratulations for 20th anniversary! Hope to have an end year party again next year!
松岡 寛晃／Hiroaki Matsuoka, P.E.／Mechatronics
この 20 年間、技術者として JPSE と共に歩んでこれたことに感謝しています。
I am thankful my career as an engineer in the last 20 years has been with JSPE.
三上 誠／Makoto Mikami／Mechanical
この危機を力強く乗り越え次の 20 年を創りましょう！
Stay strong to create another stronger 20years!
南 吉隆／Yoshitaka Minami, P.E.／Mechanical
20 周年おめでとうございます。JSPE の益々の発展を祈念いたします。
Congratulations on 20th anniversary. I wish JSPE's further development.
宮城 雅一／Masakazu Miyagi, P.E.／Mechanical
JSPE20 周年おめでとうございます。今後の更なる発展を祈念しております。
Congratulation for JSPE 20th anniversary. I wish your further development in the future.
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スハイブ ムハマド／Suhaib Muhammad／Computer Science and Engineering
JSPE は日本でも外国人専門家にとって素晴らしいプラットフォームです。今年はコロナウイル
スのために少し困難でした。2021 年が最高になることを願っています。ありがとうございました。
JSPE is great platform in Japan for Foreign Professionals as well， this year was bit difficult
due to coronavirus， I hope 2021 will be best. Thank you
村田 孝一／Koichi Murata, P.E.／Electrical
JSPE 創立 20 周年の今年、PE を登録できました。これを機に一層精進いたします。
This year，I was able to register PE. I will devote myself further as an engineer.
用田 敏彦／Toshihiko Mochida, P.E.／Mechanical
Get out of your/my comfort zone. To see the world， things dangerous to come.
茂木 寛之／Hiroyuki Motegi, P.E.／Civil Engineering
創立２０周年、誠におめでとうございます。益々のご発展を祈願しております。
Congratulations on 20th anniversary！I will hope for JSPE’s success!
森口 智規／Toshiki Moriguchi, P.E.／Mechanical
１０年後の 30 周年でもエンジニアとして活躍できているよう研鑽していきます。
I will improve myself so that I can play an active part as an engineer even in the 30th
anniversary 10 years later.
森山 亮／Ryo Moriyama, P.E.／Chemical
これからもグローバル化を目指す日本のエンジニアを支えていきましょう。
Let's continue to support Japanese engineers aiming for global work.
門野 剛／Takeshi Monno, P.E.／Chemical Engineering
ＰＥプロクターが印象に残っています。これからも様々なセミナーを継続してください。
Great efforts for great organization!!
柳 英実／Hidemi Yanagi, P.E.／Civil Engineering
世界の社会インフラの充実化に努めていきましょう。
Contribute to the world with sufficient infrastructures.
山田 学／Manabu Yamada, P.E.／Building Structure
次世代に誇れるものづくりを！
Create New Technology for the Next Generation !
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山村 佳輝／Yoshiteru Yamamura, P.E.／Civil
1999 年の JSPE 設立総会に参加して早 20 年、創立を先導した方々に敬意を表します。
It's been 20 years since I attended the establishment kick-off meeting， I sincerely respect the
promotors of those days.
山本 拓／Taku Yamamoto, P.E.／Civil Engineering
VUCA な時代に私たちが信じられるものは、エンジニアリングだと思う。
Engineering is a method we can trust in a VUCA world.
湯口 康弘／Yasuhiro Yuguchi, P.E.／Mechanical
JSPE 創立 20 周年おめでとうございます。会員の皆様の健康と幸せを祈念いたします。
Celebrating the 20th anniversary of the JSPE foundation， I wish all JSPE members wellness
and happiness.
柚原 誠／Makoto Yuhara, P.E.／Mechanical
世界中とより密接になり、PE の価値は益々高まると思います。JSPE に期待しております！
The value of PE will increase in the globalized environment. Wish JSPE great future success!
吉川 順偉／Masahide Yoshikawa, P.E.／Mechanical Engineering
地球環境保全と人類の安全・安心・便利な生活に JSPE が貢献できますように。
May JSPE contribute to global environmental conservation and the safety， security and
convenience of humankind.
義本 正実／Masami Yoshimoto, P.E.／Civil Engineering
PE のお陰で色々な世界を目にすることができました。皆さんありがとう。
Getting PE, I have been able to see various worlds. I really thank you everyone.
盧 継偉／Lu Jiwei／Mechanical
Congratulations on 20th anniversary! I wish JPEC get better and better!
若林 孝／Takashi Wakabayashi, P.E.／Electrical Engineering
PE の価値を日本で広めていただき感謝しております。
Congratulations on 20th anniversary! I wish JSPE get better and better!
王 華国／Wang Huaguo, P.E.／Civil
Wish JSPE become one of the best engineer’s organization in Japan
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編集後記
FE 試験に合格したばかりの 2000 年 4 月、JSPE が立ち上がる直前の PE 受験説明会に参加し
ました。熱気にあふれる会場の雰囲気を今でもはっきり覚えています。 P.E.とは何か？ これは
20 年間私自身に向けた問いでもありました。今回、本誌の編集やパネルディスカッションに関わ
ることでその答えを見つけたように思います。
JSPE では 20 周年を迎える 2020 年度に、3 つのプロジェクトを企画しました。1 つ目は、
MISSION / VISION の再定義です。新たな時代においても JSPE が活動の方向性を見失わないた
めに、これまで行ってきた事柄一つひとつを再検討し皆が価値を共有できる新たな VISION を策
定するというものです。２つ目は、この 20 年を振り返り総括し、今後の方向性を探る討論の場を
設けること。これは歴代会長によるパネルディスカッションという形で実現しました。３つ目は、
これまでの 20 年の活動と実績が、今後の活動に資するように記録にまとめるこの 20 周年記念誌
の発行です。1 つ目の VISION の再定義については準備中ですが、これによって当協会の存在意
義や活動の方向性、社会活動の実践について実際に活動する方々の理解が深まると考えています。
この記念誌では各専門分野から 6 人の若手 P.E.の方々に寄稿をお願いしました。JSPE は、多
様なバックグランドをもつ会員がお互いに協力して資質を高めていく場です。他の学会と違い、
国際性や分野横断型に特徴がある JSPE に「色々なことを実現出来る可能性」を感じています。
JSPE の多様性や異分野の融合が、新しい発見や新しい考え方を生み出していくと私自身は希望
を持っています。
今回の編集にあたって多くの方々にご協力いただきました。この場をお借りして厚く御礼申し
上げます。そしてメッセージをお寄せ頂きました大勢の会員の皆様に心より感謝申し上げます。
（編集責任者 義本正実）
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------今回編集するにあたり、20 年間の様々な活動をまとめることで、20 周年記念誌が、次の 10 年間
の活動での気付きの１つになれることを目指しました。現在から見る未来は常に不確実性の集合
体で、JSPE が設立された 2000 年には、20 年間で格段に進歩した情報処理技術によるコミュニ
ケーション手法の変化や大規模計算の実現、
この 20 周年記念誌を編集した 2020 年は、
COVID-19
が世界的に蔓延し、人の移動が困難になるなど、20 年後の今の世界を予想することは、困難だっ
たと思います。次の 10 年間に、どのような事が起こるか定かではありませんが、目に見えるかた
ちで、社会へ豊かさを提供できるのは、複雑に絡み合う様々な価値を統合して、解を創造できる
エンジニアリングのみなので、柔軟なグローバル思考を持つエンジニアが集まっている JSPE で、
次の 10 年間も素敵な活動ができたらと思っています。
（編集委員 江尻真一郎）
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------［英文参照］
（編集委員 John Paul Baracas）
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Editor’s Note
In April 2000, when I just passed the FE exam, I participated in the PE exam briefing session
just before the launch of JSPE. I still clearly remember the atmosphere of the venue full of
excitement. What is PE? This was a question I asked myself. This time, I think I was
involved in the editing of this magazine and the panel discussion, and found the answer.
JSPE planned three projects in FY2020, which is the 20th anniversary. The first is the
redefinition of MISSION / VISION. In order for JSPE to keep track of the direction of its
activities even in a new era, we will reexamine each of the things we have done so far and
formulate a new VISION that everyone can share in value. The second is to look back on the
last 20 years and provide a forum for discussions to explore future directions. This was
achieved in the form of the panel discussion by successive presidents. The third is the
publication of this 20th anniversary magazine, which records the activities and achievements
of the past 20 years so that they will contribute to future activities. We are preparing for the
redefinition of the VISION, but we believe that this will deepen the understanding of those
who are actually active in the significance of our existence, the direction of our activities, and
the practice of social activities.
In this commemorative magazine, we asked six young P.E.s from each specialized field to
contribute. JSPE is a place where members with diverse backgrounds cooperate with each
other to improve their qualities. Unlike other academic societies, I feel that JSPE, which is
characterized by its global and cross-disciplinary type, has "the possibility of realizing various
things." I personally hope that the diversity of JSPE and the fusion of different fields will lead
to new discoveries and new ways of thinking.
Many people cooperated in this editing. In the end, we would like to take this opportunity to
thank you very much. And I would like to express my sincere gratitude to all the members
who sent me the message.
Masami Yoshimoto
Editor-in-chief
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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In editing this magazine, I aimed to summarize the various activities of the past 20 years, so
that the 20th anniversary magazine can be one of the insights for the next 10 years of
activities. The future as seen from the present is always a collection of uncertainties. In 2000,
when JSPE was founded, I believe it was difficult to predict the world 20 years from now. For
example, changes in human communication methods and the realization of large-scale
computation due to dramatically advanced information technology, and the global spread of
COVID-19, which will make it difficult to travel. I am not sure what will happen in the next
10 years, but the only thing that can visibly provide affluence to society is engineering that
can create solutions by integrating multiple various values. I look forward to creating a future
with JSPE, a group of engineers with a flexible global mindset.
Shinichiro Ejiri
Editor
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I am very much humbled to be part of this 20th Anniversary Magazine of Japan Society of
Professional Engineers, where we tried to give you flashbacks of what the organization had
been to for the past 20 years, and to provide information of what the organization is trying to
aim in the near future.
One of the main focus of this 20th Anniversary issue, and I believe is one of the most
important parts is the Panel Discussion, where we provided summarized points of view of the
past and present JSPE chairmans to certain topics which will be of great importance to the
future of not just the organization but of the engineers as a whole.
John Paul Baracas
Editor
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