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IPEA 国際エンジニア*1 の審査は、IPEA 国際エンジニア協定*2 及び IPEA エン
ジニア審査説明書（IPEA モニタリング委員会*3（以下、「モニタリング委員会」
という。
）作成）
（事務局：公益社団法人日本技術士会）に基づいて行われます。
IPEA 国際エンジニアのうち建築構造技術者に対する新規登録及び登録の更新の
審査の実施に関する事務は、前述の審査説明書に基づき、モニタリング委員会
から委託を受けた IPEA 建築エンジニア資格委員会*4（事務局：公益財団法人建
築技術教育普及センター（以下、
「センター」という。
））が行います。
なお、審査の結果に関する国内の最終決定権は、モニタリング委員会にあり
ます。

＜注釈＞
*1．IPEA 国際エンジニア：2015 年 4 月 1 日より、和文名称を「EMF 国際エンジニア」
から
「IPEA 国際エンジニア」
に変更。
英文名称は従来通り、International
Professional Engineer （略称 IntPE）
。
*2．IPEA 国際エンジニア協定：IPEA 国際エンジニアの登録について、従来の EMF（Engineers Mobility Forum、技術者流動化フォーラム）定款を改定
して、IEA コンピテンス協定（IEA Competence Agreements）の一部として取りまとめたもの。IEA コンピテンス協定とは、従来の APEC エンジニア･
マニュアル、EMF 定款等を 1 つの文書として再編成したもので、APEC エンジニア協定、IPEA 国際エンジニア協定等を含む。IEA とは International
Engineering Alliance の略で、IPEA 国際エンジニアなど資格の協定 3 本とワシントン協定などエンジニアリング教育認定の協定 3 本で構成されるエ
ンジニアリング関係の国際連合。
*3．IPEA モニタリング委員会：IPEA 国際エンジニアの審査・登録を行うための委員会。
*4．IPEA 建築エンジニア資格委員会：建築に関する学識経験者及び建築職能団体等により構成される委員会。
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１．今回の更新申請対象者
今回の更新申請対象は、以下の方が対象となります。申請パターンの詳細は、別紙「2020 年
度 IPEA 国際エンジニア審査申請の申請パターンと申請書類、手数料等」をご参照下さい。
（1）APEC エンジニアと同時に IPEA 国際エンジニアの登録更新等の申請をされる方
＜申請パターン＞
F-1：APEC エンジニア及び IPEA 国際エンジニアの登録有効期限が 2021 年 3 月 31 日
の方。
F-2：APEC エンジニア及び IPEA 国際エンジニアの登録有効期限が 2020 年 3 月 31 日
で、遡及登録更新申請をされる方。
F-3：以下のいずれかの方。
・APEC エンジニア及び IPEA 国際エンジニアの登録有効期限が 2020 年 3 月 31
日以前で、再登録申請をされる方。
・APEC エンジニアの登録有効期限は 2021 年 3 月 31 日で更新申請をし、IPEA 国
際エンジニアは再登録申請をされる方。
（2）現在、APEC エンジニアに有効に登録されている方が、IPEA 国際エンジニアの登録更新
等の申請をされる方
＜申請パターン＞
G-1：IPEA 国際エンジニアの登録有効期限が 2020 年 3 月 31 日で、IPEA 国際エンジニ
アのみ遡及登録更新申請をされる方。
G-2：IPEA 国際エンジニアの登録有効期限が 2020 年 3 月 31 日以前で、IPEA 国際エン
ジニアのみ再登録申請をされる方。
(注 1) 更新申請時に一級建築士資格を喪失している場合は、申請できません。
(注 2) 今回登録更新を行う IPEA 国際エンジニアの登録の前提としている APEC エンジニア
の登録更新申請を行うことが必要です（IPEA 国際エンジニアのみの登録更新はできま
せん）
。
２．更新の審査
（1）審査の内容
IPEA 国際エンジニアの登録の更新審査は、主に登録の有効期間満了までの CPD 実施状況に
ついて行います。
その他、一級建築士として有効に登録されていることを確認します。
（2）審査方法
IPEA 国際エンジニアの更新審査については、APEC エンジニアの登録更新等を行う方、及
び APEC エンジニアに現在有効に登録をしている方を対象に受け付けます。
したがって、
1） 申請パターンが F-1、F-2 及び F-3 の方 は、今回、APEC エンジニア登録更新等の申請のため
に提出された CPD のデータを使用します。
2） 申請パターンが G-1 及び G-2 の方 は、APEC エンジニアの登録更新時に提出された CPD デ
ータを使用します。
３．登録更新の申請方法
（1）受付期間：2020 年 10 月 1 日（木）～2020 年 11 月 30 日（月）

（締切日の消印有効）

（2）申請方法：
更新申請者は、①～③の書類を（公財）建築技術教育普及センターに簡易書留にて郵送
して下さい。
①-1 申請パターン F-1 の方
IPEA 国際エンジニア 2020 年度更新の審査及び登録申請書（同封しているもの）
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①-2 申請パターン F-2、F-3、G-1 及び G-2 の方
IPEA 国際エンジニア「遡及更新登録」または「再登録」の審査及び登録申請書
（当センターホームページに掲載している PDF ファイルをダウンロードし、A4 サイズの
用紙に両面印刷をしたもの）
・必要事項を記載して下さい（裏面もご確認ください）。
（注）CPD 記録・業務経歴については、登録更新を行う IPEA 国際エンジニアの登録の前
提としている APEC エンジニアの登録更新申請時に提出されたデータを使用します
ので、IPEA 国際エンジニアの登録更新申請においては提出不要です。
② 写真（縦 4.0cm×横 3.0 ㎝） 1 枚
・無帽、無背景で正面から上3分身を写した証明写真（カラーコピー不可）で、申請日の
前3ヶ月以内に撮影したもの。
・写真の裏には氏名と生年月日を記入し、上記①-1又は①-2の裏面の所定欄に貼付けて
ください。
③ 更新審査・登録手数料振込み控の写し
・更新審査・登録手数料については、「4．更新審査・登録手数料」を参照してください。
・ゆうちょ銀行又は郵便局に備え付けの払い込み取扱票により、必ず個人別にゆうちょ
銀行の下記口座に払い込んで納付し、その際に発行される振替払込請求書兼受領証の
コピーを書類と共に同封してください。
・振替払込請求書兼受領証は更新審査・登録手数料の返還が必要となった場合に使用し
ますので、申請者自身で適宜保管してください。
・振込手数料は申請者の負担とし、領収書は振替払込請求書兼受領証をもって代えます。
◆APECエンジニアの手数料と一緒に振り込む場合は、払込取扱票の通信欄及び振替払込
請求書兼受領証の写しの両方にその内訳を記載して下さい。
※ 申請パターン、申請書類、手数料等の一覧は、別紙「2020 年度 IPEA 国際エンジニア審
査申請の申請パターンと申請書類、手数料等」をご参照下さい。
（3）申請書郵送先：
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町 3-6 紀尾井町パークビル
公益財団法人建築技術教育普及センター本部
IPEA 建築エンジニア資格委員会事務局
◆APEC エンジニアの更新の申請書と一緒に送付する場合は、宛先を下記のとおりとし、
角 2 封筒を 1 部同封してください。また、中の書類は APEC エンジニアと IPEA 国際エ
ンジニアそれぞれの書類が分かるようにして封入してください。
（宛先）公益財団法人建築技術教育普及センター本部
APEC エンジニア建築エンジニア資格委員会事務局
IPEA 建築エンジニア資格委員会事務局
４．更新審査・登録手数料
（1）更新にあたっては、更新審査・登録手数料（7,700 円※税込み）を申し受けます。
なお、登録に至らなかった場合は、更新審査・登録手数料を返還いたします。
※ IPEA 国際エンジニアを再登録される方で、APEC エンジニア登録の有効期限が 2021
年 4 月 1 日～2024 年 3 月 31 日の場合は 3,850 円（税込み）となります。
（2）更新審査・登録手数料は下記払込先に前納して下さい。振替払込請求書兼受領証の写しを
申請時に申請書類の中に同封して下さい。
（振込手数料は申請者負担となります。
）
◆APEC エンジニアの手数料と一緒に振り込む場合は、払込取扱票の通信欄及び振替払込請
求書兼受領証の写しの両方にその内訳を記載して下さい。
申請手数料の払込先
ゆうちょ銀行
口座番号:00140-2-184032
口座名義: 公益財団法人 建築技術教育普及センター
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５．審査結果の連絡
（1）審査結果は2021年3月下旬に公益財団法人建築技術教育普及センターホームページにて、発
表します。
（2）更新の要件を満たす場合は、IPEA国際エンジニア登録証を発行します。
（3）登録の要件を満たしていない場合には、その理由を付して通知します。なお、不服の申し
立ては審査結果発表後１ケ月以内に受け付けます。
６．登録有効期限
更新後の登録有効期限は、登録更新を行うIPEA国際エンジニアの登録の前提としている
APECエンジニアの登録更新後の有効期限と同一となります。
なお、APECエンジニアの登録が取り消された場合、IPEA国際エンジニアの登録も取り消され
ます。
◆お問い合わせ先
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町 3-6 紀尾井町パークビル
IPEA 建築エンジニア資格委員会 事務局
（公益財団法人建築技術教育普及センター本部 企画部）
Tel ：03-6261-3310（代表） Fax：03-6261-3320
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2020年度IPEA国際エンジニア審査申請の申請パターンと申請書類、手数料等
【APECエンジニア初回登録が2016年4月1日以降の方】
分類

A

申請パターン

現在有効にAPECエンジニアに登録されている方
が
追加でIPEA国際エンジニアにも審査申請する場合

現在有効にAPECエンジニアに登録されている方
でAPECエンジニアの更新と同時にIPEA国際エン
ジニアの審査申請をする場合
B-1
（APECエンジニア2020年度登録更新の対象者で
あり、現在登録されているAPECエンジニアの登録
期限が2021年3月31日の方）

別紙
提出書類（IPEA）

（APECエンジニア審査申請書類以外）
（１）IPEA国際エンジニア審査申請書
（２）FORM 1 General
（３）様式１ 一般事項等
（８）Applicant’s declaration
（９）宣誓
（10）IPEA国際エンジニアの審査申請の前提となるAPECエンジ
ニアの登録証の写し (氏名、登録番号、有効期限等の書
いてある表面のみで結構です。）
または、
IPEA国際エンジニアの審査申請の前提となるAPECエンジ
ニア申請当時のAPECエンジニア審査申請書類の内、
「FORM1 General」と「様式１ 一般事項等」をコピーしたもの、
またはその電子データをプリントアウトしたもの（写真貼付け
不要。）
（11）審査手数料を納付した際の振替払込請求書兼受領証
（受付局日附印が受付期間内のもの）の写し。

登録有効期
間（IPEA）

審査手数料
（IPEA）

2021.4.1
～
申請者の
現時点に
おける
APECエン
ジニアの登
録有効期
限＊

2021.4.1～
2026.3.31
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登録手数料
（IPEA）

特記事項

6,520円

7,700円
＊IPEA国際エンジニアの申請に際しては、APECエンジ
（但しIPEA国際エ ニアの有効期間に十分留意して申請してください。
ンジニアの審査申
請の前提となる
APECエンジニア
の登録有効期限
が2024年3月31日
までに満了する場
合は3,850円）

6,520円

当面、我が国においては、IPEA国際エンジニアの審査
はAPECエンジニアの登録を前提としておりますので、
IPEA国際エンジニアの申請をする際には必ず、APECエ
ンジニアの更新を行ってください（APECエンジニアの更
新の受付期間にご注意ください）。
APECエンジニアの更新が認められなかった場合は
IPEA国際エンジニアの登録も認められません。

7,700円

【APECエンジニア初回登録が2015年4月1日以前の方】
分類

申請パターン

提出書類（IPEA）

登録有効期
間（IPEA）

（１）IPEA国際エンジニア審査申請書
（２）FORM 1 General
（３）様式１ 一般事項等
（４）FORM ２ Academic background and professional experience
現在有効にAPECエンジニアに登録されている方 （５）様式２ 学歴及び職務経歴
でAPECエンジニアの更新と同時にIPEA国際エン （６）FORM ３ Record of at least two years (24 months) in
ジニアの審査申請をする場合
responsible charge of significant engineering work 2021.4.1～
Ba-1
（APECエンジニア2020年度登録更新の対象者で （７）様式３ 2年（24ヶ月）間以上の重要なエンジニアリング業務
2026.3.31
あり、現在登録されているAPECエンジニアの登録
の責任ある立場での経験
期限が2021年3月31日の方）
（８）Applicant’s declaration
（９）宣誓
（10）IPEA国際エンジニアの審査申請の前提となるAPECエンジ
ニアの登録証の写し (氏名、登録番号、有効期限等の書
いてある表面のみで結構です。Aa、Ba-1については2020年
APECエンジニアの「遡及更新登録」と同時にIPEA
11月30日（月 ）現在で有効期限内であること）
国際エンジニアの審査申請をする場合
または、
（APECエンジニアの有効期限が2020年3月31日の
IPEA国際エンジニアの審査申請の前提となるAPECエンジ
2020.4.1～
Ba-2 方で登録更新手続きを行っていない方で、2020年
ニア申請当時のAPECエンジニア審査申請書類の内、
2025.3.31
度APECエンジニア登録更新受付期間に過去6年
「FORM1 General」と「様式１ 一般事項等」をコピーしたもの、
間300ＣＰＤ時間を申請することによりAPECエンジ
またはその電子データをプリントアウトしたもの（写真貼付け
ニアの登録を継続する申請をされる方）
不要。
（11）審査手数料を納付した際の振替払込請求書兼受領証
（受付局日附印が受付期間内のもの）の写し。
APECエンジニアの「再登録」と同時にIPEA国際エ
ンジニアの審査申請をする場合
（APECエンジニアの登録更新審査の申請を行な
わず有効期限が満了したが、再度APECエンジニ
Ba-3
アに登録を希望される方で2020年度APECエンジ
ニア登録更新受付期間に過去5年間に250 CPD時
間を申請することによりAPECエンジニアの再登録
申請をされる方）

C

申請パターン

これまでAPECエンジニアに登録していない方で
IPEA国際エンジニアとAPECエンジニアを同時に
審査申請する場合

登録手数料
（IPEA）

特記事項

2021.4.1
7,700円
＊IPEA国際エンジニアの申請に際しては、APECエンジ
～
（但しIPEA国際エ ニアの有効期間に十分留意して申請してください。
申請者の
ンジニアの審査申
現時点に
請の前提となる
おける
13,200円 APECエンジニア
APECエン
の登録有効期限
ジニアの登
が2024年3月31日
録有効期
までに満了する場
＊
合は3,850円）
限

現在有効にAPECエンジニアに登録されている方
が
Aa 追加でIPEA国際エンジニアにも審査申請する場合
（現在登録されているAPECエンジニアの登録期限
が2021年4月1日以降の方）

分類

審査手数料
（IPEA）

当面、我が国においては、IPEA国際エンジニアの審査
はAPECエンジニアの登録を前提としておりますので、
IPEA国際エンジニアの申請をする際には必ず、APECエ
ンジニアの更新を行ってください（APECエンジニアの更
新の受付期間にご注意ください）。
APECエンジニアの更新が認められなかった場合は
IPEA国際エンジニアの登録も認められません。

13,200円

7,700円

当面、我が国においては、IPEA国際エンジニアの審査
はAPECエンジニアの登録を前提としておりますので、
IPEA国際エンジニアの申請をする際には必ず、APECエ
ンジニアの「再登録」を行ってください（APECエンジニア
の更新の受付期間にご注意ください）。
APECエンジニアの更新が認められなかった場合は
IPEA国際エンジニアの登録も認められません。

2021.4.1～
2026.3.31

提出書類（IPEA）

（APECエンジニア審査申請書類以外）
（１）IPEA国際エンジニア審査申請書
（２）FORM 1 General
（３）様式１ 一般事項等
（８）Applicant’s declaration
（９）宣誓
（11）審査手数料を納付した際の振替払込請求書兼受領証
（受付局日附印が受付期間内のもの）の写し。

当面、我が国においては、IPEA国際エンジニアの審査
はAPECエンジニアの登録を前提としておりますので、
IPEA国際エンジニアの申請をする際には必ず、APECエ
ンジニアの「遡及更新登録」を行ってください（APECエン
ジニアの更新の受付期間にご注意ください）。
APECエンジニアの更新が認められなかった場合は
IPEA国際エンジニアの登録も認められません。

登録有効期
間（IPEA）

審査手数料
（IPEA）

登録手数料
（IPEA）

2021.4.1～
2026.3.31

6,520円

7,700円
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特記事項

分類

申請パターン

現在有効にAPECエンジニア／IPEA国際エンジニ
ア両方に登録されている方でAPECエンジニアの
更新と同時にIPEA国際エンジニアの更新申請を
F-1 する場合
（2020年度登録更新の対象者であり、現在登録さ
れているAPECエンジニアの登録期限が2021年3
月31日の方）

提出書類（IPEA）

登録有効期
間（IPEA）

審査手数料
（IPEA）

登録手数料
（IPEA）

2021.4.1～
2026.3.31

当面、我が国においては、IPEA国際エンジニアの審査
はAPECエンジニアの登録を前提としておりますので、
IPEA国際エンジニアの更新をする際には必ず、APECエ
ンジニアの更新を行ってください（APECエンジニアの更
新の受付期間にご注意ください）。
APECエンジニアの更新が認められなかった場合は
IPEA国際エンジニアの登録も認められません。この場
合、更新審査・登録手数料を返還致します。

2020.4.1～
2025.3.31

当面、我が国においては、IPEA国際エンジニアの審査
はAPECエンジニアの登録を前提としておりますので、
IPEA国際エンジニアの更新をする際には必ず、APECエ
ンジニアの「遡及更新登録」を行ってください（APECエン
ジニアの更新の受付期間にご注意ください）。
APECエンジニアの更新が認められなかった場合は
IPEA国際エンジニアの登録も認められません。この場
合、更新審査・登録手数料を返還致します。

（１）IPEA国際エンジニア2020年度更新の審査及び登録申請書
（２）写真（縦4.0cm×横3.0㎝） １枚（「IPEA国際エンジニア更新
の審査及び登録更新申請書」の裏面に貼付けてください。）
（３）審査手数料を納付した際の振替払込請求書兼受領証
（受付局日附印が受付期間内のもの）の写し

APECエンジニアの「遡及更新登録」と同時にIPEA
国際エンジニアの「遡及更新登録」を申請する場
合
（APECエンジニアの有効期限が2020年3月31日の
F-2
方で登録更新手続きを行っていない方で、2020年
度APECエンジニア登録更新受付期間に過去6年
間300ＣＰＤ時間を申請することによりAPECエンジ
ニアの登録を継続する申請をされる方）

特記事項

7,700円

APECエンジニアの「更新」又は「再登録」と同時に
IPEA国際エンジニアの「再登録」を申請する場合
F-3 （2020年度APECエンジニア登録更新受付期間に
過去5年間に250 CPD時間を申請することにより
APECエンジニアの更新再登録申請をされる方）

APECエンジニア／IPEA国際エンジニア両方の登
録者で、APECエンジニアのみ更新後、IPEA国際
エンジニアの「遡及更新登録」を申請する場合
G-1 （IPEA国際エンジニアの有効期限が2020年3月31
日の方で登録更新手続きを行っていない方で、
2020年度IPEA国際エンジニア登録更新受付期間
に登録を継続する申請をされる方）
APECエンジニア／IPEA国際エンジニア両方の登
録者で、APECエンジニアのみ更新後、IPEA国際
エンジニアの「再登録」を申請する場合
（IPEA国際エンジニアの登録更新審査の申請を行
G-2
わず有効期限が満了したが、再度IPEA国際エン
ジニアに登録を希望される方で2020年度IPEA国
際エンジニア登録更新受付期間に再登録申請をさ
れる方）

（１）IPEA国際エンジニア「遡及更新登録」または「再登録」の
審査及び登録申請書

当面、我が国においては、IPEA国際エンジニアの審査
はAPECエンジニアの登録を前提としておりますので、
IPEA国際エンジニアの更新をする際には必ず、APECエ
ンジニアの再登録を行ってください（APECエンジニアの
更新の受付期間にご注意ください）。
APECエンジニアの更新が認められなかった場合は
IPEA国際エンジニアの登録も認められません。この場
合、更新審査・登録手数料を返還致します。

2021.4.1～
2026.3.31

（２）写真（縦4.0cm×横3.0㎝） １枚（「IPEA国際エンジニア
「遡及更新登録」または「再登録」の審査及び登録更新申請
書」の裏面に貼付けてください。）
（３）審査手数料を納付した際の振替払込請求書兼受領証（受
付局日附印が受付期間内のもの）の写し

＊IPEA国際エンジニアの申請に際しては、APECエンジ
ニアの有効期間に十分留意して申請してください。
2020.4.1～
2025.3.31

2021.4.1
～
申請者の
現時点に
おける
APECエン
ジニアの登
録有効期
限＊

＊IPEA国際エンジニアの申請に際しては、APECエンジ
7,700円
（但しIPEA国際エンジニアの ニアの有効期間に十分留意して申請してください。
審査申請の前提となるAPEC
エンジニアの登録有効期限が
2024年3月31日までに満了す
る場合は3,850円）
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