Rev.20160815

JSNDI／ACCP サプリメント試験
及び ACCP 認証申請
実施案内 201７年版

一般社団法人 日本非破壊検査協会
認証事業本部
本実施案内はカラーで印字出力することをお奨めします。
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JSNDI／ACCP サプリメント試験
受験申請から認証申請までの概要
電話連絡先：「認証事業本部 ACCP 係」（TEL 03-5609-4014）
電子 mail 送付先：crt@jsndi.or.jp (ACCP 係専用)
協会ホームページ：http://www.jsndi.jp/

①ＪＳＮＤＩホームペーシﾞの【資格試験】の
ページより「JSNDI／ACCP サプリメント試験受
験申請書」をダウンロード。
「JSNDI／ACCP サプリメント試験日程と受験
料」をホームページに掲載してあります。受験
申請書と一緒にダウンロードし必ず目を通して
おいてください。
※受験申請は FAX、郵送等による申請は受理しませ
ん。また、申請後は受験申請の取り消しができませ
ん（受験料が発生します）ので予め日程をよく確認
のうえ申請願います。

以下は ACCP 認証申請可能なサ
プリメント試験結果通知書（合格）
を保持している方の認証申請に関
する流れ。
⑨ＪＳＮＤＩ及びＡＳＮＴホームページより
認証申請関係の書類をダウンロード。
「認証申請
期間」は、ＪＳＮＤＩホームページに掲載して
あります。認証申請書類と一緒にダウンロード
し必ず目を通してください。

②「JSNDI／ACCP サプリメント試験受験申請書」
へ必要事項を入力し電子 mail で添付送信

⑩ ⑨でダウンロードした書類に必要事項を記
③受験申請書受領通知を JSNDI より送信
※サプリメント試験は試験実施最小人数が揃わな
い場合中止となります。（2-4 項参照 本紙２頁）

載し、簡易書留でＪＳＮＤＩへ郵送。

⑪認証申請書受領通知を送信

④試験の実施・中止連絡
以下は試験実施決定の場合の流れ

⑫認証申請料の振込み
認証申請料は 8-1 項参照

本紙 1４頁

⑤受験料の振込み
１試験コード 108,000 円（消費税込）
振込が完了しましたら、振込日を
crt@jsndi.or.jp へお知らせ下さい。

⑥受験票を JSNDI より郵送

⑬ACCP 資格証明書の郵送
認証作業は米国非破壊試験協会（ASNT）側で行
い、JSNDI に連絡が入ります。ASNT 側認証処理
時間により多少お時間を頂戴する場合がありま
すので予めご了解ください。

サプリメント試験指定日を記載してあります。

⑦サプリメント試験
□ 枠で囲んでいる部分は受験申請者
が行うアクションを示します。

⑧サプリメント試験結果郵送

□枠で囲んでいる部分は認証申請者
が行うアクションを示します。

＜重要＞③、④、⑥、⑧、⑪については、JSNDI から受験者への連絡予定日を日程表（別紙）で確
認し、該当通知が届かない場合は必ず連絡予定日より指定日以内に電話をしてください。
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１ .制度概要
◆

1-1.

ASNT/JSNDI 間の JIS Z 2305 資格者の ACCP 資格取得協定の経緯

JSNDI（日本非破壊検査協会）は、以前より ASNT（米国非破壊試験協会）と JIS Z 2305 資格者
が ACCP (ASNT Central Certification Program）資格を取得できるように交渉を進めてきました。
ASNT には、他団体の NDT 資格者が ACCP 資格を取得する場合に、その団体の認証制度と ACCP
の認証制度を比較する ASNT-PCP (Program Comparison Procedure)があります。JSNDI はこの
ASNT-PCP に基づいて、ACCP 資格取得協定締結に向けて、2006 年 1 月に ASNT へ書面審査の申
請書を提出し，2006 年 6 月に JSNDI の認証制度に対する ASNT の現地審査が実施されました。審
査の結果、JSNDI の試験設備及び試験の実施状況ともに良好であるとの評価を得ましたが、ACCP
資格取得には ACCP のセクター（工業分野）と NDT 技法の組合せに応じて制度間の差を埋めるため
のサプリメント試験が必要とのことになりました。
その後 JSNDI は ASNT と協議を重ね、サプリメント試験要求事項を実施し、その試験に合格する
ことを資格取得申請条件に追加することで合意がなされ、さらに資格取得に係わる事務手続き等の協
議を行ってきました。
2009 年 11 月 8 日、
パシフィコ横浜で APCNDT
（Asia-Pacific Conference on NDT）
に併せて JSNDI
と ASNT との JIS Z 2305 資格者の ACCP 資格取得協定に関する会議が行われ、会議終了後、双方が
協定書に調印し、
ASNT-PCP にもとづく ACCP 資格取得協定、すなわち、
「JIS Z 2305 資格者の ACCP
資格取得制度」がスタートすることになり、その後 JSNDI として JSNDI/ACCP サプリメント試験
の詳細内容の取決めを行いました。
なお，今回の協定は、JIS Z 2305 資格者が ACCP 資格を取得する協定であり、ACCP 資格者が JIS
Z 2305 を取得できるという相互承認協定ではありません。
サプリメント試験要求事項は，認証制度の違いに起因したものです。すなわち、JSNDI の実施す
る JIS Z 2305 の Industrial Sector（工業分野）は Multi Sector（マルチセクター）であるのに対し
て、ACCP には、GI セクター（一般工業分野）と PE セクター（圧力機器分野）の二つのセクター
が規定されており、特に ASME Boiler and Pressure Vessel Code を意識した要員認証を要求してい
る PE セクターにおいては、必然的にプログラムの内容が異なります。また、レベル３に対しては、
ＮＤＴ方法別の全ての技法について実技が要求されています。
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◆

1-2.

引用規格、参考規格

（１）JIS Z 2305:2001 「非破壊試験－技術者の資格及び認証」
（２）ACCP 「ASNT Central Certification Program 」（参考規格）

◆

1-3.

工業分野

（１）GIセクター（一般工業分野）：General Industry Sector
（２）PE セクター（圧力機器分野）：Pressure Equipment Sector

◆

1-4.

対象 NDT 方法とレベル

（１）放射線透過試験（RT）、超音波探傷試験（UT）、磁粉探傷試験（MT）、浸透探傷試験（PT）のレベル２
及びレベル３。
（２）極間法磁粉探傷検査（MY）、溶剤除去性浸透探傷検査（PD）のレベル２。
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２ .JSNDI／ACCP サプリメント試験概要
◆

2-1.

試験の種類

（１）JSNDI／ACCP サプリメント試験（以下、「ACCP サプリメント試験」という。）とは、
ASNT/JSNDI 間の JIS Z 2305 資格者の ACCP 資格取得協定に基づき実施される試験です。
（２）新規試験（JSNDI／ACCP サプリメント試験では再試験の適用はありません。）
※更新(資格取得後 5 年)については、資格証有効期限６か月前から２か月間の間に手続きを行うこと
になっています。
［2015 年 1 月現在 ASNT HP 参照］更新手続きについては、資格者より直接 ASNT へ
更新申請を行っていただく必要があります。JSNDI では、更新の手続を行っていませんので、更新
にあたっての質問は、直接 ASNT へお問い合わせください。
※再認証試験(資格取得後 10 年)につきましては、別途案内予定です。

◆

2-2.

受験資格

（１）「対象 NDT 方法とレベル」（1-4 項参照）に対応する有効な JIS Z 2305 資格証明書を保持している
こと。 ※ JSNDI が他団体と相互承認協定により取得した JIS Z 2305 資格証明書は除く。
（２）ACCP サプリメント試験以外の方法で取得した ACCP 資格については、本サプリメント試験
の受験資格対象外とします。

◆

2-3.

実施回数と地区

（１）実施回数 年 1 回の実施予定
各年の実施予定詳細は協会ホームページ（http://www.jsndi.jp/）にアクセスし、「ACCP サプリメント
試験日程と受験料」をダウンロードして下さい。
（２）実施地区 東京

◆

2-4.

試験実施人数

（１）各 NDT 方法当たり３０名程度の受付とします。
（所定人数を超える申請についてはお断りする
場合があります。）
（２）各ＮＤＴ方法のﾚﾍﾞﾙ 2 とﾚﾍﾞﾙ 3 を合わせて７名以上集まらない場合、そのＮＤＴ方法につ

いては、試験は中止します。（例えば 2GI-RT-A １名、2GI-RT-B ２名、3GI-RT-B １名
計４名の場合、RT の試験は中止します。（2-5 項 表１～4 参照））
◆

2-5.

試験内容

（１）ＧＩセクター （一般工業分野）レベル２（表１参照）
、レベル３（表２参照）
（２）ＰＥセクター （圧力機器分野）レベル２（表３参照）
、レベル３（表４参照）
ＰＥセクターの認証申請については、圧力機器の検査の３年以上の経験が必要となります。詳
細は、ASNT の HP（https://www.asnt.org/~/media/Files/Certification/ACCP/Level-III/jsndi_pcp_application.ashx）に掲載されている
「ACCP Application for Level II and Level III JIS Z 2305 Certificate Holders」内の「Pressure
Equipment Sector Experience」をご確認下さい。
※１ ＰＥセクターの試験はＧＩセクターの実技試験に加え、筆記試験問題（30 問１時間）を課し
ます。
※２ 表１～表４の試験コードはひとつの資格試験を表します。（試験コードの見方は次頁※４参照）
※３ 表１～表４の試験時間（概算）は、休憩時間および待ち時間が含まれていません。試験当日
は休憩時間、待ち時間が追加されるため、トータルの時間は表記時間以上となります。
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表１ ＧＩセクター（一般工業分野）レベル２

NDT

NDT 技法の

試験

方法

組合せ

コード
2GI-RT-A

Ｘ線

RT
ｶﾞﾝﾏ

UT

①Ｘ線による試験体の撮影と写真処理 ２体
②12 枚の平板及びパイプを含む溶接部のＸ線
の透過写真の観察・記録・評価
③レベル１へのＮＤＴ指示書作成
試験コード 2GI-RT-A の試験内容＋
①γ線のセットアップ １体

試験
時間
190 分

Ｘ線とγ 線

2GI-RT-B

溶接部
斜角探傷

2GI-UT-A

①仮想溶接部とＴ継手の探傷と答案作成 ２体
②レベル１へのＮＤＴ指示書作成

125 分

溶接部
斜角探傷と
鋳造品
斜角探傷

2GI-UT-B

試験コード 2GI-UT-A の試験内容＋
①鋳造品の斜角探傷と答案作成 ２体

210 分

極間法

2GI-MT-A

①極間法による探傷と記録作成 ２体
②レベル１へのＮＤＴ指示書作成

110 分

極間法と
定置式磁化装置

2GI-MT-B

①極間法による探傷と記録作成 1 体
②定置式磁化装置による探傷と記録作成 １体
③レベル１へのＮＤＴ指示書作成

110 分

溶剤除去性

2GI-PT-A

溶剤除去性と
後乳化性

2GI-PT-B

溶剤除去性と
水洗性

2GI-PT-C

溶剤除去性と
水洗性と
後乳化性

2GI-PT-D

MT

PT

試験内容

①溶剤除去性浸透探傷と記録作成 ２体
②レベル１へのＮＤＴ指示書作成
試験コード 2GI-PT-A の試験内容＋
①後乳化性浸透探傷と記録作成 ２体
①溶剤除去性染色浸透探傷と記録作成 １体
②水洗性浸透探傷と記録作成 １体
③レベル１へのＮＤＴ指示書作成
試験コード 2GI-PT-C の試験内容＋
④後乳化性浸透探傷と記録作成 ２体

250 分

90 分
140 分
90 分

140 分

表２ ＧＩセクター（一般工業分野）レベル３

NDT
方法

試験コード

試験内容

試験
時間

RT

3GI-RT-B

試験コード 2GI-RT-B の試験内容

250 分

UT

3GI-UT-B

試験コード 2GI-UT-B の試験内容

210 分

MT

3GI-MT-B

試験コード 2GI-MT-B の試験内容

110 分

PT

3GI-PT-D

試験コード 2GI-PT-D の試験内容

140 分

※４ 試験コードの見方

○○○－○○－○
ﾚﾍﾞﾙ ｾｸﾀｰ

NDT方法

“2”“GI”
“3”“PE”

“RT”
“UT”
“MT”
“PT”

種類
“Ａ”
“Ｂ”
“Ｃ”
“Ｄ”

-4-

Rev.20160815

表３ ＰＥセクター（圧力機器分野）レベル２

NDT

NDT 技法の

試験

方法

組合せ

コード

Ｘ線

2PE-RT-A

試験コード 2GI-RT-A の試験内容＋
①主として圧力機器に関する筆記問題３０問

250 分

Ｘ線とγ 線

2PE-RT-B

試験コード 2GI-RT-B の試験内容＋
①主として圧力機器に関する筆記問題３０問

310 分

溶接部
斜角探傷

2PE-UT-A

試験コード 2GI-UT-A の試験内容＋
①主として圧力機器に関する筆記問題３０問

185 分

溶接部
斜角探傷と
鋳造品
斜角探傷

2PE-UT-B

試験コード 2GI-UT-B の試験内容＋
①主として圧力機器に関する筆記問題３０問

270 分

極間法

2PE-MT-A

極間法と
定置式磁化装置

2PE-MT-B

溶剤除去性

2PE-PT-A

RT
ｶﾞﾝﾏ

UT

MT

溶剤除去性と
後乳化性
溶剤除去性と
水洗性
溶剤除去性と
水洗性と
後乳化性

PT

2PE-PT-B
2PE-PT-C
2PE-PT-D

試験内容

試験コード 2GI-MT-A の試験内容＋
①主として圧力機器に関する筆記問題３０問
試験コード 2GI-MT-B の試験内容＋
①主として圧力機器に関する筆記問題３０問
試験コード 2GI-PT-A の試験内容＋
①主として圧力機器に関する筆記問題３０問
試験コード 2GI-PT-B の試験内容＋
①主として圧力機器に関する筆記問題３０問
試験コード 2GI-PT-C の試験内容＋
①主として圧力機器に関する筆記問題３０問
試験コード 2GI-PT-D の試験内容＋
①主として圧力機器に関する筆記問題３０問

試験
時間

170 分
170 分
150 分
200 分
150 分
200 分

表４ ＰＥセクター（圧力機器分野）レベル３

NDT

試験

方法

コード

RT

3PE-RT-B

試験コード 2PE-RT-B の試験内容

310 分

UT

3PE-UT-B

試験コード 2PE-UT-B の試験内容

270 分

MT

3PE-MT-B

試験コード 2PE-MT-B の試験内容

170 分

PT

3PE-PT-D

試験コード 2PE-PT-D の試験内容

200 分

試験内容

試験
時間

※５

JIS Z 2305 資格が MY2 の方は、2GI-MT-A,2PE-MT-A から選択してください。

※６

JIS Z 2305 資格が PD2 の方は、2GI-PT-A,2GI-PT-B,2PE-PT-A,2PE-PT-B から選択してくだ
さい。

※７

試験時間は概算としてお考えください。試験時間詳細は、受験申請受領後に受験票と一緒
に送付される試験実施案内でご確認ください。
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◆

2-6.

試験免除について

（１） レベル２については、申請した各試験コードに指定された試験内容を全て受験しなくてはなりません。
（例えば、試験コード 2GI-PT-A に合格し、資格を取得しても、試験コード 2GI-PT-B を受験する場合、
2GI-PT-A 試験内容と重複する科目についての免除は無し。）
（２） GI セクターの資格を保有する者が、セクター表示部以外（2-5 項※4 試験コードの見方参照）が同じ
PE セクターの試験コード申請する場合は、筆記試験問題（主として圧力機器に関する筆記問題 30 問 ）
に加えて課される実技試験について、一部の実技を免除される場合があります。（例えば、試験コード
2GI-PT-Ｂと 2PE-PT-Ｂ，3GI-PT-D と 3PE-PT-D）

◆

2-7.

合格基準

（１）実技試験 80％以上の点数を得た者を合格とします。
（２）筆記試験 70％以上の点数を得た者を合格とします。
※ACCP サプリメント試験結果通知書（合格）は試験日より２年間有効とします。
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３ .受験申請
◆

3-1.

受験料

（１）受験料は１試験コードあたり 108,000 円（消費税込み）
※振込手数料は、振込者の負担となりますので受験料からは差し引かないでください。
（２）受験申請後は受験者の変更および申請取り消しができません。予め日程を確認のうえ、受験
者本人が申請を行って下さい。また次回試験への受験料繰越し処置もできません。ただし、
試験実施最小人数（2-4 項参照）に満たないため中止となったＮＤＴ方法につきましては、自
動的に申請取り消しの扱いとなりますので予めご了承下さい。
（３）支払い方法は銀行振り込みとなります。口座および振り込み期限は、受験申請受付けを完了
し、試験の実施が決まった NDT 方法の方（受験申請者本人又は担当者）へ別途電子メールで
連絡します。

◆

3-2.

「受験申請書」と「試験日程・受験料」のダウンロード

協会ホームページ（http://www.jsndi.jp/）にアクセスし、
【資格試験】ページの画面内の「ACCP
サプリメント試験受験申請書」
（MS-WORD）と「ACCP サプリメント試験日程と受験料」をダ
ウンロードして下さい。

◆

3-3.

申請方法

（１）必要事項は全て記載してください。
（２）記載したら、
「ACCP サプリメント試験受験申請書」（MS-WORD）を電子メールに添付し、
crt@jsndi.or.jp へ「件名：2017ACCP 受験申請の件」として受験申請受付の期間内に送信して

ください。送信の際に使用するメールアドレスは、受験申請書に記載される連絡先メールア
ドレスと同様のものとしてください。
（３）受験申請はＦＡＸ、郵送等による申請は受理しません。また、不備がある場合も受理しませ
んので、十分注意してください。

◆

3-4.

申請受領通知

（１）受験申請された方へは、受領通知のメールを返信します。
（２）返信の予定日は「ACCP サプリメント試験日程と受験料」に記載されています。
（３）連絡予定日になってもメールが届かない場合は、
「ACCP サプリメント試験日程と受験料」

に記載された期限までに必ず電話をしてください。
（認証事業本部『ACCP 係』 TEL 03-5609-4014）
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◆

3-5.

試験の実施又は中止の連絡

（１）ACCP サプリメント試験は、試験実施最小人数（2-4 項参照）を満たないと試験の実施を取
りやめる場合があります。
（２）受験申請された方へは、実施・中止に関わらずメールにて連絡をします。
（３）実施・中止の連絡予定日は「ACCP サプリメント試験日程と受験料」に記載されています。
（４）連絡予定日になってもメールが届かない場合は、
「ACCP サプリメント試験日程と受験料」

に記載された期限までに必ず電話をしてください。
（認証事業本部『ACCP 係』 TEL 03-5609-4014）

◆

3-6.

受験料の振込み

（１）3-5 項で試験の実施が決まった試験コードを受験申請された方は、受験料 108,000 円（1 試
験コード）を支払い期限までに指定した銀行へ振り込みしてください。払込手数料は、払込
人の負担です。受験料からは払込手数料を差し引かないでください。
（２）受験料は試験を欠席されても返却しません。また、次回以降の試験への繰り越しもできませ
ん。
（３）振込期限は「ACCP サプリメント試験日程と受験料」に記載されています。
（４）振込みが完了しましたら下記の記入例を参考にして振込人の名称と振込み日を電子メールで
crt@jsndi.or.jp へ必ずお知らせ下さい。

（５）ひとつの会社で数名分を纏めて振り込まれる場合は、メールに明細を記載してください。
記入事項
件名：2017ACCP 振込完了（受験申請者名）
内容：振込日、振込名称、受験申請した試験コード、振込金額
記入例

crt＠jsndi.or.jp

2017ACCP 振込完了(非破壊太郎)

振込日
：20XX/XX/XX
振込名称 ：太郎検査㈱検査事業部
試験コード：3PE-MT-A,3PE-PT-B
金額
：216,000 円
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4.受験申請書の記載要領
◆

4-1.

申請書の記入

（１）本申請書は MS-WORD2007 で作成されています。バージョンの違いで正常に作動しない場
合はご連絡下さい。
（認証事業本部『ACCP 係』 TEL 03-5609-4014）
（２）申請書のグレー

の部分が記載項目です。記載項目はキーボードの TAB キーで移動し

ます。必要な記載箇所を全て埋めて下さい。
（３）郵便番号及び電話番号、E-mail も必ず記入して下さい。
（４）記入間違いがあると、必要書類が届かないことになります。記入し終ったら、もう一度記入
漏れや間違いのないことをご確認下さい。
2016
2012
年年

JSNDI／ACCP サプリメント試験

受験申請書［1/2］
2016

記載必須
※連絡先は日本国内の住所としてください。

連絡先指定を勤務先担当者にした場合のみ記載。

2016 年

記載必須
下記①②を必ず記載。
①受験申請書［2/2］に記載されている説明を読み、
×を
申請する試験コード及び必要なチェック欄に□
入れる。
②受験申請する試験コードに対応した NDT 方法につ
いて、保有する JIS Z 2305 の認証番号(数字８桁)
と有効期限を記載。
※1 NDT 方法が異なる場合、複数の試験コードを申
請することは可能です（受験料＝申請数×
108,000 円）が、試験日は連続した日程とは限り
ませんのでご注意下さい。
※2 NDT 方法が同じ場合、複数の試験コードを申請
することはできません。
（例 2GI-RT-A と 2PE
-RT-A，2GI-RT-A と 3PE-RT-B 等）
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５ .受験票
◆

5-1.

受験票の送付

（１）受験票は受験申請の際に指定された連絡先へ普通郵便で送付します。
（２）受験申請後に転居する場合等は、受験票が必ず届くようにご自分で郵便局へ転居届けを
提出してください。
（３）送付の予定日は「ACCP サプリメント試験日程と受験料」に記載されています。
（４）送付の予定日になっても受験票が届かない場合は、
「ACCP サプリメント試験日程と受験料」

に記載された期限までに必ず電話をしてください。（認証事業本部『ACCP 係』

TEL

03-5609-4014）これ以降の連絡については紛失したものとみなし、再発行料 3,240 円（消費
税込み）が発生します。
（５）受験票が到着したら、必ずご自分の申請内容と確認してください。申請内容と異なる場合は

送付予定日より 5 日以内に必ず連絡を入れてください。（認証事業本部『ACCP 係』

TEL

03-5609-4014）これ以降の申し出には対応できない場合があります。

◆

5-2.

受験票

（１）受験票は大切に保管し、試験当日に必ず持参してください。受験票がないと受験できま
せん。再発行には再発行料が必要となります。
（２）受験票に記載された、氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所等に誤りがある場合は赤
文字で訂正して試験当日に持参して下さい。住所変更を行う場合も同様です。
（３）受験票は試験当日に回収します。控えをお持ちになりたい方は、各自でコピーをとり保
存してください。
（４）受験票が届いたら、署名欄に、受験者本人がボールペン等で自筆署名してください。
（５）受験票が届いたら、顔写真（脱帽、正面、上半身（バックは無背景）縦 30 ㎜×横 24 ㎜、
6 か月以内に撮影したもの）を顔写真貼付欄にしっかりと貼付してください。
・顔写真裏面には必ず氏名を記入のこと。
・試験時に眼鏡を使用される方は、眼鏡着用の写真を使用。
・画像の著しく悪いもの又は、写真の台紙が薄いもの等は認められないことがありますので、
ご注意下さい。
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６ .試験当日の注意事項
◆

6-1.

試験当日

（１）試験会場への入室
① 試験日・時間・試験会場は受験票送付の際にお知らせします。受験地、日時の変更はで
きません。受験票をよく確認して間違えの無いよう受験してください。試験日等を間違え
ると受験できません。（
「欠席のため不合格」として処理されます。）
② 遅刻をすると試験が受けられなくなります。
（
「欠席のため不合格」として処理されます。）
集合時間の１５分前までには入室することをお奨めします。
③ 試験会場までの所要時間は、渋滞や事故等により予想以上に時間がかかる場合がありま
すので、十分余裕をみて来場してください。
（２）試験は、待ち時間、休憩時間等も含みますので、試験時間は長時間に及びます。予めご了
解ください。当日は十分に時間の余裕を持って試験に臨んでください。

◆

6-2.

携帯品

（１）携帯品
① 受験票
② 筆記用具（ＨＢの黒鉛筆又はシャープペン、消しゴム、定規等）ボールペン等は不可。
③ 関数電卓（電子手帳、プログラム電卓は禁止）
④ 受験票と一緒に送付される試験実施要領に応じて筆記用具等を準備してください。
⑤ 写真つきの身分証明書（資格証明書、運転免許証等）を持参してください。提示を求める
場合があります。
⑥ 時計を使用される方は腕時計（時計機能に限定したもの）を使用してください。
（２）筆記用具、関数電卓等の試験時間中の貸し借りは認めません。
（３）携帯電話等の電子機器は電源を切って鞄の中にしまってください。
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◆

6-3.

その他

（１）試験会場内では係員の指示に従ってください。指示に従わない場合は、採点されないことが
あります。
（２）次の受験者は、全て採点されません。
① 不正行為（カンニング等）を行った者
② 試験時間終了前に退出した者
（３）試験会場への車での来場は禁止します。
（４）試験会場内は禁煙です。指定された場所以外では喫煙できません。
（５）試験会場内での飲食は禁止します。
（６）試験問題の持ち帰りはできません。
（７）受験票や座席票は、メモとして使用できません。

◆

6-4.

免責事項等について

（１）天災及び公共機関の影響により試験実施ができない場合があります。この際にかかる受験料
以外の費用（旅費等）については免責とさせていただきますのでご了承下さい。
（２）試験当日の天災や公共機関の影響により受験ができなかった場合のみ受験料の返金を行いま
すが、別途試験は行いません。受験料返金の際には事故証明等を提出いただく場合があります
のでご了承下さい。
（３）規格の改正及び ASNT と JSNDI の協定見直し等により、ACCP サプリメント試験および認
証申請等が実施できない場合の損害については、免責とさせていただきますのでご了承下さい。
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７ .採点結果
◆

7-1.

採点

（１）採点結果の詳細および取得点数についての質問は受け付けません。

◆

7-2.

ACCP サプリメント試験結果通知書

（１）ACCP サプリメント試験結果通知書は指定された連絡先へ普通郵便で送付します。

（２）試験当日後に転居する場合等は、ACCP サプリメント試験結果通知書が必ず届くようにご
自分で郵便局へ転居届けを提出してください。
（３）送付の予定日は「ACCP サプリメント試験日程と受験料」に記載されています。
（４）送付の予定日になっても ACCP サプリメント試験結果通知書が届かない場合は、
「ACCP サプ

リメント試験日程と受験料」に記載された期限までに必ず電話をしてください。
（認証事業
本部『ACCP 係』 TEL 03-5609-4014）これ以降の連絡については紛失したものとみなし、
再発行料 3,240 円（消費税込み） ※１が発生します。
（５）ACCP サプリメント試験結果通知書は、ACCP 認証申請を行うのに必要な書類ですので大切
に保管してください。紛失した場合には再発行料 3,240 円（消費税込み）※１が必要となりま
す。

※１

消費税については、税率（８％）として表示しています。消費税法が改正された場合は、税率変更を行いま
すので予めご了承願います。
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＜以下 8 項及び 9 項は ACCP サプリメント試験合格後の手続きの説明です。＞

８ .ACCP 認証申請
◆

8-1.

認証申請料

（１）認証申請料は JSNDI への申請料と ASNT への申請料の合計金額となります。
（２）JSNDI の認証申請料は、1NDT 方法あたり 10,800 円（消費税込み）※２。
（３）
ASNT の認証申請料は、
ASNT の HP に掲載されている「ACCP Application for Level II and
Level III JIS Z 2305 Certificate Holders」内の「Certification Fees」にて算出して下さい。
ただし、ASNT 認証申請料は米＄表示となります。JSNDI へ振込をされる場合の１米ドル
当たりの為替レートについては、JSNDI HP に掲載の「2017 年 ACCP 認証申請 日程と申
請料」へ 2017 年 2 月(予定)に掲載しますので日本円へ換算のうえ振込を行って下さい。な
お、為替変動による精算は行いません。
（４）JSNDI へ振込をされる場合、振込手数料は振込者の負担となります。申請料からは差し引
かないでください。
（５）支払い方法は銀行振り込みとなります。口座および振り込み期限は、認証申請受付けを完了
された方へ別途電子メールで連絡します。
※２

◆

消費税については、税率（８％）として表示しています。消費税法が改正された場合は、税率変更を行いま
すので予めご了承願います。

8-2.

認証申請書と ACCP 認証申請日程のダウンロード

（１）JSNDI ホームページ（http://www.jsndi.jp/）にアクセスし、
【資格試験】ページの画面内の【ACCP
認証制度】内の「ACCP 認証申請書」
（和文）（MS-WORD）と「ACCP 認証申請日程と申請
料」をダウンロードして下さい。
（２）ASNT ホームページより「ACCP Application for Level II and Level III JIS Z 2305
Certificate Holders」
（英文）
（MS-WORD）をダウンロードして下さい。
ASNT HP リンク先（https://www.asnt.org/~/media/Files/Certification/ACCP/Level-III/jsndi_pcp_application.ashx）
※ASNT よりダウンロードした書類はレターサイズ（8.5×11 ｲﾝﾁ）となっています。レター
サイズの設定が無い印刷機器の場合は、A4 サイズに変更し、出力してください。

◆

8-3.

申請方法

（１）
「ACCP 認証申請書」（和文）に必要事項を全て記載してください。
①和文申請書は MS-WORD で作成されています。バージョンの違いで正常に作動しない場合
はご連絡下さい。（認証事業本部『ACCP 係』 TEL 03-5609-4014）
②申請書のグレー

の部分が記載項目です。記載項目はキーボードの TAB キーで移動し

ます。記載箇所を全て埋めて下さい。
（２）
「ACCP Application for Level II and Level III JIS Z 2305 Certificate Holders」
（英文）に
必要事項を全て記載してください。
（３）記載済みの「ACCP 認証申請書」
（和文）と「ACCP Application for Level II and Level III
JIS Z 2305 Certificate Holders」
（英文）を認証申請受付の期間内に簡易書留で郵送してくださ
い。
（簡易書留の速達便を使用されても結構です。
）
送付先：〒136-0071 東京都江東区亀戸２-25-14 立花アネックスビル 10 階
（一社）日本非破壊検査協会 認証事業本部 『ACCP 係』
（４）書類の到着確認は、日本郵便のホームページ（http://www.post.japanpost.jp/index.html）の
追跡サービスを利用し、簡易書留の控えに記載された番号を入力することで確認が行えます。
普通便を使用されて書類が届かない場合は、申請が受け付けられませんので十分注意して下さ
い。
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◆

8-4.

認証申請の必須項目

（１）申請する NDT 方法・レベルの「ACCP サプリメント試験結果通知書（合格）
」を保持してい
ること。
（申請有効期間が残っていること）
（２）
「ACCP サプリメント試験結果通知書（合格）
」と同じ NDT 方法・レベルの有効な JIS Z 2305
資格証明書を保持していること。
（３）近方視力（30.5 ㎝以上離して）で Jaeger J1 を読めること。
詳細は「ACCP Application for Level II and Level III JIS Z 2305 Certificate Holders」内
の「Vision Requirements」を参照して下さい。
※近方視力の確認には Jaeger Reading Card が必要となります。ASNT にて販売は行ってい
ますが、入手に時間がかかると思いますので事前にご準備されることをお勧めします。なお、
日本国内で販売を取り扱っている会社では、「ジャガーチャート (Jaeger Reading Chart)」
という名称を用いている場合もあります。（JSNDI では、販売は行っていません。）
（４）PE セクターを申請される場合は、圧力機器関連の検査の経験が３年以上必要となります。
詳細は「ACCP Application for Level II and Level III JIS Z 2305 Certificate Holders」内
の「Pressure Equipment Sector Experience」を参照して下さい。

◆

8-5.

ACCP サプリメント試験結果通知書（合格）

「ACCP サプリメント試験結果通知書（合格）」の有効期間は２年間です。

◆

8-6.

認証申請受領通知

（１）認証申請書を受理した方へは、受領通知を電子メールにて返信します。
（２）返信の予定日は「ACCP 認証申請日程と申請料」に記載されています。
（３）返信の予定日になってもメールが届かない場合は認証申請が完了していない可能性がありま
す。簡易書留による到着確認を行い。返信予定日より 3 日以内に必ず電話をしてください。
（認証事業本部『ACCP 係』 TEL 03-5609-4014）

◆

8-7.

認証申請の時期

（1）認証申請は JSNDI が指定する期間のみ（年１回を予定）詳細は「ACCP 認証申請日程と申請
料」を参照のこと。
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９ .ACCP 資格証明書
◆

9-1.

資格証明書の送付

（１）ACCP 資格証明書は ASNT にて認証後発行され JSNDI に届き、JSNDI より、認証申
請の際に指定された連絡先へ普通郵便で送付します。
（２）認証申請後に転居する場合等は、資格証明書が必ず届くようにご自分で郵便局へ転居届
けを提出してください。
（３）送付の予定日は「ACCP 認証申請日程と申請料」に記載されていますが、目安として考えて
ください。認証申請は JSNDI から ASNT へ行いますが、審査と認証は ASNT のスケジュール
によるため送付予定日から１か月以上経過する場合もあることを予めご了解願います。
（４）送付の予定日になっても ACCP 資格証明書が届かない場合は、送付予定日より１週間以内

に必ず電話をしてください。（認証事業本部『ACCP 係』 TEL 03-5609-4014）
（５）ACCP 資格証明書が到着したら、必ずご自分の申請内容と確認してください。申請内容と
異なる場合は、送付予定日より 10 日以内に必ず連絡を入れてください。
（認証事業本部『ACCP

係』

TEL 03-5609-4014）これ以降の申し出には対応できない場合があります。
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10.よく寄せられる質問
◆

10-1.

Ｑ

＆

Ａ

Ｑ１. 先日受験申請を行いましたが、仕事の都合で受験ができなくなりました。申請の取り消し又は
受験者の変更はできませんか？
Ａ１. 受験申請後の申請取消しはできません。申請時点で受験料の支払い義務が発生します。また受
験者の変更もできません。
................................................................................................................................................................
Ｑ２.

緊急の仕事が入り試験当日は欠席をします。試験日の変更又は受験料は返金してもらえます
か？

Ａ２. 試験日の変更はできません。また受験料の返金はできません。
................................................................................................................................................................
Ｑ３.

試験実施最小人数を設定しているので、毎年試験が行われない可能性があると思うのですが、
すぐに必要でない場合でも将来的に必要な可能性があれば早い目に試験を受けた方が良いで
すか？

Ａ３. 将来的に必要な可能性がある方は、毎回受験申請をされることをお奨めします。ただし、ACCP
サプリメント試験結果通知書（合格）には申請可能な有効期限がありますので、十分注意して
ください。
................................................................................................................................................................
Ｑ４. ACCP の資格を取れば米国関係での仕事が出来るのでしょうか？
Ａ４. 仕事の可否については、ご回答できません。取引先へ事前に確認をされてから ACCP 資格の
取得を検討されることをお勧めします。
................................................................................................................................................................
Ｑ５.

ACCP サプリメント試験で取得した ACCP 資格は、PED 等他資格への移行について、適用
対象となりますか？

Ａ５. この件につきましては、JSNDI の取り扱い事項ではありませんのでご回答できません。他資
格への移行につきましては、移行したい他資格の発行元へご確認願います。
..............................................................................................................................................................
※本Ｑ＆Ａは実際の質問及び JIS Z 2305 試験の質問より想定された質問を記載しています。
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※消費税については、税率（８％）として表示しています。消費税法が改正された場合は、税率変更を
行いますので予めご了承願います。

『ＡＣＣＰサプリメント試験実施案内

2017 年版（Rev.201610617）は、2016 年 7 月 30 日現在のものです。更

新されるたびに Rev.番号を変更のうえ、当協会ＨＰ（アドレス下記参照）に掲載していきますのでご確認下さ
い。
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〒136-0071 東京都江東区亀戸 2-25-14
立花アネックスビル １０階
一般社団法人 日本非破壊検査協会 認証事業本部
Tel 03-5609-4014

Fax 03-5609-4062

E-MAIL：crt@jsndi.or.jp （ACCP 係専用）
ＵＲＬ：http://www.jsndi.jp/

