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受験申請から承認申請までの概要
電話連絡先：
「認証事業本部 PED 係」
（TEL 03-5821-5104）
電子 mail 送付先：crt@jsndi.or.jp (PED 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「PED サプリメント試験受験申請書」
をダウンロード。
「PED 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キャンセルができま
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 PED NDT 承認申請可能な PED サプ
リメント試験結果通知書（合格）を保持し
ている方の承認申請に関する流れ。

⑨ＪＳＮＤＩホームペーシﾞより
「PED NDT 承認申請書」
（英文）をダウンロード。
各年の「承認申請期間」もホームページに掲載
してあります。承認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。

②「PED 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「PED NDT 承認申請書」へ必要事項を入力し
③受験申請書受領通知を JSNDI より送信
※PED 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）

電子 mail で送信

⑪承認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承認申請料の振込み
1NDT 方法 21,000 円（消費税込）

⑤受験料の振込み
1NDT 方法 105,000 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

⑬PED NDT 承認証明書の郵送
承認作業は英国非破壊試験協会（BINDT）側で行
い、JSNDI に連絡が入ります。BINDT 側の承認処
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承認申請者
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.

BINDT による PED NDT 承認制度実施の経緯

EU における Pressure Equipment Directive（PED 97/23/EC）は、1999 年 11 月 29 日に施行され、2002
年 5 月 29 日から強制施行されました。それに伴って、EU 域内で流通又は使用されるカテゴリⅢ及び
Ⅳの圧力機器の溶接継手に対する非破壊試験（NDT）に関わる試験技術者は、特別の適格性証明が求
められることになりました。
適格性証明を得る手段の一つとして、現在、我が国のほとんどの企業においては、SNT-TC-1A をベ
ースとした Authorized Inspector の On-site audit による方法で証明を取得されております。この件に関
して、関連企業から、手続き・管理の簡素化及び費用の低減化を図るため、当協会の JIS Z 2305 によ
る認証をベースとした証明取得ルート構築の要望が寄せられました。当協会では、非破壊試験技術者
認証の国際化対応及び技術者へのサービスの一環として、PED NDT 承認制度の構築を決定し、その
第１段階として、2005 年 5 月に、英国非破壊試験協会（BINDT）との間で、PED 承認のための協定
（MOU）を締結いたしました。その後、ワーキンググループを立ち上げ、BINDT と具体的内容の検
討を進めました。2006 年 7 月に PED NDT 承認申請方法等が決まり、2007 年より PED 承認申請のた
めに必要なサプリメント試験を実施致します。ただし、PED サプリメント試験に関しましては、JIS
Z 2305 の試験と異なり、試験実施最小人数が集まらない場合、試験実施を中止しますので予めご了
解願います。
（2-4 項参照）
なお、今回の PED NDT 承認制度による PED NDT 承認証明書は、JIS Z 2305 資格証明書と合わせ
て用いることで EU 加盟国内で有効となりますが EN 473 資格証明書ではありません。
（10-3 項参照）

◆

1-2.

引用規格

（１）JIS Z 2305:2001 「非破壊試験－技術者の資格及び認証」
（２）EN 473:2008 「非破壊試験－NDT 技術者の資格及び認証」
（３）PED 97/23/EC 「欧州圧力機器指令 97/23/EC」

◆

1-3.

工業分野

工業分野は「溶接」とします。

◆

1-4.

対象 NDT 方法とレベル

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 とします。
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２ .PED サプリメント試験概要
◆

2-1.

試験の種類

（１）PED サプリメント試験とは、PED NDT 承認の申請者に対して、EN 473 の規定内容と整合を
とるために実施される試験
（２）新規試験（PED サプリメント試験では再試験の適用はありません。）

◆

2-2.

受験資格

（１）「対象 NDT 方法とレベル」（1-4 項参照）にある有効な 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。

◆

2-3.

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、「PED 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. 試験実施最小人数
（１）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。
（２）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。）
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◆

2-5.

試験内容

（１）試験内容は表１及び表２を参照してください。
表１

レベル２

NDT

試験内容

試験時間

RT

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

190 分

UT

①鋼管溶接部とＴ継手溶接部の斜角探傷・記録・評価 ２体
②レベル１へのＮＤＴ指示書作成

160 分

方法

MT

PT

表２

①管Ｙ継手溶接試験体と曲率を有する溶接試験体の極間法による
磁粉探傷（湿式黒色磁粉を使用）・記録・評価 ２体
②レベル１へのＮＤＴ指示書作成
①パイプ型溶接試験体とＬ型溶接試験体の溶剤除去性浸透探傷
・記録・評価 ２体
②レベル１へのＮＤＴ指示書作成

110 分

100 分

レベル３

NDT

試験内容

方法
RT
UT

レベル２の試験内容＋
①主として圧力機器の溶接部のＲＴに関する筆記問題（25 問から 35 問 ）
レベル２の試験内容＋
①主として圧力機器の溶接部のＵＴに関する筆記問題（25 問から 35 問 ）

試験時間
250 分
220 分

MT

レベル２の試験内容＋
①主として圧力機器の溶接部のＭＴに関する筆記問題（25 問から 35 問 ）

170 分

PT

レベル２の試験内容＋
①主として圧力機器の溶接部のＰＴに関する筆記問題（25 問から 35 問 ）

160 分

※表１及び表２の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。なお、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。

◆

2-6.

合格基準

（１）試験項目毎に 70％以上の点数を得た者を合格とします。
※PED サプリメント試験結果通知書（合格）は試験日より 10 年間有効とします。
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PED サプリメント試験結果通知書（合格）の発効日により承認できる期間（6～10 年）が異なる場合
があります。本紙 8-8 項をよく理解のうえ受験申請を行って下さい。

３ .受験申請
◆

3-1.

受験料

（１）受験料は１ＮＤＴ方法あたり 105,000 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キャンセルができません。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）を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 方法の方へ別途電子メールで連絡します。

◆

3-2.

受験申請書と PED サプリメント試験日程・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「PED サ
プリメント試験受験申請書」
（MS-WORD）と「PED 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、「PED 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：2013PED 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「PED サプリメント試験日程と受験料」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受験申請が完了していない可能性がありま
す。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『PED（ペド）係』

TEL 03-5821-5104）
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◆

3-5.

試験の実施又は中止の連絡

（１）PED 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「PED サプリメント試験日程と受験料」に記載されています。

「PED サプリメント試験日程と受験料」
（４）連絡予定日になってもメールが届かない場合は、
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『PED（ペド）係』

◆

3-6.

TEL 03-5821-5104）

受験料の振込み

（１）3-5 項で試験の実施が決まったＮＤＴ方法を受験申請された方は、受験料 105,000 円（1NDT
方法）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「PED 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：2013PED 振込完了（受験申請者名）
内容：振込日、振込名称、振込金額（受験申請した NDT 方法）
記入例

20XXPED 振込完了（非破壊太郎）

振込日

：20XX/XX/XX

振込名称 ：花子検査（株）検査事業部
金額

：210,000 円（RT3,UT3）
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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『PED（ペド）係』
（２） 申請書のグレー

TEL 03-5821-5104）

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。
（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必ずご確認下さい。

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。
記載必須
下記①②を必ず記載。
①受験申請する NDT 方法とレベル
× を入れること。
にチェック□
※同じ NDT 方法のレベル２とレベ
ル３を同時に申請することはでき
ません。
②受験申請する NDT 方法とレベル
について、現在保持している資格
JIS Z 2305 の認証番号(数字８桁)
と有効期限を記載。
注）個人で複数の NDT 方法を申請で
きます。但し、
受験料＝申請数×105,000 円
となります。
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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「PED 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、送付予定日より５日以内に必ず電話を

してください。
（認証事業本部『PED（ペド）係』

TEL 03-5821-5104）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（3,150 円）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 10 日以内に必ず連絡を入れてください。
（認証事業本部『PED（ペド）係』
TEL 03-5821-5104）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）25 ㎜(横)×30 ㎜(縦)、
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 レベル２の実技試験受験者は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。

◆

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。
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◆

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 BINDT と JSNDI の協定見直し等により、PED 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.

PED サプリメント試験結果通知書

（１）PED 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、PED 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「PED 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 PED サプリメント試験結果通知書が届かない場合は、
「PED 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『PED（ペド）係』

TEL 03-5821-5104）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(3,150 円)が発生します。
（５）PED サプリメント試験結果通知書は、PED NDT 承認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（3,150 円）が必要となります。
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＜以下 8 項、9 項及び 10 項は PED サプリメント試験合格後の手続き説明です。＞

８ .PED NDT 承認申請
◆

8-1.

承認申請料

（１）承認申請料は１ＮＤＴ方法あたり 21,000 円（消費税込み）
内訳

JSNDI 申請料
BINDT 申請料

10,500 円（消費税込み）
10,500 円（消費税込み）

ただし、BINDT 申請料には約 54 英ポンド［2012 年現在］及び JSNDI 手数料を含む。
（２）振込手数料は、振込者の負担となりますので申請料からは差し引かないでください。
（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、承認申請受付けを完了
された方へ別途電子メールで連絡します。

◆

8-2.

承認申請書と PED NDT 承認申請日程のダウンロード

（１）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「PED
NDT 承認電子申請書」
（英文）
（MS-WORD）と「PED NDT 承認電子申請添付書類」
（和文）
（MS-WORD）、「PED NDT 承認申請日程と申請料」をダウンロードして下さい。
（２）「PED NDT 承認電子申請書」
（英文）をダウンロードする際は、＜英文説明、ANNEX A、
ANNEX B、ANNEX C＞が１ファイルとしてダウンロードされます。
（３）承認申請書を JSNDI へ添付送信する際は ANNEX A に必要事項を記載し、分割や削除をし
ないで『PED NDT 承認電子申請書』
（英文）を１ファイルとして下さい。

◆

8-3.

申請方法

（１）
「PED NDT 承認電子申請書」
（英文）内 ANNEX A および「PED NDT 承認電子申請添付書
類」（和文）に必要事項を全て記載してください。（９項参照）
（２）記載済みの「PED NDT 承認電子申請書」
（英文）
（MS-WORD）および「PED NDT 承認電
子申請添付書類」（和文）（MS-WORD）を電子メールに添付し、crt@jsndi.or.jp へ「件名：
2013PED NDT 承認申請の件」として承認申請受付の期間内に送信してください。
（３）承認申請は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。

◆

8-4.

承認申請の必須項目

（１）申請する NDT 方法・レベルの「PED 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）（8-8 項参照）
（２）近方視力で Times （New）Roman N4.5 を読めること。（8-6 項参照）
（３）
「PED 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。

[注]

既に有効な PED NDT 承認証明書を保持している場合は、同じ NDT 方法・レベルの承認
申請を重複して行えません。
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◆

8-5.

PED サプリメント試験結果通知書（合格）

「PED サプリメント試験結果通知書（合格）
」の有効期間は 10 年間です。
（結果通知書に有効期限
を記載）

◆

8-6.

有効期限と承認申請が可能な期限は異なりますので注意してください。（8-8 項参照）

近方視力

（１）Times （New） Roman N4.5 の文字、またはそれに相当する文字（Jaeger test chart の
J-1）で作成された（下記枠内参照）大文字小文字混在の英単語を 30cm 以上離れて、片目も
しくは、両眼（矯正可）で読めることが必要となります。
Testing , Certification , Candidate , Organization , Governmental , Collaborates , Normally , Vision , Permit

（縮尺基準 2cm）

（２）雇用主（上司）立ち会いのもと、近方視力を上記枠内の文字にて検査し、識別（判読）で
きれば、識別欄にレ点を入れてください。（近方視力検査日は実施日を記入する）
（３）医師の証明を基に雇用主が証明することも可能です。この場合、医師が出した近方視力（通
常の健康診断は遠方視力なので要注意）の証明書は雇用主の保管とし、申請書類へのコピー
添付は不要です。

◆

8-7.

承認申請受領通知

（１）承認申請された方へは、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「PED NDT 承認申請日程と申請料」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承認申請が完了していない可能性がありま
す。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『PED（ペド）係』

TEL 03-5821-5104）
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◆

8-8.

承認申請の時期

（1）
「PED サプリメント試験結果通知書（合格）」の有効期限は PED NDT 承認申請の可能な期限を
指すのではなく、JIS Z 2305 資格証明書を PED 資格として補うことができる期限を指します。
従いまして、結果通知書（合格）の有効期限が承認申請時点で次の有効期限をカバーしていない
場合は申請ができません。
（以下の『例１

２回目の申請が受付不可』
『例 2

２回目の申請が受

付可』参照）
（2）承認申請は JSNDI が指定する期間のみ（年１回を予定）詳細は「PED NDT 承認申請日程と申
請料」を参照のこと。

例１

２回目の申請が受付不可

PED サプリメント試験結果通知書
（合格）の有効期限
2007 年サプリメント試験（合格）
有効期限

１回目の申請（申請受付

可）
JIS Z 2305 資格証明書

JIS Z 2305 更
新前の資格証
明書に明記さ
れている有効
期間

発効年月日

2008 年 04 月 01 日

更新年月日

**** 年 **月 **日

有効期限

2013 年 03 月 31 日

2007 年サプリメント試験（合格）

１回目の申請承認後に発行される
PED NDT 承認証明書の
有効期限
2013 年 03 月 31 日
有効期限

２回目の申請（申請受付
JIS Z 2305 更
新手続きを済
ませた資格証
明書に明記さ
れている有効
期間

不可）
JIS Z 2305 資格証明書

発効年月日

2008 年 04 月 01 日

更新年月日

2013 年 03 月 31 日

2017 年 03 月 31 日

2007 年サプリメント試験（合格）

２回目の申請
申請の為には 2018 年 03 月 31 日以降
の有効期限を持つ結果通知書（合格）
が必要
有効期限

有効期限

2017 年 03 月 31 日

2017 年 03 月 31 日

2018 年 03 月 31 日

対応策

PED サプリメント試験結果通知書（合格）の有効期
限が JIS Z 2305 資格証明書の有効期限と比較して１
年不足のため不可。

2018 年 03 月 31 日＞2017 年 03 月 31 日
2013 年 3 月 31 日以降に申請を希望する場合は、事前に再度 PED サプリメント試験を受験し、
有効期限が 2018 年 3 月 31 日以降となる PED サプリメント試験結果通知書（合格）を準備する
ことが必要。
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例２

２回目の申請が受付可
PED サプリメント試験結果通知書
（合格）の有効期限
2009 年サプリメント試験（合格）

１回目の申請（申請受付

2019 年 03 月 31 日

有効期限

可）
JIS Z 2305 資格証明書

JIS Z 2305 更
新前の資格証
明書に明記さ
れている有効
期間

発効年月日

2008 年 04 月 01 日

更新年月日

**** 年 **月 **日

有効期限

2013 年 03 月 31 日

2009 年サプリメント試験（合格）
１回目の申請承認後に発行される
PED NDT 承認証明書の
有効期限
2013 年 03 月 31 日
2019 年 03 月 31 日

有効期限

２回目の申請（申請受付

可）
JIS Z 2305 資格証明書

JIS Z 2305 更
新手続きを済
ませた資格証
明書に明記さ
れている有効
期間

発効年月日

2008 年 04 月 01 日

更新年月日

2013 年 03 月 31 日

有効期限

2018 年 03 月 31 日

2009 年サプリメント試験（合格）
２回目の申請
申請の為には 2018 年 03 月 31 日以降
の有効期限を持つ結果通知書（合格）
が必要

2019 年 03 月 31 日

有効期限

2018 年 03 月 31 日＜2019 年 03 月 31 日

JIS Z 2305 資格証明書の有効期限

JIS Z 2305 資格証明書の有効期限

PED サプリメント試験結果通知書

≦

（合格）の有効期限

＞

→申請受付

可

PED サプリメント試験結果通知書
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９ . PED NDT 承認申請書類の記載要領
◆

9-1.

PED NDT 承認電子申請書記入の注意点

（１）本申請書は 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『PED（ペド）係』
（２） 申請書のグレー

TEL 03-5821-5104）

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。
（３）記入間違いがあると、承認されない場合があります。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必ずご確認下さい。

◆

9-2.

PED NDT 承認電子申請書（英文）の記入例

承認電子申請書（１/２）
PED NDT 承認電子申請書

ＡＮＮＥＸ Ａ

JIS Z 2305 資格証明書
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◆

9-3.

PED NDT 承認電子申請書

添付書類（和文）の記入例

承認電子申請書（２/２）
PED NDT 承認電子申請書 添付書類

PED サプリメント試験結果通知書（合格）

JIS Z 2305 資格証明書
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10.PED NDT 承認証明書
◆

10-1.

承認証明書の送付

（１）PED NDT 承認証明書（英文名：Certification of NDT approval）は BINDT にて承認後発行
され、JSNDI より、承認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）承認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「PED NDT 承認申請日程と申請料」に記載されていますが、目安として考
えてください。承認申請は JSNDI から BINDT へ行いますが、審査と承認は英国非破壊試験協
会（BINDT）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 PED NDT 承認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『PED（ペド）係』

TEL 03-5821-5104）

（５）PED NDT 承認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

（認証事業本部『PED
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。
（ペド）係』

◆

10-2.

TEL 03-5821-5104）これ以降の申し出には対応できない場合があります。

有効期限と記載内容

PED NDT 承認証明書の有効期限は JIS Z 2305 資格証明書の有効期限が適用されます。承認証明
書は、対応する JIS Z 2305 資格証明書と合わせて PED 資格として有効となります。

PED NDT 承認証明書に記載される主な事項
・JIS Z 2305 資格証明書の認証番号

◆

10-3.

・NDT 方法

・レベル

・有効期限

有効範囲

10-2 項で説明した PED NDT 承認証明書と JIS Z 2305 資格証明書を合わせた PED 資格は、EU
加盟国内で有効となりますが、EN 473 資格証明書ではありませんので予めご承知置きください。

◆

10-4.

倫理規定

（１）PED NDT 承認証明書保持者は JIS Z 2305 の倫理規定の他に PED 資格の倫理規定を順守し
なければなりません。
（２）PED 資格の倫理規定は協会ホームページ（http://www.jsndi.jp/）にアクセスし、【資格試験】
ページより「ANNEX B-CODE OF ETHICS」
（英文）
（MS-WORD）をダウンロードして下さ
い。
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11.よく寄せられる質問
◆

11-1.

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。申請のキャンセル又
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、PED
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。（8-8 項参照）
............................................................................................................................................................
※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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『ＰＥＤサプリメント試験及びＰＥＤ ＮＤＴ承認申請実施案内

2013 年版（Rev.20121017）』は 2012 年 10 月

17 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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