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１．適用範囲
本規則は、「[通知]加工施設及び再処理施設の溶接の方法の認可について」の確認試験評価事項等
を規程する。
２．評価方法
溶接施行法及び手溶接による溶接を行う者の技能確認試験の評価方法は、文書評価及び実地評価
により実施する。
３．評価基準
評価基準は次による。
・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年 6 月 10 日 法律第 166 号）
・[通知]加工施設及び再処理施設の溶接の方法の認可について（平成 12 年 12 月 27 日 12 安局第
212 号）（以下、「通知」という）
・加工施設、再処理施設、特定廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設の溶接の技術基準に関する
規則（平成 12 年 11 月 6 日 総理府令第 123 号）（以下、「府令」という）
４．文書評価

JAPEIC-MS&PCC は、溶接施行法及び手溶接による溶接を行う者の技能の評価申請書に基づいて
文書評価を実施した後、適合確認日及び評価結果を記載した評価管理記録を評価計画書とともに送
付する。なお、文書評価時に評価基準等の内容に照らして相違等がある場合には「検出事項通知書」
にて通知する。
文書評価の具体的な評価項目は以下のとおり。
4.1 溶接施行法の評価
4.1.1 申請書全般
申請書類全般が添付され、不足書類のないことを確認する。また、溶接施行法確認事項が評価基
準を満たすことを確認する。
4.1.2 材料
母材の区分、試験材の厚さ及び溶接材料の種類、区分が評価基準を満たすことを確認する。
4.1.3 開先
開先形状及び寸法、裏はつり寸法、ウェルドインサート、裏あて金の種類とその取付け位置が評価
基準を満たすことを確認する。
4.1.4 溶接作業
溶接方法の区分、溶接機の種類、試験材の取付け方法、溶接部の強度、予熱の有無、予熱の方法
及び温度範囲、シールドガスの有無及び種類、裏ガスの有無及び種類、電極数の区分、フラックス、
層の区分、母材の厚さ、揺動の区分、管と管板の開先形状の区分、ラン数の区分、真空圧力の区分、
化粧盛の区分、溶接を行う者の資格、溶接条件が評価基準を満たすことを確認する。
4.1.5 外観検査
府令を参考に適切な社内判定基準を明記した外観検査要領書が添付されていることを確認する。

3 / 10

WCC-1011

改訂 1

クラッド溶接の場合は、クラッド溶接部の厚さが評価基準を満たすことを確認する。
4.1.6 溶接後熱処理
溶接後熱処理の要否、溶接後熱処理の種類及び容量、溶接後熱処理条件が評価基準を満たすこ
とを確認する。
4.1.7 浸透探傷試験
試験方法が評価基準を満たすことを確認する。
4.1.8 放射線透過試験
試験方法が評価基準を満たすことを確認する。
4.1.9 機械試験
試験片の種類、数、採取位置、継手引張試験、曲げ試験、衝撃試験が評価基準を満たすことを確認
する。
4.1.10 断面試験
試験片の種類、数、採取位置、試験方法が評価基準を満たすことを確認する。
4.1.11 溶接金属の化学分析
溶接金属の化学分析が計画されていることを確認する。
4.1.12 腐食試験
試験片の種類、数、採取位置、形状、寸法、試験方法が評価基準を満たすことを確認する。
4.1.13 参考試験
必要に応じて試験材の材料試験成績証明書の写し、試験片の試験の結果の写真、溶接部のマクロ
写真及びミクロ写真、溶接部のかたさの分布を示す記録、溶接金属の成分が合金鋼の場合は、その
成分分析の記録、溶接部の放射線透過フィルム等を参考として確認する。
4.2 手溶接による溶接を行う者の評価
4.2.1 申請書全般
申請書類全般が添付され、不足書類のないことを確認する。また、手溶接による溶接を行う者の技
能確認事項が「通知」の別紙３「手溶接士による溶接を行う者の技能確認実施要領」の第 1 表～第 5
表を満たすことを確認する。なお、溶接材料の区分と作業範囲の記載は表 1 による。
4.2.2 材料
母材の区分、試験材の厚さ及び溶接材料の種類、区分が評価基準を満たすことを確認する。
4.2.3 開先
開先形状及び寸法、裏はつり寸法、ウェルドインサート、裏あて金の種類とその取付け位置が評価
基準を満たすことを確認する。
4.2.4 溶接作業
溶接機の種類、試験材の取付け方法及び溶接姿勢、シールドガスの有無及び種類（成分含む）、裏
面からのガス保護の有無及び種類、溶接条件、TF 及び TFB における初層以外の溶接を行う者が評価
基準を満たすことを確認する。
4.2.5 外観検査
府令を参考に適切な社内判定基準を明記した外観検査要領書が添付されていることを確認する。
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クラッド溶接の場合は、クラッド溶接部の厚さが評価基準を満たすことを確認する。
4.2.6 浸透探傷試験
試験方法が評価基準を満たすことを確認する。
4.2.7 放射線透過試験
試験方法が評価基準を満たすことを確認する。
4.2.8 機械試験
試験片の種類、数、採取位置、曲げ試験方法が評価基準を満たすことを確認する。
4.2.9 断面試験
試験片の種類、数、採取位置、試験方法が評価基準を満たすことを確認する。
4.2.10 腐食試験
試験片の種類、数、採取位置、形状、寸法、試験方法が評価基準を満たすことを確認する。
５．実地評価
実地評価は表２、表３により行う。ただし、申請者から要求がある場合は、その要求に従うものとする。
5.1 溶接施行法の評価
5.1.1 材料検査の評価
母材及び溶接材料の区分、実施要領書と記録及びミルシートとの照合、ミルシートの内容確認、母材
の試験材の厚さが評価基準を満たすことを確認する。また、計測機器の管理が適切であることを確認し、
母材には、JAPEIC-MS&PCC の刻印を打刻し、溶接材料には JAPEIC-MS&PCC の刻印を写したラベル、
ケースへのスタンプ等で識別する。(ただし、溶接材料については溶接作業の評価と同時期に評価を行
うことも可能である)
5.1.2 開先検査の評価（裏はつり検査含む）
試験材の取付け方法、開先形状及び寸法、開先面の状態、仮付け溶接の状態、裏はつり部の開先
面の状態及び寸法、裏あて金及びウェルﾄﾞインサートの材質及び寸法、リガメントの幅、取付け管の数
が評価基準を満たすことを確認する。また、計測機器の管理が適切であることを確認する。
5.1.3 溶接作業の評価
作業前にあっては、試験材及び溶接材料の識別確認、試験材取付け方法、溶接機の種類が評価基
準を満たすことを確認する。また、計測機器の管理が適切であることを確認する。
作業中にあっては、予熱温度、溶接条件が評価基準を満たすことを確認する。
5.1.4 外観評価
府令を参考に適切な社内判定基準を明記した外観検査要領書により確認する。チタン、チタン合金又
はジルコニウムについては、溶接部の変色の程度の確認を行う。

クラッド溶接の場合は、クラッド溶接部の厚さが評価基準を満たすことを確認する。また、計測機器の
管理が適切であることを確認する。
5.1.5 刻印の移し替え評価
試験片の種類、数及び採取位置が評価基準を満たすことを確認する。また、試験片の識別刻印が適
切に打刻されたことを確認し、JAPEIC-MS&PCC の刻印を打刻する。
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5.1.6 溶接後熱処理の評価
実地評価の際は、溶接後熱処理設備の種類及び容量、溶接後熱処理の方法、チャートへの記載事
項が評価基準を満たすことを確認し、その後、熱処理チャートへサインする。
記録評価の際には、完成した熱処理チャートを基に溶接後熱処理設備の種類及び容量、溶接後熱処
理の方法、チャートへの記載事項が評価基準を満たすことを確認する。
5.1.7 浸透探傷試験の評価
探傷装置、探傷剤、試験の実施方法、試験実施者及び探傷結果が評価基準を満たすことを確認す
る。
5.1.8 放射線透過試験の評価
継手の仕上げ、計測器、試験の実施方法、試験実施者及びフィルム観察結果が評価基準を満たす
ことを確認する。
5.1.9 機械試験の評価
試験片の種類及び数、試験片の識別刻印が打刻されたものであることを確認の上、継手引張試験、
曲げ試験、衝撃試験が評価基準を満たすことを確認する。
5.1.10 断面試験
試験片の形状、目視検査、のど厚測定、電子ビームの場合の溶込み深さについて、評価基準を満た
すことを確認する。
5.1.11 溶接金属の化学分析の評価
溶接金属の化学成分が規定値を満足していることを確認する。
5.1.12 腐食試験の評価
試験片の種類、数、形状、寸法、試験溶液、試験装置及び試験の実施方法が評価基準を満たすこと
を確認し、試験溶液沸騰後、温度チャートへサインする。試験終了後の実地評価は温度チャート確認及
び試験片の観察を行い、評価基準を満たすことを確認する。
5.1.13 参考試験
必要に応じて試験材の材料試験成績証明書の写し、試験片の試験の結果の写真、溶接部のマクロ
写真及びミクロ写真、溶接部のかたさの分布を示す記録、溶接金属の成分が合金鋼の場合は、その成
分分析の記録、溶接部の放射線透過フィルム等を参考として確認する。
5.2 手溶接による溶接を行う者の評価
5.2.1 材料検査の評価
試験材の種類、溶接材料の種類と区分、実施要領書と記録及びミルシートとの照合、ミルシートの内
容確認、試験材の厚さが評価基準を満たすことを確認する。また、計測機器の管理が適切であることを
確認し、母材には JAPEIC-MS&PCC の刻印を打刻し、溶接材料には JAPEIC-MS&PCC の刻印を写し
たラベル、ケースへのスタンプ等で識別する。（ただし、溶接材料については溶接作業の評価と同時に
評価を行うことも可能である）
5.2.2 開先検査の評価
開先形状及び寸法、開先面の状態、仮付け溶接の状態、裏あて金及びウェルﾄﾞインサート、管と管
板の開先形状、クラッド面の開先形状が評価基準を満たすことを確認する。
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5.2.3 溶接作業の評価
作業前にあっては、手溶接による溶接を行う者の本人確認及び署名、溶接機の種類、シールドガス
の種類及び成分、裏面からのガス保護、試験材の取付け方法が評価基準を満たすことを確認する。ま
た、試験材及び溶接材料の識別がなされていること、計測機器の管理が適切であることを確認する。
作業中にあっては、溶接条件の確認、溶接範囲が評価基準を満たすことを確認する。
5.2.4 外観の評価
外観形状が評価基準を満たすことを確認する。チタン、チタン合金又はジルコニウムについては、溶接
部の変色の程度の確認を行う。クラッド溶接の場合は、クラッド溶接部の厚さが評価基準を満たすことを

確認する。また、計測機器の管理が適切であることを確認する。
5.2.5 刻印の移し替え評価
試験片の種類、数及び採取位置が評価基準を満たすことを確認する。また、試験片の識別刻印が適
切に打刻されたことを確認し、JAPEIC-MS&PCC の刻印を打刻する。
5.2.6 浸透探傷試験の評価
探傷装置、探傷剤、試験の実施方法、試験実施者及び探傷結果が評価基準を満たすことを確認す
る。
5.2.7 放射線透過試験の評価
継手の仕上げ、計測器、試験の実施方法、試験実施者及びフィルム観察結果が評価基準を満たす
ことを確認する。
5.2.8 機械試験の評価
試験片の種類及び数、試験片の識別刻印が打刻されたものであることを確認の上、曲げ試験が評
価基準を満たすことを確認する。
5.2.9 断面試験
試験片の形状、目視検査、のど厚測定、電子ビームの場合の溶込み深さについて、評価基準を満た
すことを確認する。
5.2.10 腐食試験の評価
試験片の種類、数、形状、寸法、試験溶液、試験装置及び試験の実施方法が評価基準を満たすこと
を確認し、試験溶液沸騰後、温度チャートへサインする。試験終了後の実地評価は温度チャート確認及
び試験片の観察を行い、評価基準を満たすことを確認する。
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表１ 溶接材料の区分と作業範囲

溶接材料

被覆アーク
溶接棒

溶加材

心線

溶接棒･溶加材･心線
の区分

記載する記号
（資格表示）

試験に使用する
溶接材料の区分

F-0
F-0 及び F-1
F-0 から F-2
F-0 から F-3
F-0 から F-4
F-5
F-40X
R-1
R-7 及び R-8
R-4X
R-51
R-61
E-1
E-7 及び E-8
E-4Ｘ
Ｅ-51
Ｅ-61

F-0
F-1
F-2
F-3
F-4
F-5
F-42
R-1
R-7
R-42
R-51
R-61
E-1
E-7
E-42
Ｅ-51
Ｅ-61

F-0
F-1
F-2
F-3
F-4
F-5
F-42 から F-45 まで
R-1
R-7 及び R-8
R-42 から R-45 まで
R-51
R-61
E-1
E-7 及び E-8
Ｅ-42 からＥ-45 まで
Ｅ-51
Ｅ-61
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認められる溶接材料
の
区分の作業範囲
F-0
F-0 及び F-1
F-0 から F-2 まで
F-0 から F-3 まで
F-0 から F-4 まで
F-5
F-42 から F-45 まで
R-1
R-7 及び R-8
R-42 から R-45 まで
R-51
R-61
E-1
E-7 及び E-8
Ｅ-42 からＥ-45 まで
Ｅ-51
Ｅ-61
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表２ 溶接施行法確認試験の評価方法
評価項目

評価方法

材料検査

○

開先検査

○

溶接作業

○

外観検査 ※１

○

刻印移し替え

○

溶接後熱処理

○※２＋△

浸透探傷試験 ※３

○

放射線透過試験 ※４

○（フィルム確認）

機械試験

○

断面試験 ※５

○

溶接金属の化学分析 ※６

△

腐食試験 ※７

○※８＋△

参考試験 ※９

○※１０＋△

○：実地評価、△：記録評価
※１ 外観検査には、チタン、チタン合金又はジルコニウムの溶接部の変色の程度の確認を含む。
※２ 熱処理中（300℃以上）に実地評価
※３ クラッド溶接及び管と管板の取り付け溶接のみに適用
※４ 電子ビーム溶接においてのみに適用
※５ 管と管板の取り付け溶接に適用
※６ クラッド溶接のみに適用
※７ 再処理第 1 種機器及び腐食環境の厳しい再処理第 2 種機器の接液側に使用する場合のみに
適用
※８ 試験開始時（試験片を試験溶液に入れ沸騰状態となるまで）及び試験終了後に実地評価。
※９ 該当する場合に適用
※１０ 放射線透過試験を実施する場合、実地評価（フィルム確認）
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表３ 手溶接による溶接を行う者の技能確認試験の評価方法
評価項目

評価方法

材料検査

○

開先検査

○

溶接作業

○

外観検査 ※１

○

刻印移し替え

○

浸透探傷試験 ※２

○

放射線透過試験 ※３

○

機械試験

○

断面試験 ※４

○

腐食試験 ※５

○※６＋△

○：実地評価、△：記録評価
※１ 外観検査には、チタン、チタン合金又はジルコニウムの溶接部の変色の程度の確認を含む。
※２ W-3-00r、クラッド溶接、管と管板の取付け溶接、再処理第 1 種機器の接液側の溶接を行う者
のみに適用
※３ 再処理第 1 種機器の接液側の溶接を行う者のみに適用
※４ 管と管板の取付け溶接に適用
※５ 再処理第 1 種機器及び腐食環境の厳しい再処理第 2 種機器の接液側の溶接を行う者のみに
適用
※６ 試験開始時（試験片を試験溶液に入れ沸騰状態となるまで）及び試験終了後に実地評価。
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