
令和２年１２月１４日 

各位 

 

「航空機装備品ソフトウエア認証技術イニシアティブ」 
２０２０年度セミナーの開催について（お知らせ） 

  

平素は大変お世話になっております。 

本イニシアティブでは、航空機装備品産業の振興を目的とした 7 件のセミナーの開催について、

11/9付けのお知らせでご案内の通りです。 

今回は、来年１月開催の３テーマについて下記のとおり受講者を募集いたします。 

受講ご希望の方は、添付資料をご覧いただき、１２月２４日までに下記【申込ＵＲＬ】からお

申し込みください。 

皆様のご参加をお待ち申し上げております。 

 
 
   ・セミナー開始は、全て１５時からです。 
 ・各テーマ定員になり次第締め切ります。 

・全テーマ Web開催です。（Webex） 

・受講費用は無料です。 

・２月開催分のご案内は来年１月の予定です。 

 

○ 申し込みはこちらから（テーマ毎の申し込みとなっています。）↓ 

 

② ARP4754A及び適合性証明計画書(CP)に関する研究会（１／１８開催） 
 PC 入力用 

URL：https://www.cstc.or.jp/enq/input/?hid=7970ce9cb7c95b70d2515055070058f5 
 

 携帯入力用 
 URL：https://www.cstc.or.jp/enq/input/?hid=7970ce9cb7c95b70d2515055070058f5&ent=m  
 
③ AS/EN/JISQ9100 航空宇宙品質マネジメントシステム認証及び特殊工程認証 Nadcap について

（１／２５開催） 

 PC 入力用 

URL：https://www.cstc.or.jp/enq/input/?hid=152ff5751530ba95005d2beb6d61b9db  
 

 携帯入力用 
 URL：https://www.cstc.or.jp/enq/input/?hid=152ff5751530ba95005d2beb6d61b9db&ent=m  
 

https://www.cstc.or.jp/enq/input/?hid=7970ce9cb7c95b70d2515055070058f5
https://www.cstc.or.jp/enq/input/?hid=7970ce9cb7c95b70d2515055070058f5&ent=m
https://www.cstc.or.jp/enq/input/?hid=152ff5751530ba95005d2beb6d61b9db
https://www.cstc.or.jp/enq/input/?hid=152ff5751530ba95005d2beb6d61b9db&ent=m


⑥ 民間航空機セキュリティ研究会（１／２０開催） 

 PC 入力用 

URL：https://www.cstc.or.jp/enq/input/?hid=e560e5fa01478dd8c2cd4ac5051190f0  
 

 携帯入力用 
URL： https://www.cstc.or.jp/enq/input/?hid=e560e5fa01478dd8c2cd4ac5051190f0&ent=m 
 

申し込みと同時に、登録されたメールアドレスへ自動返信の確認メールが送付されます。確

認メールは３０分程度かかる場合があります。 

なお、確認メールが届かない場合等は、E-mail：kokuki@cstc.or.jpにて事務局にお問い合わ

せください。 

 

○ 申込期限：令和２年１２月２４日(木)  

○ 受講決定者には、円滑に受講していただくための受講案内等をセミナー２日前までに送付い

たします。 

 

問合せ先 

公益財団法人 中部科学技術センター  

航空機装備品ソフトウエア認証技術イニシアティブ事務局  

 E-mail：kokuki@cstc.or.jp 
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概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ② ARP4754A 及び適合性証明計画書（CP）に関する研究会

目的  ARP4754A を活用したシステム開発プロセス及びCP の理解を深める。

概要

１．研究会の概要

現在、取り組みを行っている製品開発・認証取得プロジェクトを例に、ARP4754A を活

用したシステム開発プロセスの理解を深めるための研究会を開催する。本研究会では、

ARP4754A に示された航空機/システムの開発プロセスの概要、及び適合性計画書

（Certification Plan（CP））（※）の記載内容について、これまでの活動経験を踏まえ説

明を行う。開発・認証取得プロジェクトの進捗に応じ、段階的に勉強会を開催する。

※当局と認証活動を合意するために作成する文書

２．研究項目（第1 回~第3 回に分けて開催）

第 1 回 ARP4754A に示されたプロセスの概要、及び装備品認証への活用について

第 2 回適合性証明計画書（CP）の概要

第 3 回装備品開発・認証活動を通して得られた知見（事例等）の共有について

第 1 回ARP4754A に示されたプロセスの概要、及び装備品のへの活用について

Software 等が組み込まれる装備品の認証活動を実施するあたり、その活動計画につい

て当局の合意を得る必要がある。当局と合意を得る手段として活用する適合性計画書

（CP）は、航空機またはシステム開発の開発保証のガイドラインであるARP4754A を活

用し作成することが望ましい。第１回の研究会では、APR4754A の概要及び装備品開発

への活用方法について説明を行い、第２回の研究会で実施する適合性証明計画書

（CP）の概要（第2 回）に必要な基礎知識の理解を深める。

（ARP4754A に記載されている開発保証レベル（DAL）に関する研究会の開催は、ご要

望の有無に応じて決定します。）

講師  多摩川精機株式会社、JAMSS（有人宇宙システム株式会社）

第 1 回の活動として（1）を実施 （2021 年1 月18 日(月)15:00から）

第 2 回の活動として（2）を実施 （2021 年4 月以降を予定）

第 3 回の活動として（3）を実施 （2021 年4 月以降を予定）

開催場所  Web セミナー(2 時間程度)

予定定員 第 1回： 30 名　第2,3回： 10 名

参加条件 認証活動実施を具体的に考えている方、興味のある方

備考

開催日時



 

 

 

 

テーマ③
AS/EN/JIS Q9100 航空宇宙品質マネジメントシステム認証 及び 特殊工程認証Nadcap に

ついて

目的

航空，宇宙及び防衛産業で扱う製品には、その用途から法令・規制・顧客により厳しく

管理された産業要求事項があり、安全性が不可欠で、高い品質が要求される。

AS/EN/JISQ9100 認証及びNadcap 認証は、この産業界全体で統一された要求事項に基

づく認証であり、主要な航空機メーカー／エンジンメーカー／装備品メーカーの必須要

求事項である。

このセミナーでは、これら認証制度の取得に求められるもの、審査の仕組みや要求事項

の概要を理解することを目的とする。

概要

AS/EN/JIS Q9100 認証及びNadcap 認証について、以下の内容で紹介する。

１．AS/EN/JIS Q9100 規格認証

　１－１．9100 規格制定の背景

　　　　・航空宇宙防衛産業界での統一品質マネジメントシステム及び認証制度の確立

　　　　・IAQG/JAQG について

　１－２．9100 規格認証制度について

　　　　・9100 審査登録制度

　１－３．9100 規格要求事項概要（ISO9001 への追加要求事項）

　１－４．9100 規格認証取得のポイントについて

　　　　・トップマネジメントによる推進

　　　　・組織の既存の品質管理要領との関係

２．Nadcap 認証

　２－１．特殊工程とは

　　　　・JIS Q9100:2016 8.5.1.2 項における定義

　２－２．PRI 及びNadcap 認証について

　　　　・顧客（サブスクライバー）による認証取得要求

　２－３．Nadcap 審査の仕組み（eAuditNet）について

　　　　・英語による審査

　　　　・AC チェックリストを使ったJobAudit

　２－４．Nadcap 認証取得条件について

講師 住友精密工業株式会社

開催予定日 2021 年1 月25 日(月)15:00から

開催場所 Web セミナー（説明40 分程度＋質疑応答）

予定定員 50 名程度

参加条件 特になし

備考



 

テーマ⑥ 民間航空機セキュリティ研究会

目的

航空機のセキュリティとして現在何が求められているのかを明らかにし、セキュリティ

関連ガイドラインのDO-326A、DO-356A の理解を深めることにより、今後、航空機開

発、装備品開発において必要となるセキュリティ関連技術の基礎を習得する。

概要

第 1 回 航空機産業におけるセキュリティ技術の動向(2020 年度開催)

　(1) 航空機におけるセキュリティ動向

　　現在、航空機が抱えているセキュリティの問題とそれらのセキュリティ対策として

　　機体レベルから装備品レベルまでで何をやらなければならないのかを解説し、今

　　後必要となる技術を提示する。

　(2) DO-326A、DO-356A の概要

　　航空機のセキュリティのガイドランとして制定されたDO-326A、DO-356A の概要

　　について紹介し、そのセキュリティに関連する枠組みを理解する。

　(3) セキュリティ分析の方法論、自動車におけるセキュリティ動向

　　セキュリティ分析を実施するための方法論と提示すると共に、セキュリティ技術で

　　先行する自動車産業における取組みを紹介し、知見を深める。

第 2 回 セキュリティ関連標準(DO-326A、DO-356A)の勉強会(2021 年度開催予定)

　参加者が分担してDO-326A、DO-356Aの解説書をPowerPoint 形式で取りまとめる。

　参加者には担当する部分を割り振り、定期的に集まって担当部分について解説、議

　論をして理解を深めると共に資料としての完成度を高める。

　自動車、産業機器等の他分野におけるセキュリティの取組みについて調査する担当

　も割り振り、同様にその解説、議論をして参加者のセキュリティに関わる一般的な技

　術の知見を高める。

講師 ＭＨＩエアロスペースシステムズ株式会社/株式会社IDAJ/ウインドリバー株式会社

開催予定日
第 1 回 2021 年1 月20 日(水)15:00から

第2 回 2021 年4 月から2022 年3 月までの間で5 回程度開催

開催場所 
第 1 回 Web セミナー(1.5 時間～2 時間程度)

第2 回 開催方式を検討

予定定員 
第 1 回 50 名程度

第 2 回 10 名程度

参加条件 第 2 回以降は、1 年を通して継続的に活動が可能なこと。

備考 第 2 回以降参加者はDO-326A、DO-356A を各自(各社)で購入する。
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