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航空宇宙産業向け審査員の評価登録手順 

Ⅰ章 一般 

 

１．適用範囲 

この手順は、一般財団法人日本規格協会マネジメントシステム審査員評価登録センタ

ー（以下、当センターという。）が、航空宇宙産業向け審査員への登録を申請する者を

JRCA AA100「航空宇宙産業向け審査員の資格基準」（以下、審査員資格基準という。）に

照らして評価し登録するための手順、並びに登録を申請する者及び登録された航空宇宙

産業向け審査員の権利と義務について定める。 

 

２．引用文書及び関連文書 

2.1 引用文書 

      JRCA AA100：航空宇宙産業向け審査員の資格基準 

      JRCA AA300：航空宇宙産業向け審査員登録申請等各種手続きの手引き 

JRCA AC100：審査員評価登録に係わる異議申し立て及び苦情申し立ての取扱い手順 

2.2 関連文書 

      JRCA AC200：品質マネジメントシステム審査員 航空宇宙産業向け審査員 評価登録に

係わる料金基準 

 

３．定義 

この手順で用いる主な用語の定義は、次によるほか、JRCA AA100「航空宇宙産業向け審

査員の資格基準」に定める定義による。 

3.1 申請者 

審査員資格基準に適合していることの評価を受け、当センターに航空宇宙産業向け審査

員として登録を希望する者で、申請書に漏れなく記載し署名を行い、且つ、評価に必要な

すべての情報を提供することに同意することを表明した者。 

3.2航空宇宙産業向け審査員登録証明書 

マネジメントシステム審査員が、当センターの審査員資格基準に適合していることを

示す証書（以下、登録証明書という。）。記載項目を付属書－１に示す。 

3.3航空宇宙産業向け審査員登録証 

マネジメントシステム審査員が、当センターの審査員資格基準に適合していることを

利害関係者に提示することができるように、審査活動に携帯するカード（以下、登録カ

ードという）。記載項目を付属書－１に示す。 

3.4 審査員登録情報 

当センターが、マネジメントシステム審査員登録のために維持管理することが必要な情

報。項目を付属書－１に示す。 
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４．登録 

4.1審査員の登録 

審査員登録申請者が当センターの審査員資格基準に適合していることを当センターに

認められるためには、当センターの評価を受け、審査資格基準に適合した者として登録

されなければならない。 

 

4.2 登録の有効期間 

登録の有効期間は、登録日若しくは更新日から 3 年とする。 

 

4.3 登録の維持 

4.3.1 登録された審査員は、登録の有効期間内において、継続して審査員資格基準に適合し

ていることを当センターに認められるために、第 12項の当センターによるサーベイラン

スを受けなければならない。 

4.3.2 登録された審査員は、当センターが審査員資格基準を変更した場合、変更に関する決

定及びその公表の後に、当センターが合理的であると考え設定した期間内に該当事項に

対して必要な対応を行い、当センターの評価を受けなければならない。 

備考：当センターは、審査員資格基準の重要な変更を行う場合、十分な期間をおいて適切

な予告をする。当センターは、重要な変更にかかわる内容の詳細及び発効日を決定

する前に、利害関係者が表明した見解を考慮する。 

4.3.3 登録された審査員は、登録の有効期限後も引き続き審査員資格基準に適合しているこ

とを当センターに認められるために、当センターによる第 13項の更新評価を受け、登録

有効期限を更新しなければならない。また、更新後も当センターによる第 12項のサーベ

イランスを受けなければならない。 
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Ⅱ章 登録申請 

 

５．一般 

審査員として新規登録を希望する場合は第 6 項、AS 審査員が AS 産業経験審査員への

格上げを希望する場合には第 7 項に従った申請が必要である。 

当センターは、申請者又は登録された審査員から提供されたこれら情報を評価に使用

する。その際に適切な機密保持を行い、個人情報の目的外使用を決して行わない。 

日本国外の審査員または審査員希望者は、本人の地区における審査員評価登録機関に

申請を出すことが望ましい。 

なお、過去に他セクターで申請を否認された経験のある者は、その申請に関する情報

を提出しなければならない。 

 

注：SJAC 9104-1 10.3f) に以下が規定されている 

“AAB が管轄地区（すなわち，国，IAQG セクター）外の審査員の資格証明申請を受

け取ったとき，AABは，当該審査員の地区で業務を行う業界による監視制度（ICOP）

スキームで認可された AAB を通じて資格証明を受けることを審査員に推奨しなけれ

ばならない。” 

 

６．初回登録申請 

初回登録申請を行う者は、JRCA AA300「航空宇宙産業向け審査員登録申請等各種手続き

の手引き」（以下、申請の手引きという。）に基づき、以下の手続きを行わなければなら

ない。 

①申請書の作成 

②申請する資格の登録要件を満たすことを実証する書類の準備 

③申請料の事前払い込み 

④申請書、必要書類、申請料と登録料の払い込み記録の写しを当センターへ提出 

注：申請料と登録料の合計額を払い込むこと。万一登録が認められない場合には登

録料のみを返金する。 

 

７．格上げ（AS産業経験審査員への）登録申請 

格上げ登録申請を行う者は、申請の手引きに基づき、以下の手続きを行わなければなら

ない。 

①申請書の作成 

②申請する資格の登録要件を満たすことを実証する書類の準備 

③申請料の事前払い込み 

④申請書、必要書類、申請料と登録料の払い込み記録の写しを当センターへ提出 

注：申請料と登録料の合計額を払い込むこと。万一登録が認められない場合には登

録料のみを返金する。 

 

 



                                 JRCA AA200-改定４版 

航空宇宙産業向け審査員の評価登録手順 

 

 4 / 14 

 

Ⅲ章 評価 

 

８．申請書類の受付、受理  

8.1 受付 

当センターは、申請を原則としてすべて郵送にて受付ける。なお、事故防止のため申

請書類の送付は（簡易）書留を勧める。申請資料が、書類の不備等の理由で受理できな

い場合、その旨を申請者に連絡する。 

8.2 受理 

 当センターは、申請書類を受理した場合、受理番号を記した受理通知を申請者に発行

する。 

 

９．評価、判定 

9.1 初回登録申請の評価、判定 

9.1.1 書類評価 

提出された申請書及び添付書類に対して、第一次評価及び検証評価を異なる２名の評

価者が実施する。 

9.1.2 判定 

当センター所長は、評価プロセスが適切に実施されたことを確認し、申請者の登録の可

否を決定する。なお、当センター所長は、登録の可否の判定に際し必要な場合には、申請

者に対する面接を行うことができる。 

9.1.3 JRMCによる追認 

当センターは、AS審査員及びAS産業経験審査員の登録に関する判定結果をJRMCに通知し

追認を受ける。 

 

9.2 格上げ（AS産業経験審査員への）登録申請の評価、判定 

AS審査員がAS産業経験審査員へ格上げする場合の評価、判定は次による。 

9.2.1 書類評価 

提出された申請書及び添付書類に対して、第一次評価及び第一次評価の検証評価を異

なる２名の評価者が実施する。 

9.2.2 判定 

当センター所長は、評価プロセスが適切に実施されたことを確認し、申請者の登録の可

否を決定する。なお、当センター所長は、登録の可否の判定に際し必要な場合には、申請

者に対する面接を行うことができる。 

9.2.3 JRMCによる追認 

当センターは、判定結果をJRMCに通知し追認を受ける。 

 

１０．判定結果の通知及び航空宇宙産業向け審査員登録証明書／登録証の交付 

当センターは、JRMCの追認を受けた後に、申請者又は審査員に判定結果を、書面で通

知し、登録証明書及び登録カードを交付する。JRMC への追認申請の結果、否認された

場合には、JRMC による否認理由も添付する。 
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注：万一登録が認められない場合には登録料のみを返金し申請料は返金しない。 

 

１１．登録の公表 

11.1 当センターは、ホームページで当該審査員の登録（登録番号と資格）を公表する。審査

員から氏名の公表に同意が得られている場合には氏名も公表する。 

11.2審査員資格の登録を行った場合、IAQG-OASISに登録するために、SJAC（社団法人日本航

空宇宙工業会）（JAQG事務局）へ当該審査員の氏名、登録日を速やかに通知する。 

 

１２．サーベイランスでの評価  

登録されている審査員に対し、当センターは１年毎に第 12.1 項から第 12.4 項に従っ

てサーベイランス評価を実施する。 

12.1 サーベイランス評価資料提出の依頼 

当センターは、登録日又は更新日から１年毎の期日の２ヶ月前を目処として、審査員

に対し、申請の手引きに基づき、サーベイランス評価に必要な資料の提出並びに登録評

価料の払い込みを依頼する。 

12.2 書類評価 

提出された資料に対して、第一次評価及び検証評価を異なる２名の評価者が実施する。 

また、登録評価料の払い込みが無かった場合も、登録継続を否とする。 

12.3 判定 

当センター所長は、評価プロセスが適切に実施されたことを確認し、当該審査員の登録

継続の可否を決定する。なお、当センター所長は、登録の可否の判定に際し必要な場合に

は、申請者に対する面接を行うことができる。 

12.4 判定結果等に基づく処置 

登録継続が否と判定された場合、当センターは当該審査員に対して、資格失効通知書

を発行する。また、交付されている登録証明書、登録カードの返却を要請する。なお、

判定結果の如何に拘わらず登録評価料は返還しない。 

 

１３．更新での評価  

審査員資格の有効期限を過ぎて登録継続を希望する審査員に対し、当センターは３年

毎に第 13.1項から第 13.8項に従って更新評価を実施する。 

 

13.1 更新評価資料提出の依頼 

当センターは、登録日又は更新日から３年毎の期日（有効期限日）の５ヶ月前を目処

として、審査員に対し、資格更新を希望する場合には申請の手引きに基づき、更新評価

に必要な資料の提出並びに登録評価料の払い込みを行うことを期日（有効期限日）の３

ヶ月以上前に行うように依頼する。 

 

注：SJAC 9104-3規格の8.1.2に、“審査員は…有効期限日の3ヶ月以上前に資格証明の

申請を提出しなければならない。”と規定されている。 
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13.2 書類評価 

提出された申請書、継続的専門能力開発(CPD)実績に対して、第一次評価及び検証評価

を異なる２名の評価者が実施する。 

また、登録評価料の払い込みが無かった場合も、登録継続を否とする。 

13.3 審査実績評価 

評価者は、書類評価に合格した審査員が実施した審査の受審組織に対し、審査実績並

びに JIS Q 19011 第 4項に定める審査の原則（ a 高潔さ、b 公正な報告、c 専門家とし

ての正当な注意、d 機密保持、e 独立性、f 証拠に基づくアプローチ）を遵守した審査

が行われたこと確認する。 

評価者は、書類評価、審査実績評価の結果に基づき当センターの上級経営管理者に更

新の可否を上申する。 

13.4 判定 

当センター所長は、評価プロセスが適切に実施されたことを確認し、当該審査員の更新

の可否を決定する。なお、当センター所長は、登録の可否の判定に際し必要な場合には、

申請者に対する面接を行うことができる。 

13.5 JRMCによる追認 

当センターは、AS審査員及びAS産業経験審査員に係わる判定結果をJRMCに通知し追認を

受ける。 

13.6 判定結果の通知 

当センターは、JRMCの追認を受けた後に、審査員に判定結果を、書面で通知する。JRMC

への追認申請の結果、否認された場合には、JRMC による否認理由も添付する。 

なお、判定結果の如何に拘わらず登録評価料は返還しない。 

13.7 航空宇宙産業向け審査員登録証明書／登録証の交付 

当センターは、登録更新可と判定された審査員に登録証明書及び登録カードを交付する。 

13.8 登録の公表 

13.8.1当センターは、ホームページで当該審査員の登録（登録番号と資格）を公表する。審

査員から氏名の公表に同意が得られている場合には氏名も公表する。 

13.8.2 AS産業経験審査員資格の更新を行った場合、IAQG-OASISに登録するために、SJAC（社

団法人日本航空宇宙工業会）（JAQG事務局）へ当該審査員の氏名、更新日を速やかに通

知する。 



                                 JRCA AA200-改定４版 

航空宇宙産業向け審査員の評価登録手順 

 

 7 / 14 

 

 

Ⅳ章 権利と義務 

 

１４．申請者及び審査員の権利と義務 

14.1 申請者及び審査員は、次の権利を有する。 

a)当センターより審査員の資格基準を記述した文書（JRCA AA100）、並びに評価登録手

順と申請者及び審査員の権利と義務について記述した本文書の提供を受ける権利を

有する。 

b)評価に関する判定結果についての通知を受ける権利を有する。 

c)審査員は、当センターより登録証明書及び登録カードを受けることができる。 

d)審査員は、JRCAロゴマークの使用に係わる遵守事項（付属書１）に従って、当セン

ターのロゴマークを名刺に使用することができる。 

e)当センターの評価に関する判定結果に異議がある場合には、第 16.1項に基づき、当

センターに異議申し立てをすることができる。 

f) 当センターの審査員評価登録業務にかかわる事項に対し苦情がある場合には、第

16.2項に基づき、当センターに苦情申し立てをすることができる。 

g)審査員は、登録の有効期間内において、資格放棄を申し出ることができる。 

 

14.2 申請者及び審査員は、当センターに対して次の義務を負う。 

a)審査員資格基準及び本手順の関連条項に従う。 

b)評価の実施に必要なすべての情報を提供する。 

c)他のセクター管理委員会で過去に航空宇宙産業向け審査員資格に関する否認、一時

停止、又は取消を受けた場合には当センターに報告する。 

d)審査員は、審査の実施にあたって登録カードを携帯する。 

e)与えられた登録内容に関してだけ、登録に関する表明を行う。 

f)登録の対象となっていない活動について登録されていることを表明しない。 

g)登録証明書、登録カード、ロゴマーク及びそれらの一部分であっても、誤解を招く

ような方法で使用しない。 

h)当センターの社会的評価を損なうような方法で登録を表明せず、また、誤解を招き

やすいか又は登録範囲を逸脱すると当センターが考えるような、登録に関する表明

を行わない。 

i)登録の失効、一時停止又は取消しを受けた場合は、当センター又は登録への言及を

含むすべての表明を中止し、当センターに登録証明書及び登録カードを返却する。 

j)利害関係者から苦情を受けた場合、直ちに当センターに報告する。 

k)管理データに変更が生じた場合、直ちに当センターに報告する。 

l)登録された AS産業経験審査員は、登録（更新、取り消し／失効）時に速やかに氏名、

登録日（更新の場合は更新日、取り消し／失効の場合は取り消し／失効日）が SJAC

（JAQG 事務局）に通知され、SJAC（JAQG 事務局）が IAQG-OASIS に登録することに

同意しなければならない。 
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Ⅴ章 失効、一時停止、取り消し 

 

１５．登録資格の失効、一時停止又は取り消し  

15.1 JRCA AA100審査員資格基準第 12項に該当する場合、登録資格を失効させる。  

15.2 JRCA AA100審査員資格基準第 10項に該当する場合、登録資格を一時停止させる。 

15.3本手順第 14.2項に定める事項を含めた審査員として遵守すべき事項への違反が発生し

た場合及び JRCA AA100審査員資格基準第 11項に該当する場合、登録資格を取り消す。 

15.4審査員資格の取り消しを決定した場合、JRMCに通知し追認を受ける。 

15.5審査員資格の取り消しを決定した場合、IAQG-OASISに登録するために、SJAC（社団法人

日本航空宇宙工業会）（JAQG事務局）へ当該審査員の氏名、取り消し日を速やか（5日以

内）に通知する。 
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Ⅵ章 異議申し立て、苦情申し立て 

 

１６．異議申し立て、苦情申し立て  

16.1 当センターの決定に対する異議申し立ては、JRCA AC100「審査員評価登録に係わる異議

申し立て及び苦情申し立ての取扱い手順」（以下、申し立て手順という。）に従って、

当センターに対して書面で行われなければならない。当センターは、申し立て手順に

従って、すべての異議申し立てを処理する。 

16.2 当センターの審査員評価登録業務に係わる事項に対する苦情申し立ては、申し立て手順

に従って、当センターに対して書面で行われなれければならない。当センターは、申

し立て手順に従って、すべての苦情申し立てを処理する。 

16.3 申し立て者が、問題を当センターとともに解決できない場合は、航空宇宙審査登録管理

委員会（JRMC）に申し出ることができる。 

16.4 審査員の力量に関する異議申し立て又は苦情申し立ては、受付から 60 日以内に申し立

て者に対して当センターの決定の通知を行う。 

 

注 SJAC9104-1:2012 

10.4 a)審査員資格証明機関（AAB）は，航空宇宙品質マネジメントシステム（AQMS）審

査員の力量に関する特定の問題に対してとられるべき処置を受取り，レビューし，

決定するプロセスを持たなければならない。 

10.4 b)決定事項及び／又はとられる処置は，起草者へ伝達されなければならない。こ

のプロセスは暦日 60 日以内に完了しなければならない。 

 

 

付則 

この手順は、２０１４年４月１５日から適用する。 
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付属書―１ 登録証明書等の記載項目と管理データ項目 

1. 審査員登録証明書と審査員登録証（登録カード）の記載項目 

審査員登録証明書と審査員登録証（登録カード）の記載項目を下表に示す。 

 

審査員登録証明書及び審査員登録証（登録カード）の記載項目 

記載項目 審査員登録証明書 審査員登録証（登録カード） 

氏名 ○ ○ 

生年月日 ○ ○ 

適用基準 ○ ― 

登録番号 ○ ○ 

顔写真 ― ○ 

審査可能なマネジメントシス

テム規格番号及び規格発行年 

○ ○ 

審査員資格 ○ ○ 

登録日 ○ ― 

有効期限 ○ ○ 

当センターの名称 ○ ○ 

○：記載あり、―：なし 

注：生年月日の記載は 2013年 1月 1日以降に発行されたものが対象である。 

 

２. 審査員登録情報 

当センターが、マネジメントシステム審査員登録のために維持管理することが必要な情報の

項目を下表に示す。 

 

当センターにおけるマネジメントシステム審査員の登録情報の項目 

氏名（漢字表記、カナ表記、ローマ字表記） 

生年月日（西暦） 

自宅 住所（郵便番号、住所） 

電話番号、Fax番号 

e-mailアドレス（希望する場合） 

勤務先 

（該当する場合） 

名称 

部署名、役職 

住所（郵便番号、住所） 

電話番号、Fax番号 

所属審査登録機関 

（該当する場合） 

名称 

住所（郵便番号、住所） 

電話番号、Fax番号 

連絡先区分（自宅・勤務先・所属審査登録機関） 

ホームページでの審査員登録情報公表（検索方式）の方法 
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付属書―２ JRCA登録審査員資格の公表に係わる遵守事項 

 

１．適用範囲 

 

 この遵守事項は、一般財団法人日本規格協会マネジメントシステム審査員評価登録センタ

ー（以下、当センター又はJRCAという）が登録した審査員（以下、審査員という）が、自ら

の審査員資格に関して公表する際に遵守しなければならない事項等について定める。 

 

２．審査員資格の公表における表示方法 

 

2.1 表示媒体 

 

JRCAロゴマークは、本人の名刺にのみ表示することができる。 

JRCAロゴマークを使用しない場合は、特に媒体の制約はない。 

 

2.2 表示事項 

 

JRCA登録審査員が、JRCAで登録されていることを公表する場合には、JRCAロゴマークの使用

の有無にかかわらず、登録対象のマネジメントシステムと審査員資格区分が判る記述と登録番

号表記をしなければならない。 

 

【表記例】 

JRCA登録品質マネジメントシステム主任審査員（A99999） 

JRCA登録品質審査員（A99999） 

JRCA登録QMS審査員補（A99999） 

JRCA登録JIS Q 27001主任審査員（ISJ-A99999） 

JRCA登録情報セキュリティ審査員（ISJ-B99999） 

JRCA登録ISMS審査員補（ISJ-C99999） 

JRCA登録AS産業経験審査員（U99999） 

JRCA登録AS審査員（U99999） 

注）対象のマネジメントシステムと審査員資格区分に関して誤解を与えない表記であれば、

上記以外の表記方法でもよい。 

 

2.3 公表可能期間 

 

2.3.1 審査員は、JRCAロゴマークの使用の有無にかかわらず登録の有効期間内においてのみ、JRCA

審査員資格登録を公表できる。 

2.3.2 登録資格の失効、一時停止又は取消しが行われた場合、当該者は、JRCA審査員資格登録の公

表を直ちに中止し、JRCA審査員資格登録を記載した対象物（印刷物等）は破棄しなければな

らない。 

 

３．誤った公表方法に対する処置 

 

3.1 審査員が本遵守事項に違反して審査員資格に関する公表をした場合、当センターは、修正と必

要な場合には是正処置を要求する。 

 

3.2 当センターの修正又は是正処置要求に対して直ちに適切な対応がとられない場合は、当センタ

ーは、当該審査員に対して登録資格の一時停止又は取消しの処置を取る。 
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４．JRCAロゴマークの表示方法 

 

4.1 ロゴマークの内容 

 

JRCAロゴマークは、下図に示すようにマーク部とロゴ部よりなる。 

 

 

 

               マーク部 

 

 

 

 

 

ロゴ部 

 

 

 

4.1.1 マーク部の基本色は緑色（大日本インキ(株)標準色 DIC 377、又は近似色）とし、サブカ

ラーとしては、黒色、灰色とする。表示に当たっては、地色と明瞭な対比を持たせるよう

にしなければならない。 

4.1.2 ロゴ部の表示は黒色を使用し、書体はゴシック体とし、できるだけ上図と類似書体を使用す

ること。 

4.1.3 ロゴマークを拡大又は縮小して表示する場合は、マーク部とロゴ部の比率が上図と同じにな

るようにして拡大又は縮小を行い、拡大又は縮小後の縦横の比率は上図と同じになるように

すること。 

4.1.4 マーク部とロゴ部は個別に表示してはならず、ロゴマークとして一体で表示すること。 

4.1.5 必要な場合、当センターからロゴマークの電子データを提供する。 

 

4.2 JRCAロゴマークの管理 

 

4.2.1 審査員は、当センターが提供したJRCAロゴマークの電子データの保護及び漏洩防止のための

適切な管理を行わなければならない。 

4.2.2 審査員が、名刺の作成のために当センターのJRCAロゴマークの電子データを業者に提供した

場合、審査員は、当センターのJRCAロゴマークの電子データを提供した業者の一覧を作成す

るとともに、当該業者に、当センターのJRCAロゴマークの電子データの保護及び漏洩防止の

ための管理を行うよう要求しなければならない。 

 

以上 
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制定・改定履歴 

版番号 制定、改定年月日 制定、改定内容 

制定 2006年 5月 29日 新認定基準（JAB CP101-2005）への対応として制定 

改定 1版 2007年 6月 20日 ・ SJAC9010の改定を反映 

・ 組織名称変更 

改定 2版 2011年 5月 1日 ・ 判定者を上級経営管理者から当センター所長に変

更 

・ 異議・苦情申し立てが当センターで解決しない場

合の申し出先を JABから JRMCに変更 

改定 3版 2012年 12月 1日 

（2013 年 1 月 1 日から

適用） 

・SJAC9104-1：2012規格の発行に伴い、準拠する規格

を SJAC9010から SJAC9104シリーズに変更した。 

・日本規格協会の一般財団法人化に伴い、組織名称を

一般財団法人日本規格協会に変更した。 

・審査員の名称から（ｺﾝﾋﾟﾃﾝｽ）を削除した。 

・日本国外の者は、本人の地区における機関に申請を

出すことが望ましいことを追記した。（5項） 

・新規及び格上げ登録の場合には、申請時に申請料と

登録料の合計額を払い込み、不合格時には登録料を

返金することとした。（6項、7項、10項） 

・SJAC9104-1 に基づき、JRMC に追認を求める対象を

AS産業経験審査員だけでなく AS審査員も追認対象

とした。（9項、13項） 

・SJAC9104-1に基づき、JRMC への追認申請の結果、

否認された場合には、JRMC による否認理由も添付

することとした。（10項、13項） 

・JIS Q 19011規格の｢監査の原則｣を 2012年版のもの

に変更した。（13項） 

・SJAC9104-3に基づき、更新の申請の提出を有効期限

の 3ヶ月以上前に変更し、それに伴い更新の案内を

有効期限の 5ヶ月前に送付することとした。（13項） 

・SJAC9104-1に基づき、他セクターでの否認の事実を

報告しなければならないことを追記した。（5項、14

項） 

・SJAC9104-1 に基づき、取り消しの場合の SJAC への

通知を 5日以内に変更した。（15項） 

・審査員の力量に関する異議又は苦情申し立ては、受

付から 60 日以内に申し立て者に対して決定の通知
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を行うことを追記した。（16項） 

・登録証明書等の記載項目と管理データ項目を本文から

付属書に移した。 

・その他、内容に関わらない字句の修正等を行った。 

改定 4版 2014年 4月 15日 ・申請資料に対する書類評価における追加資料の提出

の回数制限（2回まで）を削除した。（9項、12項、

13項） 

・AA100 審査員資格基準改定に伴い、引用する AA100

の項番号を変更した。 

・付属書-2 を改定し、タイトルを「JRCA ロゴマーク

の使用に係わる遵守事項」から「JRCA登録審査員資

格の公表に係わる遵守事項」に変更した。 

・その他、内容に関わらない記述上の変更を行った。 

 


