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注意事項
1.

当該資料は、IATA ユーザーガイド(IATA Training Self‒study Course Enrollment Guide V4.1) をもとに
JAFA が作成したものです。IATA ユーザーガイドは適宜アップデートされますので、最新版（英語）を IATA ホーム
ページでご確認ください。（2022 年 10 月 1 日現在、V3.16 です。）
IATA ホームページ：https://www.iata.org/

2.

英語と日本語の解釈に齟齬がある場合、英語を優先するものとします。
If there is any contradiction between the English version and Japanese translation, then the
English version shall take precedence.

3.

内容に関しましては、IATA ホームページから JAFA が独自に抜粋し、掲載したしたものです。内容の詳細に関して
は、受験者自らが IATA ホームページ(英文)にてご確認するようお願いします。

ディプロマ認定試験概要



2021 年からのディプロマ認定試験方式の変更について


2021 年 1 月から基礎コース、危険物コースともに従来の集合形式のペーパー試験から、リモート
監視（試験官）付きのオンライン試験に変更となりました。このオンライン試験に関し、IATA では
OERS 試験と呼びます。


今後は、パソコンにて、自ら試験コースと試験日を選択し、世界中のどこからでも受験が可能と
なります。



試験内容は、基礎コースは 4 択問題が 100 題出題され解答します。終了後、直ちに合否
が判明します。合格証はご自宅に郵送またはデジタル合格証が発行されます。



→ (変更点)2022 年 11 月をもって、危険物コースのオンライン試験は全て中止となりました。
2023 年以降は、CBTA センターでの受験に移行されます。
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受験までの流れ

•IATAカスタマーアカウント、トレーニングアカウントの登録
登録



申込

•受験コース、試験日の確認
•申込と支払いを行った上でEnrolment Keyの入手
•受講登録（Enrolment）と試験日予約

受験

•IATA英文テキストの入手(入金後IATAより発送）
•事前に必要機器の準備およびソフトのインストール
•当日、受験

ディプロマ認定試験のコースについて


IATA では航空業界従事者向けにたくさんの資格や技能習得を目的とした講習会を開催していま
す。



今まで JAFA が実施していましたディプロマ認定試験は下記のとおりとなります。

・「Cargo」→ 「Entry‒level」→ 「English」より選択

コース

コース内容

基礎コース

基本的な IATA 貨物のルールと手順、フォワーダーと航空会社の貨物ユ

Cargo Introductory Course

ニットの運用方法などについて学びます。

ＴＣＧＰ‒11
危険物コース（イニシャル）

このコースは、ICAO および IATA のトレーニング要件を満たし、危険物を

DGR ‒ Initial Category 3

処理する資格を 24 か月与えます。

TCGP‒13
危険物資格更新コース（リカレント）

危険物コースは
2023 年 1 月より
このコースを修了すると、ICAO
および IATA のトレーニング要件が満たさ

CBTA
センターでの受験に移行さます。
DGR – Recurrent Category
3
れ、危険物を処理および処理する資格がさらに 24 か月延長されます。
TCGP‒14

尚、このコースでは CATEGORY 6 を保持されている方の更新はできませ
ん。

2



今後、個人資格での JAFA 経由の受験申込は出来なくなります。


2021 年からは、個人にて IATA のホームページからお申込みください。現在、JAFA では、団体
（会員、準会員、賛助会員）からの受験申し込みのみ受付しています。





受験に関する案内等は適宜 JAFA ホームページでご案内します。

試験日程および申込日程


2021 年からは年 6 回開催され、奇数月の 22 日から月末までが試験期間となります。既に年間
のスケジュールが IATA HP 上に発表されています。(下記参照)

試験申込期限

試験期間

試験予約変更期限
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受講登録(Enrolment と呼びます)は、試験希望期間の前々月の末日（正確には試験月の前
月 1 日）までに受講登録が必要で、その前までに IATA へ着金が必要です。支払いはクレジット
カードか振込で行います。



試験予約(Registration と呼びます)は、試験期間の前月末(正確には当月 1 日)までに行う必
要があります。その期限を過ぎると予約変更ができません。



試験日は、日本時間で試験期間中の 24 時間、お好きな時間が選択可能です。但し、試験官
の人数が限られますので、先着順となります。



OERS 試験に最低必要な条件


Google Chrome のインストールされた PC が必要です。タブレットやスマホでは受験できません。ま
た、MS 社のサーフェース RT や ipad も利用不可です。



OERS 試験の使用プラウザは、Google です。仕様要件も IATA HP にて確認してください。



試験開始前に本人確認のため試験官との会話が発生しますので、PC にはカメラとマイクが必要で
す。尚、試験官は外国人のため、多少の英語力が必要です。



通信環境として、通信回線のスピードと安定性が要求されます。



本人確認のため、国際的に通用する有効期限内のパスポート、国際運転免許証など政府機関が
発行した身分証明書が必要となります。国際的な身分証をお持ちでない方は、IATA へお問い合
わせください。



ご不明点は、下記の IATA カスタマーポータルから、「self‒study course」を選択し、直接お問い
合わせください。
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受験料について


2022 年 10 月 1 日現在の IATA HP 上の受験料と送料は下記のとおりです。事前に「IATA
HP コースガイド」にて確認してください。

コース

コース内容

基礎コース （ＴＣＧＰ‒11）

US$339.00

Cargo Introductory Course

印刷物および電子書籍の選択可能

受験機会
1 年間で 2 回まで

別途 IATA テキスト(印刷物)代送料
US$46.00



いかなる理由でも入金後の返金は一切認められませんので、申込時には十分注意してお申込みく
ださい。



IATA にて ENROLLMENT KEY 発行後 1 年間で 2 回の受験機会が与えられます。
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IATA ホームページからの申込方法について

1.

IATA のホームページにアクセス https://www.iata.org/

2.

「TRAINING」をクリック (こちらで IATA が実施する全ての教育メニューが検索可能です)
https://portal.iata.org/s/?lms=yas&RelayState=https://training.iata.org/grants&̲g
a=2.105480195.1045564190.1612767602‒694158825.1570583716

Training をクリック

この training のページに IATA の実施している教育や試験、「申込方法」、マニュアルが掲載されていま
す。
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3.

受験するコースを確認します
Course＆Diploma をクリック

ここから受験コースを
検索します
Course ＆ Diploma
をクリック

Cargo, Entry level、Selfstudy、
Course＆Diploma を選択しクリック
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こちらにコ IATA が案内しているトレーニング
コースが表示されます

こちらが基礎コースです

8

4.

「EXAMS」をクリック
EXAMS をクリック

オンライン試験の概要が
You tube(日本語解説付き)
でご覧いただけます

5.

Online Exams with Remote Supervision をクリック。こちらが今回の OERS 試験の詳細が掲載
されています。ユーザーガイドもこちらに掲載。
Online Exams～をクリック

クリックすると
オンライン試験
(OERS)の

試験のスケジュール表

ユーザーガイド
が取り出せます
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次に IATA カスタマーアカウント、トレーニングアカウントの登録方法に進みます。

①Training のページ
からスタートします。
「My account」を
クリックします

日本語も選べます

既に IATA カスタ
マーアカウント、トレ
ーニングアカウント
をお持ちの方はこ
ちらから,登録した
初めての方は、「新規ユ
ーザー作成」から、アカ

メールアドレスと
P/W を入力します

ウントを作成します



これ以降は、JAFA ユーザーガイド(個人登録用) 「JAFA‒2021‒DP‒007」に従って登録をお願
いします。
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IATA ディプロマ認定試験の Q＆A となります。
Q1. 登録方法が複雑でわかりにくいのですが
A1. 個人登録用にマニュアルを作成しましたのでご参照ください。（JAFA―2021‒DP‒006(こちらの
案内)、007(登録方法)です。また、後日、実際受験いただく際に利用する OERS 試験マニュア
ル）も準備します。但し、これらのマニュアルは IATA 作成のマニュアルを JAFA が独自に翻訳、作
成したのものですので、詳細は IATA ホームページから原文（英文）にて確認してください。
Q2. オンライン試験で必要な機器やモノなどは何ですか
A1. カメラ、マイク付きのパソコンが必要です。タブレット、スマホ、サーフェイス、ipad は利用できません。
A2. システム要件をマニュアルで確認してください。特に回線スピードを確認してください。
A3. 身分確認のためにパスポート、国際免許証など国際的に通用する本人の写真入りの身分証明書
が必要です。日本の免許証や日本語のみの社員証、学生証は IATA へ確認してください。
A4. 試験当日に持込が許可されているテキスト、計算機等。
Q3. 不正に対する取り組みを教えてください
A1. 当日は、試験官より、「カメラを利用して試験場所の映像をカメラで配信」との指示があります。試
験場所（部屋）に他人がいないか、スマホや 2 台目の PC、テキスト以外の書籍、メモがあると収
納を指示されます。トライアルではテレビもコンセントを抜けとの指示がありました。
A2. 試験当日に「logmein Rescue」というソフトをインストールし、試験官との接続の指示があります
が、これは試験官がリモートで使用する PC に入るソフトで、テキスト以外の電子書籍やメモなどが
PC に残っていないかをチェックします。
Q4. 試験官は日本語が話せますか
A1. 日本語の対応は不可で、全て英語となります。
Q5. 受験料の支払いはどのようにするのですか
A1. クレジットカード、振込みが利用可能です。ドルで支払いとなります。
Q6. 入金確認はどのようにするのすか
A1. 正式に着金するとレシートがホームページから印刷可能となります。また、登録したメールにも送信さ
れます。
Q7. 試験日はいつですか
A1. IATA の HP で確認できます。こちらの案内に掲載しました。
Q8. 試験日はいつ予約するのですか、自分の都合で受験できるのですか、またどのように確認するのですか
A1. IATA へ入金し確認しますと、「Enrolment Key」がメールで付与されますのでその KEY を登録す
ると予約画面となりますので、ご自身で予約可能です。
A2. 試験時間は、日本時間(JST)で選択可能で、試験期間中 24 時間 10 分単位で選択可能で
す。
A3. 登録した試験日はメールで案内されます。全てのメールが確認できるようにしてください。IATA から
のメールが「迷惑メール」に格納されないように注意してください。
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Q9. 都合が悪くなった場合にはどのように変更するのですか
A1. 試験の 1 か月前までは（正確には、試験月の 1 日まで）画面から変更可能ですが、それ以降は
変更できません。受験しませんと 1 回パス（受験機会の 1 回喪失）となります。
Q10.

JAFA 主催の事前講習会にも参加できませんか

A1. 現段階では個人からの受付は予定しておりません。
Q11.

事前講習会で利用した副教材も入手できませんか

A1. 現段階ではできません。JAFA までご相談ください。
Q12.

ユーザーアカウントの作成にはどのくらい時間がかかりますか？

A1. ユーザーアカウントの作成には約 5 分かかり、アカウント作成後すぐにコースや試験に登録できます。
Q13.

なぜユーザーアカウントを作成する必要があるのですか？

A1. オンライン登録プロセスでは、すべてのトレーニングコースと試験に登録するためのユーザーアカウント
が必要です。
Q14.

ユーザーアカウントを作成するときに、どのような情報を提供する必要がありますか？

A1. 氏名（必ず英語名）、連絡先情報(英文で登録)、生年月日（日と月）、国籍を入力するよう
に求められます。IATA はこの情報を識別目的でのみ使用し、お客様の個人情報が第三者に共
有または販売されることはありません。プライバシーポリシーをお読みください。
A2. 氏名は、試験時の本人確認に利用します。また合格証にも記載される氏名となりますので、英語
名で正確かつ慎重にお願いします。
Q15.

住所が変わりました。新しい住所を IATA に伝えるにはどうすればよいですか？

A1. 住所を変更した場合は、アカウントの住所を更新してください。
Q16.

最初の試験に失敗しました。2 回目の試験にいつどのように登録されますか？

A1. 2 回目の受験を希望する場合は、参加したい試験セッションの登録期限までにご自身で登録(予
約)する必要があります。
Q17.

合格はいつわかりますか、また合格証はいつ手元に届きますか

A1. オンライン試験ですので、合否はその場でわかります。
A2. 合格証は受験後約 15 日でメールにてコピーが送付されます。現在、デジタル合格証の交付
（SDA）となっていますので、IATA の HP で確認してください。
Q18.

IATA について質問がある場合は、どこに連絡すればよいですか？

A1. IATA についてもっと知りたいとのことで、一般的な情報については、当社の Web サイト
https://www.iata.org/tact で回答を見つけることができ ます

A2. IATA 製品およびサービスに関連する具体的な回答については、IATA カスタマーポータル
（http://www.iata.org/cs）内の「サポート」ページを参照してください

12

