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一般社団法人日本航空宇宙工業会に設置した航空宇宙品質センター（JAQG）は，IAQG に参加し，欧米の

主要企業とともに国際的に共通な航空宇宙品質マネジメントシステム規格やその関連規格を作成している。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。SJAC 9103 と技術的に同等な他の規格とし

て，米国の SAE AS 9103 及びヨーロッパの CEN EN 9103 がある。 

この規格についての意見又は質問は，一般社団法人 日本航空宇宙工業会（〒107-0052 東京都港区赤坂 2

丁目 5 番 8 号ヒューリック JP 赤坂ビル 10 階 TEL 03-3585-0511 FAX 03-3585-0541）にご連絡ください。
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根拠 

 

この規格は，International Aerospace Quality Group （IAQG）規格（すなわち，9100,9110,9102,9138 及び 9145）

の最新の改訂に整合させ，また，産業界の意見を取り入れるため改正された。この規格に記載されている規格要

求事項に対するその他の変更点は，用語や定義の追加，関連する他の外部規格の参照を含め，より記載内容を明

確にするための編集的なものである。 

 
まえがき 

 

顧客満足を保証するため，航空，宇宙及び防衛分野の組織は，顧客及び適用される法令・規制の要求事項を

満たす，又はそれを上回る安全性及び信頼性のある製品を生産し，継続的に改善していかなければならない。

しかし，産業の国際化，並びにそれに伴う地域・国々の要求事項及び期待の多様化がこの目的達成を複雑なも

のにしている。最終製品の組織は，世界中にわたる，サプライチェーン内のあらゆるレベルの外部提供者から

購入した製品の品質を保証し，統合するという課題に直面している。外部提供者を含む産業界の生産者は，品

質に対する異なる要求事項及び期待をもつ多様な顧客に製品を引き渡すという課題に取り組んでいる。 

 

航空，宇宙及び防衛産業において，生産活動を通じて品質及び安全の著しい改善及びコスト削減を達成する

という目的のために，アメリカ，アジア・パシフィック及びヨーロッパの企業の代表者で構成する IAQG を設

立した。 

 

この規格は，キー特性（KC）のばらつき管理に関する要求事項を標準化するものである。サプライチェーン

のすべてのレベルで使用される共通的な要求事項の確立は，組織独自の要求事項や，これら複数の期待に内在

する結果としてのばらつきを排除又は削減することにより，品質と安全性の向上及びコストの削減をもたらす

はずである。 
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航空宇宙工業規格 

キー特性管理 
序文 

0.1 一般 

この規格は，キー特性（KC）のばらつき管理のための要求事項を定め，それらの要求事項を達成するための

プロセスを提供するものである。 

 

この規格は，適用される製造及び整備工程での特性のばらつきを管理し，最小化することを主目的に，その

工程の十分な評価を要求する。 

特に，この規格は次の事項を要求している： 

 KC に影響する工程要素の把握 

 顧客要求事項を満たすためにばらつきを管理，低減する目的で，適切な分析ツールを用いた，工程に対

する KC の厳格な決定 

 ばらつきが十分に把握されていることを確実にするための工程管理及び工程能力の調査 

 KC の管理及び製造又は整備工程のパラメータ管理を明確に定めたコントロールプラン（CP） 

 

製品の合否判定及びリリースは顧客の要求事項に従って行われ，この規格を製品の合否判定及びリリースの

基準として使用することはできない。 

 

この規格は: 

 技術仕様に合致する部品を排除するものではない。 

 製造工程能力調査期間における製品の出荷又は使用を妨げるものではない。 

 

この規格では，ばらつき管理プロセスは実験室規模，試験的な又は生産前のプロセスには適用されない。し

かし，顧客から要求された場合又は組織（例えば，技術，製造）が適切と判断した場合，プログラムの様々な

段階において，この規格で記載されていない方法でいくつかの KC の特定の管理が必要となる可能性がある。 

 

この規格は，製造及び整備活動に対する KC のばらつき管理を対象にしているが，顧客満足に関連する特性

（例えば，コストや納期）に影響するような他の特性に対するモデルとして適用することもできる。 

 

0.2 適用 

この規格は，サプライチェーンのすべてのレベルにおいて，契約上呼び出されるキー特性（KC）のばらつき

管理に関する要求事項を提供するために作成された。また，この規格は，航空，宇宙及び防衛分野における KC

管理におけるガイダンスとして利用することができる。この規格は，独立した要求事項として呼び出すことが

でき，他の IAQG 規格（例えば，9100，9110，9102，9138 及び 9145）と組み合わせて使用することもできる。 

 

顧客（設計権限者又は KC 所有者）が要求する全ての設計特性について，その製品が設計機能を満たすため

に必要な最小限の適合率が存在する。それ以降も，全体で見て費用対効果の高い方法がある場合，常に継続的

に改善していくことが望ましい。 

 

 この規格は，生産中に改善を行うための要求事項を提供する。 

 9145 規格は，先行製品品質計画（APQP)及び生産部品承認プロセス（PPAP)の手法を用いた製品開発プ

ロセスの構造的な枠組みを提供し，品質の高い製品をコストパフォーマンス目標を満足させながら納期



 
 

 
 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

(2)

どおりに納入することを確実にする。 

 9138 規格は，情報が収集される各特性について，適合の最小確率が達成されることを保証するための方

法を提供する。 

 9102 規格は，製品実現プロセスが技術及び設計の要求事項を満たす部品及び組立品を製造できることを，

客観的な証拠をもって検証する方法を提供する。 

 

これらの規格の関係は，図 1 に概念的に示されており，概念的な製品ニーズから始まり，製品のライフサイ

クルを通じて，開発のマイルストーンや 9145 のプロセスフェーズとの関連を示している。 

 

 KC を早期に特定し，生産管理下に置くことで，工程の資本化・最適化を組織は早期に開始することがで

きる。 

 9145 フェーズ 4（製品及び工程の妥当性確認）の終了前に，9103 の方法を用いて，継続中の生産に先立

ち，生産工程の能力を検証する。 

 9145 フェーズ 4 の終わりまでに，設計権限者は，すべての適用可能な顧客コミットメントが製品の設計

において満たされたこと，および製造プロセスが「一貫して」適合製品を生産することを結論付けた。

この「一貫した」生産は，設計権限者に受け入れられる下限値より大きい値で納品された製品の適合率

の値で表すことができる。9138 が適用される場合，その下限値は初期信頼度要求水準（IRR）と呼ばれ

ている。 

 9145 フェーズ 5（継続生産，使用，引渡し後のサービス）において，9103 の焦点は，全体的な費用対効

果限度（さらなる改善機会が改善効果よりも高くなる点）以下にとどまりながら，製造又は整備工程の

成熟度をさらに改善し，生産者のばらつきのコストを低減し，納入製品の適合率を向上させることであ

る。この上限は，より費用対効果の高い改良が発見された場合，変更される可能性がある。 

 

注記 各フェーズの実際の期間は，特定の製品や製品開発プロジェクトの範囲とタイミングによって異なる。 

 

図 1 他の IAQG 規格（SJAC 規格）と 9103 規格の関係 
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1 適用範囲 

この規格は，主に継続生産段階での製造を意図した新しい部品及び製品に適用することを目的としているが，

現在生産中の部品（例えば，製造，整備）にも適用することができる。この規格は，キー特性（KC）のばらつ

きに影響を与える全ての製造プロセス及び KC が特定される整備及びサービスプロセスに適用可能である。こ

の規格は，組立品及び組立品内の全ての部品，鋳造及び鍛造品を含む基本材料に適用する。また，製品の設計

特性を作り込む責任がある組織に適用する。 

 

ばらつき管理プロセスは，通常，KC を識別する設計文書（例えば，デジタルモデル，設計図，仕様書)に記

載された製品定義から始まり，これらの KC のばらつき管理プロセスにつながる。このプロセスは，製造・整

備業者が特定した KC（例えば，工程 KC，追加／代用製品 KC）にも使用できる。 

 

製造・整備業者及びそれらの下請け業者は，KC が顧客の要求事項に適合していることを確実にするために，

設計上の特徴を作り込む，製造及びサービスの提供を行う外部提供者への規格要求事項のフローダウンに責任

を負う。 

1.1 目的 

この規格は，キー特性（KC）のばらつきを適切に計画し，効果的に管理することにより製造及び整備工程の

改善を推進することを意図している。この KC 管理は，最終製品の均一性（製品 KC のばらつきが少ないか，

又はばらつきが最小である)及び許容確率を改善することを意図している。 

 

注記 この規格による製品又は工程に対する KC の管理は，結果として生じた製品の合格を与えるものでも

なく，意味するものでもない。この規格に基づくばらつき管理が合否判定に含まれる場合その要求事

項は，該当する製品の合否判定計画又は契約で明確にされる必要がある。 

1.2 凡例 

この規格では，以下の凡例を使用する： 

・ "shall "は要求事項を示す。 

・ "should "は推奨を示す。 

・ "may "は許可を示し， 

・ "can "は可能性又は能力を示す。 

2 引用文書 

この規格を適用する場合，次の文書を考慮することが望ましい。日付のある引用文書に対しては，引用版の

み適用する。日付のない引用文書に対しては，引用規格の最新版（どの改正版も含む）を適用する。 

この規格と引用規格との間に矛盾がある場合，この規格の要求事項が優先される。SJAC9103 の実施をサポ

ートするその他の文献情報は，附属書 A に記載されている。 

 

JIS Q 9100*  品質マネジメントシステム－航空，宇宙及び防衛分野の組織に対する要求事項 

SJAC9101*  品質マネジメントシステム－航空，宇宙及び防衛分野の組織に対する審査要求事項 

SJAC9102*  航空宇宙 初回製品検査要求事項 

SJAC9110* 品質マネジメントシステム－航空分野の整備組織に対する要求事項 

SJAC9138*  航空宇宙 品質マネジメントシステム 統計的製品合否判定に関する要求事項 

SJAC9145*  航空宇宙 先行製品品質計画及び生産部品承認プロセスに関する要求事項 

IAQG サプライチェーンマネジメントハンドブック（SCMH) －（IAQGWEB サイト参照：

https://iaqg.org/tools/scmh/) 

*  IAQG の支援の下で開発され，様々な標準化団体［例えば，ASD−STAN，SAE International，欧州標準

化委員会（CEN)，日本規格協会（JSA)／日本航空宇宙工業会（SJAC)，ブラジル技術標準化協会（ABNT)］
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によって発行された。 

AS13006  Process Control Methods 

ISO 3534-2  Statistics – Vocabulary and symbols – Part 2: Applied statistics 

JIS Q 9000  品質マネジメントシステム－基本及び用語 

ISO 22514-7  Statistical methods in process management – Capability and performance – Part 7: Capability of 

measurement processes 

3 用語及び定義 

一般的な用語の定義は，ISO 9000（例えば，顧客）及び IAQG インターナショナル ディクショナリ（IAQG 

ウェブサイトに掲載）に記載されている。この規格の略語の一覧を附属書 B に示す。 

この規格では，JIS Q 9100［特にクリティカルアイテム（CI）及び特別要求事項］, SJAC 9101（例えば，封じ

込め）に記載されている用語及び定義，及び次の用語が適用される。 

3.1 偶然原因（Common Cause） 

通常の，過去からある，定量的に，工程内で常に生じるばらつきで，確実性のある予想が可能で，有意な高

値又は低値を持たない現象によって特徴づけられる。 

注記 偶然原因には，過去の経験則に基づく不規則な，しかし予測可能なばらつきも含まれる場合がある。 

例：不適切／不十分な手順・設計及び設備に起因するばらつきで，現在の限られたノウハウ，技術的

条件及び技術，認識などに起因する可能性がある（例えば，不十分な設計，不十分な機械の保守，

明確に定義されていない標準的な操作手順，劣悪な作業条件，汚れ，温度，作業に適さない機械，

標準以下の原材料，測定誤差，製造工程での振動，不十分な訓練）。 

3.2 コントロールプラン（CP）［Control Plan（CP）］ 

製造工程又は保守（整備）工程を主要な検査及び管理活動に関連付ける文書化した記述。 

CP の意図は，製品の品質を確保するために，製品設計特性及び工程変数を管理することである。 

3.3 設計特性（Design Characteristics） 

設計定義ファイルの要求事項で規定される，製品の設計を表現し，構成する寸法，外観，機能，物理，表面

特性，及び材料の形状又は特性。 

注記 1 設計特性は，設計要求事項への適合性を確認するために，測定，検査，試験又は検証される。 

注記 2 寸法形状には，工程途中の位置決め形状（例えば，機械加工のターゲット寸法，鍛造品及び鋳造品

の鍛造・鋳造寸法，出来上がった接合品が合格するために必要な溶接・ロウ付け部品の溶接前準備

を含む。材料形状又は特性には，設計定義ファイルによって規定されている工程上のパラメータ及

び順序を含む場合がある。（例えば，熱処理温度，蛍光浸透のクラス，超音波探傷，溶接及び熱処理

の順序）。これらは，他で検査されない意図した特性の保証を与える。 

3.4 設計文書（Design Documentation） 

物理的又は電子的／デジタル図面，電子的／デジタルモデル，ファームウェア／ソフトウェア又はその他の関

連情報を含む，製品を完全に規定する技術的な定義／仕様をサポートする文書。これには，リリースされた技術

定義／仕様にまだ組み込まれていない，承認された技術変更の記録も含まれる。 

3.5 故障モード及び影響解析（FMEA）［Failure Mode and Effects Analysis（FMEA）］ 

システム，設計，又は工程における潜在的な故障モードをランク付けし，文書化することによってリスクを

分析するための構造化された手法。 

分析は以下を含む: 

・ 潜在的な故障及びその影響の特定; 

・ 要因のランク付け（例えば，潜在的な故障の重大性，発生頻度，検出可能性)；及び 

・ リスクを低減又は排除するために取られた処置の特定及び結果。 

注記 1 FMEA は，主要な製品及び工程特性だけでなく，CI の特定を支援し，リスク軽減のための行動計画

の優先順位付けを支援し，教訓の蓄積として機能するものである。FMEA の例として，システム
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FMEA，インターフェース FMEA，設計故障モード及び影響解析（DFMEA)，及び工程故障モード及

び影響解析（PFMEA)などがある。 

注記 2 PFMEA は，FMEA 手法及び DFMEA 結果を利用して，可能であれば製造又は保守（整備）工程中の

潜在的な故障及びその影響を特定・分析し，リスクを軽減又は排除するための予防処置及び管理を

行う解析手法である。 

3.6 キー特性（KC）［Key Characteristic（KC）］ 

そのばらつきが，製品の取付け，形状，機能，性能，耐用年数又は製造性に重大な影響を与え，ばらつきを

管理するために特定の処置が必要な属性又は特性。（出典：JIS Q 9100） 

注記 1 インターフェース，機能特性，工程能力，起こり得る工程変動をカバーするために，他の識別され

た特性を含めてもよい。 

注記 2 KC 属性には以下を含むことができる。 

・ 特性（例えば，公差を伴う基準値)。 

・ばらつきの影響のランク付け（例えば，設計リスク分析によって識別される潜在的な故障モード

の影響の重大性)。 

・ 検出されなかった不適合の許容可能な発生。 

注記 3 KC の妥当性確認には，特に，工程の処理及び管理／検査が含まれる。 

注記 4 製品 KC とは，製品の選択された測定可能な幾何学的，材料的，機能的，及び／又は表面的特徴で

あり，そのばらつきの管理が，顧客要求事項を満たし，顧客満足度を高めるために必要，又はばらつ

きの管理を目的とした特定の行為を必要とするものをいう。 

注記 5 工程 KC とは，製品 KC のばらつきを抑えるために管理が不可欠な，製造工程において選択された

測定可能な特性のことである。例えば，生産変数（温度，時間，圧力，電圧，動作アンペア数，真空

度など)。 

注記 6 代用 KC とは，「親」KC が工程の KC を介して製造工程で直接管理又は保証できない場合に，「親」

KC の要求（代用特性)を保証するために，「親」KC から派生した「子」の製品 KC のことである。

代用 KC は，顧客が定めた KC が製造／整備環境内で容易に測定できず，顧客要求への適合を確実

にするため他の特性を管理する必要がある場合に識別される。 

注記 7 KC は，その状態に関する情報が検出できる場合，測定可能である。この規格により，ある属性の，

状態の頻度のばらつきを管理することができる。 

3.7 キー特性（KC）管理者［Key Characteristic（KC）Owner］ 

製品 KC 及び工程 KC を定め，それらの選定理由を認識している組織。 

注記 1 一般的には，KC 管理者の責任は，社内又は外部顧客の設計，品質，製造，又は整備技術部門が有

し，リスク分析を通じて多機能チーム（MFT)により明確にされる。 

注記 2 製品 KC の管理者は，製品定義の責任を負う設計権限者である。 

注記 3 工程 KC の管理者は生産者である。生産者は，製造又は整備工程で収集した情報及びデータに基づ

いて，顧客定義の製品 KC のばらつき管理を確立するために，追加の関連する工程 KC を決定する

ことができる。また，測定が容易でない顧客定義の KC のばらつき管理を実現するために，代用 KC

を定義することもできる。 

3.8 測定システム解析（MSA）［Measurement System Analysis（MSA）］ 

測定の正確性，精密性，不確実性に対する測定プロセスの選定要素（すなわち，要員，機械，ツール，方法，

材料，環境)の，影響の調査。（出典：SJAC 9145） 

注記 MSA は，製品性能のばらつきと比較した測定システムのばらつきの評価である［例えば，ゲージ反復

性及び再現性（ゲージ R&R)，属性の一致，バイアス評価，安定性評価，線形性評価]。MSA 調査の目

的は，収集された情報が，測定されている活動／工程で発生していることを真に表していることを確

認することである。MSA を実施しなければ，製品性能の不正確な「絵」に基づいて意思決定を行う危

険性がある。 
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3.9 多機能チーム（MFT）［Multi-Functional Team（MFT）］ （一般に機能横断チーム（Cross-Functional Team）

とも呼ばれる）  

KC の特定と管理プロセスを実行するために必要な機能の代表者で構成されるチーム[例えば，設計（製品 KC

管理者)，ディペンダビリティ（信頼性，可用性，保守性），安全性，生産（工程 KC 管理者）。 

3.10 工程能力（Process Capability） 

仕様又は顧客の要求を一貫して満たす工程又は製品の能力。 

注記 1 工程能力は，しばしば，能力指標（例えば，Cpk，Ppk）として表される。 

注記 2 詳細な定義については，ISO 3534-2 を参照してもよい。 

3.11 生産者（Producer） 

工程の KC を識別し，KC データを使用して，製造および整備プロセスを維持，監視，および改善する組織。 

注記 1 製品 KC の所有者は，工程 KC を識別して伝達してもよい。 

注記 2 生産者は，内部又は外部の提供者としてもよい。 

3.12 対応計画 （Reaction Plan） 

製造又は整備工程が堅牢又は健全であることを示していない場合に適用又は呼び出される計画。 

注記  通常，対応計画文書には，最低限，以下の内容が含まれている: 

・ 影響を受ける部分の特性が許容範囲内であるか否かにかかわらず，不安定又は不可能な工程の記述; 

・ 影響を受ける工程により良い資源を割り当てることにより，望ましくない観察結果の拡大を阻止す

るために取られる封じ込め処置又は即時処置。これには，不適合製品を顧客に引き渡すリスクなし

に工程を継続するための全数検査が含まれる。 

・ 根本原因の特定をサポートする，原因の暫定的な明確化を含む原因分析; 

・ 適切な是正処置の実施; 

・ 講じた是正処置の有効性の検証を行うこと。 

・是正処置終了後，管理された生産に戻る。 

3.13 異常原因（Special Cause） （一般的に「突き止められる原因」とも呼ばれる。） 

確率的に予測不可能なシステム内の予期せぬ出現現象又は以前に無視された現象によって特徴付けられる

ばらつき（例えば，機械の起動，コントローラの不具合，機械の故障，コンピューターのクラッシュ，原材料

のバッチ不良，電力サージ，部品の破損，認識不足，オペレータの不在）。 

4  一般要求事項 

4.1 製品キー特性の展開 

4.1.1 製品 KC 要求事項を決定する際，生産者は顧客と連絡を取り，顧客の製品 KC が定義され理解されてい

ることを確実にする必要がある。 

注記 製品又は工程の KC を識別することにより，予想されるばらつきが製造可能性及び品質コストに最も

影響を与える特性に焦点を当てることができる。開発中のできるだけ早い段階で，製品 KC の識別に

特に焦点を当てることが重要である。 

4.1.2 生産者は，適切な設計文書を使用し，製品 KC が該当する内部及び外部提供者に展開されることを確実

にしなければならない。 

4.1.3 生産者は，以下の場合に，適切なツール（例えば，学んだ教訓，機能分析，設計リスク分析，又はその

他のリスク評価を通じて）により製造に必要な代用 KC を定義しなければならない。 

a）顧客が製品 KC を定義していないが，生産者（外部提供者又は工程 KC 管理者）のための製品特性又は属性

管理要求事項を定義した場合。又は， 

b）外部提供者が，製品品質に影響を与えるばらつきの影響に直面した場合。 

注記 工程リスク分析と設計リスク分析との間には密接な関係がある。設計リスク分析は，潜在的な故障モ

ードを識別し，故障モードの影響の重大度は，工程リスク分析へのインプットとして使用されるべき

である。どちらかの更新が，もう一方に影響を及ぼす可能性があり，考慮されるべきである。 
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4.2 コントロールプランのインプット及びアウトプットの準備 

4.2.1 生産者は以下を行わなければならない。 

a）納入製品品質により顧客満足を達成するための CP を構築すること。 

注記 1 APQP 製品開発計画プロセスは，9145 規格に定義されている。 

注記 2 製品 KC に関連する統計的製品管理手法は，9138 規格に記載されている。 

b）変更が発生した場合（例えば，製品，製造工程，測定，物流，供給源，工程リスク分析に影響を与える場合），

CP をレビューし，及び更新するためのプロセスを決定すること。これには，必要に応じて顧客の承認を求

めることも含まれる。 

注記 工程フロー図（PFD），PFMEA，及び CP のレビュー及び更新では，工程及び検査の変更，及び製造中

に得られた新しい知見（例えば，生産停止又は遅延から学んだ教訓，不適合，流出不適合，検査デー

タ，現行又は類似製品に関する根本原因の是正処置の調査，廃棄データ）を取り込むべきである。 

4.2.2  CP の構築に必要な情報を入手するために，生産者は，次のことを行わなければならない。 

a）工程フローを確立し，対応する製造又は整備活動を表す工程リスク分析（例えば，PFMEA 又は同等の原因

分析）を実施すること。 

b）設計文書の要求事項と関連する工程フロー，及び設計と工程リスク分析のアウトプットを特定すること。 

c）各 KC が管理又は測定される CP 内の技術仕様，製品 KC，工程 KC，及び管理方法を文書化すること。 

d）各 KC が管理又は測定される，製造又は整備計画の工程ステップを追跡すること（例えば，適切な可視性記

号を使用して）。 

e）KC を管理するための適切な工程監視又は管理方法を選択すること。 

注記 十分な工程管理の証拠には，製品の仕様への適合性又は CP を用いた統計的工程管理（SPC）手法に

影響を与える工程インプット，要素，又は特性の形態管理の手順と記録，及び工程が（定義された通

りに）一貫して実施されていることを示す監査記録を含むことができるが，これらに限定されない。 

4.3 統計的工程管理を実施するための条件 

4.3.1 工程管理，及び能力を保証するために非 SPC 管理方法（例えば，ツーリング（tooling），エラー防止）が

使用される場合，測定可能な証拠によって，管理が有効であることを明示しなければならない。 

 

4.3.2 KC の管理方法として SPC を選択する場合，以下の要求事項を満たさなければならない。 

a）工程は，統計的に安定しており，能力がある（つまり，Cpk≧1.33）か，又は顧客によって定義されている

か，同意されていること。 

注記 工程能力指数は，統計的管理が行われている工程のみを参照しており，安定していない工程のアウト

プットを表現するために使用することはできない。Cp が低い場合，製造にバラツキがあることを示

す。工程の Cpk が 1.33 の目標値，又は顧客によって定義された，又は顧客と合意した目標値を満た

しているか超えている場合，その工程は能力があると見なされる。工程能力の他の同等の指標を使用

してもよい（例えば，工程性能指数 Ppk）。 

b）工程能力指数（例えば，Cp，Cpk）は，工程が安定しており，適切な統計的手法及び／又は管理図を使用し

て統計的管理下にあることが示された場合にのみ，計算され，確立されなければならない。 

注記 工程の安定性及び能力に関する情報は，9138 規格に記載されている。工程能力指数の計算及び測定

の不確かさの計算に関する詳細は，ISO 3534-2 及び ISO 22514-7 に記載されている。 

4.4 切替規則の適用 

4.4.1 工程のパフォーマンスが最低限の能力要求事項を満たさないほど悪化した場合，生産者又は工程 KC の

管理者は，顧客より承認された抜取検査又は製品の全数検査を，その原因が特定され，修正され，工程能力及

び管理が再確立され，再検証されるまで実施しなければならない。 

注記 評価に不確実性がある場合には，さらに検査するか，繰り返し検査が必要となる場合がある。 

 

4.4.2 検査の頻度の減少を正当化するために工程能力を使用する場合，不良率は，業界で認められた統計的手
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法を使用して決定されなければならない。 

4.5 統計的工程管理の制約 

4.5.1 安全面に関連する KC が設計文書に特定されている場合，製品 KC 管理者による特定の正当性が顧客から

認められていない限り（例えば，顧客が承認した手順，承認方法が設計文書に定義されている場合），顧客が特

定した製品 KC は，サンプリング又は他の統計的な製品受入方法を使用して受入れてはならない。 

4.5.2 工程の安定性及び能力要求事項を満たすことが不可能又は法外に費用がかかる場合，例外事項は生産者

によって文書化され，顧客に通知されなければならない。 

4.5.3 生産者は，進行中のばらつきの低減を検証し，関連する継続的な改善活動を評価するために，製品及び工

程 KC の内部評価プロセスを確立しなければならない。 
4.6 人員の能力及び訓練 

4.6.1 効果的な KC ばらつき管理及び管理方法を確実にするために，生産者は，この規格内で定義されたツール

及び方法を使用する能力を有していなければならない。 

4.6.2 生産者は，KC の識別，管理，文書化，及び承認に関与する人員が，航空宇宙品質マネジメントシステム

（AQMS）の訓練要求事項を満たし，製品品質に影響を与える工程管理の適用に関する顧客の要求事項に対す

る十分な知識を有していることを確実にしなければならない。 
4.6.3 生産者は，KC の識別，管理，文書化，及び承認に関与する人員に対して，組織又は顧客が特定した訓練

を提供するための，文書化されたプロセスを有してなければならない。 

注記 以下の訓練の主要な重点分野は，この規格内で扱われた工程管理の側面を反映してもよい。 

a）工程管理の重要性 

b）品質計画に関連した工程管理（例えば，工程リスク分析，CP，作業指示書の連携） 

c）工程管理方法の選択 

d）データ収集（例えば，時系列，信頼性の高い測定システム，偏りのないデータ，サンプルサイズ） 

e）工程能力分析ツール 

f）根本原因分析，問題解決，及び工程改善の基本 

g）管理図ツールの適用 

h）エラー防止の原則，装置，及び戦略の適用 

i）その他の任意の関連手法［例えば，実験計画法（DOE），仮説検定，MSA］ 
4.7 キー特性ばらつき管理及び管理文書 

4.7.1 生産者は，KC ばらつき管理及び管理のための会社又はプログラムレベルでプロセスを文書化しなければ

ならない。これには，該当する場合以下が含まれるが，これらに限定されない。 

a）製品 KC の識別及び管理 

b）工程リスク分析及び CP の承認 

c）定義された責任，上位へ報告するプロセスの定義，及び，必要に応じて，トップマネジメントや顧客への通

知を含む情報の流れ 

d）KC の識別，管理，文書化，及び承認に関与する人員に対する，組織又は顧客によって識別された訓練（4.6.3

注記を参照） 

e）製品又は工程の変更の実施前の承認（これらの提案された工程及び製品の変更による，定義された KC への

潜在的影響の評価を含む） 

f）サプライチェーン全体で定義された KC に関する要求事項の移転 

g）対応計画 

h）封じ込めを達成するための計画 

i）製品及び工程の改善に必要なその他の関連情報 
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5 キー特性のばらつき管理のためのプロセスモデル 

この項では，この規格の一般的な要求事項を満たすために使用されるプロセスモデルについて説明する。こ

のモデルは，7 つのプロセス段階で構成され，製品及び工程に関連する KC の定義から始まり，その管理は，

KC のばらつき管理を通して達成され，最後に，製品の製造又は整備プロセスのパフォーマンスを監視する（図

2 参照）。 

このプロセスモデルは，必要性に合わせて調整されなければならず（例えば，作業移管の場合，製品 KC の

レビューは範囲外としてもよく，工程は工程リスク分析ステップの後に開始してもよい），更に，APQP アプリ

ケーションの場合，追加のプロセスステップ（9145 規格で定義されている）を適用してもよい。 
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段階 内容 

第 1 段階 顧客による設計文書の公開後，製品 KC のレビュー
は，適切な製造又は整備の管理方法を考慮に入れた
うえで，製品・プロセス・顧客要求事項を網羅する
ために MFT によって実施される。 

第 2 段階 特定された KC のサポート／考察において，現在の
ニーズと将来の目標を満たす製造又は整備プロセス
を定める。このような検討なしでは，プロセス設計
に内在するばらつきの程度が，顧客要望への合致及
びプロセスのコスト面での効率的な運用に対する制
限要因となりかねない。 

第 3 段階 実際に製造又は整備プロセスを実施し，データの収
集方法がプロセス・パラメータのばらつきについて
の情報を提供するものか，求めた製品のばらつきが
KC と関連あるものかを確認する。この段階で，プロ
セスのばらつきを慎重に検討しなければ，後のデー
タ分析で得られる情報が，工程能力の「真の姿」を
表さない重要な情報を欠いた内容となりかねない。 

第 4 段階 巧みにデータを読むことが，工程能力，ひいては製
品のばらつきの証明につながるようにしなければな
らない。客観的な情報に基づく決定は，生産者，整
備業者が「不測の事態」に遭遇するのを未然に防止
してくれる。そしてもっと重要なのは，顧客が「不
測の事態」に遭遇するのを未然に防止してくれる。 

第 5 段階 管理された方法で適切な対策を行わなければ，収集
した情報を，工程能力や製品品質の改善に最大限活
かしきることはできない。さらに多くの「不確定要
因」が入り込まないようにするために，特異な事象
を特定し，不用意にプロセスをいじくりまわさない
ように，この段階でも慎重な検討が求められる。 

第 6 段階 顧客の要望を満足させるための工程又は製品 KC を
監視しつづけることで，改善のために必要なものを
特定することができる。工程を継続して監視するこ
とにより，望ましくないばらつきが，いつどんな時
に発生するかを把握し，不適合が顧客に及ぶことを
未然に防止することが可能となる。 

第 7 段階 

工程変更を検討する理由（例えば，工程の経年劣化，
顧客要求事項の変更，改善）がいずれであれ，効果
的な実施計画の遂行を可能にするため，データに裏
付けられた決定を下す必要がある。 

 
図 2 キー特性ばらつき管理モデル 

 
5.1 第 1 段階: 製品のパフォーマンスとキー特性のレビュー実施 

5.1.1 製品キー特性を特定するための顧客から提供された設計文書レビュー 

a）生産者は，顧客定義の KC を特定するために，必要に応じて，顧客から提供された設計文書をレビューし，

プログラム管理，技術，生産（製造及び整備），調達，及び品質で構成される MFT を設置しなければならな

い。 

製品のパフォーマンスと 
キー特性のレビュー実施 

能力のある工程を確実に 
するための計画の策定 

データを生成するための試行

ベースでのプロセス操作 

データの分析と対策 

工程の継続監視 

はい

工程変更 
の管理 

いいえ

工程能力の検討結果に 
基づく対策実施 
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注記 MFT は，製造又は整備プロセスを理解し，関連する全ての製品のパフォーマンス要求事項を含む，顧

客の要求事項をレビューできる事が望ましい。 

5.1.2 工程のキー特性の決定 

a）生産者は，製品 KC のばらつき管理を確立するために，工程リスク分析（例えば，PFMEA）を実行するか，

又は関連する工程 KC を決定する他の方法を使用しなければならない。 

注記 KC 特定プロセスには，以下のインプットを含めることが望ましい。 

・ 教訓は，特に，最初の工程 KC リストを確立する時に，考慮すべき最初のインプットである。 

・ 機能分析は，工程パフォーマンスの主な要因を特定できるため，基本的なインプットでもある。 

・ 製造又は整備工程における工程フローとキーポイント。 

5.1.3 代用の製品キー特性の特定 

a）生産者は，製造又は整備工程中に収集された情報及びデータに基づいて，代用製品 KC を決定しなければな

らない。この情報又はデータには以下が含まれるが，これらに限定されない。 

1）不採用及び顧客からの苦情 

2）形状，取付，及び機能 

3）製造性 

4）耐用年数 

5）その他の必要な情報 

b）代用 KC が使用される場合，生産者は，代用 KC と顧客定義 KC との関係／関連性を示す適切な正当性を明

示しなければならない。 

注記 1 製造業者は，上位レベルの KC のばらつきを管理するために，下位レベル又は代用の KC を決定し

てもよい。 

注記 2 測定可能な代用 KC によるばらつき管理の目的は，容易に測定できない顧客定義の KC のばらつき

管理を達成することである。測定可能な代用 KC のばらつきは，容易に測定できない顧客定義の KC

のばらつきの原因と相関しているべきである。この相関関係は，親 KC が管理範囲外になった場合

でも，当然継続すると予想される。 

c）生産者が定義した代用の製品 KC は，CP に文書化され，必要に応じて顧客に通知されなければならない。 

5.1.4 特定されたキー特性の公開と維持 

a）生産者は，特定された製品 KC，追加の代用 KC，及び／又は関連する工程 KC を含む，顧客から提供され

た設計文書のレビューの後に，KC のリストを確立しなければならない。 

b）リスト内の各 KC には，少なくとも次の情報が含まれていなければならない。 

1）該当する図面／仕様書番号 

2）関連部品名 

3）管理対象製品の特性 

4）割り当てられた KC 番号 

5）KC が検証される領域 

c）生産者は，承認された KC のリストを，KC ばらつき管理のために適切な工程 KC 管理者に公開しなければ

ならない。 

d）生産者は，監視された製品製造又は製品整備プロセスのパフォーマンスの結果に基づいて，製品又は工程

KC の追加又は削除について，顧客（すなわち，設計権所有者又は KC 管理者）に対して正当化しなければ

ならない。 

5.1.5 第 1 段階のアウトプット 

a）第 1 段階のアウトプットは，少なくとも以下を含まなければならない。 

1）顧客の要求事項を満たすために必要な特定された KC 

2）原因／影響分析 

3）顧客定義の KC に関連する代用 KC 
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4）工程 KC 

5.2 第 2 段階: 能力のある工程を確実にするための計画の策定 

5.2.1 コントロールプランの作成 

a）生産者は，製品及び工程の適合性の監視を支援する CP の準備に関する要求事項を定義しなければならな

い。 

注記 1 代替工程は，同じアウトプットを達成するために使用される異なるプロセスである（例えば，バッ

クアップ機器，セカンドソース，順序の変更）。 

注記 2 PFD テンプレートについては SCMH を参照すること。 

b）予備 CP には，少なくとも，箇条 6 で定義された要素を含まなければならない。 

5.2.2 製造又は整備プロセスのフロー図の作成 

a）生産者は，すべての製造及び整備作業の順次だてたプロセスフローを作成しなければならない。これには，

代替プロセスと，外部提供者への，及び外部提供者からの製品の移動が含まれる。 

注記 1 代替プロセスは，同じアウトプット（例えば，予備装置，セカンドソース，順序の変更）を達成す

るために使用される異なるプロセスである。 

注記 2 PFD テンプレートについては SCMH を参照のこと。 

b）生産者は，部品番号又はプロセスファミリー毎にプロセスフローを作成し，各製品 KC が生産され測定され

るプロセスステップ，及び設計文書に定義されたプロセス KC を，適切な記号で示さなければならない。 

c）生産者は，製品 KC に影響を及ぼすバラツキの原因を特定しなければならない。既存の工程及び顧客の要求

事項に関する知識を考慮しなければならない。 

5.2.3 製造又は整備プロセスのリスク分析の開発 

a）生産者は，製造又は整備プロセスのリスク分析を実行し，高リスクの軽減計画を確認しなければならない

（例えば，代替えの工程リスク分析方法が必要であるか，及び／又は顧客により承認されている場合を除

き，PFMEA 方法論又は同等の因果分析を使用） 

1）工程フローで特定されたすべての作業と，各作業内のステップの詳細を含む。 

2）製品 KC のばらつき管理を確立するために，設計文書で定義されている KC に加え，代替製品 KC 及び／

又は関連する工程 KC を特定する。 

b）工程リスク分析は，顧客の要求事項や組織方針で定義されているように，高リスクの重大性と発生確率に基

づいて，工程 KC を特定するために使用されなければならない。 

c）工程リスク分析の重大度，発生，及び検出のランク付けはレビューされなければならず，次の場合に優先順

位を付け直すための処置が考慮されなければならない。 

1）工程又は製品の変更 

2）故障発生率が実際の頻度を反映していない（例えば，以前のリストにない不適合が発生した） 

3）新しいコントロールの実施，又は既存のコントロールの変更 

d）製品及び工程の KC は，工程フロー，工程リスク分析，及び CP を通じて，元の文書からトレース可能でな

ければならない。すべての文書で同じ識別子を使用することによって，トレーサビリティを確保してもよ

い。 

5.2.4 製造又は整備プロセスの確立 

a）生産者は，KC を作り出しているプロセスパフォーマンスを維持及び改善しなければならない。 

b）生産者は，新規又は既存の工程フローに基づいて，製造又は整備プロセスを規定しなければならない。これ

には，KC のばらつきに影響を与える要素の特定が含まれる（5.2.2 c 参照）。 

c）生産者は，潜在的故障モード，影響の重要性，及び原因の発生確率を特定するために，KC を作成又は影響

を与えるプロセスをレビューしなければならない。影響及び／又は発生確率が大きい場合，原因の発生を防

止する，又は故障モードを検出して封じ込めるための処置を取る必要がある。 

d）生産者は，関連するばらつきの原因を管理するために，MSA 調査に従って作業指示書及び測定指示書を作

成しなければならない。 
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5.2.5 コントロールプランの更新 

a）生産者は，この段階の活動を完了した後，CP を更新しなければならない（箇条 6 参照）。 

5.2.6 第 2 段階のアウトプット 

a）第 2 段階のアウトプットには，少なくとも以下が含まれなければならない。 

1）製造又は整備プロセスの工程フロー（又は同等の文書） 

2）工程管理者の識別 

3）ばらつきの潜在的な原因（例えば，MSA の選択，工程リスク分析の結果） 

4）製造又は整備計画，又は作業指示書 

5）測定手順 

6）CP 

5.3 第 3 段階: データを生成するための試行ベースでのプロセス操作 

5.3.1 データ収集計画の作成 

a）生産者は，すべての KC について，ばらつきの原因を反映したデータ収集計画を作成しなければならない。 

b）生産者は，データ収集に使用する管理図の種類を決定しなければならない。 

c）計画では，誰が，何を，どこで，どの程度の頻度で，何個の部品を含めるか，どのような条件下でデータを

収集するかを規定しなければならない。 

5.3.2 試作品の製造 

a）生産者は，規定された作業指示書に従って試作品を製造しなければならない。 

b）試作部品は，量産型の工具及び工程を用いて，代表的な又は通常の生産環境で製造され，形態管理されなけ

ればならない。 

注記 1 生産者は，統計データ分析を実行する前に，製造実行中にグラフィカルな評価（ランチャートやプ

リコントロールチャート（pre-control chart）など）を実行して，工程の挙動を表示し，即時の処置が

必要な場所を認識することが望ましい。 

注記 2 製造工程の検証からのフィードバック［多くの場合，First Article Inspection（FAI）と呼ばれる。9102

規格参照］は，実際の稼働環境でトライアル部品を最初に製造するときに分析することが望ましい。 

注記 3 第 3 段階の工程の運用は，第 6 段階の工程の運用とは異なる場合がある。これは，第 3 段階の期間

に，管理可能な変数の許容範囲（及びわずかに超える）を検証する条件下で，工程を意図的に実行す

ることが有益である場合があるためである（例えば，DOE を使用）。工程が管理可能な変数の許容範

囲全体で設計どおりに機能することが確認されると，目標は，製品のばらつきを最小限に抑えるた

めに管理可能なばらつきのレベルを修正することに移行する。 

注記 4 試作品製造中，後続の製造工程で工程能力を維持できるようにするために，Cpk が 1.67 を超えるこ

とが顧客により要求される場合がある（4.3.2 a 参照）。 

5.3.3 測定システム解析調査の実施 

a）以下の場合，MSA 調査（例えば，ゲージ R＆R）を実施し，測定能力を規定しなければならない。 

1）新製品又は工具の導入の一環として，監視及び測定装置が校正された後，KC の測定に使用される前 

2）KC 関連生産プロセスが機能しておらず（4.3.2.a 項参照），原因が見つからない。 

3）管理不能状態が発生したが，原因を特定できない 

注記 1 不十分な測定システムは，管理又は能力を実証する能力を低下させ，ばらつきの原因の調査を困難

にする可能性がある。従って，最も適切な測定システムを使用することが望ましい。 

注記 2 ゲージ調査では，基準としてゲージ能力／公差又はゲージ能力／プロセスのばらつきを使用する場

合がある。「ゲージ能力／公差」の方法を使用する場合は，顧客が特定した基準を優先するのが望ま

しい。測定システムのばらつきは，工学的許容範囲の 10％を超えない事が望ましく，30％を超えて

はならない。 

注記 3 適用可能な MSA 調査は，さまざまな方法（バイアス研究，ゲージ R＆R，繰返し性調査，測定の不

確かさ分析，属性一致分析など）を使用して確立できる。必要に応じて，より大きな測定の不確かさ
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は許容されるが，測定が許容誤差の 10％を超えて行われないようにするか，特性の許容誤差と測定

の不確かさの比率を少なくとも 10：1 にすることが推奨される。この規格の下での改善目的のため

には，測定の不確かさの値が大きいほど，改善の機会を見つけるのが遅くなり，困難になる。 

b）生産者は，MSA 調査を通じて，測定システムが製品及び工程の KC を評価するのに適していることを確認

しなければならない。 

c）生産者は，CP に含まれるすべての測定方法及びサポートチェックツールが適切であり，能力があり，顧客

需要率をサポートすることを明示しなければならない。 

d）必要に応じて，CP で特定された製品及び工程 KC の測定方法について MSA 調査を実施しなければならな

い（例えば，新しいツールを購入した場合）。 

e）改善された測定システムが稼働した場合，工程が統計的管理下にあり，必要な機能を備えていることを確認

するために，新しい測定を実施しなければならない。 

f）MSA の結果が社内及び／又は顧客の受入基準を満たしていない場合，生産者は是正処置計画を策定し，実

施しなければならない。 

5.3.4 プロセスパフォーマンスを監視するためのデータの収集 

a）生産者は以下を行わなければならない。 

1）関連する CP に従ってデータを収集 

2）管理された運用段階で，定義された収集計画に従ってデータを収集 

3）必要に応じて，収集したデータを記録 

4）顧客の要求に応じて，データを SPC ソフトウェアに転送 

注記 データ収集計画からの逸脱は，すべて文書化する必要がある。 

5.3.5 収集されたデータ又は要約統計量の管理図へのプロット 

a）生産者は，収集されたデータ又は要約統計量を決定し，関連する CP に従って該当する管理図にプロットし

なければならない。 

b）共通の原因を特別な原因のばらつきから分離するために，適切な管理限界とルールを整備しなければなら

ない。このような制限は，プロセスからのデータに基づかなければならず，製品の要求事項（技術的な公差

など）の影響を受けてはならない。 

c）ばらつきが大幅に異なる混合 KC の母集団は，同じ管理図にまとめてはならない。 

注記 1 SPC は，ばらつき管理に推奨される方法である。適用される統計的手法は，収集されるデータのタ

イプ（すなわち，変数又は属性データ）及びプロセス成熟度（例えば，管理限界が確立されるまでの

ランチャート）に依存する場合がある。 

注記 2 一般的に又は広く使用されている SPC チャートは，以下のとおり。 

・ 従来の Xbar-R 管理図，生産率が高く 1 つの部品番号に対して 1 つの KC を監視する必要がある場

合； 

・ 従来の Xbar-S 管理図，その適用条件が従来の Xbar-R 管理図と同じ場合； 

・ 個々の X-移動範囲管理図，生産率が低く 1 つの部品番号に対して 1 つの KC を監視する必要があ

る場合； 

・ p 管理図（不良率），生産率が高く 1 つの種類のユニットの不良がカウントされる場合； 

・ np 管理図（不良品数），生産率が高く 1 つの種類のユニットの不良がカウントされる場合； 

・ c 管理図，1 つの種類のユニットの異なる種類の不良がカウントされる場合； 

・ u 管理図，ユニットあたりの平均不良数を算出する場合 

他の統計的品質管理による管理図の使用について，より具体的な応用については，ISO22514-7 及び

AS13006 を参照のこと。 

注記 3 業界で認められている統計的手法で管理限界と中心線を計算するために使用される測定値は，通

常，合理的な管理限界を取得するために最低 20 個の測定値を使用する。 

注記 4 管理不能な点に対応するサンプルは，管理限界の計算から削除する必要があるが，管理図自体には
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残すことが望ましい。計算から削除された点については，管理限界を計算するための数を維持する

ために，追加のサンプルを収集する必要がある場合がある。 

注記 5 管理限界が確立されたら，工程の大幅な変更（例えば，構成の変更，工程の手順の変更，検査方法

の変更など）が明らかな場合は，これらの管理図を再計算することが望ましく，管理図には変更が

行われたポイントを示し，工程変更の性質を記録するために，注釈を付けることが望ましい。 

注記 6 軽減すべきリスクの種類によっては，複数の工程管理方法が必要になる場合がある。 

5.3.6 コントロールプランの更新 

生産者は，必要に応じて CP を更新しなければならない。 

5.3.7 第 3 段階のアウトプット 

a）第 3 段階のアウトプットは，少なくとも以下が含まれなければならない。 

1）データ収集計画 

2）MSA 調査の結果 

3）管理図 

4）変更又は新しい情報のための CP の更新 

5.4 第 4 段階 : データの分析と対策 

5.4.1 工程能力を監視するための管理図の見直し 

a）生産者は，工程が安定しているかどうかを決定するために，管理チャートを見直さなければならない。 

b）生産者は，計算方法に加えて，工程能力を計算し，統計的根拠と正当性を示す証拠を提供しなければならな

い。 

c）工程能力指数（例えば，Cp および Cpk）は，工程が安定している場合にのみ計算されなければならない。 

d）工程が安定していない場合，不適合管理プロセスを適用しなければならない（すなわち，生産者は，根本原

因を決定し検証するために適切な課題解決ツールを使用して調査する）。調査結果は文書化しなければなら

ない。 

e）運用段階では，生産者は，CP で定義されているように，製品と工程の KC を監視し，逸脱又は系列外の挙

動（例えば，平均値の変化）を検出して修正しなければならない。 

f）生産者は，観察された工程の挙動の理解に基づいて，工程 KC を再評価し，KC を追加することが望ましい

か，又は適用すべきでないかを決定しなければならない。 

5.4.2 進行中の工程能力を確保するための定期的なデータ分析 

a）生産者は，進行中の工程能力を確保するために，KC の監視から得られたデータを定期的に分析しなければ

ならない。 

b）生産者は，識別された各 KC の最小許容能力指数を維持しなければならない（必要に応じて，9138 および

9145 を参照）。 

5.4.3 管理外条件やバラツキ要因の調査 

a）工程が管理外の状態を示しているか，最低能力要件を満たしていない場合，生産者は調査を実施し，KC に

関連する工程のばらつきの原因を特定しなければならない。 

b）これらの所見は，文書化されなければならない。 

5.4.4 コントロールプランの更新 

a）生産者は CP を更新しなければならない。 

b）関連する文書への参照を含めなければならない。 

5.4.5 第 4 段階のアウトプット 

a）第 4 段階のアウトプットは，最低限以下を含めなければならない。 

1）計算方法を含むプロセス能力； 

2）管理限界を外れた点の調査結果； 

3）ばらつき要因の調査結果； 

4）特定された，新規又は改訂した KC； 
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5）更新された工程文書； 

6）変更又は新しい情報に関する更新された CP 

5.5 第 5 段階 : 工程能力の検討結果に基づく対策実施 

5.5.1 不安定な工程に対処するためのコントロールプランの対応計画を適用  

a）生産者は，工程が不安定になった場合又は異常が発生した場合，許容範囲内にあるかどうかにかかわらず，

CP の対応処置を展開しなければならない（附属書 C 参照）。 

b）とった是正処置の有効性は，検証されなければならない。 

5.5.2 不適切な処理に対処するための測定システム解析の実施 

a）生産者は，工程能力がない場合又は特別な原因が存在し続ける場合には，計測器のばらつきを調査しなけれ

ばならない。 

b）MSA 調査がすでに実行されている場合，生産者は結果を検証しなければならない。 

c）MSA の調査後，工程能力が無い場合（4.3.2.a 参照），生産者は，適切な方法（例えば，ブレーンストーミン

グ，原因・影響図，原因を系統的に特定し文書化するための他のツール）によってばらつきの原因を分析し，

パレート分析を用いて最も影響力のある原因をさらに決定しなければならない。 

d）生産者は，必要な工程の安定性と能力に達するまで，特定された製品およびプロセスの KC の変動を低減す

るための活動を実施しなければならない。 

e）工程が安定しているが，工程能力がない場合，生産者は，以下でなければならない。 

1）ばらつきの原因を調査する。データが中央に存在していない，及び／又は大きなばらつきを示している場

合。 

2）能力が顧客要求事項を満たすまで，偶然原因のばらつきを低減するための工程管理の手法を実施する。 

注記 AS13006 に列挙されているような工程管理方法を使用することができる。 

3）ばらつきを減らし，プロセスの中心傾向を目標値に合わせることによって工程能力を改善するための適切

な措置を取る。 

f）工程は安定しているが，工程能力が顧客要求事項を満たさない場合，生産者は，最も影響力のある要因を特

定するために，偶然原因によるばらつきの要因を優先順位付けしなければならない。 

その後の調査によって，このばらつきの根本原因を特定し，工程を改善し必要な適合可能性を確保する必要

がある。 

g）工程は安定しており，能力が顧客要求事項を満たす場合，プロセスに対してさらなる処置をとる必要はな

く，CP は完成する。 

h）生産者は，管理の程度及び工程能力を維持しなければならない。 

5.5.3 封じ込め達成のための実施計画 

a）前のアクション（複数可）を実行した後，工程が安定していないか，又は工程能力がない場合，生産者は，

工程が安定しており，かつ工程能力があることが証明されるまで，封じ込め（すなわち，製品及び／又は工

程保護）を達成するための計画を実施しなければならない。 

5.5.4 コントロールプランの更新 

a）生産者は，プロセスが安定し運用が可能になり次第 CP を完成させなければならない。 

注記 製造工程の検証（しばしば初回製品検査（FAI）と呼ばれる;参考文献 9102）は，製造工程が運用可能

であることを検証するために使用されてもよい。 

b）製造又は整備工程を変更する処置がとられる場合は常に，生産者は，第 2 段階から第 5 段階までの適切な

処置をとらなければならない。 

5.5.5 第 5 段階のアウトプット 

a）第 5 段階のアウトプットは少なくとも以下を含まなければならない。 

1）管理外れ点の是正処置文書 

2）MSA 調査 

3）ばらつき要因に対する是正処置文書 
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4）封じ込め（すなわち，製品及び／又は工程の保護） 

5）更新された工程文書 

6）変更された情報又は新しい情報に対する CP の更新 

5.6 第 6 段階: 工程の継続監視 

5.6.1 工程能力の定期的な確認 

a）KC が能力要件を満たしている場合，生産者は定期的に，工程が管理され，能力があることを検証しなけれ

ばならない。 

b）生産者は，ばらつき削減を通じて工程改善の機会を特定するために，工程能力を継続して測定しなければ

ならない。 

c）製造又は整備の方法の変更に関連する工程監視結果から学習する場合，生産者は第 7 段階に進まなければ

ならない。 

注記 第 6 段階のプロセスの運用は第 3 段階のプロセスの運用と異なる場合がある。第 3 段階では，制御

可能な変数の許容範囲を検証する条件下で（たとえば，DOE を使用して）プロセスを意図的に実行す

ることが役立つ場合がある。プロセスが，制御可能な変数の許容範囲全体で設計どおりに機能するこ

とが確立されると，目標は，製品のばらつきを最小限に抑えるように，制御可能な変数のレベルを修

正することに移行する。 

5.6.2 品質及び／又は製品の指標に関する継続的なレビュー 

a）生産者が規定する有効な KC が特定されていることを確実にするために，生産者は，必要に応じて品質及び

／又は製品の指標を継続的に見直さなければならない。 

注記 これは，いくつかの生産者が規定した KC を取り除き，他の KC を追加することもある。 

b）全ての追加する生産者が規定する KC は，第 2 段階以降の本規格の要求事項に従わなければならない。 

5.6.3 第 6 段階のアウトプット 

a）第 6 段階のアウトプットは，最低限以下を含まなければならない。 

1）KC の継続的管理; 

2）経営指標の継続的な分析 

3）変更又は新しい情報に対して更新した CP 

5.7 第 7 段階: 工程変更の管理 

5.7.1 変更の文書化 

a）生産者は，製造又は整備工程の計画的な変更を文書化しなければならない。 

5.7.2 必要に応じて実施する変更 

a）生産者は，承認された製造又は整備工程の変更計画を実施する前に，その変更が影響する KC について，第

1 段階から第 5 段階までの要求事項に従わなければならない。 

5.7.3 第 7 段階のアウトプット 

a）第 7 段階のアウトプットは，最低限以下を含まなければならない。 

1）工程変更に関する文書 

2）変更又は新しい情報に対して更新した CP 

5.8 適合性を実証するための文書の維持 

a）生産者は，以下を実証するために，全ての関連設計文書，KC，CP 及び SPC チャートのリスト，並びにその

他の関連データを維持しなければならない。 

1）第 1 段階から第 7 段階までの要求事項への適合 

2）適合性を確保する方法 

6 コントロールプランの内容に関する要求事項 

この項（SJAC9145 の 4.5.6 項，4.5.7 項及び附属書 C から適用）は，CP に含まれるべき原則及び要素を規定

する。 
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6.1 一般的なコントロールプランの原則及び要素 

6.1.1 CP は，以下を実施しなければならない。 

a）設計文書の要求事項及び工程フロー，並びに設計及び工程リスク分析のアウトプットを考慮に入れる。 

b）製造又は整備の工程において，監視すべき設計及び工程特性を，必要な品質管理方法と共に一覧表にする。 

c）上位レベルの KC のばらつきを管理する下位レベル又は代用 KC を含め，顧客及び組織によって規定された

全ての製品及び工程 KC，並びに CI を含め，表示する。 

d）プロセスが不安定になった場合，又は異常が発生した場合に発動する対応計画を定義する。 

6.1.2 CP は，製品及び工程に定められた管理方法を文書化する。これには，監視すべき製品特性及び工程管理

設定の特定，利用すべき測定方法，サンプリングサイズ及び頻度，ばらつきの低減を確実にし，現在の品質レ

ベルを維持するための関連する管理限界値を含む。 

a）CP は，製造又は整備工程の各段階において，製品品質がどのように管理され，確認されているかを，必要

に応じて詳細に記載しなければならない。これには，工程が不安定になった場合及び／又は不適合製品が検

出された場合にとるべき処置（即ち，対応計画）を規定することを含む。 

注記 1 CP は，工程の各段階において，誰が規定された品質管理業務／活動を完了する責任があるかを明

確に規定するために，十分に詳細に記載されることが望ましい。 

注記 2 CP は，生産者の品質部門及び製造部門，並びに顧客（必要な場合）によって合意されることが望

ましい。 

b）CP は，製品開発の各段階を通じて開発され，成熟されなければならない。 

注記 1 製造前段階では，生産者がまだ全てのばらつきの発生源を特定し，除去していないため，一般的に管

理する数は製造段階よりも多い。 

注記 2 CP は，製品品質，コスト，遅延，ロバスト性，製品／工程の安全性の結果，及び技術の向上に応じ

て，製品ライフサイクルを通じて，随時改訂及び更新される文書である。 

6.1.3 CP は最低限，以下の情報を含まなければならない。 

a）組織名／サイト名 

b）関連する部品番号 

c）部品名／名称 

d）技術変更レベル（即ち，改訂レベル） 

e）対象となるフェーズ（例えば，製造前，製造中） 

f）プロセス名／作業の説明 

g）作業／工程ステップ番号 

h）製品又は工程に関連する KC 

i）製品又は工程の仕様／許容範囲 

j）評価／測定手法 

k）統計的な製品受入計画（例えば，サンプルサイズ，頻度，工程能力） 

l）エラー防止を含む管理方法 

m）対応計画（附属書 C 参照） 

6.2 ばらつき管理 

6.2.1 製品 KC 及び工程 KC のばらつき管理のための予防的及び検出的な方法は，CP に文書化されなければな

らない。 

a）予防的な方法により，潜在的な故障モードの原因の発生を低減しなければならない。（例えば，クリーンル

ーム，エラー防止，運転可変監視装置）。 

b.）検出方法では，故障モード（例えば，不適合）の発生又は要求されたレベルの検出確率で原因を検出でき

なければならない。 

6.2.2 製品及び工程 KC のばらつきレベルを正当とする理由は，製造又は整備の条件による準備の実施，及び

CP に規定された検査の実施に基づいている。 
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a）製造装置（例えば，クリーンルーム，運転監視装置）は，不適合の発生を抑制しなければならない。 

b）選択された検査は，指定されたレベルの検出確率で不適合を検出できることを確実にしなければならない。 

6.2.3 製品及び工程のパフォーマンス評価及び検査の選択は，KC の重要性に応じて適切でなければならない。 

パフォーマンス評価の結果は，関係する利害関係者と共有されなければならない。 
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附属書 A ‐ 参考文献 

 

AIAG MSA-4 Measurement System Analysis  

AIAG SPC-3 Statistical Process Control  

AIAG & VDA FMEA Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) Handbook - Design FMEA, 

Process FMEA, Supplemental FMEA for Monitoring & System Response 

AS13002 Requirements for Developing and Qualifying Alternate Inspection Frequency 

Plans 

AS13003  Measurement Systems Analysis Requirements for the Aero Engine Supply 

Chain 

AS13004  Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) and Control Plans 

ASME Y14.5 Dimensioning and Tolerancing 

ASTM E2782-17 Standard Guide for Measurement Systems Analysis (MSA) 

ECSS-Q-ST-30-02 Space product assurance - Failure modes, effects (and criticality) analysis 

(FMEA/FMECA) 

ISO 11462-2 Guidelines for implementation of statistical process control (SPC) – Part 2: 

Catalogue of tools and techniques 

ISO 14253-1 Geometrical Product Specifications (GPS) - Inspection by measurement of 

workpieces and measuring equipment – Part 1: Decision rules for verifying 

conformity or nonconformity with specifications 

ISO 15746-1  Automation systems and integration - Integration of advanced process control 

and optimization capabilities for manufacturing systems – Part 1: Framework 

and functional model 

ISO 22514-1  Statistical methods in process management - Capability and performance – 

Part 1: General principles and concepts 

ISO/IEC Guide 98-3 Uncertainty of measurement – Part 3: Guide to the expression of uncertainty 

in measurement (GUM:1995) 

SAE J1739  Potential Failure Mode and Effects Analysis in Design (Design FMEA), 

Potential Failure Mode and Effects Analysis in Manufacturing and Assembly 

Processes (Process FMEA) 
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SCMH 3.1 項  - 製品及び工程のばらつき管理（9103） 

3.2 項  - 初回製品検査 

 3.7 項  - 統計的製品合否判定に関わる要求事項 

 3.11 項  - 測定システム解析（MSA） 

 7.2 項  - 先行製品品質計画（APQP） 

 （IAQG ウェブサイト- https://iaqg.org/tools/scmh/） 

VDA 5 測定工程能力，測定システム能力 

  

  



 
 

 
 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

(22)

 

附属書 B ‐ 略語集 

 

ABNT ブラジル技術規格協会 (Brazilian Association for Technical Norms) 

AIAG 全米自動車産業協会 (Automotive Industry Action Group) 

APQP 先行製品品質計画 (Advanced Product Quality Planning) 

AQMS 航空宇宙品質マネジメントシステム (Aerospace Quality Management System) 

CEN 欧州標準化委員会 (European Committee for Standardization) 

CI クリティカルアイテム (Critical Item) 

CP コントロールプラン (Control Plan) 

DFMEA 設計故障モード影響解析 (Design Failure Mode and Effects Analysis) 

DOE 実験計画法 (Design of Experiments) 

FAI 初回製品検査 (First Article Inspection) 

FMEA 故障モード影響解析 (Failure Mode and Effects Analysis) 

GAGE R&R ゲージ R&R (Gage Repeatability and Reproducibility) 

IAQG 国際航空宇宙品質グループ (International Aerospace Quality Group) 

IRR 初期信頼度要求水準 (Initial Reliability Requirement) 

JSA 日本規格協会 (Japanese Standards Association) 

KC キー特性 (Key Characteristic) 

MFT 多機能チーム (Multi-Functional Team ) 

MSA 測定システム解析 (Measurement System Analysis) 

PFD 工程フロー図 (Process Flow Diagram) 

PFMEA 工程故障モード影響解析 (Process Failure Mode and Effects Analysis) 

PPAP 生産部品承認プロセス (Production Part Approval Process) 

SCMH サプライチェーン・マネジメント・ハンドブック (Supply Chain Management Handbook) 

SJAC 日本航空宇宙工業会 (Society of Japanese Aerospace Companies) 

SPC 統計的工程管理 (Statistical Process Control) 

VDA ドイツ自動車工業会 (German Association of the Automotive Industry) 
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附属書 C ‐ 対応計画ガイダンス（使用／適用および内容） 

 

C.1 プロセス設定又はプロセス反復のいずれかのばらつきが製品適合にリスクをもたらす場合，リスク

軽減を管理するための対応を計画することが推奨される。対応計画では，製造又は整備技術者が事前に

確立した指示に従って，できるだけ早く修正されるべきプロセスを設定することを規定する。 

 

C.2 最低でも，対応計画は以下の情報を含むことが望ましい。 

a） 封じ込め－不適合であると疑われる製品は，通常，回収可能であることが要求される。これには通

常，最後の既知の適合品以降に製造されたすべての製品を含む。これは通常，製品及びプロセスの

情報が収集される頻度に影響を及ぼす。 

b）分析－製品適合に対するリスクの原因を特定する。多くの場合，これは是正処置が実施され，プロ

セスが再開されるまでの暫定的な決定に過ぎない。 

c）最初の是正処置－原因が少なくとも暫定的に特定されると，次のステップは，これらの原因を最小

限に抑えるか，又は排除することである。 

d）一時的な管理－100%検査が可能な場合は，消費者が十分に保護されている限り，暫定的な是正処置

の後にプロセスを再開することが合理的な場合がある。 

e） 分析の検証－通常は修正されたプロセスの再開から得られる独立した証拠により，分析が適切であ

ると判断される。このステップが行われる前に，十分な正確さ及び精度で，寄与するそれぞれの原

因を評価するため，分析が示される必要がある。 

f）是正処置の完了－分析の検証により，完全な運用に戻る前にさらに修正処置が必要であることが示

された場合，これは完了した是正処置の手順となる。 

g）管理された生産に戻る－顧客にとってプロセスが設計意図と矛盾するリスクがない場合，進行中の

プロセス管理に戻る。 

 

C.3 対応計画の質は，プロセス及び影響を受ける製品又はサービスに関する適切な情報を有しているか

どうかにかかっている。情報の適切性には，その情報がすべての関連変数を網羅しており，それらの変

数を十分に正確で偏りなく評価できることが含まれる。その情報を保持することは，ばらつきの全ての

原因が理解され，管理されていることを長期的に検証するために不可欠である。 

 

注記 その情報の一部又は全てを技術当局，顧客，又は規制当局と共有することが必要な場合がある。 

 

 


