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(1)

制定の根拠 

 

この規格は，救済困難な物品の管理プロセスを可能な限り最大限に標準化するものである。この規格は，

航空，宇宙及び防衛分野の製品に救済困難な物品が使用されるリスクを軽減し，これらの製品の性能，信頼

性，及び安全性を改善し確実なものとするために，世界中の全てのレベルのサプライチェーンで使用可能で

ある。 

この規格は，以下の潜在的な利益をもたらす。 

・救済困難な物品の管理プロセス要求事項の標準化 

・航空，宇宙及び防衛産業におけるベストプラクティス及びガイダンスの統合 

・製品品質及び安全性の向上 

・救済困難な物品の再分類によるコスト削減 

・再分類の推進による廃棄物／環境負荷の削減 

・救済困難な物品のリバースエンジニアリングを防止することによる企業の知的財産保護 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，IAQG によって作成された 9147 規格にはない事項で

ある。 

 

 
まえがき 

 

国際航空宇宙品質グループ（IAQG）は，アメリカ，アジア・太平洋及びヨーロッパの航空，宇宙及び防

衛分野の代表者とともに，救済困難な物品管理の要求事項作成のため，業界のベストプラクティス及びガイ

ダンスのベンチマークを行った。この規格の主な目的は次のとおりである。 

・救済困難な物品が航空，宇宙，防衛の製品の製造，保守，修理に使用されることの防止 

・再分類条件の指定 

・救済困難な物品が分解されるリスクの軽減 

この規格は，不適合製品の管理に関する 9100 シリーズ規格（つまり，JIS Q 9100，SJAC9110，SJAC9120）

の要求事項を補完する。 
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航空宇宙工業規格 

救済困難な物品の管理－  

航空，宇宙及び防衛分野の組織に対する要求事項 

1 適用範囲 

この規格は，航空，宇宙及び防衛分野の製品において，製造，保守及び修理に使用される原材料から最終

製品（例えば，航空機，構造部品，構成部品，標準部品，適合性及び/又は安全性に影響を与える消耗品）ま

での全ての物品に適用可能である。 

本規格では，9100 シリーズの規格の不適合管理及び是正処置に従って廃棄する物品，又は組織の決定（例

えば，旧式化・枯渇，在庫管理，トレーサビリティ文書の欠落）に従って廃棄する物品に適用する。 

この規格で規定される要求事項は，契約上及び適用可能な法令と規制の要求事項を補完する（代替はしな

い）。この規格の要求事項と適用される法令又は規制の要求事項との間に矛盾がある場合は，適用される法令，

又は規制の要求事項が優先する。 

この規格は，組織及び外部提供者において救済困難な物品を管理するため，処置決定後に講じるべき要求

事項及び処置内容を規定している。 

注記 外部提供者の管理については，9100 シリーズの規格で取り扱われている。 

2 引用規格 

以下の文書は，この規格の適用/使用を支援するものである。年の版の記載があるものは，その版が適用さ

れる。年の版の記載がないものは，最新版(追補を含む)が適用される。 

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 

SJAC 9110* 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 

SJAC 9120* 品質マネジメントシステム – 航空，宇宙及び防衛分野の販売業者に対する要求事項 

JIS Q 9000  品質マネジメントシステム – 基本及び用語 

* で識別されている規格は，IAQG によって作成されており，ASD-STAN，SAE，CEN，JSA/SJAC，ABNT

などの標準化団体から発行されている。 

AeroSpace and Defense Industries Association – Standardization (ASD-STAN),  

SAE International, European Committee for Standardization (CEN),  

Japanese Standards Association (JSA)/Society of Japanese Aerospace Companies (SJAC),  

Brazilian Association for Technical Norms (ABNT) 

3 用語及び定義 

この規格で用いる用語及び定義は，JIS Q 9000 によるほか，次による。 

3.1 処置の決定 

不適合又は使用不可能な物品(有効保管寿命を超過した物品，及び耐用寿命を超過した物品を含む)，又は

余剰物品に対して，次のカテゴリに該当する処置を割り当てるために組織が実施する対応。 

a) 手直し 



2 

SJAC 9147 （パブリックコメント原案） 

 

 

b) 修理 

c) そのまま使用 

d) 顧客へ返却 

e) 外部提供者へ返却  

f) 廃棄 

3.2 物品 

個別に検討可能な材料，部品，スペアパーツ，構成部品，機能品，機器，ソフトウェア媒体，システム又は

航空機。 

3.3 不可逆的な損傷 

修理や手直しが不可能な状態になるまで物品に不可逆的な変化又は変更を加えること。 

3.4 再分類 

物品を耐空性を必要としない目的で再利用するための処置(例えば，展示，教育訓練，治工具，試験装置，

実物大模型など)。 

3.5 廃棄 

救済困難な物品を本来の目的で使用できないようにするための，不可逆的な損傷，トレーサビリティ付き

の破棄，再分類，外部提供者への返却処置。 

3.6 救済困難 

承認された設計に適合しておらず，適合状態にまで修復させることができない物品，又は耐空性を目的と

する用途には使用してはならないと宣言された物品。 

注記：救済困難な物品は耐空性を有する状態にまで修復することはできない。 

3.7 使用不可能 

承認された設計に適合していない，又はリリースするための正式な文書がない，整備又は修理された物品。 

注記：使用不可能な物品は耐空性を有する状態にまで修復されることもある。 

4  要求事項 

4.1 一般要求事項 

組織は以下のことを確実にしなければならない。 

a) 航空，宇宙，及び防衛分野の製品の製造，保守，又は修理に救済困難な物品が使用されていない。 

b) 航空，宇宙，及び防衛分野の製品での使用を意図した，救済困難な物品の再処理（resurfacing），又は転

売を防ぐための処置が講じられている。 

c) 救済困難な物品は，耐空性を有する状態には戻らない。 

d) 救済困難な物品を，その構成要素を耐空性のある目的に使用するために分解しない。 

注記 不適合又は使用不可能な物品は分解してもよい。 

e) 救済困難な物品のトレーサビリティを確実にするために，不可逆的な損傷（mutilation）又は破壊

（destruction）まで，文書化した情報を保持する。 

4.2 救済困難な物品の管理プロセスの要求事項 

a) 組織のトップマネジメントは，救済困難な物品の管理プロセスに関して，リーダーシップ及びコミット

メントを実証しなければならない。 

b) 組織は救済困難な物品の管理プロセスの確立，実施，維持に対する責任及び権限を規定しなければなら
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ない。 

注記 救済困難な物品の管理プロセスを実行するために処分委員会を設立するのが一般的である。 

c) 組織は，救済困難な物品の管理プロセスの文書化した情報を確立し，実施し，維持しなければならない。

救済困難な物品の管理プロセスには，以下の要素を考慮した結果が含まれていなければならない（4.3 参

照）。 

 一般的な廃棄の要求事項 

 不可逆的な損傷の要求事項 

 トレーサビリティ付き廃棄の要求事項 

 再分類の要求事項 

 外部提供者へ返却の要求事項 

  附属書 A に示されている救済困難な物品の管理のフローチャートを参照のこと。 

d) 組織は，外部提供者に対して，適用する救済困難な物品の管理プロセスの要求事項を展開しなければな

らない。 

e) 組織は，外部提供者がその直接及び下請け(sub-tier)の外部提供者に対して，適用可能な救済困難な物品の

管理プロセスの要求事項を展開することを要求しなければならない。 

f) 組織は，組織内部，顧客，法令及び規制の要求事項に基づき，救済困難な物品の管理プロセスの有効性を

監視しなければならない。 

4.3 廃棄の選択肢 

4.3.1 廃棄として処分する救済困難な物品は，以下のいずれかとされなければならない。 

a) 不可逆的に損傷される。（4.3.4 参照） 

b) トレーサビリティ付きで廃棄される。（4.3.5 参照） 

c) 再分類される。（4.3.6 参照） 

d) 外部提供者に返却される。（4.3.7 参照） 

4.3.2 全ての救済困難な物品は，不可逆的な損傷，トレーサビリティ付き廃棄，再分類，外部提供者へ返却の

前に，確実な管理によって隔離されなければならない。 

4.3.3 全ての救済困難な物品は，物理的に使用できなくなるまで確実に管理しなければならない。 

注記 物品を処分する際は，組み込みソフトウェアに関して考慮しなければならない。 

4.3.4  救済困難な物品を不可逆的な損傷にすると組織が決定した場合は，組織は以下を行わなければならな

い。 

a) 救済困難な物品を不可逆的な損傷にするための文書化した情報を確立し，実施し，維持する。 

b) 救済困難な物品を不可逆的な損傷にする責任と権限を明確にする。 

注記 不可逆的な損傷の後、その物品は廃棄物となり、組織の確立された廃棄物管理プロセスに従う。 

4.3.5 技術的な制約又は組織の戦略によって，救済困難な物品の不可逆的な損傷を組織の外部で実施する場

合は，組織は救済困難な物品の廃棄がトレーサブルであることを確実にしなければならない。 

a) 組織は，4.1 で規定された一般要求事項に適合すると承認された外部提供者を通じて救済困難な物品を廃

棄しなければならない。 

b) 外部提供者が承認されていない場合は，組織は 4.1 で規定された一般要求事項に適合することを確実に

するために，救済困難な物品の不可逆的な損傷又は破壊に立ち会わなければならない。 
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4.3.6 組織が救済困難な物品を耐空性の無い状態に再分類することを決定した場合： 

a) 不可逆的な損傷を実施しない場合，組織は救済困難な物品のトレーサビリティを維持しなければならな

い。 

b) 組織は，再分類された救済困難な物品のトレーサビリティを維持するために，部品番号，部品名，場所な

どを含む文書化した情報（例えば，記録簿）を確立し，保持しなければならない。 

c) 組織が救済困難な物品の再分類を終了することを決定した場合は，組織はこの規格の廃棄の要求事項を

適用しなければならない（4.3 参照）。 

4.3.7 組織が外部提供者に救済困難な物品を返却することを決定した場合： 

a) 外部提供者は，組織からの要求事項に従って，救済困難な物品の管理プロセスを適用しなければならな

い。 

b) 組織が外部提供者に代わって救済困難な物品を処分する場合は，組織自身の救済困難な物品の管理プロ

セスに従わなければならない。 

 

  



5 

SJAC 9147 （パブリックコメント原案） 

 

 

 

附属書Ａ – 廃棄品管理のフローチャート 

 

 

 

 

処分の決定 

不適合な部品，剰余品，

陳腐化，使用不可能な物

品 

手直し 

修理 

そのまま使用 

顧客へ返却 

外部提供者へ返却 

廃棄 

トレーサビリ 

ティ付き廃棄 
不可逆的な損傷 再分類 返却 

破壊 外部提供者 使用終了 

廃棄物 

救済困難な物品 

9147 の範囲 


