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1 Scope / 要求範囲

This manual indicates the processes to be applied by Silicon Sensing Systems (SSS) and its suppliers to
ensure the quality of purchased parts materials and services. This SQRM forms part of the standard
Terms and Conditions of Purchase for SSS. Basically deviation from this SQRM shall be granted with
agreement in writing between the supplier and SSS. However, some key suppliers may have a
supplier-specific Quality Assurance Agreement (QAA). This may replace or allow deviations from this
SQRM.

このマニュアルは、購入部材やサービスの品質を確実にするために、シリコンセンシングシステムズ(SSS)とその

供給者が適用するプロセスについて明記するものである。この SQRM は、SSS の標準購入条件の一部であり、

この SQRM からの逸脱は、基本的には供給者と SSS の間の書面による合意で許可されなければならない。

しかしながら、一部の主要な供給者は、供給者固有の品質保証契約（QAA）を持っている場合があるため、

この SQRM が置き換えられたり、逸脱したりする可能性がある。



Silicon Sensing Systems Supplier Quality Requirements Manual – SQRM

Issue 09 – April 2020

Page 3 of 17

The master copy of this manual, as well as preferred standard forms, can be found on SSS’s web site:
http://www.siliconsensing.com SSS will notify as long as possible, but it is the Supplier’s responsibility
to ensure they have the latest revision .

このマニュアルの原版は推奨の標準フォームと同様 SSS のウェブサイト( http://www.siliconsensing.com )で

閲覧可能となっており、可能な限り SSS から通知するが、最新版のチェックは供給者責任とする。

2 Agreements on Objectives / 取り交わし

SSS expects all suppliers to follow a `Zero Defects` philosophy and to achieve the following targets:
1. <100 ppm delivered quality (SSP) Japan, 1,000 ppm (SSSL) UK.
2. 95% on time delivery.

SSS は全ての供給者が‘ゼロディフェクト(不良ゼロ)’ の理念に従い、次の目標を達成することを求める。

1. 不具合率 100 ppm 未満 (SSP) Japan、 1,000 ppm 未満(SSSL) UK

※出荷数量(母数)が異なるため。

2. 納期遵守率 95%

To establish co-operation between supplier and SSS on a long term, open and fair partnership, SSS will
generate a Quality Assurance Agreement (QAA) with key selected suppliers. Alternatively, purchase
specifications and/or delivery specifications can be applied. These shall include but not limited to
engineering specifications, drawings, test requirements.

供給者と SSS との長期的かつオープンで公正な協力体制を確立するために、SSS は選ばれた主要な供給

者と品質保証協約(QAA)を結ぶ。代わりに購入仕様書/納入仕様書を取り交わしても良い。これらには、技

術仕様、図面、テスト要件が含まれるが、これらに限定されない。

The agreement shall relate either to the entire scope of delivery or to individual products/product
groups.

この協約はデリバリーに関わる全ての範囲に対して、あるいは個々の製品/製品群に対して適用される。

The Quality Assurance Agreement (when drafted) should be agreed with the supplier prior to order
placement and signed by both parties.

品質保証協約(草案を含む)は双方による発注や契約に先立って合意されなければならない。

3 Review of Documents / ドキュメントのレビュー

The supplier shall review all documents supplied in relationship to the purchase order, including but
not limited to; technical specifications, drawings, cad data, work instructions and concessions, to
ensure that they can achieve product requirements.

供給者は、製品要求を確実に達成できるようにするために、注文書に関連して、技術仕様、図面、CAD デ

ータ、作業指示、および特別採用文書を含む、提供されるすべての文書をレビューしなければならない。

In the event that documents contain conflicting information, SSS purchasing or QA department shall
be notified without delay.

ドキュメントに矛盾がある場合は、遅延することなく SSS の購買部門あるいは品質保証部門に通知しなけ

ればならない。

Where this affects product specification all work shall stop until clarification is received from SSS in
writing.

これが製品仕様に影響する場合は、SSS からの書面で明確な指示があるまで全ての業務を停止する。

http://www.siliconsensing.com/
http://www.siliconsensing.com/
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4 Quality and Environmental Management Systems / 品質及び環境マネジメントシス

テム

For production parts the supplier Quality Management Systems shall be certified to one or all of the
below:

 ISO 9001

 EN9100 / JISQ9100 / AS9100

 IATF16949

部材を生産するには、供給者は以下のどれか一つまたは全ての品質マネジメントシステムの認証を得ている

こと。

 ISO 9001

 EN9100 / JISQ9100 / AS9100

 IATF16949

The minimum Standard will be ISO9001, but where no certification listed above, both parties shall
negotiate. SSS may decide to enter into agreements with suppliers of unique or proprietary processes
or technology. As part of these agreements, SSS may waive any or all of the above system
requirements.

最低限 ISO9001 認証取得が望ましいが、どちらの認証も得ていない場合は、必ず双方で協議する。SSS は、

固有のあるいは独自のプロセスまたはテクノロジーを持つ供給者と契約を結ぶ場合があり、これらの契約の一

部として、SSS は上記のシステム要件の一部またはすべてを放棄する可能性がある。

Suppliers are expected to adopt an Environmental Management System in accordance with BS EN ISO
14001 if no certification is held. As a minimum, a series of environmental procedures should be in
place to ensure compliance with local laws and international best practice.

認証を取得していない場合、供給者は BS EN ISO 14001 に準拠した環境管理システムを採用することが求

められる。 現地の法律と国際的なベストプラクティスを確実に遵守するために、最低限、一連の環境手順を

整備する必要がある。

An accredited body registered by a national certification body must certify the Supplier Quality and
Environmental Management Systems.

国の認証機関によって登録された認定機関が、供給者の品質及び環境マネジメントシステムを認証しなけ

ればならない。

Certified suppliers shall notify SSS within 10 working days if their certificate of registration is put on
suspension.

認証された供給者が認証の登録を差し止められた(あるいは一時停止された)場合は 10 営業日以内に

SSS に通知しなければならない。

Suppliers shall immediately forward any new copies of its certificates to SSS, failure to do so may
result in removal from the approved supplier list.

供給者は新規、更新に関わらず認証のコピーを SSS に送らなければならない。

5 Rights of Access (Audits) / 供給者サイトや情報へのアクセス権 (監査)

SSS will normally conduct a process and/or product audit, and system audit in some cases. By prior
notice the supplier shall allow SSS and when accompanied, SSS customers access to their facilities.
This will be for the purpose of evaluating parts, processes and systems used in manufacturing of SSS
products. Where sensitive and proprietary processes are used, with agreement, SSS may carry out
part of the audit as a desk top audit. Audits will be scheduled with suppliers based on Business risk.

通常、SSS は工程あるいは製品(または両方)の監査、場合によっては品質システム監査を実施する。監査

については事前に通知するが、供給者は SSS と、（同行する場合には）SSS の顧客に対して、施設に立ち入

って監査することを認めなければならない。これは SSS の製品を生産するに当たって使用される部材や工程、
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システムを評価することが目的である。機密性の高い独自のプロセスが使用されている場合、合意により、

SSS は監査の一部を机上の監査として実行する場合がある。監査は、ビジネスリスクに基づいて供給者とス

ケジューリングされる。

Typical occasions for process audits are:

 Assessing initial capability of potential new suppliers (minimum 80% score is required)

 Verification of a new product line after PPAP

 Following a major Quality Concern

 At SSS customers request

 Following a product or process change

 As part of regular review

通常、工程監査は以下の場合に実施される:

 新しい供給者となる可能性がある場合

 PPAP 後の、新しい工程の検証

 重要な品質の懸案事項のフォロー

 SSS の顧客要求

 製品あるいは工程変更のフォロー

 定期的なレビューの一部として

The audit result indicates the quality capability achieved by the supplier. If non-conformities are
found (a score of less than 10 for a single element), an action plan is to be produced which meets
agreed timescales. The action plan is to include all activities, stating responsible personnel and
deadlines, suitable to eliminate non-conformities to the process.

監査結果は供給者のその時点での品質能力を示すものなので、不適合があれば(個々の項目に対してスコ

アが 10 点未満の場合)、相互の同意のもと、アクションプラン(改善計画)を作成しなければならない。アクショ

ンプランは全ての改善活動を含み、担当責任者と対策期限を明記し、不適合をなくすための適切なプラン

でなければならない。

The results of findings from the audit shall be evaluated by the auditors based on the requirements of
SSS audit check sheet, available on request from the SSS Quality representative.

監査の指摘事項に対する結果は SSS の監査チェックシートの要求に基づいて監査員が評価し、SSS の品質

担当者からの要求も満たされていなければならない。

The following grading indicates the degree of compliance:

Overall degree of
conformity in %

Grading of the processes Description of grading

90 to 100 Full compliance A*

80 to less than 90 Predominant compliance AB*

60 to less than 80 Partial compliance B*

Less than 60 No compliance C

* Audited companies which achieve a degree of compliance of less than 75% in one or more elements
are downgraded from A to AB, or AB to B. For questions graded with zero points, the audit can be
downgraded from A to AB or AB to B. In special cases a downgrading to C is possible.

以下に評価のグレードを示す:

全体の適合性(%) グレードの説明 グレード

90 to 100 完全に適合 A*

80 以上 90 未満 ほぼ適合 AB*

60 以上 80 未満 部分的に適合 B*

60 未満 不適合 C
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*一つのあるいはいくつかの要素において 75%未満の適合度しかない場合は A から AB、AB から B にグレー

ドを下げる。ある項目について 0 ポイントがある場合も A から AB、AB から B にグレードを下げる。状況によっ

てはグレードを C に下げる場合もある。

Supplier Acceptance Grading

Grade Re-Audit Action Plan Required
Approved

SSS
Supplier

A No Yes (for scores less than 10) Yes

AB At discretion of lead auditor Yes (for scores less than 10) Yes

B Yes Yes (for scores less than 10) No

C No No No

供給者としての承認については以下の通り

グレード 再監査 アクションプランの要否
SSS の供給者と

しての合否

A 不要 要 (10 ポイント未満の項目に対して) 合格

AB 主任審査員の

判断に依る

要 (10 ポイント未満の項目に対して) 合格

B 要 要 (10 ポイント未満の項目に対して) 不合格

C 不要 不要 不合格

The supplier grading does not represent product release. The part or component release is detailed in
supplier PPAP submission and acceptance.

供給者のグレードは製品の出荷可否を決めるものではない。PPAP が提出され、承認されて初めて製品を

出荷することができる。

This Audit process may also be applied, as appropriate, by SSS to the Suppliers sub-contractors this
will be based on business risk.

この監査プロセスは、必要に応じて供給者の外注業者にも適用される場合がある。

Access should also be granted to Regulatory authorities with respect to investigations.

調査に関しては監督官庁にもアクセスを許可する必要がある。

6 APQP/NPI (Initial Qualification) / 先行製品品質計画 (初期認定)

Suppliers and sub-suppliers to SSS shall have a comprehensive APQP(Advanced Parts Quality
Planning)/NPI(New Product Introduction) process in place based on SSS or supplier’s Quality
management system. This process shall ensure parts and processes are developed to meet SSS
programme requirements and timescales.

SSS への供給者や外注者は SSS の、あるいは供給者の品質マネジメントシステムに基づいた総合的な

APQP(先行製品品質計画)/NPI(新製品導入)プロセスを有していなければならない。このプロセスは製品や

工程を保証するためにあるので、SSS の要求及び計画が滞りなく進められていくことを確実にしなければなら

ない。

For product and process development a mutually agreed reporting format showing the Project status
shall be used by the supplier to report on the APQP/NPI process. The frequency of reporting will be
agreed with the SSS Quality representative.

製品や工程の開発を進めるに当たって、供給者は双方が同意したプロジェクトの進捗状況を示す報告書の

フォーマットを使用し、APQP/NPI プロセスの報告をしなければならない。報告の頻度は SSS の品質保証部

門との同意の下で決定する。
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The supplier shall maintain a qualification system, which is capable of proving the requirements of SSS.

供給者は SSS の要求を示すことができるように、APQP の報告書を適宜改訂しなければならない。

All qualification results shall be recorded on a DVP&R (Design Verification Plan and Record) or similar
report. The DVP&R includes the tests, test parameters, planned deadlines, results and 8D actions for
any discrepancy in the results.

すべての認証結果は DVP&R(設計検証計画及び記録)、あるいはそれに相当する報告書に記録されなけ

ればならない。DVP&R にはテスト、テストパラメータ、計画期限、結果、結果として発生した不適合に対する

8D(不具合対策)が含まれる。

The supplier shall nominate an internal APQP/NPI project manager.

供給者は内部の APQP/NPI プロジェクトマネージャーを任命しなければならない。

If agreed, PPAP on its own could be acceptable based on negotiation between suppliers and SSS or
SSS judgement.

合意があれば、両社協議あるいは SSS 判断の上、PPAP のみの管理でも OK とする。

7 Re-qualification / 再認定

The supplier shall re-qualify its products in case of any changes.

供給者の製品に対して、何らかの変更があった場合には製品の再認定をしなければならない。

Re-qualification documentation shall be stored at the supplier’s site and made available to SSS on
request.

再認定のドキュメントは供給者側で保存され、要求に応じて SSS に提示できるようにしておかなければならな

い。

Suppliers are recommended to perform, unless otherwise agreed, a layout inspection verifying that all
characteristics are as specified in the respective drawing or specification, at least once each year
(Product audit is acceptable).

供給者は、特に取り決めがない場合は、少なくとも年に一回、各図面や仕様書に定義されている全ての特

性についてのチェックを推奨する(製品監査としても良い)。

If the delivery is interrupted for more than one year, SSS will judge if re-qualification is required.
When re-qualification is required, the supplier shall apply for release through the Production Part
Approval Process.

出荷が一年以上中断された場合は、SSS が部品の再認定が必要かどうかを検討する。必要と判断された

場合、供給者は PPAP の再承認後に出荷可能となる。

Following serious Quality problems SSS may request that the Production Part Approval Process is
repeated, in such cases the submission will be to PPAP level 4 or 5.

重大な品質問題があった場合は、SSS は PPAP を再度要求し、この場合 の PPAP レベル 4 あるいは 5 を適

用することとする。

8 Process and Machine Capability / 工程及び設備能力

Unless SSS or customer has a special agreement, before release to production the supplier shall prove
the capability of all processes and machines to achieve special designated characteristics to the limits
below:

 Cpk  1.33 or other method like Half Tolerance  95% (if other methods of process capability

are used this should be approved by SSS.)
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SSS あるいは顧客からの特別の要求がない限り、製品を出荷する前に、供給者は全てのプロセスと設備の

能力を、以下の特殊特性の要求値を達成することによって証明しなければならない。

 Cpk  1.33 あるいはハーフトレランス( 95%)のような他の手法 (もし工程能力を評価する他の手法

があれば、SSS の承認を得なければならない。)

Where the above limits are not met the supplier shall carry out special monitoring (e.g. 100%
inspection) and submit an improvement plan to the SSS quality representative. Equipment used for
this Capability measurement will have been proved to be capable by the use of an R&R study as per
Clause 9.

上記の能力を満たすことができない場合は、供給者は特別なモニタリング(例：全数検査)をして、SSS の品

質責任者に改善計画を提出しなければならない。この能力測定に使用される機器は、第 9 項の R＆R ス

タディを使用することで目的の能力があることが証明される。

9 Measurement System Analysis / 測定システム分析
Before delivery of series components, the supplier shall evaluate the capability of the test equipment
using a Repeatability and Reproducibility Study(R&R Study). This shall be applied to all measurements
systems referenced in the control plan.

部品を連続して出荷する前に、供給者は繰り返し性及び再現性の調査をして測定設備の能力を評価し

なければならない。これは、コントロールプランに記載されているすべての測定システムについて適用される。

Decisions on measurement system analysis should be made as in table below.

GRR Decision Comments

Under 10 % Acceptable

10% to 30% May be acceptable for some
uses.

Decision should be made based
on importance of
measurement, cost of
equipment, and cost of
rework/repair. Customer
approval should be obtained
when required.

Over 30% Unacceptable Measurement system needs to
be improved.

測定システム分析の判断は下表に従うものとする。

GRR 判断 コメント

10 %未満 承認

10%以上 30%未満 条件付き承認 測定の重要性、機器のコスト、お

よびリワーク/修理のコストに基づ

いて決定し、要求があれば顧客

の承認を得る必要がある。

30%以上 承認不可 測定システムは改善の必要があ

る。

10 Production Part Approval Process – Application Specific / 生産部品承認プロセス

- 運用の詳細

The supplier shall, prior to series release, at the agreed date, conduct a Production Part Approval
Process (PPAP) Submission.

連続した出荷をする前に、供給者は取り交わされた計画に従って PPAP を提出しなければならない。
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The supplier must obtain written agreement from SSS to commence shipment ahead of PPAP
approval.

PPAP 承認の前に出荷を始める場合には、供給者は SSS から書面による承認を得なければならない。

A PPAP submission checklist will be agreed in advance between the supplier and the SSS Quality
Representative. If not agreed, the PPAP submission file shall be presented according to Production
Part Approval Process, Level 3.

PPAP の提出チェックリストは供給者と SSS の品質責任者との間で前もって決められる。もし、そのような取り

交わしがなければ、PPAP の提出ファイルはの PPAP レベル 3 にしたがって用意しなければならない。

Completed PPAP shall be submitted electronically and as a minimum the control plan, process flow,
and FMEA documents shall be prepared in English.

完了した PPAP は電子データで提出すること。少なくとも、コントロールプラン、フローチャート、FMEA は英語

で表記すること。

If not agreed otherwise, 300 parts must be produced and 25 sub-groups taken for statistical
evaluation of initial process capability of key characteristics. In the case of multiple moulds or several
identical tools for the same part the sample is reduced to 100 per cavity / tool.

特に取り交わしがなければ、供給者は 300 個の部品を生産し、25 のサブグループに分けて特殊特性の初

期工程能力を統計的に評価しなければならない。同じ部品に対して複数の金型やいくつかのまったく同じ治

具が使用される場合は、サンプルは 1 治具あたり 100 個に減らしても構わない。

Sample Parts shall be submitted with the PPAP and analysis of all parameters shall be measured on a
minimum of 1 and maximum 5 numbered parts and reported separately.

サンプル部品は PPAP の書類と共に提出し、最大 5 つの番号付けされた部品について、それぞれすべてのパ

ラメータ分析をし、報告しなければならない。

Unless otherwise agreed the Production Part Approval Process file shall be delivered to SSS complete
with sample products, clearly identified as PPAP submission sample product.

PPAP ファイルは特に取り交わしがなければサンプルと一緒に SSS に提出し、PPAP 提出サンプル品として明確

に識別しなければならない。

Presenting incomplete PPAP submissions requires prior approval of SSS.

PPAP の要求を満たすことができない場合は、前もって SSS からの承認を受ける必要がある。

11 Product Release / 製品リリース

SSS Quality department shall co-ordinate review of the Production Part Approval Process file to assess
compliance with specified requirements. If appropriate, features will be subjected to re-check either
at SSS or at the supplier.

SSS の品質保証部門は規定の要求を満たしているかどうかを評価するために PPAP ファイルのレビューをしな

ければならない。もし必要であれば、製品性能は SSS と供給者のどちらかにおいて再チェックされる場合があ

る。

SSS expects Production Part Approval Process files to comply with all requirements.

PPAP の書類にはすべての要求が満たされていなければならない。

Should deviations nevertheless occur during PPAP submission, which cannot be eliminated at short
notice, a written application should be made prior to PPAP submission for permission to deviate or to
amend the drawing / specification. The supplier shall clarify in advance with SSS whether such
approval can be given. Agreed corrections must be approved and deadlines adhered to.

それにもかかわらず、PPAP の提出期間中に、すぐに回避できないような逸脱がある場合は、その逸脱の許可、

あるいは図面や仕様の修正の許可を求める文書を PPAP 提出に先立って書面にて提出しなければならな
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い。供給者は前もって SSS とそのような承認が得られるかどうかについて明確にしておかなければならない。取

り交わされた修正は正式に承認され、期日についても明確にしておかなければならない。

Incomplete PPAP files that include unapproved deviations will not be processed and will be returned
to the supplier. Where subsequent PPAP submissions are carried out due to supplier shortfall on
documented requirements, the supplier may be charged for such processing.

承認されていない逸脱を含む不完全な PPAP はそのまま進めることはできないので、供給者に返却されるこ

とになる。供給者の都合でドキュメントの要求が不足のまま PPAP 提出が続けられる場合は、供給者がその

責を負うことになる。

SSS signing the PSW (Part Submission Warrant) cover sheet and returning it to the supplier confirms
production component release.

SSS が PSW(部品提出保証書)のカバーシートにサインし、それを供給者に返却することによって、生産部品

の出荷が可能となる。

In the absence of this release, the supplier is not permitted to deliver series production items to SSS
unless agreement in writing is obtained from SSS Quality.

PSW がない場合、SSS の品質保証部門が発行した書面による承認がない限り、供給者は SSS に対して連

続して製品を出荷することはできない。

12 Period of Storage for Suppliers Documents / 供給者のドキュメントに対する保管の

期間
Production part approvals, tooling records, purchase orders and amendments shall be maintained for
the length of time that the part is active for production and service requirements plus five calendar
years.

PPAP、治具の記録、発注書や変更は生産やサービスの要求に対して部品がアクティブである期間プラス 5

暦年の間、維持されなければならない。

Quality performance records (e.g. control charts, inspection and test results) shall be retained for a
minimum of five calendar years after the year in which they were created.

品質能力記録(例：コントロールチャート、検査やテスト結果)はそれらが作成された年から少なくとも 5 年間

は保管されなければならない。

Where special requirement from SSS or customer, or special request from supplier, this will normally
be defined in the Quality Assurance Agreement.

SSS あるいは顧客からの特別な要求、または供給者からの特別な要望がある場合、品質保証協約におい

て取り決めがなされる。

SSS reserve the right to inspect documents at the supplier’s premises after prior notice.

SSS は前もって通知すれば、供給者の施設(事務所や工場)においてドキュメントを審査する権利を有する。

Documents requested must be received by SSS within 48 hours of the request.

要求されたドキュメントは要求があってから 48 時間以内に SSS に提出しなければならない。

13 Traceability / トレーサビリティ

The supplier shall be able to trace product (incoming, in-process and shipped materials and test data)
within 24 hours. This time period starts when the supplier is notified of a problem and ends when the
appropriate information is supplied to SSS. As a minimum, the supplier shall be capable of identifying
and tracing process lots and bills of material items.



Silicon Sensing Systems Supplier Quality Requirements Manual – SQRM

Issue 09 – April 2020

Page 11 of 17

供給者は 24 時間以内に製品(受入れ、工程内、出荷やテストのデータ)のトレースが可能でなければならな

い。この時間(24 時間)は供給者に問題の内容が通知されてから、適切な情報が SSS に伝わるまでを意味

する。少なくとも、供給者は工程のロットや部材の購買記録等の識別やトレースができなければならない。

14 MSDS Requirements / MSDS 要求
For each product type manufactured the supplier shall create a Material Safety Data Sheet (MSDS).

量産されるそれぞれの製品について、供給者はマテリアルセイフティデータシート(MSDS)を作成しなければなら

ない。

The supplier shall confirm MSDS compliance during the Production Part Approval Process.

供給者は PPAP の間、MSDS を遵守していることを確実にしなければならない。

15 Changes / 変更
SSS shall be informed by the supplier of changes to product or process as defined in the case listed
below:

以下の場合、供給者は製品や工程の変更を SSS に通知しなければならない。

1. Use of other construction or material than was used in the previously approved part or product
2. Production from new or modified tools, dies, moulds, patterns, etc. including additional or
replacement tooling
3. Production following upgrade or rearrangement of existing tooling or equipment
4. Production from tooling and equipment transferred to a different plant site or from an additional
plant site.
5. Change of supplier for parts, non-equivalent materials, or services (e.g., heat-treating, plating).
6. Product produced after the tooling has been inactive for volume production for twelve months or
more.
7. Product and process changes related to components of the production product manufactured
internally or manufactured by suppliers.
8. Change in test/inspection method – new technique (no effect on acceptance criteria).

1. 以前に承認された部品又は製品に用いられたものとは別の構造又は材料の使用

2. 治工具の追加又は取替えを含む、新規の又は修正された治工具、金型、鋳型、パターン等からの生産

3. 現在の治工具又は装置のアップグレード又は再配置後の生産

4. 異なる生産事業所へ移設した、又は異なる生産事業所から移設された治工具及び装置による生産

5. 部品、材料及びサービス(例：熱処理、めっき)の供給者の変更

6. 量産に使用されない期間が 12 か月以上あった治工具で製造される製品

7. 社内で製造する、又は供給者が製造する量産部品のコンポーネント関係する製品及びプロセスの変更

8. 試験/検査方法の変更―新技術(合否判定基準に影響を与えない)

The supplier shall only implement changes that have been agreed in writing by SSS.

供給者は SSS との書面での合意に基づいた変更のみを実施しなければならない。

When requested by SSS, the supplier shall qualify changes by resubmission of PPAP. In all cases the
PPAP documentation must be updated by the Supplier.

SSS から要求があった場合は、供給者は PPAP の再提出によって変更を承認されなければならない。どんな

場合においても、PPAP のドキュメントは供給者によってアップデートされなければならない。

Product may only be shipped when the supplier has obtained a signed PSW or agreement in writing
from SSS Quality.

供給者は署名された PSW を受領した場合、あるいは SSS の品質保証部門の書面による承認を受領した

場合に限り、製品を出荷することができる。
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16 Shipments / 出荷
All shipments must be made in accordance with the purchase orders and schedules.

すべての出荷は発注書と計画に従ってなされなければならない。

The goods must be clearly identified in order to ensure traceability.

商品はトレーサビリティを確実にするために明確に識別されていなければならない。

Products that have finished final inspection (End of Line Test) greater than 12 months prior to the
agreed purchase order delivery dates shall not be supplied to SSS without SSS prior written
agreement. If such delivery is necessary the supplier shall apply for approval from SSS purchasing.
Such approval must be submitted in writing.

12 ヶ月以上前に最終検査工程(EOLT)を完了した製品は顧客に供給するべきではない。もしそういう出荷が

必要な場合は、SSS の購買部門から承認を得なければならない。この承認は書面で提出しなければならな

い。

Specially released material may not be mixed with other materials / consignments.

特に、リリースされた材料は他の材料や在庫と混ざらないようにしなければならない。

17 Non-Conformance (request for waiver) / 不適合(特別採用申請)

For any delivery that does not meet SSS requirements the supplier shall request a waiver prior to
shipment.

SSS の要求を満たさないどんな出荷についても、供給者は出荷に先立って特別採用を申請しなければなら

ない。

This request must be submitted to SSS Purchasing in a written form with all necessary information
including:

 SSS Part Number and Issue level

 Number of pieces or time period for the request

 Reasons

 Declaration of the risk associated with accepting and not accepting the request

 Actions and timescales to solve the deviations

この申請は全ての必要な情報を含むものでなければならず、書面にて SSS の購買部門に提出しなければな

らない：

 SSS の部品番号と版

 部品の数と特別採用の期間

 理由

 特別採用に対して合意する場合、しない場合に対してのリスクの申告

 逸脱を解決するアクションと計画

The waiver must be accepted by SSS in writing and contain, as a minimum, the SSS Quality
representative approval before shipment can be made.

特別採用は書面にて SSS が承認する必要があり、少なくとも、出荷前に SSS の品質責任者が同意している

内容が含まれていなければならない。

18 Defective Parts at Suppliers / 供給者側での不良品

Where parts that have been found by the supplier to be defective or where non-compliance with the
requirements is detected, they shall be clearly identified and stored so as to prevent further
processing in production.

不具合になると思われる部品を供給者が見付けた場合や、あるいは要求に対しての不具合が見付かった

場合は、それらの部品は明確に識別され、それ以上生産に使用されないように保管されなければならない。
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The supplier shall take immediate action to check current production parts or lots held in stock.

供給者は流動している生産用部品やストックされているロットに対するアクションを早急に取らなければならな

い。

Should there be a risk that defective parts have already been shipped to the customer, SSS shall be
informed immediately.

不具合部品がすでに顧客に出荷されたリスクがある場合は、ただちに SSS に報告しなければならない。

The cause of failure shall be investigated using the 8D problem solving process or similar one.

不具合の原因は、8D の問題解決プロセスあるいは類似のプロセスを使用して調査されなければならない。

If parts can be made usable through rework (other than that agreed as part of the standard process
flow) the method of rework and the rework inspection process is to be agreed, in writing, with SSS
prior to implementation.

修正(通常のプロセスフローで定義されている以外の工程)によって部品が使用可能になるのであれば、修正

作業を実施する前に修正の作業方法及び検査工程を SSS と文書によって取り交わしておかなければならな

い。

The consignment of reworked parts shall be specially identified. This should be agreed in advance
with SSS.

修正された部品の在庫は特別に識別されていなければならない。これは前もって SSS と取り交わしをしておく

必要がある。

19 Defective Parts at SSS or SSS Customers / SSS または SSS 顧客での不良品)

If during the investigation of an SSS customer complaint, it is established that a supplier has caused
the fault, they shall be notified immediately.

SSS の顧客クレームの調査中にそれが供給者責による不具合であることが分かった場合は、ただちに通知し

なければならない。

The complaint shall be investigated using an 8D format with the following timescales

 Up to D3 Containment – 48hrs

 Up to D5 Chosen Corrective Action – 14 days

 Up to D8 Closure – 28 days
Where 28 days cannot be achieved an action plan shall be agreed with SSS Quality

クレームは 8D フォーマットを使用して以下に示す流れに従って調査すること。

 D3 の歯止めまで – 48 時間以内

 D5 の是正処置まで – 14 日以内

 D8 のクローズまで – 28 日以内

28 日以内にクローズできない場合は、アクションプランを提出し、SSS の品質保証部門に承認され

なければならない。

In exceptional circumstances SSS may require the response times to be considerably shortened.

例外として、SSS は報告期限を大幅に縮める場合もある。

The supplier shall ensure adequate analysis resources are available.

供給者は適切な解析リソースがあることを確実にしておかなければならない。

Defective parts will be returned to the supplier. Should it not be possible to return the consignment of
defective product to the supplier, the supplier shall sort at SSS or their customer site at his cost.
Alternatively SSS and the supplier may agree a local inspection service to carry out the stock sort,
associated cost will be charged to the supplier.
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不良品は供給者に返却されるものとする。供給者に返却することができない場合は、供給者は自己負担で

SSS かあるいは顧客に出向して、選別しなければならない。あるいは、SSS と供給者の合意によって、供給者

の費用負担にて在庫選別をするために現地の検査サービスに委託することもできる。

20 Product Liabilities / 製品の信頼性

The supplier is fully responsible for the quality of his products,

供給者には製品の品質責任がある。

The supplier shall take action to ensure adequate protection of SSS in the case of product liability,
recall actions, exchange of product, from financial hardship via some form of product liability
insurance or other means.

供給者は製品の信頼性、リコールのアクション、製品交換のアクション等の場合について、適切な予防措置

を講じなければならない。

Applicable government legislation shall be complied with. These regulations relate to health and
safety of the workers, environmental protection, toxic and hazardous materials. Applicable
government’s regulations may include those in the country of manufacture as well as the country of
sale.

適用可能な法律は遵守しなければならない。これらの法律は作業者の健康や安全、環境保護、有毒ある

いは危険物質に関係する。適用可能なこれらの法律は販売国と同様、生産国においても同じ内容を含む

ものとする。

21 Procurement from Subcontractors / 外注からの調達

The supplier shall transfer SSS requirements to his subcontractors.

供給者は SSS の要求を外注業者に対しても求めなければならない。

Where requirement exists, the supplier shall use SSS designated or approved external providers,
including process sources (e.g., special processes).

要求があれば、供給者は工程提供元(例えば、特殊工程)を含む、SSS 指定又は承認された外部提供者

を利用しなければならない。

SSS reserves the right to visit subcontractors in order to obtain information concerning development
status, manufacturing methods and processes.

SSS は開発状況や生産方法、工程に関する情報を得るために外注業者を訪問する権利を有する。

SSS may audit the subcontractor in agreement with, and in the presence of, the supplier.

SSS は同意があれば供給者立会いの下、外注業者の監査をすることができる。

22 Spare Parts / 予備部材

SSSL require as a minimum, 12 months’ notice and an opportunity to complete LTB (Last Time Buy) on
any products prior to any discontinuation.

製造中止となる前に LTB(最終購入)を完了させる必要があるため、供給者は 12 か月前に SSSL に通知す

ること。

Earlier cancellation of the product shall only occur with prior written approval of SSS.

製品の早期キャンセルは SSS の同意がある場合にのみ可能である。
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23 Competence and Awareness / 力量及び認識

The supplier shall ensure competence, including any required qualification of persons.

供給者は、必要な適格性を含む人々の力量を明確にしなければならない。

The supplier shall ensure that persons are aware of:

供給者は、人々が、次の事項を認識することを確実にしなければならない。

- Their contribution to product or service conformity

製品またはサービスの適合に対する自らの貢献

- Their contribution to product safety

製品安全に対する自らの貢献

- The importance of ethical behaviour

倫理的行動の重要性

24 Monitoring / 監視

The supplier shall monitor their performance with respect to deliveries and quality and submit the
result, if required.

供給者は、パフォーマンスを監視し、要求に応じてその結果を提出しなければならない。

25 Special Processes / 特殊工程

Where required, Suppliers and Sub-Suppliers shall use Customer Approved special process sources.

必要に応じて供給者またはその外注先は顧客が承認した特殊工程管理を実施しなければならない。

Special processes shall be approved by SSS before implementation.

特殊工程は実施前に SSS に承認されなければならない。

*Special processes can be; e.g., Finishing (Electroplating), Casting, Welding, Heat treatment etc.

*特殊工程とは例えば完成品における電気めっき、一体成型、溶接、熱処理等のことである。

26 Configuration Management / 形態管理

Where required, Suppliers and Sub-Suppliers shall conduct configuration management.

必要に応じて供給者またはその外注先は適切な形態管理を実施しなければならない。

*Configuration control enables a traceability of any products which were produced according to
certain revision number of drawings, process conditions, and work instructions.

*形態管理とは、任意の製品がどの版の図面や条件書、指示書で作製されたかをトレース可能にする管理

のことである。

27 Counterfeit Part Prevention Management / 模倣品防止管理

Suppliers shall manage processes, appropriate to the products, for the prevention of counterfeit or
suspect counterfeit part use and their inclusion in product(s) delivered to the customer. In addition to
this, suppliers of Printed Circuit Board Assemblies shall source components only from either the OEM
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or an OEM approved distributor. The use of a component sourcing company is only to be used with
agreement from SSS in exceptional circumstances.

供給者は、製品に応じて適切に、模倣品又は模倣品の疑いのある製品の使用、及びそれらが顧客へ納入

する製品に混入することを防止するプロセスを管理しなければならない。これに加えて、プリント回路基板アセ

ンブリの供給者は、部品を OEM または OEM 承認の代理店からのみ調達するものとする。 コンポーネントソ

ーシング(部品調達)会社の使用は、例外的な状況でのみ SSS の同意を得て使用すること。

*Counterfeit part is an unauthorised copy, imitation, substitute, or modified part (e.g., material, part,
component), which is knowingly misrepresented as a specified genuine part of an original or
authorized manufacturer.

*模倣品とは、正規製造業者又は承認された製造業者の純正指定品として、故意に偽られた無許可の複

製品、偽物、代用品又は改造部品(例えば、材料、部品、コンポーネント)。

28 Regulatory requirements / 法令規制要求

Products provided to SSS shall be REACH and RoHS compliant unless otherwise requested. Suppliers
shall conform to all regulatory requirements flowed down. These include but are not limited to:
1, Conflict Minerals
2, Modern slavery
3, Anti-bribery
Required declarations will be requested for the above.

SSS に提供される製品は、特に要求されない限り、REACH および RoHS に準拠している必要がある。供給

者は、流下するすべての規制要件に準拠する必要がある。 これらには以下が含まれるが、これらに限定され

ない。

1、紛争鉱物

2、現代の奴隷制度

3、贈収賄防止

上記については、要求される場合に申告するものとする。

29 Amendment Summary / 改訂履歴

Revision Date Amendment

4 March 2011 Various minor wording changes to following sections
3, 5 10, 13, 19 and 20

5 March 2013 Removal of reference to TS16949, and inclusion of EN9100 / JISQ9100 /
AS9100 in sections 4.

Removal of reference to VDA 6.3, and replace with QP18 Attachment 3 in
section 5.

Removal of reference to QS9000 in sections 6,7, and 10.

New clause 25, Special Processes.

This amendment summary was 24, now 25.

6 April 2013 Section 5 (Auditing) QP18 Attachment 4 was Attachment 3
New Clause ‘Special Processes’ is 24, was 25.
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7 July 2016 Section 2: Added purchase and delivery specifications.
Section 4: Added the case of no certification.
Section 5: Wording change. / Frequency of audit was annual, now regular
review. / Requirement was QP18, now SSS audit check sheet.
Section 6: Minor wording changes and only PPAP is acceptable where
small issue.
Section 7: Deleted “Regularly (at least once each year, unless agreed
otherwise with SSS)” and minor wording changes. / When delivery
interruption for more than one year, consider if re-qualification is
required. / PPAP level was 5, now 4 or 5.
Section 8: Cmk was deleted. If special requirement from SSS or customer,
the capability shall be considered.
Section 9 : Changed the word “AIAG” to “SSS”
Section 10: Added “maximum” for low volume product.
Section 11: Removed and subsequent section numbers are adjusted.
Section 12: Period of Storage was plus one calendar year, now five
calendar years. And negotiation between SSS and supplier is required in
some cases.
Section 15: Clarified the cases of changes
Section 22: Some requirement is deleted and added LTB requirement.
Section 24: Added new requirement (Configuration Management).

8 August 2017 Section 6: Added “NPI (New Product Introduction)”

Section 8: Added “or other method like Half Tolerance  95%”
Section 14: Changed “IMDS” to “MSDS” and deleted related requirements
Section 15: Deleted last paragraph
Section 16: Changed “Products manufactured over 12 months previously”
to “Products finished final inspection (EOLT) over 12 months previously”
Section 21: Added SSS designated or approved external providers
Section 23: Added new requirement (Competence and Awareness)
Section 24: Added new requirement (Monitoring)
Section 27: Added new requirement (Counterfeit Part Prevention
Management)

9 April 2020 Section 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 18, 27: Updated the content
Section 28: Added new requirement (Regulatory requirements)
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