
サプライヤーハンドブック

CarlisleFT.com 2020年8月改訂



2



3

サプライヤーの皆様へ

今日のグローバル市場で競争するためには、製品やサービスが高品質で競争力のある価格であるこ
とが求められます。Carlisle, Inc.とその関連会社、および子会社（以下、総称して「Carlisle」といい
ます）がお客様の要求を満たすためには、サプライヤーが特定の厳しい品質要求を満たすように 
奨励してサポートするプロセスとツールを用意しなければなりません。これらの要求事項は、 
AS9100、ISO9001、ISO13485、その他の規制要求事項、および顧客のニーズに基づいています。

カーライルがグローバル企業のパートナーとして成功を収めるためには、サプライヤーが重要な
役割を果たしています。当社は、サプライヤーに対して、サービス、品質、納期、コストにおい
てクラス最高であることを課題としています。この課題を達成したサプライヤーに対しては、 
ビジネスを拡大して報います。

このハンドブックの目的は、カーライルとの取引を行う際に、当社がサプライヤーに期待するこ
とを提示することです。このハンドブックでは、質の高い永続的なビジネス関係を築くための基
礎を提供します。生産部品、サービス、およびアセンブリのすべてのサプライヤーは、特別な契
約書に別段の記載がない限り、この文書に記載されている要件を遵守しなければなりません。サ
プライヤーハンドブックは、コミュニケーションを明確にし、継続的な改善を図るためのツール
として活用することを目的としています。カーライルは、サプライヤーが本ハンドブックの内容
を活用し、日常業務や製品開発活動に取り入れることを期待しています。

当社はパートナーとしての皆様のご支援を期待し、こういった要件を満たすために協力すること
で、サプライヤーとカーライルの双方に利益をもたらす戦略的パートナーシップを展開できると
確信しています。

敬具

副社長、サプライチェーン担当
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当社は、以下の通り定義するサプライチェーン・エクセレンスについて、サプライヤーが当社と連携することを期待して
います。
サプライヤー、業務、関連会社の総力を結集した努力と、貴社に競争上の優位性をもたらし、クラス最高の収益性と顧客
満足度を持続的に提供する様式化されたプロセスと手順。
カーライル・フルード・テクノロジーズ（CFT）は、サプライチェーン全体で改善の文化を促進するために、以下の12の
サプライチェーン原則を作成しました。

サプライヤーの選定では、監査、プロファイル、仕様、過去のパフォーマンス、総コスト、企業目標、および
CFTの安全システムと手順の遵守を使ってサプライヤーを評価します。最適なサプライヤーの数を選択し、供
給源が一つであるリスクを軽減します。
契約管理には複数年契約が必要で、CFTの期待値や市場の状況に合わせて、年間の生産力やパフォーマンスを
約束する必要があります。
サプライヤー管理 では、組織のあらゆるレベルで主要なサプライヤーを巻き込み、生産性とパフォーマンスの
向上のための共同プロジェクトを積極的に推進する必要があります。これには、サプライヤーによるCOS（リ
ーン・シックスシグマ）ツールの使用が含まれており、CFTトレーニングプログラムを通じて達成することが
できます。最適なサプライヤー数を維持するための継続的なプロセスが出来て、上位のサプライヤーに報いる
ためのプロセスが確立されます。
サプライヤーのパフォーマンスは、すべての施設で一貫したスコアカードを使用して測定・評価されます。»
サプライヤーは、主要なパフォーマンス分野で継続的な改善を一貫して行うことが求められます。
技術リソース管理は、実施計画の実行に責任を共有し、サプライヤーを製品開発に積極的に関与させるために
使用されます。サプライヤーは、製品設計、アプリケーション、処理能力などの分野で技術リソースと直接関
連します。開発とパフォーマンスのニーズはサプライヤーが予測し、タイムリーな解決策と共にCFTに提供し
ます。
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仕様管理は、すべての CFT材料仕様が最新のものであり、すべてのCTQが実施されていることを保証するた
めの一元化された標準的な手順の確立に必要となります。サプライヤーは（必要な場合）、出荷ごとに仕様
を認証し、変更に対処するための堅牢なプロセスが実施されていることを確認する必要があります。すべて
の工場で共通の材料のために、標準化された仕様が準備されなければなりません。
取引管理では、共通の取引所を通じたリアルタイムの共同計画情報を利用して、すべてのサプライヤーとの
間でペーパーレスで電子的に統合することが必要になります。
生産能力計画と補充管理は、ジャストインタイム、カンバン、メイクフォーホールド、サプライヤー管理在
庫、その他の高度な補充プロセスなどのCOS（リーン・シックスシグマ）ツールを利用した電子統合による
在庫管理を可能な限り使用時点に近い形で行うために、すべての主要サプライヤーが採用します。
運転資金の取り組みでは、COS（リーン・シックスシグマ）を活用して、サプライチェーンプロセスの継続
的な改善を推進し、部門横断的および/または組織横断的なアプローチを用いて在庫回転率を改善し、サプラ
イチェーンのコストや無駄を削減します。
包括的なコミュニケーション計画は、サプライチェーンとサプライヤーの目標を組織のすべてのレベルで一
貫して伝達するために策定されます。
品質と改善は、強いサプライチェーンの製品とプロセスにつながる品質システムをサポートし擁護するた»
めに、サプライチェーンの活動に採用されます。これには、サプライチェーン内の非生産プロセスだけでな
く、生産改善のためのCOS（リーン・シックスシグマ、品質保証改善など）の活用も含まれます。
組織構造/開発には、CFTまたはサプライヤー主導のイベントの事業改善活動への参加、CFT従業員のための
サプライヤー主導のトレーニング（サプライヤーの材料を使用するための最良の技術についてなど）、需給
計画における相互作用の改善、またはCFT全体での継続的な改善を推進するために使用される相互活動を含
む、CFTとサプライヤー間のトレーニングまたは開発における継続的な改善支援が含まれます。
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競争力のあるグローバル市場の要件を満たすために、CFTはサプライヤーと協力して上手く関係を築くことの重要性を認
識しています。この関係性の基礎は、次のような戦略に依存しています。
 » CFTのエンジニアリング、製造、購買、品質の担当者とサプライヤーとの緊密な連携
 » ISO9001、AS9100、およびすべての適用可能な規制および顧客要求事項の品質要求事項を満たすことの保証
»» サプライヤーに品質パフォーマンスに関する継続的なフィードバックを提供し、全体的な品質向上と納期厳守をサ
ポートすること
»» サプライヤー・リレーションシップ・マネジメント（SRM）やその他の共同の取り組みを通じて定義され、記載され
たサプライチェーン・エクセレンスの要素の中で卓越性を追求する

一般的な要件 
以下は、当社がサプライヤーに満たすことを期待する必須の一般的な要件です。

適用範囲
すべてのサプライヤーは、このハンドブックに記載されている要件を完全に遵守するものとします。実践は、個々の
CFT工場によって異なる場合があります。特定の要件や形態に関する質問がある場合は、必ず個々の工場にお問い合わ
せください。CFTは、本ハンドブックの内容を変更する権利を有します。コンテンツの更新により、オンライン版の»
更新が行われ、サプライヤーに通知が送信されます。このハンドブックは、あらゆる試みがなされ最新の状態に保たれ
ています。更新情報は以下のリンクからご覧いただけます。»
https://www.carlisleft.com/supplier-handbook 。

サプライヤー・リレーションシップ・マネジメント（SRM）の要件
CFTでは、工場、副社長、役員レベルでの調整を維持するために、構造化されたサプライヤー・リレーションシップ»
・マネジメント（SRM）プログラムを実施しています。これらの経営検討会議では、業績フィードバック、共同開発
の機会、長期契約、サービス改善、技術的な製品ロードマップなどについて議論します。主要サプライヤーは、指示通
りにこれらの会議に対して準備し、参加することが期待されます。

アクセス権 
サプライヤーは、CFT、その顧客、および規制当局に対し、製品、プロセス、およびビジネス上の問題に関しての協力の
ために、その敷地および施設へのアクセスを提供するものとします。
事前通知により、サプライヤーは、CFT製品の製造に使用される部品、工程、文書（FMEA、管理計画、指示書、記録»
など）、方法論、システムを評価する目的で、CFTおよび/または CFTの顧客に、その施設およびその下層のサプライ»
ヤーと下請業者の施設へのアクセスを許可するものとします。CFTは、その裁量により、第三者の独立監査人を利用す
ることがあります。この人たちはCFTを代理して、検証された品質システムへの適合性を確立するためにサプライヤー
の工程を監査します。

序文
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サプライヤー変更の通知 
製品の品質、財務、CFT のリスクに影響を与える可能性のあるサプライヤーの組織内での変更については、事前に連絡す
るものとします。これらの変更には、会社の所有権、会社名、製造場所、品質承認、工程や検査技術の大幅な変更、主要
な担当者、技量基準、校正、および製品の形状、適合性、または機能に影響を与える可能性のあるその他のシステムが含
まれる場合があります。変更は事前にCFTの承認が必要です。

発注の要件
サプライヤーは、すべての発注書（PO）の条件、および記載された特別な指示に従うものとします。PO は、支配的な
文書であり、本文書に規定されたすべての要件を上書きします。発注書の受諾により、このサプライヤーハンドブックを
受諾し、理解したものとみなされます。サプライヤーは、これらの要求事項の具体的な適用可能性について、購買担当者
およびサプライヤー品質担当者と話し合って理解することが奨励され、期待されています。

製品適合性に対する責任 
CFTとその顧客は、サプライヤーがすべての発注要件と製品仕様に100%準拠した材料を提供することを期待しています。
サプライヤーとその下層のサプライヤーは、製品/サービスの品質、信頼性、安全性に責任を持ち、すべての形状、適合
性、機能、業界、規制要件を満たしていることを保証しなければなりません。CFTは、製品仕様、発注要件、またはその
他の適用される業界または規制要件を満たしていない材料を拒否する権利を留保します。

CFTのサプライヤー要件のサプライヤー/下層サプライヤーへのフローダウン
サプライヤーは、CFT が発行する発注書をサポートするために製品を提供したり、サービスを提供したりする下請業者や
下層サプライヤーのすべてに、本ハンドブックに記載されている要件を適用する責任があります。

受諾権限メディア
サプライヤーは、AS9100 および 14 CFR Part 21.2 の受諾権限メディア（AAM）に関する要件を遵守するものとします。
サプライヤーは、AAMの使用が明確に定義されていることを確認するものとします。サプライヤーは、要求された場合に
は、従業員とサプライチェーンとのコミュニケーションの証拠を示すことができなければなりません。AAMの使用は、»
コンプライアンスと適合性の個人的な保証と考えなければなりません。サプライヤーは、内部監査の一環として、プロセ
スとサプライチェーンを評価することで、AAM の要件を遵守するものとします。

コミュニケーション 
注文書の履行に関する連絡は、すべてCFT購買部を通じて行うものとします。CFT品質部は、品質に関連するすべての質
問、問題、不良分析の要求、是正処置/予防処置、またはその他の品質に関連する懸念事項について、サプライヤーとその
下層のサプライヤーに連絡する権利を留保します。いかなる場合でも、サプライヤーは、合意した取引に関連してCFTの
顧客に直接アプローチすることはありません。

一般的な要件
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CFTおよび顧客の専有情報の保護 
サプライヤーがCFTから受け取った情報は、機密情報とし、CFTの書面による事前の同意なしに第三者に開示してはな
りません。専有情報には、すべてのバージョンの電子データ、図面、文書、工具、および材料が含まれますが、これら
に限定されるものではありません。

機密保持と秘密保持契約
CFTがサプライヤーおよびその役員、従業員、主任、代理人、アドバイザー（以下、総称して「代表者」）に、CFTに関
する財務、技術、その他の情報のうち、一般には機密情報として公開されていない情報を提供する条件として、サプライ
ヤーは、機密保持と秘密保持契約の条項に基づき、そのような情報を秘密裏に保持することに同意するものとします。

災害復旧計画
災害が発生した場合、サプライヤーは事業の正常な運営へのリスクの影響を軽減するための計画を策定し、実施するも
のとします。主な目的は、会社の資産（従業員、設備、機器、その他の資本資産）を保護し、顧客サービスを維持し、
サプライヤーが重大な事業中断を経験したことを知る必要のあるすべての人々に責任を持って伝えることです。
事業継続および災害復旧計画は、災害が発生した場合に必要な主な領域に対応し、サプライヤーが事業を維持し、財務お
よび会計活動を維持し、契約上の義務と要件を満たし、法的および規制上の要件を満たし、会社の資産を保護し、顧客サ
ービスを維持するための計画を持っていることを確認します。災害復旧計画のコピーをCFTに提供する必要があります。

サプライヤーからの逸脱要求 
サプライヤーが彼らの施設内で、逸脱する可能性があると考える許容範囲外の状態を発見する状況があるかもしれませ
ん。サプライヤーが製品の適合性、形状、機能、性能に影響を与えないと判断した場合は、CFTに一度だけの逸脱を要求
することができます。工場の裁量で、CFTは、工場の手順と要件に基づいて逸脱を認めることができます。

一般的な要件
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サプライヤーは、不適合製品をCFTに出荷する前に、必ず書面で正式な逸脱（または譲歩）を要求し、承認を得るもの
とします。サプライヤーは、サプライヤー逸脱要求書またはサプライヤーに相当する書式に記入し、承認のために返»
送しなければなりません。逸脱がCFTによって承認された場合、署名された逸脱要求書のコピーをCFTに納品される各
パックに入れるものとします。そうでない場合、製品は受け入れられません。また、通常の生産に戻すための計画とそ
のために必要な時間も、書面での要求と同時に必要になる場合があります。
CFT は、逸脱を受け入れる際に、逸脱により通常の生産量を超える費用が発生した場合には、その費用を回収する権
利を有し、サプライヤーはそのような費用の責任を負うことに同意するものとします。逸脱要求を拒否することは、»
未納品の理由にはなりません。

CFT所有の工具類と支給品 
CFTまたはその顧客に属するすべての材料、工具、製造、試験、検査機器には、CFTまたは顧客の所有物であることを
明確に示す永久的な表示がなされます。これらのツールは、書面による承認がない限り、CFT製品にのみ使用されま
す。このテーマに関する情報は、バイヤーにお問い合わせください。支給品には、設計、製造、検査に使用されるデー
タなどの知的財産が含まれます。

材料の陳腐化 
サプライヤーは、材料や予備部品の製造中止が見込まれる場合は、少なくとも2年前までにCFTに通知しなければなり
ません。
サプライヤーは、製造中止となった材料や予備部品を、製造中止となった後5年間、以下の方法で入手できるようにす
るものとします。
»» 製造中止となった材料や予備部品をCFTに提供するために受け入れ可能な供給元を探す
 » CFTが受け入れ可能な製造中止となった材料または予備部品の代替品を見つける
 » CFTをサポートするために必要な材料や予備部品の在庫を持つ
»» 上記の代替案を尽くした後に、CFTがニーズを評価するための合理的な時間をCFTに与え、その後、最後の買い付け
を行う機会を提供します。
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CarlisleFT は、環境保護、規制遵守、そして倫理的なビジネス慣行に責任を持つことを、企業文化の当然の一部として
捉えています。弊社は、従業員を公平に処遇し、事業を展開している地域のコミュニティを尊重し、責任あるビジネス
パートナーであり続けられるように最大限の努力を払っています。»
責任ある環境保護活動の一環として、CarlisleFT は自らの事業、活動、そして製品が環境に与える影響を測定し、軽減
できるよう取り組んでいます。環境に関するすべての適用法およびその他の規制要件を遵守することが当社のコミット
メントです。弊社は、グローバルな事業活動のすべてにおいて、汚染の防止と環境パフォーマンスの継続的な改善に取
り組んでいます。CarliseleFT の環境パフォーマンスは、企業としての環境目標を設定し評価する枠組みである、総合的
な「環境管理システム」によって達成されます。弊社は、サプライヤーの皆様にも同様の環境保護目標と倫理基準を持
っていただきたいと考えています。
CarlisleFT は、サプライヤーの皆様に一定のビジネス基準と倫理基準、そして現地国の法律およびその他の適用法令、規
制、規則の遵守を求めています。また、この『サプライヤーハンドブック』に記載されている要件を満たすための手続き
を導入していただくことも求めています。具体的な適合領域には、法律の遵守、環境サステナビリティ、Dodd-Frank Act 
S1502（紛争鉱物）、模倣品防止、RoHS、REACH（化学品の登録、評価、認可及び制限に関する規則）、人身売買防止、
および輸出コンプライアンスなどがありますが、これらに限定されません。サプライヤーの皆様には、上記のイニシアチブ
を推進するために必要な、監視と報告アクティビティにご参加いただきます。さらに、この『サプライヤーハンドブック』
に記載されている環境要件、規制要件、倫理的ビジネス要件を満たしていない別のサプライヤー、下請け業者、下請けサプ
ライヤーとのビジネス関係があれば、それをすべて»CarlisleFT に通知していただきます。要件に適合していない領域が判明
した場合、サプライヤーの皆様には原因を特定し、直ちに是正措置と予防措置を取っていただく必要があります。これらの
領域におけるコンプライアンス状況は、CarlisleFT が提携するサプライヤーを選出する上で非常に重要な要素です。

法令遵守 
CFTは、コンプライアンスと責任に対する高いコミットメントを示すサプライヤーとのみ取引を行うことに専念してい
ます。そのために、サプライヤーは、CFT に提供する製品およびサービスの製造、販売、使用、提供を、米国および
CFTのために行う活動を管轄するその他の国の連邦法、州法、地方法、条例、規制を遵守して行うものとします。上記
の一般性を制限することなく、サプライヤーは以下の事項を遵守するものとします。(i) 児童労働に関するすべての国
際的な禁止事項、(ii) 米国海外腐敗行為防止法（15. U.S.C. 78条以下）、(iii) 2010年英国贈収賄法、1986年キックバック
防止法、(iv) 連邦調達規則 52.222-50 人身売買との闘い、(v) サプライヤーがCFTのために行う活動を管轄する他国の腐
敗防止法、規制、方針。
CFTは、世界人権宣言、市民的および政治的権利に関する国際規約、経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約、
および労働における基本的原則と権利に関する国際労働機関（ILO）の宣言に明記されているように、すべての人権を尊重
することを約束しています。CFTは、本方針の継続的な開発、実施、評価において、利害関係者の意見を尊重します。
サプライヤーは、ここに記載されている原則を、自らの企業倫理および行動規範のマニュアルに組み込む必要があります。

環境サステナビリティ
サプライヤーの皆様には、社会的責任と環境サステナビリティを意識したビジネス活動をお願いします。企業/業界が環境
負荷を低減する方向に向かうよう、製品の設計、包装、製品寿命の管理において十分な考慮をしてください。これらの目標
をサポートするプログラムを開始し、維持し、情報交換を行ってください。サプライヤーの皆様にも、環境保護を推進し目
標達成の指針となる「環境管理システム」を導入することを強くお薦めします。

米国政府の下請け契約
サプライヤーは、CFTの製品購入が、米国政府の契約または下請け契約を支援するものである可能性があることを理解し
ます。サプライヤーは、連邦法で義務付けられているすべての政府調達規制を遵守することに同意します。適用される典
型的なフローダウンは、FAR 52.244-6（法令又は行政命令の実施に必要な契約条件-商業品目）及び国防総省連邦調達規則
補足 252.244-7000（商業品目及び商業部品の下請契約（国防総省契約））に基づく連邦調達規則の意味における「商業品
目」の販売に適用される条項ですが、これに限定されるものではありません。
サプライヤーは、米国政府が追加条項のフローダウンを要求する可能性があることを認識します。サプライヤーは、当該
条項がCFTとサプライヤー間の取引に適用される範囲内で、当該条項に従うものとします。
サプライヤーは、自社またはその主任、コンサルタント、下請業者、下層サプライヤー、役員、取締役が、米国政府と
の契約に基づいて事業を行うことが永久的または一時的に禁止または停止される場合には、直ちにCFTに開示するもの
とします。

ドッド・フランク法S1502（紛争鉱物） 
サプライヤーは、スズ、タンタル、タングステン、金の調達に関連した重大な法的・非法的リスクを認識します。発注書
を受領することにより、サプライヤーは、事業を行っている国に関わらず、ドッド・フランク法第1502条（以下「法」）
の報告要件を遵守していることを証明しなければなりません。CFTに提供される製品にスズ、タングステン、タンタル、
金が使用されている場合は、CFTのバイヤーに開示しなければなりません。特定された鉱物については、サプライヤーが
合理的な原産国調査と適切なデューディリジェンスを行い、製錬所や鉱山の紛争状況を判断することを期待しています。

環境要求事項/法規制/倫理的業務
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この情報は、標準のEICC/GeSI紛争鉱物報告テンプレートを使用してCFTに提供されます。テンプレートとトレーニング資
料は www.conflictfreesmelter.org からも入手可能です。サプライヤーは、法で定義されている紛争鉱物を含む製品を故意に
CFTに引き渡さないことを証明し、保証します。サプライヤーは、CFTに納入された製品に紛争鉱物が含まれていること
を発見した場合、製品の仕様を継続して満たす能力に悪影響を及ぼすことなく、製品に使用する紛争鉱物の使用を排除す
るために最善の努力をすることに同意するものとします。
サプライヤーは、CFTに納入された製品のサプライチェーンにおいて、本文書の要求事項を遵守するためには、自らの
下請業者および下層サプライヤーを要することに同意するものとします。さらに、どの階層のサプライヤーに対して
も、ドッド・フランク法S1502に準拠した前向きの方針が実施されていることを示す証拠の提出が求められる場合が»
あります。

偽造部品の防止 
DoD 4140.67、国防総省の偽造防止方針に定義されている通り、当社のサプライヤーには、検出、回避、および修復の
ための国防総省の方針を遵守することが要求されます。「偽造部品」とは、出所、材料、製造元、性能または特性が不
当に表示されている部品、コンポーネント、モジュールまたはアセンブリを意味するものとします。この用語には、
（A）偽装するために（再）マークしたり、製造者のアイデンティティを偽って表示した部品、（B）欠陥部品および/
または元の製造者によってスクラップされた余剰材料、および（C）以前に使用されていた部品を引っ張り出したり再
利用したりして 「新品」として提供されるものが含まれますが、これらに限定されません。
ここで使用されるように、「本物」とは、（A）本物であること、（B）提供される製品のマーキングおよびデザイン
が主張または暗示している合法的な出所からのものであること、（C）材料のモデル/バージョンのために合法的にその
名前と商標を適用した製造業者によって、またはその製造業者の要請により、およびその基準に従って製造されたもの
を意味するものとします。
「独立ディストリビューター」とは、先発品メーカー（OCM）がOCM製品の販売または頒布を認可しておらず、フラ
ンチャイズもされていないが、OCM製品の販売、仲介、および/または頒布を目的とする個人、事業者または会社を»
意味するものとします。独立ディストリビューターは、非フランチャイズディストリビューター、無許可ディストリ»
ビューター、ブローカーとも呼ばれます。
サプライヤーは、CFTに納入される製品には、新品で本物の材料のみが使用されており、納入される製品には模倣品が
含まれていないことを表明し、保証するものとします。サプライヤーは、OEM/OCM以外の供給元から材料を購入する
前に、事前通知とCFTの承認を提供する文書化されたシステム（方針、手順、またはその他の文書化されたアプロー
チ）を維持するものとします。偽造部品の不注意な使用の可能性をさらに減らすために、サプライヤーはOEM/OCMか
ら直接、またはOEM/OCMの認可された流通チェーンを介して、本物の部品/コンポーネントのみを購入するものとし
ます。サプライヤーは、CFTの要求に応じて、該当するOEM/OCMへの部品のトレーサビリティを証明するOEM/OCM
文書をCFTに提供しなければなりません。独立ディストリビューターからの部品/コンポーネントの購入は、CFT調達
担当者の書面による承認がない限り、許可されません。
すべてのサプライヤー（OEM、正規代理店、独立した代理店を含む）は、本契約/発注書をサポートする各出荷物の 
OCM/OEM 適合証明書の原本を提供するものとします。
サプライヤーは、本契約/発注書の履行のために、本文書の要件を下請業者および下層サプライヤーにも適用するもの
とします。疑わしい材料を受け取った場合、CFTがGIDEPに公式に報告することになります。

RoHS 
特定有害物質使用制限指令2002/95/EC（RoHS）が、2003年2月に欧州連合（EU）で採択されました。全てのサプラ
イヤーは、下層サプライヤーの製品を含め、その製品の内容を知り、理解しているものとします。CFTの要請があった
場合、サプライヤーは、製品の物理的内容の完全なリストを提供するものとします。必要に応じて、CFTはその製品が
RoHSに準拠していることをサプライヤーが証明する書類を要求します。

REACH 
化学物質の登録、評価、認可、制限に関する欧州規則（EC）No.1907/2006が2007年6月に施行されました。サプライ
ヤーは、CFTに供給する製品に影響を与えるすべての適用可能なREACH要件を遵守するものとします。CFTは、サプ
ライヤーが、すべての適用し得るREACHの側面について、自社のサプライチェーンとCFTとの対話を行うことを期待
します。CFTの要請があった場合、サプライヤーは、製品の物理的内容の完全なリストを提供するものとします。

人身売買防止方針
カリフォルニア州サプライチェーン透明法は、カリフォルニア州でビジネスを行っている製造業者に対し、直接のサプ
ライチェーンから奴隷と人身売買を根絶するための取り組みを開示することを求めています。すべてのCFTサプライヤー
は、製品に組み込まれている材料が、事業を行っている国の奴隷制度や人身売買に関する法律に準拠していることを証明
する必要があります。さらに、サプライヤーは該当する場合、FAR 52.222-50に準拠することが期待されます。
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FAA認可（または局認可）部品のサプライヤー 
»» 申請者が適合性及び品質を管理するために依拠する専有部品のサプライヤーを含む、連邦航空局（FAA）認可済みの
材料のサプライヤーは、その検査システムと供給する材料がFAAの検査の対象となることを正式に通知されます。

 » CFTは、サプライチェーンの中でFAA認可部品に直接関係する外国のサプライヤーを発見した場合、その外国のサプ
ライヤーについてFAAに連絡します。
»» 購買および/またはサプライヤー品質は、FAA認可部品/材料のサプライヤーに、以下の要件を通知します。

 » FAA認可部品/材料は、CFTの書面による承認なしに設計変更を行わないものとします。
»» 不適合であることが判明したFAA認可部品/材料は、CFTからの逸脱の署名がない限り、CFTに出荷してはならない
ものとします。

輸出規制の遵守 
サプライヤーは、供給する作業の遂行には、米国国際武器取引規制（ITAR）または米国輸出管理規制（EAR）の下で輸出
規制の対象となる物品、技術データ、ソフトウェアの使用またはアクセスが含まれる可能性があることを認識していま
す。すべての発注書、見積書、仕様書、印刷/文書には、米国輸出規制に準拠して輸出が制限されている技術データが含ま
れている場合があります。サプライヤーは、サプライヤーおよびその下層サプライヤーおよび下請業者のすべてが、この
ような輸出法を完全に遵守することを保証しなければなりません。これらの輸出法の違反は、厳しい刑事罰の対象となり
ます。
a.» 米国の安全保障および輸出要件へのCFTの遵守を支援するため、サプライヤーは、米国市民または米国に永住権を与
えられた外国人ではない者を、CFTの書面による許可と必要に応じて米国の規制当局からの承認を得ずに、プロジェ
クトに従事させたり、発注書の対象となる材料を供給したりしてはなりません。サプライヤーが製造のためにITAR管
理下の技術データを転送する場合は、米国国務省国防機器取引管理部に登録する必要があります。

b.» サプライヤーは、CFTに代わって本業務に従事するすべての従業員が、適切で最新のライセンス、業務を遂行するた
めに必要な州政府または商務省が承認した文書をすべて持っていることを確認する責任を負うものとします。サプラ
イヤーは、CFTの要求に応じて、合理的な時期にそのような記録を提出するものとします。

サプライヤーが、自身が提供する製品がITARやEARに該当するか不明な場合は、CFTを関与させてコンプライアンスを確
保する責任があります。ITAR/EARの要件に基づき、CFT施設への来訪者はすべて制限が適用される組織の審査の対象とな
る場合があります。

環境要求事項/法規制/倫理的業務
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DPAS規格の注文 
CFTは、米国国防総省のサプライヤーとして、防衛優先事項割り当てシステム（DPAS）の規定に該当する注文や契約を»
随時受諾します。
DPASの目的は以下の通りです。
»» 国防上のニーズを満たすために、民間企業からの材料やサービスのタイムリーな提供を確保する。
»» 必要時に政府調達のニーズに迅速に対応するためのオペレーションシステムを提供する。
 » CFTは個々のPOをDPAS（定格か否か）に指定しない。
 » CFTサプライヤーは、すべてのPOについてDPASの要件を認識し、満たす準備をしておくべきである。
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認定サプライヤーリスト 
CFTは、すべての認証/認定サプライヤーの認定サプライヤーリストを保持しますが、これは工場レベルで保持することが
できます。

サプライヤー評価の方法 

リスクアセスメント調査/サプライヤー品質アンケート 
サプライヤーリスクアセスメント調査およびサプライヤー品質アンケートは、新規サプライヤーの評価だけでなく、定期
的な評価にも利用されます。調査/アンケートは、CFTがサプライヤーとの間で生産発注を行う前に、完全に記入、評価、
承認されなければなりません。すべての質問には、完全かつ適切に答えなければなりません。サプライヤーは、サプライ
ヤー品質アンケートについて質問がある場合は、CFT購買部または品質部に連絡することができます。
本調査/アンケートの目的は、サプライヤーの組織、システム、能力の概要を最初に把握することです。完成した文書を
CFTが評価した後、承認のレベルが決定します。

サプライヤースコアカード 
CFTは、以下の基準の一部または全部を使用して、厳選したサプライヤーのパフォーマンスを監視します。
 » 納期遵守 »  仕入債務回転日数 
 » 品質  »  サプライヤーのサービス対応 
 » リードタイム »  生産性 

これらの重要な基準におけるパフォーマンスのレベルに関するより具体的な情報が入手可能です。サプライヤーの継続»
的な改善計画では、欠陥ゼロと100％の納期厳守を目標にしなければなりません。厳選されたサプライヤーへの定期的な»
パフォーマンスの報告は、サプライヤー・スコアカードを使って伝達されます。

サプライヤーの現地監査 
CFTのサプライヤー開発プログラムとサプライヤー管理プロセスの一環として、承認されたすべてのサプライヤーは、
現地でのサプライヤー検証監査の対象となることがあります。選定されたサプライヤーは、製品/プロセスの適合性を
確認するために、必要に応じて監査を受けます。
現地監査の目的は以下の通りです。
 » 新規および既存のサプライヤーのコンプライアンス、およびCFTが要求する品質プロセス/手順を効果的に実行する
能力を評価すること。

 » 不適合や一般的な懸念がある分野の是正処置を推進することで、»
サプライヤーの品質やその他の機能システムの改善を促進すること。

 » サプライヤーの品質パフォーマンスに関する情報を企業に提供する»
こと。

 » サプライヤーを受け入れ可能な状態にするために必要なCFTサポート
の全体的な見積もりを提供すること。

既存サプライヤーの再評価は、以下の場合に行うことができます。
»» 既存サプライヤーの再評価の必要性は、CFTがケースバイケースで»
判断します 
»» 買収、合併、従業員ストライキ後のレイオフ、暴動後のレイオフ、»
自然災害（例えば洪水など）後のレイオフ 
»» 工程変更、サプライヤー、設備、機械等の変更 
»» 品質の不適合を繰り返したり、スコアカードの基準の最低限を下回る
四半期が続いている 
»» プロセス監査は、毎年実施することができる

サプライヤー評価・認定
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生産能力 
CFTは、サプライヤーが常に需要の見積を満たすのに十分な能力を有していることを期待しています。CFTは、サプラ
イヤーに対し、この能力を客観的なデータを用いて、労働力、機械、材料の観点から検証することを要求することが
あります。これは、サプライヤー選定プロセスの間、またはその後いつでも検証することができます。サプライヤー
には、業界にとって合理的な期間内に生産能力を融通し、リードタイムを増加させることなくCFTのスケジュールの
変動に対応することを期待しています。そのため、必要に応じて長時間の稼働が必要になる場合があります。私たち
は、CFTの要件が増えるのに伴い、サプライヤーが適切な生産能力を増加したり、調達することを期待しています。»
顧客の需要に基づいて、サプライヤーとの間で定期的に進度状況のレビューを行います。

認定プロセス 
以下のソーシングプロセスでは、CFTによる潜在的なサプライヤーの評価方法と、どこから特定の部品を購入するかの
決定方法を説明します。

潜在的なサプライヤー

認定ステータスの維持
サプライヤーは、本ハンドブックに基づいて業務の完全な管理を維持することが期待されています。サプライヤーが
CFTの期待に応えられなかった場合は、通知や審査から認定剥奪まで、段階的な懲罰の対象となる場合があります。

品質マネジメントシステム要件
一般 
すべてのサプライヤーは、製造される商品の種類に応じて、世界的に受け入れら
れている規格の意図を満たす品質マネジメントシステムを有することが望ましい
です。受け入れ可能な基準は以下のとおりです。
 » AS9100 品質マネジメントシステム - 航空、宇宙、防衛組織の要件
 » ISO9001 品質マネジメントシステム
 » ISO13485 医療用品質マネジメントシステム
 » 21 CFR Part 820 FDA cGMP品質システム要件

サプライヤーは、適用される品質システム規格または仕様に準拠した品質マネジ
メントシステムを実施し、維持するものとします。サプライヤーは、製品が指定
された要件に適合していることを確認するための方法を明確に文書化した品質シ
ステムを確立し、維持するものとします。このシステムは、図面、仕様書、手順
書等の発行を管理するものとします。廃止された複写物の管理及びその後の保管
及び処分のための規定を設けるものとします。

品質マネジメントシステム要件

契約書審査/裁定

潜在的なサプラ 
イヤーの自己評価 機密保持契約 見積り依頼 サプライヤー 

評価

社内資格 外部資格 CFT最終 
サプライヤー検証
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品質記録 

記録管理 
サプライヤーは、適用される品質システム規格（ISO9001、AS/EN9100 など）に従って、品質記録の作成、変更»
»（手書きまたはその他）、完了、管理の手順を文書化するものとします。

記録 
記録や書類は英語で提出する必要があります。これには、通信、試験報告書、検査結果、適合証明書、返品材料の承認、
逸脱、変更要求、および情報伝達を目的としたあらゆる記録が含まれます。

電子記録 
記録は、適切な承認署名が維持されている限り、PDFなどの電子形式またはデータベースで維持する場合があります。
データベースに保持されているデータは、品質基準に基づいて必要に応じて適切に検証されるものとします。

記録保持 
記録保持のスケジュールは、業界によって大きく異なります。すべてのCFTサプライヤーは、提供する製品と提供する業
界の要件に合致した記録を維持するための堅牢なプロセスを持っていなければなりません。場合によっては、記録を無
期限に維持することが要件となります。サプライヤーは、そのような記録を廃棄、他の組織への譲渡、または破壊する前
に、CFTに書面で通知し、CFTに記録を所有する機会を与えるものとします。これらの要件は、サプライヤーの下層の供
給元で生成された記録に適用されます。サプライヤーは、CFT、その顧客、規制当局に対し、適用されるすべての記録へ
のアクセスを提供するものとします。適用される記録には、試験報告書、校正記録、生産記録、および下層サプライヤー
の適合証明書が含まれますが、これらに限定されません。

経営責任
サプライヤーは、製品品質の責任を負うために必要な権限を有する者をCFTに知らせるものとします。指定された人物に
は、品質マネジメントシステムの開発と実施、およびその有効性の継続的な改善に対するサプライヤーのコミットメント
の証拠を提供することが期待されています。

リソース管理
サプライヤーは、品質システムを維持し、その有効性を継続的に改善し、CFTの要件を満たすことで顧客満足度を向上
させるために必要なリソースを決定し、提供するものとします。製品の品質に影響を与える業務を行う者は、適切な教
育、訓練、技能及び経験に基づいて有能でなければなりません。彼らは、組織の品質方針と目標を認識し、製品の適合
性、安全性、倫理的行動の重要性への貢献を理解している必要があります。サプライヤーは、製品の要件に適合するた
めに必要なインフラを決定し、提供し、維持するものとします。

品質マネジメントシステム要件
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製品の実現 

顧客関連プロセス（契約書レビュー） 
注文または契約は、サプライヤーが要求を満たすための技術的・物流的能力を持っていることを確認するために、正式に
レビューされるものとします。矛盾点や疑問点があれば、注文や契約が受理される前に解決しなければなりません。注文
または契約の変更については、正式にレビューを行うものとします。契約書レビューの記録は残します。

設計・開発 
サプライヤーがCFTのために設計活動を行う場合は、設計のインプットとアウトプットは適切に規定されるものとします
（仕様書など）。正式な文書化されたレビューは、設計の適切な段階で行われなければなりません。設計は、検証（理論
チェック）と確認（実技チェック）でチェックします。すべての設計変更は、実施前に文書化し、CFTエンジニアリング
担当者の承認を得るものとします。

購買 
サプライヤーは、CFTの書面による事前の承認なしに、CFTから与えられた作業を下請けにしてはなりません。サプラ
イヤーは、製品のライフサイクルを通してロットコードのトレーサビリティの記録を保持するものとします。サプライ
ヤーは、購入した材料が適用されるすべての要件に適合していることを確認するための活動を確立し、実施するものと
します。

サプライヤーの下層管理 
サプライヤーは、下請業者/下層サプライヤーが、指定要件を満たす能力について評価され、選択されるようにしなければ
なりません。承認された下請業者/下層サプライヤーのリストを保持するものとします。購入書類には、発行状況や適用さ
れる品質要件など、関連する図面や仕様書を明確に記載しなければなりません。CFTは、サプライヤーが下層で行われる
後続のプロセスに対して責任を負い、管理を維持することを期待しています。

製品・サービスの提供 
製造工程は、文書化された手順によって定義されるものとします。承認された製造工程を記述するために、バリュースト
リームマップまたは類似のものを使用するものとします。品質の基準は、明確かつ実用的に定義するものとします。工程
がその後の検査や試験で検証できない場合、そのような工程は、資格を持ったオペレータが行うか、適切な工程管理パラ
メータを設定しておかなければなりません。

管理計画 
サプライヤーは、工程や製品のばらつきを最小化し、部品や工程を管理するために使用されるシステムの概要を記述した
文書を維持するものとします。多機能チームは、以下のような利用可能なすべての情報を活用して、管理計画を策定しな
ければなりません。
»» 製造フローチャートとサプライチェーンフローチャート 
»» 製品リスク分析（DFMEA）と工程リスク分析（PFMEA） 
»» 製品と工程の主な特徴 
»» 教訓、チームの知識 
»» 試験検査戦略
»» 最適化の方法論（品質機能の展開、実験計画など） 
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管理計画書には、すべての工程が管理下にあることを保証するために、受入、製造過程、出荷要求を含む工程の各段階で
要求される行動（例えば、測定、管理、試験、検査など）のリストを含むものとします。また、各行動について、管理計
画には、以下の情報（または文書参照）を含めるものとします。
»» 製品/工程仕様公差
»» 評価/測定技術
»» サンプルのサイズと頻度
»» 管理手段（例えば、検査ゲート参照番号、SPCチャート参照番号）
»» 制御不能が発生した場合に行う活動を記載した対応計画（制御不能アクションプラン）

管理計画は、現在のシステムを反映させるために継続的に更新されるものとします。

特殊プロセス 
製造とサービス提供のためのプロセスで、その後のモニタリングや測定でその結果が検証できず、その結果として、製品
が使用されたり、サービスが提供されたりして初めて不備が明らかになるようなものは、適切な方法で管理します。
CFT発注書をサポートするために完了するすべての特殊プロセスは、適用されるNADCAP承認を有する組織によって実行
されなければなりません。この要件からの逸脱は、作業開始前にCFT品質管理に報告しなければなりません。
特殊プロセスには、以下が含まれます。
»» 非破壊検査（NDT） 
»» 熱処理（HT） 
»» 塗装を含むコーティング（CT） 
»» 化学処理（CP） 
»» 溶接（WLD） 
»» 非従来型の機械加工と表面処理（NMSE）、例：ショットピーニング（SE） 

CFTは、受け入れられない品質、コスト、または納期のパフォーマンス、または特定の顧客の指示に基づいて、いつでも
特殊プロセスの会社の承認/使用を拒否する権利を留保します。

監視・計測機器の制御 
製品の適合性を実証するために使用されるすべての測定及び試験装置は、国際規格及び国内規格、またはCFTが承認した
他の規格を参照して校正されるものとします。このような機器には、有効期限を含めて、その校正状況を明確に表示しな
ければなりません。校正された機器の記録は保持します。機器の校正ができていないことが判明した場合は、すでに出荷
されている製品を含め、影響を受けた製品を特定するための措置を取らなければなりません。

工具・備品 
サプライヤーは、予防保全プログラムにより、工具、治具、設備、備品を確立し、維持しなければなりません。このプ
ログラムには、顧客が所有する品目が適切に維持、校正され、良好な動作状態を維持できるような配慮をするものと
します。
また、サプライヤーは、新しい工具、治具、設備、備品
を導入するための手順を確立して維持し、アイテムが適
切に設置され、検証されていることを確認しなければな
りません。

品質マネジメントシステム要件
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異物（FOD）
サプライヤーは、異物が入り製品の不具合を引き起こす可能性のある異物の巻き込みエリアや経路を特定して排除するた
めに、異物（FOD）防止プログラムを開発し、維持するものとします。FODプログラムには、納入品に含まれるFODを防
止するための設計、製造、工程管理を含みます。サプライヤーは、内部のFOD防止慣行を定期的に自己評価し、有効性を
測定します。納入された材料は、FODの混入を防止するために、加工チップ、バリ、研削粉、成形材料、腐食、油、その
他の異物などの材料/破片がなく、清潔でなければなりません。サプライヤーは、そのような部品のすべての包装材（内部
包装および通い箱を含む）を含むすべての製品の清浄度について責任を負うものとします。サプライヤーは、製造環境に
応じて、特に重点を置いた管理を行う必要があります。
静電気放電（ESD）対策は、製品が常に保護されていることを保証するために、必要に応じて実施されます。これに
は、ESDの作業場、包装材料、ESDに敏感な部品の取り扱い工程が含まれます。

発注スケジュールの変更 
定期的に、発注書（PO）は、迅速化または延期が要求される場合があります。すべてのサプライヤーは、CFTが必要とす
るこれらの注文の再スケジューリングを支援するよう要請されます。個々のケースは、サプライヤーの能力に基づいて検
討されることがありますが、別段の記載や合意がない限り、迅速な情報提供（24 時間以内）が期待されます。

測定・分析・改善
製品のモニタリングと測定 
サプライヤーは、製品の特性をモニタリング及び測定し、製品の要件が満たされていることを確認しなければなりませ
ん。これは、計画された取り決めに従って、製品実現工程の適切な段階で実施されなければなりません。サプライヤー
は、モニタリング工程がアプリケーションに適した適切なものであることを確認するために、 測定システム分析（MSA）
を利用しなければなりません。

在庫出荷/認定サプライヤープログラム 
CFT は、認定サプライヤーを、受領した各ロットについて定期的な試験を実施する必要がないような品質の材料を供給し
ていると分かった者と定義しています。材料またはサービスは、各出荷に付随してサプライヤーが作成した認証文書に合
意したもののみを、CFTの適切な担当者がレビューした上で、直接在庫として受け取ることができます。認定サプライヤ
ーは、CFTの継続的な成長と成功のための戦略的なものとみなされます。
CFTは、当社独自の基準に沿った健全なビジネスと品質の実践に基づいて、サプライヤーを認証することを目指していま
す。CFT在庫販売プログラムまたは認定サプライヤープログラムに参加するように選ばれたサプライヤーは、品質部門に
よって通知され、厳しい認定プロセスに入ります。

サプライヤー初回品検査（FAI）
FAIは、発注書発行時に設定した改定レベルに基づき、業界の要求に応じて実施するものとします。FAIは、製品の受け入
れ及び/又はCFTへの出荷前に実施するものとします。航空宇宙用途では、AS9102（航空宇宙FAI要件）で定義されるFAIが
期待されます。サイトによっては、要件が異なる場合があります（医療用ISO13485など）。
サプライヤーシステムは、新規部品の初回生産からの代表的な品目の検査、検証、文書化のためのプロセスを提供するもの
とし、以前のFAI結果を無効にする後続の変更についても、そのプロセスを提供するものとします。承認のために新しい検査
報告書が再提出され、影響を受けた製品の最初の出荷と一緒にFAI報告書をCFTに提出するものとします。
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不適合品の管理
サプライヤーとその下層サプライヤーは、CFTの 不適合製品の事前通知のための手順を確立し、必要に応じて即時の
封じ込めと製品の回収のために必要なすべての手配を行うものとします。事前通知は、サプライヤーおよび/またはそ
の下層サプライヤーが、不適合を発見した時点で直ちに行うものとします。
事前通知には、製品情報の詳細、不適合の性質、製造日、ロットおよび部品の原産地までのトレーサビリティ情報、»
封じ込め計画、すべての場所および経路での措置などを含むものとします。
サプライヤーは、不適合製品の流出に関連するすべてのコストを負担することに同意するものとします。このコストに
は、再作業コスト、回収コスト、不適合材料コスト、その他 CFT が不適合製品の流出により発生する可能性のあるあ
らゆるコストを含みますが、これらに限定されません。
再審委員会（MRB）の処分権限はサプライヤーに委任されません。

発注書納期通りの納品 
CFTは、サプライヤーが発注書で指定された通り、適切な輸送業者を使用して、適切な製品を適切な時期に適切な包装
で納入することを期待します。正しい出荷書類で正しい数量を100％納期通り納品することを期待しています。納期通
りの納品（OTD）とは、3日前から当日まで、または別段の合意の通り定義されています。サプライヤーが納期の約束
を果たすことができず、約束を果たすことができないことをCFTに十分に通知しなかった場合、または回復計画を提示
しなかった場合、CFTは、顧客への約束を果たすために割増運賃や労働力を利用し、発生した追加費用をサプライヤー
に請求する権利を留保します。

製品工程変更の通知 
サプライヤーが変更を希望する場合は、書面で依頼し、CFTの書面による承認が得られるまでは実施しないものとしま
す。これは以下の場合に適用されますが、これに限定されません。
»» 国内または他国の新工場・既存工場・建物への生産ラインの移管（一部または全部）
»» 原材料、部品、サブアッセンブリー、または表面処理、機械加工、塗装工場、倉庫などの外部工程を提供する下層サ
プライヤーの変更
»» 生産レイアウトの変更や設備の新設・変更
»» 包装変更または再包装作業
»» 現行工具のリニューアル
»» 原材料の変更
»» 生産の一部の下層サプライヤーへの永続的な委託
»» 寸法・機能・外観などの製品設計の変更依頼

不適合物質報告書（NCR） 
CFT がサプライヤーから不適合材料を受け取った場合、製
品の現場での不具合や故障の発見、またはCFTの顧客からの
要求があった場合、CFTはサプライヤーに正式な調査を要求
し、不適合の根本的な原因を特定するための客観的な証拠を
伴う故障分析報告書を提出するよう求めることがあります。
NCRの第一の目的は、サプライヤーが不適合製品を効果的
に即時封じ込めることです。サプライヤーは、CFT に対
し、RMA（返品保証）または不適合材料の返却に相当する
ものを提供するものとします。RMAには、サプライヤーに
製品を返品するために必要な情報をすべて含むものとしま
す。RMAは2営業日以内に提供され、不適合材料については
30日以内にクレジットが発行されます。

品質マネジメントシステム要件
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是正措置要求（CAR）
CFTが必要と判断した場合、サプライヤーは、CFTから報告された不適合事項について、実施と目標日を含む検証可
能な文書を添えて、是正措置要求（CAR）（サプライヤー是正措置要求（SCAR）または 是正措置および予防措置
（CAPA）とも呼ばれる）を提供するものとします。

是正措置

CFTの要請に基づき、サプライヤーは以下の要求事項を実施し、報告書に文書化するための早急な対応を行うものとし
ます。
»» 不適合の詳細な説明
»» すべての場所および輸送中の疑わしい部品/製品/原材料の100%の封じ込めを確実にするために取られた措置
»» 即時回復計画
»» 不適合/故障モードの決定の根本原因分析
»» 是正措置
»» 再発防止のための予防行動計画
»» 是正・予防措置の有効性を確認するための検証方法・手法

CFTが拒否した製品を再提出する場合は、再提出製品であることを明確にし、納入された製品が「代替品」または「再加
工品」であることを出荷書類に明記するものとします。
サプライヤーの文書には、CFTの拒否文書番号の参照と、該当する場合は、サプライヤーの是正措置および予防措置報告
書のコピーを含むものとします。

期待値/チャージバック 
CFTを保護し、サプライヤーの施設からさらなる不良品が出るのを防ぐためには、サプライヤーが直ちに行動を起こ
し、封じ込めを開始することが不可欠です。サプライヤーは、その拠点での不適合材料の含有とともに、輸送中、下層
サプライヤー、または既にCFTに納入された他のロットにある材料にも、両方に責任を負うものとします。サプライヤ
ーが迅速な対応と封じ込めに失敗した場合、または効果がないと判断された場合、CFT はサプライヤーの費用で第三者
のサービスを利用することができます。
サプライヤーが不適合部品がCFT施設に出荷されたと疑う場合、またはサプライヤーの完成品在庫の中に不適合部品を発
見した場合、CFTはサプライヤーが直ちにCFTに問題を通知することを期待します。CFTは、潜在的な欠陥について率先し
てCFTに報告するサプライヤーを積極的に評価します。
CFTで問題が発見された場合、サプライヤーは、1 営業日以内に電話または郵送でCAR要求の受領を確認するものとしま
す。状況の厳しさに応じて、より迅速な対応が求められる場合があります。CFTは、2営業日以内にサプライヤーが封じ込
め措置を定義し、実施し、文書化し、CFTに伝達することを期待します。2週間以内に、最終的に確定した根本原因と予防
措置および是正措置を連絡するものとします。30日後には、CFTでの再発を防ぐため、予防措置と是正措置を講じるもの
とします。
状況によっては、CFTは根本原因分析に参加するために、サプライヤーや下請け業者を訪問することがあります。CFT
は、生産需要やカスタマーサービスを満たすために、選別と封じ込めのために現地（またはサードパーティ）のスタッ
フを利用する権利を留保します。封じ込め活動で使用されたCFTの労働力は、交渉済みの料金でサプライヤーに請求され
ます。供給された製品が不適合であったために失われた生産時間は、文書化され、現在の店頭料金で請求されます。さら
に、顧客の要求に応えるために発生した割増運賃は、請求額でサプライヤーに請求されます。

根本原因分析

詳細な説明 封じ込め行動 即時回復

是正措置 予防処置 予防処置 
技術の検証
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CFTは、サプライヤーが原因でCFTとその顧客に対して発生した混乱の費用を監視しています。サプライヤーが原因で発
生した障害に関連する費用は、サプライヤーから回収します。一般的に、これらのコストは、以下から発生する可能性が
あります。
a. CFT内または顧客から検出された不適合材料 

b.» サプライヤーが原因の保証問題 

c.» サプライヤーの問題によるCFTまたはその顧客のライン停止 

d.» 通常の計画活動を超えたサプライヤーの品質向上活動 

e.» 下流工程で発生した不良品によるスクラップ

是正/予防措置要求（CAPA, CAR, SCAR）の延長 
サプライヤーは、すべての行動日を遵守し、客観的な証拠を提供することを含め、是正措置の要求を満たすためにあらゆ
る努力をするものとします。SCARの要求事項を満たすことができない場合、サプライヤーはCFTサプライヤー品質担当者
に連絡し、延長を要求することができます。サプライヤーは、SCARの期限の5営業日前までに正式に延長を申請するもの
とします。延長は、ケースバイケースでCFT品質部によって審査され、承認されます。サプライヤーは、延長の要求に対
して合理的な説明をしなければなりません。SCARの期限に間に合わなかったり、期限前に延長を要求したりした場合、»
サプライヤーの品質評価に悪影響を与え、サプライヤーの認定取り消しにつながる可能性があります。

是正措置の検証 
CFT品質部は、SCARが効果的に実施されているという客観的な証拠を要求する権利を留保します。必要と判断された»
場合、CFTは、提出されたSCARの有効性を検証するために、サプライヤー監査または監督を実施することがあります。

継続的な改善 
サプライヤーは、継続的な改善に向けた経営陣のコミットメントを示さなければなりません。継続的な改善の包括的な
理念は、サプライヤー組織の全体で同一のものとして識別できなければなりません。サプライヤーは、品質、納期、»
スケジュール、価格について、双方の利益のために継続的な改善に努めなければなりません。継続的改善の理念は、
すべての事業プロセスに拡大されるべきです。重要と思われる工程については、特定計画を作成することが必要で
す。CFTは、サプライヤーが次の事に取り組むことを奨励しています。
 » エラー検査技術（ポカヨケ）    »  TPM（総合的設備管理） 
 » シックスシグマ      »  5つのSの理念
 » リーン生産方式     »  視覚管理システム
 » SPC（統計的工程管理）    »  電子的な統合

開発 
CFTが事業目標を達成し、またお客様やステークホルダーの事業目標を達成するために、サプライヤーには、卓越した品
質、納期、コスト、能力を提供することが期待されています。パフォーマンスの優れない業者を改善または排除し、»
優れたサプライヤーをさらに活用するための行動が取られます。

プロセスリスク分析 
サプライヤーには、リスク分析を実施するための体系的なアプローチ
を説明し、すべてのリスクをリストアップして見積もるための精神的
な規律を定式化した手順が定まっていることが期待されます。特定さ
れたリスクを排除、制御、または低減するための行動がとられるもの
とします。

主要特性モニタリング 
サプライヤーは、主要特性モニタリングプログラムへの参加を求めら
れることがあります。この状況では、サプライヤーは、CFTに定期的
な統計的プロセス能力データを提供することが期待されます。Cpk/
Ppk値は、プロセス管理方法が効果的であることを確認するために、
パフォーマンスの期待値と照らし合わせて見直されます。

品質マネジメントシステム要件
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価格設定
サプライヤーのすべての価格設定は、無期限で確定、または合意の通り（書面による）とみなされます。CFTは、継続
的な価格設定の改善と、サプライヤーがCFTとサプライヤーの双方に利益をもたらす価格設定の維持及び/または値下
げを期待しています。サプライヤーが価格の上昇につながる調整を行った場合、契約上の合意がない限り、CFT は、
サプライヤーに対し書面の通知で90日間の価格調整を要求し、変更の必要性を具体的に表明するプレゼンテーション
を行うことを要求します。これには、変更を相殺または吸収するための提案を含めます。値上げ要求はすべて、スコッ
ツデールのCFTコーポレートオフィスに提出する必要があります。価格の引き下げにつながる調整は、変更が行われる
前にCFTによってレビューされなければなりません。上記の値上げ、値下げの手続きが完了したからといって、CFTが
承認したことにはなりません。しかし、CFTは、CFTとそのサプライヤーによるコスト管理を支援するために、状況を
見直し、代替品目を特定することができるようになります。
サプライヤーは、CFTと協力して、双方が毎年継続的にコストを削減できるような製品やサービスを開発すべきです。
節約とは、製品設計、製造工程、梱包、出荷、在庫管理、およびあらゆる直接的・間接的なコストを変更し、最終的»
に相互のコストを削減する努力と定義されます。
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梱包票 
サプライヤーは、以下の最低限の要件を備えた梱包票または添付書類を、個別の出荷ごとに提供するものとします。
»» サプライヤーの会社名と住所 »
注：注文書に記載されているサプライヤーコードについてCFTが調査し、承認を受けた製造・出荷先の住所は、梱包票ま
たは証明書に記載されていなければなりません
»» 発注書番号、品目、品番
 » CFTの処分された不適合文書番号（該当する場合）
»» 該当する場合は、CFT及び/又は政府機関による源泉検査の受入れの証拠 

適合性証明書 
サプライヤーは、CFT が合意された納期までに、正しい印刷改訂レベルの製品を100%欠陥のない状態で受け取ることを
保証する責任を負うものとし、出荷の遅れや不正確な材料のために発生した費用の責任を負うものとします。POに特に明
記されていない限り、サプライヤーは、発注書に関連して行われたすべての作業がその要件に適合していることを保証す
る、英語で書かれた適合証明書（C of C）を提供しなければなりません。C of Cは別紙であってもよいし、以下の内容で梱
包票に同梱されていても構いません。
»» 確認事項の記載
»» 署名を介して承認された代表者の承認、活字体の名前と肩書き、日付、または管理された検査スタンプと日付
»» サプライヤーの会社名、住所、電話番号
»» 固有の発注番号
 » POに記載されている品番（CFTの）とメーカーの品番
 » POに記載されている図面番号と修正
 » BOMまたは部品リストの改訂
»» 製品のロット、製造量、バッチ、日付コード、またはシリアル番号
»» 流通業者は、元のメーカーの適合証明書を自社の適合証明書に添付するものとします
»» 同一品番の複数のロットコードを出荷する場合は、各ロットコードと対応する数量をC of Cに記載する必要があり
ます

梱包要件
CFT持続可能性プログラムでは、すべてのサプライヤーに、包装工程を含め、環境への影響を最小限に抑える工程を採用
することを求めています。CFTは、すべてのサプライヤーが、リターナブル/リユース可能な容器、リサイクル可能/エコフ
レンドリーな材料、最小限の梱包を使用することに協力することを期待しています。
CFTとサプライヤーは、梱包、ラベリング、出荷要件について合意するものとします。グローバルな規模で製品を提供す
るサプライヤーは、船便での出荷に耐えうる十分な堅牢性を確保し、時間通りに損傷なく到着するよう、荷受先と協力し
なければなりません。
CFTから（書面で）特定の梱包要件がない場合、サプライヤーは、業界の最低限の要求事項に適合するように必要な範囲
で、梱包、包装、 マーキングのプロセスを管理するものとします。スキッドに乗せて出荷された製品は、出荷時にずれた
り破損したりしないように固定しなければなりません。カートンは、出荷時や保管時に部品の品質が影響を受けないよう
に十分な強度を持っていなければなりません。バルクコンテナは、出荷時や保管時に内容物の品質に影響を与えないよう
に、十分な強度を持っていなければなりません。すべてのバルク容器の上部には、内容物を保護するためのカバー（蓋、
ダンボールパッド、シュリンクラップなど）が必要です。受領時に、運送業者が持っている状態で、破損していることが
判明した製品は、CFTでは受理されません。サプライヤーには、供給を中断せず即座に是正措置が講じられるように、返
品が通知されます。

出荷書類の要件
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ラベリング要件
コンテナのラベルと梱包票には、最低でも以下の内容が含まれている必要があります。CFTの品番、エンジニアリング改
訂レベル、数量、発注番号とラインアイテム、製品逸脱番号（該当する場合）。一部のCFTサイトでは、ラベル上の重要
な情報はバーコードと人が読める記載と両方であることが要求されています。

試験報告書
提供される材料および/または最終顧客の要求に応じて、CFTは、追加の試験報告書の文書を各出荷で提供することを要求
する場合があります。これらの要件は、事前にサプライヤーに通知されます。

年数が重要な材料
サプライヤーは、オリジナルの製造日/修復日、ロット番号、保存可能期間（無期限または無制限の場合は、その旨を明記
してください）を提供しなければなりません。納入品または包装材には、規格に基づいて保存可能期間を物理的に表示す
るものとします。また、特別な保管・取り扱いの指示があった場合は、CFTに連絡するものとします。サプライヤーは、
適用される材料仕様書に基づき、受入試験報告書の提出が必要かどうかを判断する責任を負います。日付が重要な材料
は、事前に別段の合意がない限り、CFTへの出荷時に少なくとも85％の製品寿命が残っていなければなりません。

輸出入コンプライアンス文書 

輸出分類 
すべての品目は、輸出分類を商務省規制品リスト-CCL（EAR）またはITAR分類のいずれかで識別しなければなりません。
商務省規制品リストは、EARのパート774の補足1に記載されています。10のカテゴリー（原子力材料、化学品、材料加
工、電子機器、コンピュータ、通信・情報セキュリティ、センサー・レーザー、ナビゲーション・アビオニクス、船舶、
宇宙車両）に分類され、米国商務省産業安全保障局の輸出管理の管轄下にある品目をリストアップしています。
国際武器取引規則（ITAR）の分類、または米国軍需品リストは、ITARのパート121に記載されています。銃器、弾薬、誘導
弾、爆弾、航空機、個人保護装置 、宇宙船などのアイテムを含む21のカテゴリーに分かれています。各カテゴリは、実際
の品目だけでなく、防衛品目のために特別に設計または変更された任意の部品とその技術データを含む段落にさらに細分
化されています。

原産国 
すべての品目には原産国の記載が必要であり、要求があれば、サプライヤーは米国が締結している様々な自由貿易協定の
要件を満たす原産地証明書を提供します。

統計品目番号 
すべての品目は、輸出貿易統計を作成するために使用される米国関税率表（HTS）コードまたはスケジュールBを記載する
必要があります。HTSコードは以下でアクセスできます。http://www.usitc.gov/tata/hts/index.htm 。

http://www.usitc.gov/tata/hts/index.htm
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