
付録 A.4 フェーズアップレビュー実施計画（要領）の例 （1/15） 

【共通】 
 

１ 本文書の目的 

本文書は、科学衛星○○プロジェクトにおける詳細設計審査会(CDR)の目的、審査内容、

審査委員会の構成、及び実施方法についての指針を定めるものである。 

 

２ 適用範囲 

衛星システム及び打上げ、運用地上システムの開発を適用範囲とする。 

 

３ 関連文書 

３．１ 準拠文書（この文書の上位文書であり、この文書と不整合がある場合は次の

文書が優先する。） 

(1) プロジェクトマネジメント規定 規定第 19-29 号 

(2) プロジェクトマネジメント実施要領 SE 推進室長通達第

19-1 号 

(3) 品質マネジメント規定 規定第 16-４号 

 

 

３．２ 適用文書 

(1) 〇〇衛星ミッション・システム要求書 JX-〇〇-0XX 

(2) 〇〇衛星システムエンジニアリング管理計画書(SEMP) JX-〇〇-0XX 

(3) 〇〇衛星リスク管理計画書 JX-〇〇-0XX 

(4) 〇〇衛星品質保証プログラム計画書 JX-〇〇-0XX 

(5) 〇〇衛星システム安全プログラム計画書 JX-〇〇-0XX 

 

 

３．３ 参考文書 

(1) 宇宙科学研究本部リスク点検ガイドライン（FMECA の実施とリスク管理） 

 RQA-A004 

(2) 技術ピアレビューガイドライン  BDB-07013A 

(3) JAXA 技術成熟度（TRL）運用ガイドライン BDB-06005 

(4) JAXA プロジェクトマネジメントチェックリスト BDB-07006 

(5) システムエンジニアリングの基本的な考え方  BDB-06007B 
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【基本設計審査（PDR）編】 
 

４ 審査目的 

基本設計審査(PDR)は科学衛星○○プロジェクトのミッション達成確率の向上を目指して

実施する。 

基本設計フェーズにおいて、プロジェクトはシステム定義審査(SDR)において定義されたシ

ステムの基本構成及び仕様に基づいて，サブシステム/コンポーネントの仕様に細分化し，

ミッション達成に適切な信頼性を確保する設計を行う。また、検証時期や具体的な検証方

法を含む検証計画を作成するとともに、〇〇衛星システムエンジニアリング管理計画書

(SEMP)に定義された開発計画に従って，システム/サブシステム/コンポーネントの設計検

証のためのモデル（Mechanical Test Model (MTM), Thermal Test Model (TTM)，Electrical 

Test Model ETM），Structure Test Model (STM)，Engineering Model (EM)など，以下 EM

等と称する）の設計を完了し，その試験計画を設定する。さらに，必要に応じて設計検証

のため Bread Board Model (BBM)の開発と試験を行う． 

基本設計審査(PDR)は基本設計で設定した設計仕様、検証計画の妥当性，EM 等の設計と検

証計画を点検し，詳細設計フェーズへの移行が可能であることを確認することを目的とす

る． 

審査は JAXA 審査とメーカ審査を分けず、JAXA とメーカからなるプロジェクトチームが一

体で実施する。すなわち，メーカ審査（industrial review）に相当する点検活動を，JAXA

とメーカが一体となったプロジェクトチームが自己点検として実施する． 

 

５ 審査項目 

基本設計審査においては、以下の事項を確認する。 

1) システム定義審査（SDR）において確認された「ミッション・システム要求書」の四級

が，システム/サブシステム/コンポーネントの要求に適切に機能配分され，フローダ

ウンされていること。 

2) システム/サブシステム/コンポーネント間のインタフェース仕様が明確に定義されて

いること。 

3) システム/サブシステム/コンポーネントに対する環境条件が明確，かつ適切に規定さ

れていること。 

4) システム/サブシステム/コンポーネントに対する信頼性要求、品質保証要求、安全要

求が明確になっていること。 

5) 要求を満たすシステム/サブシステム/コンポーネントの設計が技術的に実現可能な設

計であること．  

6) システム/サブシステム/コンポーネントの設計検証を行うのにあたって、EM 等の設計

および試験計画は適切なものとなっていること。 

7) サブシステムおよびシステムの機能 FMECA（Failure Mode Effect and Criticality 

Analysis）と FTA(Fault Tree Analysis)、さらに必要に応じて ETA(Event Tree 
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【基本設計審査（PDR）編】 
 

Analysis)の結果を点検し、リスク認識がなされい，ミッション目的と規模に対して適

切なリスク低減が図れていることを確認する。また FMECA の結果により必要に応じて

単一故障点解析 (SPFA) の結果を確認する。 

8) SDR 以前の審査会の A/I がのなかで，期限が PDR までとされている A/I がすべて解決

されていること。さらに、基本設計審査の自己点検の A/I，およびサブシステム PDR・

システム PDR 等を実施した場合にはそこで発生した A/I，の中で期限が PDR までとさ

れている A/I は本審査会までにすべて解決されていることを基本とする。本審査会ま

でに解決できない項目が万が一残る場合，および本審査における A/I は、適切な時期

にデルタ審査を行う。 

 

６ 審査の考え方 

審査会とは，原則、本審査会を指すが、必要に応じて以下の審査を補助的に追加すること

ができる。 

(1) サブシステムおよびシステムの審査。サブシステム PDR，システム PDR 等と呼

ぶ (注) 

 

(注)「分科会」という言葉が用いられることもあるが、意味が明確でないので今後は、こ

こでは「分科会」という名称は用いない。 

 

６．１ プロジェクトによる自己点検 

審査に先立ってプロジェクトチームが自主的に実施する点検である。自己点検が終

了していることが、審査会開催に必須である。（1）～（7）に点検項目の例を示す。点

検の結果、問題点が抽出された場合は、適切な設計変更等を行い、再度点検を実施す

ること。 

(1) 設計要求の再確認． 

システム要求および制約条件からのサブシステム・コンポーネントへの要求のフ

ローダウンを確認する。システム確認書またはサブシステム確認書に基づいて行う

ことを基本とする。 

(2)設計の結果発生する要求の確認 

基本設計の結果、衛星システム、他のサブシステム、または同一サブシステム内

の他のコンポーネントに対する新たな要求が発生したり、インターフェース条件の

変更が生じる場合がある。このような要求変更問題が生じないことを確認する。 

(3) 長納期部品，特殊部品の確認 

基本設計の結果に基づいて長納期部品と特殊部品をリスト化し，EM 等，および，

FM 品におけるこれらの部品の考え方，調達スケジュール（長納期部品）および検

証計画（特殊部品）を明確化すること． 
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【基本設計審査（PDR）編】 
 

（4）検証計画の確認 

検証行列（ベリフィケーションマトリックス）により、検証項目に抜けがないか

を確認する。この際、”test as you fly”の考え方に沿って軌道上で起きるある

いは経験することが予想される事象や環境の全てを、地上であらかじめ試験できる

ように計画が組み立てられているかどうかを点検する。”Test as you fly”が不

可能な項目、あるいは”test as you fly”から落ちている項目が存在する場合は、

それらをリストアップし、それぞれの検証の考え方を明確にし、抜けがないことを

確認すること。 

（5）FMECA 

FMECA は，全サブシステムについて行うことを基本とする． FMECA の実施手法は，

RQA-A0004 に従う．ただし，PDR においては，その範囲は機能 FMECA のみとする．

また、FMECA における冗長系の取り扱いは、下記を基本とする。 

(a) Criticality (Impact)：冗長系の 1系のみが失われた場合の Impact． 

(b) Probability：1 系が失われる確率 

(c) 冗長系の存在により Criticality が低減されていることを明記する． 

FMECA によって，リスクが認識され，適切な mitigation によりリスクの低減が

図られていることを確認する． 

（6）単一故障点解析 (SPFA) 

FMECA において，冗長系の存在により Criticality が最大とならなかった項目

に対して，冗長系が冗長系として働かないような場合が存在しないことを確認する． 

（7）FTA および ETA 

トップ事象として，当該サブシステムの最も重要な機能の喪失を設定して，FTA

を行う．軌道投入時の運用や，電源投入時などの初期運用が重要であるサブシステ

ム，また，なんらかの問題発生時に，対処方法を想定しているサブシステムにおい

ては，想定される運用に沿って ETA を実施する． 

FTA により，重要な機能喪失を起こす可能性のある故障に対して，適切な 

mitigation が行われ，リスクの低減が図られていることを確認する．ETA により，

運用の結果，回復不能な機能障害に至るような故障モードが存在しないかどうかを

確認し，必要に応じて， mitigation の手段が考えられていることを確認する．  

（8）Engineering Peer Review (EPR) 

自己点検の結果を，専門家の目で確認してもらうことは重要である．EPR という

名称をとらなくても，自己点検の中に外部の専門家に参加してもらう，またサブシ

ステム PDR の中に外部の専門家に参加してもらうことで，実質的にレビューしても

らうことも可能である． 

 

６．２ サブシステム PDR, システム PDR 等  
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【基本設計審査（PDR）編】 
 

審査対象が多く、本審査会のみで審査を実施すると長時間を要するなどの場合は、

表１に例として示すような領域毎に，サブシステム PDR，システム PDR 等を実施する

ことができる． ただし，サブシステムおよびシステムの設計およびそのレビューの一

貫性を保つために，サブシステム PDR, システム PDR および，その後に行う本審査会

は，一定の期間（１ヶ月程度）の間に実施されなければならない． 

 

サブシステム PDR，システム PDR 等は，該当領域について， 4 節の審査目的に照ら

し 5節の審査項目について審査する．プロジェクト側は，自己点検を行った結果，す

なわち 6.1 節の(1)から(6)の点検結果を中心とする審査資料を提出する．審査当日は

審査委員に対して審査資料の主要部分についてプレゼンテーションを行う．審査資料

に含むべきより具体的な内容の例を，表２に示す． 

 

６．３ 本審査会 

サブシステム PDR，システム PDR 等を実施した場合は，それらの審査におけるおけ

るプロジェクトの自己点検報告概要と審査結果概要を報告し，審査を行う．サブシス

テム PDR，システム PDR を実施しない場合は，プロジェクトは自己点結果（表２に示

す内容など）を報告し，審査を行う． 

 

前節に書いたように，時間が経過するとプロジェクトを取り巻く環境が変わり、各

サブシステム PDR，システム PDR 等の審査結果が有効に扱えなくなる恐れがある．同

じ目で広くレビューするためにも，サブシステム PDR，システム PDR 等を設けず，本

審査会のみで行うほうが理想的である．分ける場合は，本審査会を含めて審査は一定

の期間内に（1ヶ月程度）実施すること。 

 

７ 審査の手順 

７．１ プロジェクトによる自己点検 

自己点検のやり方，および，実施回数は任意である．6.1 に示した内容について，

プロジェクトが必要なだけ十分な時間をかけて行う．具体的なやり方は，プロジェク

トやシステム・サブシステムの内容や開発の方法に依存する．リスク点検ガイドライ

ン (RQA-A0004、宇宙科学研究本部 品質保証室 H16 年(2004 年) 12 月 20 日制定)を

参考にすること． 

 

７．２ サブシステム PDR，システム PDR 等 （実施する場合） 

1) 審査員（Review board） 

該当サブシステム／システム担当者（以下本節ではプロジェクト担当者）が２名以上の

候補者を選定し､プロジェクトマネージャの承認をえる．Review board は〇〇プロジェ
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【基本設計審査（PDR）編】 
 

クト外の JAXA 内外の専門家で構成される．本審査会の審査員を含むことが望ましい． 

Review board member の中から，審査委員長を選出する． 

2) 審議内容は、審査委員と協力しながら，プロジェクト担当者側が確実に記録､ 管理

する。 プロジェクト担当者は､ 審議内容をその場で整理し､ 参加者の確認を得て

アクションアイテムを確定すること．議事録は会議後速やかに（数日内）確定させ

ること．  

3) プロジェクト担当者は、サブシステム PDR，システム PDR 等の初日の１週間前まで

に、審査資料を Review board に提示すること. 

4) サブシステム PDR，システム PDR 等までの間に、review board member は、審査対

象文書に対する質問・指摘を、プロジェクト担当者に提出する。プロジェクトは、

質問・指摘に返答すると共に、それらに基づいて必要であれば審査対象文書をアッ

プデートすることができる 

5) 審査後に、Review board は審査結果を報告書にとりまとめる。（1週間後までを目

安） 

 

７．３ 本審査会 

1)本審査会の前に，プロジェクトの自己点検が終了していること．サブシステム PDR，

システム PDR 等を実施する場合は，これらの全審査が終了していること．サブシステム

PDR，システム PDR 等の A/I の処置状況については 5節の 8)を参照のこと． 

2) 審査委員（Review board）: 

審査委員（Review board）: 審査委員長は，宇宙科学研究所長または宇宙科学研究所長

が指名するものである．その他の審査員は，JAXA 内の有識者で構成され，メンバーは

審査委員長とプロジェクトが中心となって選定する．表３にメンバーリストの例を示す．  

3）審査委員と協力しながら，プロジェクト担当者側が確実に記録､ 管理する。 プロジ

ェクト担当者は､ 審議内容をその場で整理し､ 参加者の確認を得てアクションアイテ

ムを確定すること．議事録は会議後速やかに（数日内）確定させること． 

4）プロジェクトは、審査会の１週間前までに、審査資料を Review board に提示するこ

と. 

5）審査会までの間に、review board member は、審査対象文書に対する質問・指摘を、

プロジェクトに提出する。プロジェクトは、質問・指摘に返答すると共に、それらに基

づいて必要であれば審査対象文書をアップデートすることができる 

6）本審査会終了後に、審査委員長は、助言・要求事項・審査結果について報告書をま

とめる。（１週間以内を目安） 
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【詳細設計審査（CDR）編】 
 

４ 審査目的 

詳細設計審査(CDR)は科学衛星○○プロジェクトのミッション達成確率の向上を目指して

実施する。 

詳細設計フェーズにおいて、プロジェクトは基本設計審査会(PDR)においてレビューされた

基本設計結果に基づいて，必要に応じてシステム/サブシステム/コンポーネントの設計検

証のためのモデル（Mechanical Test Model (MTM), Thermal Test Model (TTM)，Electrical 

Test Model ETM），Structure Test Model (STM)，Engineering Model (EM)など，以下 EM

等と称する）の製作・試験を行い，飛翔モデル(Flight Model (FM))の設計を行った． 

詳細設計審査(CDR)は詳細設計結果を製造図面のレベルから点検し，製作・試験フェーズへ

の移行が可能であることを確認することを目的とする． 

審査は JAXA 審査とメーカ審査を分けず、JAXA とメーカからなるプロジェクトチームが一体

で実施する。すなわち，メーカ審査（industrial review）に相当する点検活動を，JAXA と

メーカが一体となったプロジェクトチームが自己点検として実施する． 

 

５ 審査項目 

詳細設計審査においては，以下の事項を設計図面のレベルから，また必要に応じて EM 等の

試験結果に基づいて，確認する． 

1) 基本設計審査(PDR)において確認された 「ミッション・システム要求書」がフローダ

ウンされたシステム/サブシステム/コンポーネントの機能を実現する適切な設計であ

ること。 

2) 詳細設計フェーズにおいて機能配分の変更を行った場合は，(1)に先立って，その妥当

性を確認する． 

3) 基本設計審査(PDR)において確認されたシステム/サブシステム/コンポーネント間の

インターフェースを実現する適切な設計であること．詳細設計フェーズにおいてイン

ターフェースを変更した場合は，その妥当性を確認する．  

4) システム/サブシステム/コンポーネントがその環境条件を満たす設計であること．  

5) システム/サブシステム/コンポーネントが信頼性要求､ 品質保証要求､ 安全要求を満

たす設計であること 

6) コンポーネントレベルからシステムレベルに至るまでの飛翔モデルの検証計画が妥当

であること． 

7) サブシステムおよびシステムの FMECA（Failure Mode Effect and Criticality Analysis）

と FTA(Fault Tree Analysis)，さらに必要に応じて ETA(Event Tree Analysis)の結果

を点検し，ミッション目的と規模に対して適切なリスク低減が図れていることを確認

する．また FMECA の結果により必要に応じて単一故障点解析 (SPFA) の結果を確認す

る， 

8) PDR における A/I がすべて解決されていること．さらに，詳細設計審査の自己点検およ
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【詳細設計審査（CDR）編】 
 

びサブシステム CDR・システム CDR 等において発生した A/I（これらを実施した場合）

については，本審査会まですべて解決されていることを基本とする．本審査会までに

解決できない項目が万が一残る場合は，適切な時期にデルタ審査を行う．  

 

６ 審査の考え方 

審査会とは，原則、本審査会を指すが、必要に応じて以下の審査を補助的に追加すること

ができる。 

(2) サブシステムおよびシステムの審査．サブシステム CDR，システム CDR 等と呼

ぶ (注) 

 

(注)分科会，という言葉が用いられることもあるが，意味が明確でないので今後は，ここ

では分科会という名称は用いない．  

 

６．１ プロジェクトによる自己点検 

審査に先立ってプロジェクトチームが自主的に実施する点検である．自己点検が終

了していることが，審査会開催に必須である．1）～（8）に点検項目の例を示す。点

検の結果，問題点が抽出された場合は，適切な設計変更等を行い，再度点検を実施す

ること． 

(1) 設計要求の再確認． 

システム要求および制約条件からのサブシステム・コンポーネントへの要求のフ

ローダウンを再確認する．システム確認書またはサブシステム確認書に基づいて行

うことを基本とする．  

(2)設計の結果発生する要求の確認 

詳細設計の結果，衛星システム（システムハーネスを含む），他のサブシステム，

または同一サブシステム内の他のコンポーネント（ハーネスを含む）に対する新た

な要求が発生したり，インターフェース条件の変更が生じる場合がある．このよう

な要求や設計条件の変更が，相手方の設計に反映され，全体として矛盾のない設計

になっていることを確認する．特に，インターフェース境界が変更になった（ある

いは詳細設計の結果確定した）場合は，設計と製作の責任範囲を含めて確認するこ

と． 

（3）設計結果の確認 

設計結果が，設計要求を満たすことを確認する．特に，動作環境条件等の最悪ケ

ースが正しく設計条件として設定されていること，そして，その条件においても設

計要求を満たすことを確認すること．CIL として管理されてきたクリティカルアイ

テムについて，設計結果を詳細に確認すること． 

(2)および(3)項の確認はシステム確認書またはサブシステム確認書に基づいて行
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【詳細設計審査（CDR）編】 
 

うことを基本とするが，クリティカルアイテム，および，確認書による点検で明確

でない事項については，製造図面や製造および検査の手順書のレベルまで遡って確

認すること． 

（4）検証計画の確認 

検証行列（ベリフィケーションマトリックス）により，検証項目に抜けがないか

を確認する．この際，”test as you fly”の考え方に沿って，軌道上で起きるあ

るいは経験することが予想される事象や環境の全てを，地上であらかじめ試験でき

るように計画が組み立てられているかどうかを点検する．”Test as you fly”が

不可能な項目，あるいは，”test as you fly”から落ちている項目が存在する場

合は，それらをリストアップし，それぞれの検証の考え方を明確にし，抜けがない

ことを確認すること， 

（5）FMECA 

FMECA は，全サブシステムについて行うことを基本とする．FMECA は製造図面あ

るいは，それと同等のレベルの設計資料に基づいて行うこと．FMECA の実施手法は，

RQA-A0004 に従う．また、FMECA における冗長系の取り扱いは、下記を基本とする。 

(a) Criticality (Impact)：冗長系の 1系のみが失われた場合の Impact． 

(b) Probability：1 系が失われる確率 

(c) 冗長系の存在により Criticality が低減されていることを明記する． 

FMECA によって，リスクが認識され，適切な mitigation によりリスクの低減が

図られていることを確認する． 

（6）単一故障点解析 (SPFA) 

FMECA において，冗長系の存在により Criticality が最大とならなかった項目に

対して，冗長系が冗長系として働かないような場合が存在しないことを確認する． 

（7）FTA および ETA 

トップ事象として，当該サブシステムの最も重要な機能の喪失を設定して，FTA

を行う．軌道投入時の運用や，電源投入時などの初期運用が重要であるサブシステ

ム，また，なんらかの問題発生時に，対処方法を想定しているサブシステムにおい

ては，想定される運用に沿って ETA を実施する． 

FTA により，重要な機能喪失を起こす可能性のある故障に対して，適切な 

mitigation が行われ，リスクの低減が図られていることを確認する．ETA により，

運用の結果，回復不能な機能障害に至るような故障モードが存在しないかどうかを

確認し，必要に応じて， mitigation の手段が考えられていることを確認する．  

（8）Engineering Peer Review (EPR) 

自己点検の結果を，専門家の目で確認してもらうことは重要である．EPR という

名称をとらなくても，自己点検の中に外部の専門家に参加してもらう，またサブシ

ステム CDR の中に外部の専門家に参加してもらうことで，実質的にレビューしても
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【詳細設計審査（CDR）編】 
 

らうことも可能である．
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【共通】 
 

６．２ サブシステム CDR, システム CDR 等  

審査対象が多く、本審査会のみで審査を実施すると長時間を要するなどの場合は、

表１に例として示すような領域毎に，サブシステム CDR，システム CDR 等を実施するこ

とができる． ただし，サブシステムおよびシステムの設計およびそのレビューの一貫

性を保つために，サブシステム CDR, システム CDR および，その後に行う本審査会は，

一定の期間（１ヶ月程度）の間に実施されなければならない． 

 

サブシステム CDR，システム CDR 等は，該当領域について， 4 節の審査目的に照ら

し 5 節の審査項目について審査する．プロジェクト側は，自己点検を行った結果，す

なわち 6.1 節の(1)から(6)の点検結果を中心とする審査資料を提出する．審査当日は

審査委員に対して審査資料の主要部分についてプレゼンテーションを行う．審査資料

に含むべきより具体的な内容の例を，表２に示す． 

 

６．３ 本審査会 

サブシステム CDR，システム CDR 等を実施した場合は，それらの審査におけるおける

プロジェクトの自己点検報告概要と審査結果概要を報告し，審査を行う．サブシステ

ム CDR，システム CDR を実施しない場合は，プロジェクトは自己点結果（表２に示す内

容など）を報告し，審査を行う． 

 

前節に書いたように，時間が経過するとプロジェクトを取り巻く環境が変わり、各

サブシステム CDR，システム CDR 等の審査結果が有効に扱えなくなる恐れがある．同じ

目で広くレビューするためにも，サブシステム CDR，システム CDR 等を設けず，本審査

会のみで行うほうが理想的である．分ける場合は，本審査会を含めて審査は一定の期

間内に（1ヶ月程度）実施すること。 

 

７ 審査の手順 

７．１ プロジェクトによる自己点検 

自己点検のやり方，および，実施回数は任意である．6.1 に示した内容について，プ

ロジェクトが必要なだけ十分な時間をかけて行う．具体的なやり方は，プロジェクト

やシステム・サブシステムの内容や開発の方法に依存する．リスク点検ガイドライン 

(RQA-A0004、宇宙科学研究本部 品質保証室 H16 年(2004 年) 12 月 20 日制定)を参考

にすること． 

 

７．２ サブシステム CDR，システム CDR 等 （実施する場合） 

1）審査員（Review board） 

該当サブシステム／システム担当者（以下本節ではプロジェクト担当者）が２名以上の
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【共通】 
 

候補者を選定し､プロジェクトマネージャの承認をえる．Review board は〇〇プロジェ

クト外の JAXA 内外の専門家で構成される．本審査会の審査員を含むことが望ましい． 

Review board member の中から，審査委員長を選出する． 

2）審議内容は、審査委員と協力しながら，プロジェクト担当者側が確実に記録､ 管理

する。 プロジェクト担当者は､ 審議内容をその場で整理し､ 参加者の確認を得てアク

ションアイテムを確定すること．議事録は会議後速やかに（数日内）確定させること．  

3）プロジェクト担当者は、サブシステム CDR，システム CDR 等の初日の１週間前までに、

審査資料を Review board に提示すること. 

4）サブシステム CDR，システム CDR 等までの間に、review board member は、審査対象

文書に対する質問・指摘を、プロジェクト担当者に提出する。プロジェクトは、質問・

指摘に返答すると共に、それらに基づいて必要であれば審査対象文書をアップデートす

ることができる 

5）審査後に、Review board は審査結果を報告書にとりまとめる。（1週間後までを目安） 

 

７．３ 本審査会 

1)本審査会の前に，プロジェクトの自己点検が終了していること．サブシステム CDR，

システム CDR 等を実施する場合は，これらの全審査が終了していること．サブシステム

CDR，システム CDR 等の A/I の処置状況については 5節の 8)を参照のこと． 

2) 審査委員（Review board）: 

審査委員（Review board）: 審査委員長は，宇宙科学研究所長または宇宙科学研究所帳

が指名するものである．その他の審査員は，JAXA 内の有識者で構成され，メンバーは審

査委員長とプロジェクトが中心となって選定する．表３にメンバーリストの例を示す．  

3）審査委員と協力しながら，プロジェクト担当者側が確実に記録､ 管理する。 プロジ

ェクト担当者は､ 審議内容をその場で整理し､ 参加者の確認を得てアクションアイテ

ムを確定すること．議事録は会議後速やかに（数日内）確定させること． 

4）プロジェクトは、審査会の１週間前までに、審査資料を Review board に提示するこ

と. 

5）審査会までの間に、review board member は、審査対象文書に対する質問・指摘を、

プロジェクトに提出する。プロジェクトは、質問・指摘に返答すると共に、それらに基

づいて必要であれば審査対象文書をアップデートすることができる 

6）本審査会終了後に、審査委員長は、助言・要求事項・審査結果について報告書をま

とめる。（１週間以内を目安） 
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【共通】 
 

 

表１ サブシステム CDR,システム CDR 実施例 

 

衛星システム 

衛星システム熱系 

衛星システム構造系 

衛星システム姿勢・軌道制御系 

衛星システム電源系 

衛星システム通信系 

衛星システムテレコマ・データ処理系 

〇〇観測系 

△△観測系 

□□観測系 

地上運用系分科会 
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【共通】 
 

 

表 2 審査会（サブシステム PDR/CDR，システム PDR/CDR を実施する場合はそれらの審査）

への提出資料 

 

(1) サブシステム確認書（対象領域がシステムの場合はシステム確認書） 

(2) ICD (Interface Control Drawings/Documents) 

(3) 特殊部品・特殊素材リスト（特に特殊な部品・素材があれば） 

(4) LLI （長納期部品）リスト 

(5) FMECA, SPFA, FTA, ETA 結果（SPFA と ETA は必要に応じて） 

(6) EM 等の試験結果報告書 

(7) 検証計画書 

(8) 検証行列（ベリフィケーションマトリックス） 

(9) CIL (Critical Item List) 

(10) PDR からの A/I リスト・ステータス 

(11) 自己点検および EPR からの A/I リスト・ステータス 

 

サブシステム確認書を要求文書としていないサブシステムについては，サブシステム確認

書の代わりに，以下をまとめた文書を用意すること  

 システム要求からの要求のフローダウンのまとめ 

 詳細設計結果としての機能・性能・仕様のまとめ 

 PDR 以降の設計変更点一覧 

 構造解析結果、熱解析結果、その他の各種解析結果 (要求に対する検証) 

 サクセスクライテリアに対する検証 

 BBM 試験結果(あれば)と要素技術の TRL 一覧表 

 Lessons Learned に対する設計への反映  
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【共通】 
 

表３ 本審査会審査員 (review board members)の例 

 

審査員：（順不同、敬称略） 

審査委員長 ○○○○○○ 宇宙科学研究所 所長 

 

審査員  

△△△△ 宇宙科学プログラムディレクタ 

△△△△ チーフエンジニア／統括 

△△△△ DE 技術統括 

△△△△ 安全・信頼性推進部／部長 

□□□□ 安全・品質保証室／室長 

□□□□ 安全・品質保証室 

□□□□ ・・・プロジェクトマネージャ 

□□□□ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

□□□□ 〇〇ミッション系 CDR／審査委員長 

□□□□ システム CDR／審査委員長 

□□□□ 姿勢系 CDR／審査委員長 

□□□□ 熱系 CDR／審査委員長 

□□□□ 構造系 CDR／審査委員長 

□□□□ データ処理 CDR／審査委員長 

□□□□ 電源系 CDR／審査委員長 

□□□□ 通信系 CDR／審査委員長 

□□□□ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

□□□□ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

□□□□ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

オブザーバー □□□□ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  □□□□ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 


