
 反射防止フィルムを新たな成長の柱として

光学材料部品セグメントは、「光学フィルム」「光学
樹脂材料」「光学ソリューション」の3カテゴリーから
成ります。このうち「光学フィルム」と「光学樹脂材料」
を私が担当するオプティカルソリューション事業部が
担い、主に反射防止フィルム、光学弾性樹脂、光ディスク
用紫外線硬化型樹脂、精密接合用樹脂を扱っています。
「光学ソリューション」は、もう一つの事業部であるオ
ートモティブソリューション事業部が担っています
が、セグメント売上高全体の約95％は、オプティカルソ
リューション事業部によるものです。そして、その約半
分を反射防止フィルムの売上高が占めています。

2018年度の光学材料部品セグメントの営業状況を
振り返ると、反射防止フィルムの基材が安価なものに
変更されたために減収となりましたが、その部分では
利益影響が生じず、一方で、スマートフォン向けの需要
減を受けた光学弾性樹脂の販売減少が響き、大幅な減
益となりました。そうした中で「光学フィルム」は、
2016年以降に大型投資を実施した生産設備が全面稼働
を開始し、売上高100億円を超えるカテゴリーに成長し
ました。

 光学材料部品を取り巻く成長機会とリスク

今後の光学材料部品セグメントは、「CASE」と呼ばれる
自動車業界の潮流が成長機会となり、コクピット内のディ
スプレイの枚数増加と大面積化、搭載されるセンサーや
カメラの飛躍的増加によって、反射防止フィルム、光学弾
性樹脂、精密接合用樹脂などの需要拡大が見込まれま
す。そこでは同時に、自動車運転の安全にかかわるディス
プレイの視認性向上ニーズがより顕在化し、反射防止フィル
ムへの評価が高まる機会となるなど、当社製品による価
値提供への認知も一層拡がっていくと思われます。
こうした需要変動への対応として、私たちは樹脂製品

の生産工程の共有化やオペレータの多能工化を図り、環境
変化に合わせて柔軟にシフトしていきます。
また、社内では、日常的に、製品カテゴリーの垣根を

越えた技術交流が盛んに行われています。例えば、製品
に関する分析・解析技術は、光学材料部品に限らず、
当社の全製品を対象としたものであり、新しい解析手法
や設備などの情報が社内で広く共有されています。この
ような取り組みに対しては、現在、お客さまからも高い
評価を頂いており、当社の新たな付加価値として成長し
つつあります。

光学材料部品セグメント

人々が知らない間に
「安全」や「快適」を
享受できるような幸せを
実現する事業へ
執行役員 オプティカルソリューション事業部 事業部長

吉田　孝

プロフィール
2003年、当社前身のソニーケミカル株式会社に入社。当時の根上事業
所（石川県）に勤務。その後、中国・蘇州工場にて管理部門副部門長、
資材部長を務め、帰国後は2011年に事業推進部長、2016年にフィルム
プロダクツ事業部長。反射防止フィルム事業拡大を果たし、2017年
の執行役員就任を経て2019年より現職。

 反射防止フィルムの製品構造と利用用途

反射防止層
低屈折層

低屈折層

密着層

高屈折層

高屈折層

ベース
フィルム

接着層

防汚層
クリアorアンチグレア
ハードコート層

車載用ディスプレイ
フラットディスプレイパネル
タブレットPC ノートPC

新しい価値の創造・社会課題の解決
 セグメント別事業概況
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 新規領域での成長を加速し、構造転換を促進

現在推進中の「中期経営計画2023」において、光学
材料部品セグメントは、コンシューマーIT製品市場へ
の依存度を低減しながら、自動車向けビジネスを拡大
し、新規領域での成長を加速していく構造転換の担い
手となります。
その役割を確実に果たし、中期経営計画の達成に

寄与するために、光学材料部品セグメントでは、前述の
自動車業界における成長機会をしっかりと取り込み、
成果につなげていきます。
自動車運転の安全性確保という社会課題に対し、反射

防止フィルムによる車載ディスプレイの視認性向上や
ヘッドインパクト対策（飛散防止）、光学弾性樹脂による
衝撃吸収など、当社製品は多くの面で価値を提供するこ
とができます。こうした貢献により、価格条件による競争に
負けないポジションを築いていくことが重要になります。
私たちが目指す「ありたい姿」は、世の中の人々が

知らない間に「安全」や「快適」を享受できるような幸せ
を実現する事業です。そうした社会づくりへの貢献を
通じて、自らの事業価値を高めるべく、技術力に一層
の磨きをかけていきます。
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当社がお客様のニーズに応えるさまざまな機能性材料やフィルムを開発し、上市する中で、その拠りどころ
になっているのが分析解析ラボです。最新技術に裏付けされた高感度・高分解能を誇る各種計測機器を備える
だけではなく、それらの装置を扱う技術者は各部署の製品や開発品に関する知見や最適な前処理と分析手法
を活用し、自社製品の開発・製造のみならずお客様の製造過程で生じた課題の早期解決に役立っています。
また、当社はフィルムの層構成や材料の混合、塗布、結晶成長などのプロセス条件最適化のために流体、構造、

光学に関するシミュレーションをおこなう専門組織をもち、理論的なアプローチで実挙動の検証をおこない、
開発・設計から製造まで幅広くサポートしています。

 製品品質を支えるデクセリアルズの分析解析技術

光学フィルム
 反射防止フィルム

光学樹脂材料
 光学弾性樹脂
 精密接合用樹脂
 光ディスク用紫外線硬化型樹脂

光学ソリューション
 車載ディスプレイ向けソリューション

 オプティカルソリューション事業部　  オートモーティブソリューション事業部

分析解析ラボ内の様子
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 2018年度の営業状況について

2018年度の電子材料部品セグメントの営業利益は
前年度比で減少しましたが、一方で戦略製品の売上が
伸びた、重要な一年となりました。異方性導電膜（ACF）
では粒子整列型ACFはスマートフォン、車載ディスプ
レイ向けに大きく増加し、接合関連材料では熱伝導
シートが通信基地局向けに好調に推移しました。
また、表面実装型ヒューズでは、電動工具向けを中心

とした大電流対応品の需要拡大で前年度に続き増収と
なりました。

 次の成長を担う粒子整列型ACFが大きく伸長林

コネクティングマテリアル事業部は、異方性導電膜
（ACF）をメインとしており、その他の接合関連材料と
しては、各種の粘着・接着テープ類を扱っています。
ACFは、熱硬化性樹脂の中に導電粒子を含有させるこ
とで、導電と絶縁の特性を両方備えた接合材料で、電子
部品および基板の超小型化・精細化が進むディスプレ
イの生産において、必要不可欠な製品となっています。

2018年度は、スマートフォン市場の減速を受け、全般
的にACFの需要が減少し、極めて厳しい営業状況となり
ました。しかし、車載向けやハイエンドスマートフォン
向けに採用が進んだ粒子整列型ACFの需要が増加した
ことから、売上単価が上昇し、ほぼ前年度並みの売上高
を維持することができました。その一方で利益面は、急
増した需要への対応で固定費が増加し、減益となりました。
差異化技術製品として注力してきた粒子整列型ACF

の売上拡大は、当期における大きな成果と捉えています。
また当期は、0.5ｍｍ幅という極細ACFの量産化に成功
しました。

 差異化技術製品による市場ポジションの奪取

当事業部は今後、中期経営計画の基本方針の一つに
掲げた「既存領域における企業の質的転換」を推進すべく、
差異化技術製品の拡大によって、圧倒的市場ポジション
の奪取を目指します。具体的には、ハイエンドスマート
フォンや8K対応テレビに見られるディスプレイの高精細
化、狭額縁化、有機EL化など進化の流れを捉え、粒子整列
型ACFの業界デファクト化を推進していく考えです。
こうしたディスプレイの進化において、接続する半

導体の電極の幅・間隔はさらに精密化し、粒子整列型
ACFでなければ対応できない状況になりつつあります。
また、ディスプレイの搭載拡大が見込まれる自動車分
野においても、接続の信頼性がより高い粒子整列型
ACFの需要増が期待できます。
中期経営計画では、2023年度までに粒子整列型ACF

の売上高を100億円規模に拡大する方針ですが、今のと
ころ極めて順調に進捗しています。
一方、社会課題の解決という観点で捉えると、粒子

社員の満足度を高め、一人ひ
とりの考えを許容し、変化に対
応できる組織を実現
執行役員 E&Eソリューション事業部 事業部長

田村　久弥（右）
プロフィール
1986年、当社前身のソニーケミカル株式会社に電気系技術者として
入社。モーターの効率化やリチウムイオン電池二次保護素子（SCP）の
開発に携わった後、当時の根上事業所（石川県）に勤務。2007年から
中国・蘇州工場にて製造・技術担当役員を務め、帰国後は2016年に電子
デバイス事業部長、2017年に執行役員就任を経て、2019年より現職。

電子材料部品セグメント

お客様の課題を把握し、解決を
提供できるパートナーとしての
事業部を目指す
執行役員 コネクティングマテリアル事業部 事業部長

林　宏三郎（左）
プロフィール
1992年、当社前身のソニーケミカル株式会社に入社。営業や開発業
務に従事し、熱硬化性接着シートや紫外線硬化型接着剤、光学樹脂材
料などを担当。2016年、ディスプレイマテリアル事業部長に就任し、
異方性導電膜（ACF）や光学弾性樹脂（SVR）など主力製品の拡大に
尽力。2019年より現職。

 異方性導電膜（ACF）の製品構造

絶縁コート

めっき層
樹脂

絶縁コート付き
導電粒子

異方性導電膜
（ACF）

新しい価値の創造・社会課題の解決

 セグメント別事業概況
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中期経営計画にもとづく当面の動きとして、熱伝導
シートは今後、5G通信基地局向けの需要増加を取り込
み、売上の拡大を図りつつ、車載分野への展開を進めて
いきます。表面実装型ヒューズは、ロボット家電や電動
工具など大電流用途の拡大を維持しながら、車載分野
向け製品の開発に注力します。
私自身の想いとして、これからのE&Eソリューション

事業部は、そこで働く社員の満足度を幸せの尺度とし
て重視し、トップダウンに拠らず、社員一人ひとりの
考えを許容することで、変化に対応できる組織を実現
したいと考えています。

整列型ACFの拡大は、生活の利便性を高めるとともに、
お客様の生産現場においても、歩留りの高さによるロス
削減や圧着温度の低温化に寄与し、省資源・省エネルギー
効果をもたらします。
私たちは、お客様への材料提供のみを行う単なる

サプライヤーではなく、お客様が抱える課題を把握し、
その解決を提供できるパートナーとしての事業部を目指
してまいります。

 有機・無機・電気・微細加工の四つの粋を集積田村

E&Eソリューション事業部の「E&E」というのは、
「Electronic Components & Environment」の略で、主に
熱伝導シートなどの接合関連材料、表面実装型ヒューズ
などの電子部品材料、その他に環境・新エネルギー材料
を扱っています。
電子材料部品セグメントに限らず当社は、接着剤に

端を発する有機化学系の材料技術に、無機材料を組み合
わせ、電気および微細加工の技術とともに応用すること
で、独自の強みを築き上げてきました。私たちE&Eソリュー
ション事業部が開発・提供する製品群は、まさに有機・無
機・電気・微細加工の四つの粋を集めたものと言えます。

主力製品の熱伝導シートは、スマートフォンなどの
モバイルデバイスや通信基地局に多く用いられ、CPU
などICチップが発する熱を素早くヒートシンクや筐体に
伝えることで放散し、デバイスの性能を守ります。もう
一つの柱である表面実装型ヒューズは、リチウムイオン
バッテリーの過充電・過電流を遮断し、電子機器を保護
するもので、モバイルデバイスやノートPCの他、ロボット
掃除機などの家電にも不可欠なものとなっています。

 通信分野での技術を活かし、車載分野へ展開

2018年度は、熱伝導シートの売上高が計画を下回り、
ほぼ前年度並みにとどまりました。販売数量は概ね計
画通りに増加したものの、結果として低価格帯の製品
が中心となったためです。表面実装型ヒューズは、ロボッ
ト掃除機向けなどの大電流用途の製品が好調に推移
し、売上を拡大しました。
これらの製品群は、これまで主にコンシューマーIT

製品市場の通信分野を中心に成長を遂げてきました。
今後は、コンピュータ化が進む車載分野において、通信
分野で培ってきた技術を活かし、当社製品の導入拡大
を目指していく方針です。
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 基地局、データセンター5G化に伴う発熱量の増大

4G世代

5G世代発熱量
5

1

2013 2015 2017 2019 2021 2023 年度

LTEの100倍

LTEの1/10

超高速
10Gbps

不連続な
発熱量の増大

超低遅延
1mm秒レベル

基地局、モバイル、自動車、スマートホーム、データセンターすべてのモノが瞬時に
継続的につながる必要があり、CPUの駆動を止められない事、更にCPU性能
向上も加わり放熱の必要性は拡大

表面実装型ヒューズ マイクロデバイス異方性導電膜
 異方性導電膜（ACF）

接合関連材料
 工業用機能性接合材
 機能性テープ
 熱伝導シート

 表面実装型ヒューズ（SCP）  無線偏光板等の無機材料

 コネクティングマテリアル事業部　  E&Eソリューション事業部
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新領域への挑戦
社会から評価される製品を生み出すためには、社員一人ひとりが社会の諸問題に関心を持ち、
自らの研究を課題の解決に活かそうと考える企業文化の醸成が欠かせません。
当社は2016年度より、新しい発想で新規事業を立ち上げたい社員が、自ら手を上げ提案することができる社内ベンチャー制度
「バーチャルスタートアップ」を設けています。バーチャルスタートアップにより立ち上がった製品のひとつが
「防曇防汚ソリューション・キレイア」です。
近年、国連が策定したSDGs（持続可能な開発目標）など、グローバル規模で社会課題を解決に導く枠組みが整備され、
諸問題に対する意識が高まっています。常に社会やお客様のニーズに向き合い、新しい価値を提供し続けるため、
こうした社内ベンチャーなどの仕組みを活かし、新しい製品の開発と事業化をこれからも目指していきます。

環境、ライフサイエンス分野

当社の排水処理剤は、要素技術である有機材料設計、配合技術を応用し生まれました。この製品は植物の特性を活かした排水処理剤であり、植物に含まれる水溶性成分が
凝結・凝集機能を発揮することで、好ましい凝集状態を実現させます。さらに、無機凝集剤などの薬品使用量を削減することで、汚泥排出量の低減を実現します。
また、植物の繊維構造が通水性向上に寄与し汚泥の脱水時間短縮や含水率低減を実現することで、排水処理コストの削減に貢献します。一般的には凝結、凝集、脱水促進

のそれぞれの段階で処理剤が使用されますが、この製品はその3つの機能を一剤で発現することができ、既設の排水処理設備で使用が可能です。

主な製品ラインアップ 植物の力を活かし工場排水の水質を改善する排水処理剤（無機排水用）

熱線再帰フィルム アルビード
新しいタイプの窓用透明遮熱フィルム。
内部の特殊な反射膜が太陽からの熱線
（近赤外線）だけを上方に反射させるこ
とにより、地表方向への熱線を低減しま
す。屋内の温度上昇を防ぎながら屋外環
境にも配慮する製品です。

医療用アイシールド
フィルム表面にナノレベルの凹凸構造
を形成することで、可視光線の反射を抑
制し、光のほとんどを透過します。
そのため、従来品と比べ、シールド装着時
の違和感・疲労感が軽減されます。また、
防曇性にも優れており、医療従事者の作
業者の作業環境改善に貢献します。

> キレイアの詳細はPage 34をご覧ください。

新しい価値の創造・社会課題の解決

 新規領域での事業
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デクセリアルズの技術で自動車の未来をサポート
当社はエレクトロニクス分野を中心に、最先端の材料技術、プロセス技術に磨きをかけてきました。そこから生まれたユニークな機能性材料をさまざまな分野へ応用し、
用途を広げています。そして今、これまで培ってきた技術とソリューションで新たな分野に挑戦すべく、自動車領域へ展開を進めています。
センシング技術やシームレスな通信環境、運転者に対するインターフェース。これらの要件が高度かつ複雑に求められ、自動車産業はこれまで以上に技術領域が拡大して
います。私たちはこの加速する自動車のインテリジェント化を独創的な技術でサポートしていきます。

インストルメントパネル※1

・反射防止フィルム
・反射防止フィルム　モスアイタイプ
・光学弾性樹脂（SVR）
・異方性導電膜（ACF）

ヘッドアップディスプレイ
・反射防止フィルム モスアイタイプ
・無機波長板
・無機拡散版
・異方性導電膜（ACF）
・熱伝導シート
・スパッタリングターゲット

センシングカメラ
・紫外線硬化型/熱硬化型接着剤
・異方性導電膜（ACF）
・熱伝導シート

センターインフォメー
ションディスプレイ
・反射防止フィルム
・反射防止フィルム
モスアイタイプ
・光学弾性樹脂（SVR）
・異方性導電膜（ACF）
・熱伝導シート

ドアミラー
・スパッタリングターゲット

ヘッドライト
・熱伝導シート
・スパッタリングターゲット

ミリ波レーダー対応エンブレム
・スパッタリングターゲット

ルームミラー※1

・反射防止フィルム
・反射防止フィルム　モスアイタイプ
・光学弾性樹脂（SVR）
・異方性導電膜（ACF）

テールライト※2

・異方性導電膜（ACF）

バッテリー
・熱伝導シート
・表面実装型ヒューズ

※1　ディスプレイ搭載タイプ
※2　有機ELタイプ

用途

chapter 1
Introduction

chapter 2
Strategy

chapter 3
Materiality

chapter 4
Financial Section

chapter 5
Corporate Info

Dexerials Integrated Report 2019   33



技術を活かした独自のソリューションで
より社会貢献度の高い価値を提供
私たちは、既存分野の枠を越え、社会課題の解決に寄与する価値創造に取り組んでいます。
ここでは、複合機能を発揮する防曇防汚ソリューション「キレイア」をクローズアップします。

防曇と防汚を両立、洗面化粧台への採用を獲得

「キレイア」は、当社が開発した防曇防汚ソリュー
ションの名称です。素材の表面に独自のプロセスで
材料をコーティングし、撥水撥油や吸湿といった複合
機能を持たせることで、水蒸気によるくもりを抑え、
水分や油分を含む汚れの付着を低減させるととも
に、表面の傷やはがれに強い高硬度・高耐久性を維持
します。
当社は、この防曇防汚ソリューションを開発し、パナ

ソニック株式会社が2018年8月に発売した洗面化粧
台への採用を獲得しました。洗面化粧台の鏡に付着
する水垢や歯磨き粉、化粧品などの汚れをコーティ

ング層がはじいて浮き上がらせ、払拭を容易にし、
またコーティング層が水蒸気を吸収することで、浴室
からの湯気による鏡面のくもりを抑えます。
「キレイア」は、当社が培ってきた液晶ディスプレイ
の表面に指紋や汚れを付着しにくいように加工する
技術を応用したものです。防曇と防汚を両立したソリュ
ーションは今までになく、他の分野で活用できる可能性
を探ることで製品化につながりました。防汚機能が
強い払拭による手入れを不要とし、それが加工表面の
高耐久性をもたらすという相乗効果を生んでいます。

新防曇・防汚フィルムの特徴
新開発の多機能コーティング層により

を実現

 高い防曇機能　  強い防汚機能　  帯電防止性　  耐傷性
 優れた耐久性

鏡のくもるスピードの比較

油性汚れに対する効果の比較（油性マジック）
加工なし

防曇防汚加工

水蒸気を吸収する 水滴/油滴ははじく

プラスチック基材（PET、PCなど）

多機能
コーティング層

0分 ３分 10分 15分

防曇防汚加工

未加工

新しい価値の創造・社会課題の解決

 特集 ―キレイア―
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水回りから工場、自動車、
医療現場へ拡がる可能性

現在、当社は「キレイア」のさらなる採用を目指し、
さまざまな分野への用途拡大に取り組んでいます。
家庭内の用途では、浴室内の水垢による汚れを防ぐ

ため、ドアや床材、壁材、水栓金具などのパーツ類への
加工をターゲットとしています。また、同じく水回りで
あるキッチンやトイレにもニーズが拡がっています。
暮らしに快適性を提供し、掃除や手入れなどの家事負担
の軽減によって、生活時間の質的向上をもたらします。
生産現場の自動化が進む産業界に目を向けると、

工場では生産ラインの各所にセンサー類があり、それら
の光を通す窓に防曇防汚加工を施すことで、センサー
の誤検知・誤動作などの低減が可能となります。自動
化ラインの信頼性を高め、生産現場の稼働率向上を支
えるものとして、2019年10月にオムロン株式会社より
発売される光電センサーにも採用されています。
一方、車載分野においても、電動化や自動運転化の

進展とともにセンサー類が多く使用されており、これら
を確実に動作させ、安全性を高める上で防曇防汚加工
が有効であると考えられます。視界不良の解消という
点でも安全な運転に寄与し、ボディー全体のコーティ
ングに応用すれば、手入れの負担軽減にもつながります。
その他には、手術器具や機器を扱う医療現場におい

て、消毒を含むメンテナンスを行う際、器具・機器の
防汚処理が衛生面の維持に寄与すると思われます。
このように「キレイア」の用途拡大は、社会課題解決

の観点において多くのメリットが期待できます。

幅広い価値提供を目指す
新規事業に必要なもの

「キレイア」は、自分のアイディアで新規事業を立
ち上げたい社員が応募できる社内ベンチャー制度と
して2年前に発足した「バーチャルスタートアップ」
の第1号採択案件です。提案段階から、大手住宅設備
メーカーとのコネクションと洗面化粧台への利用と
いう具体的な道筋を固めていた「キレイア」は、同制
度の採択により権限と予算を獲得し、事業の軌道化・
収益化への目標を設定されて、起業に至りました。
当社は、技術力を活かしたユニークな発想でビジ

ネスの幅を拡げるべく、「バーチャルスタートアッ
プ」の活用を進めるとともに、技術交流会や表彰制度
などを通じて、新しい発想を社員が尊重し、共有する
場を設けています。そうした自由で開放的な雰囲気
の中で「キレイア」は、有意義な意見や高評価を得る
ことができました。
幅広い価値提供を目指す新規事業には、はじめに

当社の技術ありきでなく、お客様の課題に向き合い、
お客様の強みを活かす形で要望に応えていくソリュ
ーション開発が求められます。そして、お客様と対等
にやりとりできる専門知識を備え、常に柔軟に発想
するアプローチ姿勢を保持することで、お客様自身
が気付いていないニーズを捉えた、有効な提案が可
能となります。
当社は、これからも既存分野の枠を越えた価値創

出に挑戦し、社会課題の解決に貢献してまいります。

パナソニック株式会社
洗面化粧台「ウツクシーズ」

（当社技術採用）

オムロン株式会社
小型反射形光電センサー

「E3ASシリーズ」
（当社技術採用）
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環境マネジメント体制 ISO14001認証取得

環境
マネジメント
システム

会社名 拠点名 認証登録番号

ISO14001

デクセリアルズ
株式会社

本社
栃木事業所
鹿沼第1工場・第2工場 
なかだ事業所
多賀城分室

4283884

Dexerials Europe B.V. NL016090-1

Dexerials （Suzhou） Co., Ltd. CNBJ311710-UK

Dexerials （Shenzhen） Corporation CNGZ301221-UK

環境マネジメント

当社グループは、気候変動への対応として事業活動
における温暖化防止対策や、環境負荷の低減に向け
た取り組みとして資源の有効利用、廃棄物の適切な分
別・回収・処理、節水に努めています。

環境マネジメントシステム

当社グループは環境理念と基本方針※のもと、国
内・海外の事業所を包括する環境マネジメントシス
テムを構築し、このシステムにもとづいて環境管理
責任者が各事業所を統括・管理し、全社体制で事業所
間を横断した環境活動に取り組んでいます。各事業
所にはそれぞれ環境事務局を置き、事業所ごとに異

なる取り扱い製品や設備を考慮した活動を展開して
います。これにより、国内・海外の主要拠点において、
環境マネジメントシステムの認証であるISO14001

の外部認証を取得しています。

※環境理念・基本方針は当社webにて公開しています

WEB  https://www.dexerials.jp/csr/envi/vision.html

国内製造事業所の統括管理
海外法人製造事業所の活動推進

統括環境責任者（トップマネジメント）

環境管理責任者（総務・人事部門長）

環境管理事務局（総務部）

海外法人製造事業所

鹿沼
第1工場本社

鹿沼
第2工場

栃木
事業所

なかだ
事業所

多賀城
分室 America Europe Suzhou Shenzhen

新しい価値の創造・社会課題の解決

環境マネジメント

デクセリアルズグループの環境活動は、企業ビジョン、
CSR方針のもと「環境理念」と「基本方針」を定め、
ISO認証取得の主旨とプロセスに沿って推進してい
ます。
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環境中長期目標の策定について

当社は持続可能な社会の実現に向けた取り組みとして、2019年から2021年までの3事業年度における環境中期計画に加え、2030年に向けた長期目標を策定しま
した。今後も目標達成に向け計画的な取り組みを推進していきます。

※ゼロエミッション：リユース・リサイクル率99.5%以上を「廃棄物ゼロエミッション」と定義する。

2018年度目標 2018年度達成 2019年度目標 2020年度目標 2021年度目標 2030年度目標

CO2
  事業活動からのCO2排出量を
前年度比1%削減

×   事業活動からのCO2排出量を
前年度比1%削減

同左 同左 2013年度比
50%削減

廃棄物   ゼロ・エミッション※の継続
  発生量の削減

○
×

  ゼロ・エミッション※の継続
  発生量の削減

同左 同左 2013年度比
75%削減

水
  前年度比で使用量の減少
  水質に関する自主基準の
遵守

×

○

  前年度比で使用量の減少
  水質に関する自主基準の
遵守

同左 同左 2013年度比
70%削減

VOC
  前年度比で使用量
横ばいもしくは減少

×   前年度比で使用量
横ばいもしくは減少

同左 同左 2013年度比
99%削減

環境中長期目標（2019～2021、2030）

2018年度レビュー 2030年目標の達成に向けて

2018年度は主に下記の環境負荷低減施策に取り組みました。

CO2 

廃棄物

水

VOC

季節ごとに有効な節電対策を実施しました。冬季の冷たい外気を使ったフリークーリングによる空調用水の
冷水化や、建屋に遮熱塗装を施すことで夏場の冷房効率アップによる電力削減をおこないました（栃木事業所）。
施設設備を更新する際、設備のインバーター化など機能の適正と高効率化により、省エネを実現しました
（鹿沼工場）。
しかし、生産量の増加によりCO2排出量は前年度比で2%増加しました。

製品の歩留まりアップによる廃プラスチックフィルムの排出量を削減、分別リサイクルと有価化の拡大など
に取り組みました。
しかし、生産量の増加により廃棄物発生量は前年度比で21％増加しました。

水の日や水の週間などの地域の活動にも参加、併せて社内の節水啓発を継続して取り組みました。
しかし、夏季の高温対策などにより水使用量は前年度比で7％増加しました。

排気ガス除害処理システムの導入、対象物質の工程改善や代替え物質の検討などVOC排出基準を遵守しています。
また削減活動として、製造装置の洗浄自動化による溶剤使用量の削減や、洗浄溶剤の再利用などの施策を講
じています。
しかし、生産量の増加によりVOC排出量は前年度比で9％増加しました。

新たに策定した2030年度の長期環境目標の達成
に向け、下記のような施策を予定しています。

CO2

 

廃棄物

水

VOC

ガスエンジン発電、最新技術の導入などにより
2013年度比50％削減

社内発生廃棄物の社外移動量削減の施策検討・
実施により2013年度比75％削減

最新設備の導入などにより2013年度比70％
削減

ケミカルフィルタの使用などにより2013年度
比99％削減

chapter 1
Introduction

chapter 2
Strategy

chapter 3
Materiality

chapter 4
Financial Section

chapter 5
Corporate Info

Dexerials Integrated Report 2019   37



品質推進体制

当社は、品質マネジメントシステムに適合した事業
活動をおこない、法規制や顧客要求事項への適合を確
実にする目的から、トップマネジメントを頂点としたプ
ロセスマネジメントの推進体制を構築しています。
品質事業計画の達成および製品実現のためには、

各組織をまたいだ活動の推進と連携が不可欠であ
り、連携が必要な活動単位を「業務プロセス」として
個別に設定し、「業務プロセス」毎の責任体制のもと
で運営をおこなっています。
当社では、重大な品質問題の防止・対応をはじめ、

品質への取り組みを監視し、改善するための品質KPI

を全社レベルと業務プロセスレベルの2段階で設定
しており、全社と業務プロセスレベルで二重の
PDCAサイクルを回す事により、品質KPIの確実な達
成に結びつくよう活動を展開しています。
業務プロセスごとに設定される品質KPIは、各組織

の改善目標と施策に落とし込まれ、施策の実行、リ
スクおよび機会の結果を判断するために用いられま
す。
全社で設定される品質KPIは、品質事業計画の達成

度を測るための指標として管理し、月毎の進捗確認
や年度末のマネジメントレビューにて、年間の活
動により成果が得られたかを判断するために用い
ています。

品質理念基本方針

 品質理念  
「私たちデクセリアルズグループは、企業ビジョン「Value Matters 今までなかっ
たものを。世界の価値になるものを。」のもと、技術の追求と高い品質の製品・サー
ビスの提供を通し、お客様の製品価値向上に貢献します」を品質理念として掲げ、
品質活動に取り組む基本的な方向性を示した品質基本方針を制定し、品質と製品
安全に関わるさまざまな活動に取り組んでいます。

 基本方針 
1. 安心・安全な製品・サービスを提供します。
2.  関係法令・規制、お客様との取決め事項、社内標準類を確実に順守します。
3. 継続的なリスク低減活動と未然防止活動を実践します。
4. OJT・教育訓練を通じて、人材の育成・専門性の向上を図ります。
5. 品質マネジメントシステムを活用し、その有効性の向上に努めます。

全社レベル
（トップマネジメント）

● 事業計画策定
● 品質方針／KPI設定

● カテゴリー／
職場計画策定

● リスクと機会の明確化
● 施策策定
● 計画の実行と進捗管理

● モニタリング、進捗確認

● 是正処置
● パフォーマンス／
活動レビュー

● 課題やリスクの変化確認

● 品質レポート
● 内部品質監査
● マネジメントレビュー
 （見直し／次年度
計画へ）

業務プロセスレベル
（プロセスオーナー）

プロセスマネジメント運用図

P

D

C

A

事業計画
策定

事業計画
実行

KPI、活動
確認

改善／
横展開／
見直し

Plan

Do

Check

Action

新しい価値の創造・社会課題の解決

品質マネジメント

デクセリアルズグループでは安心して製品をお使いいただくために、信頼性と満足度の高い製品品質の確保に
取り組んでおり、当社製品の用途に対応した品質マネジメントシステムの認証を取得しています。
また、お客さまの要求事項や製品にかかわるコンプライアンスを確実に実行し、品質の維持とお客さま満足の
向上を推進しています。
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品質マネジメントシステムの認証取得状況

当社グループ全ての製造事業所は、品質理念や基
本方針の推進と設計・開発や製造、品質保証などの事
業活動の基盤となる品質マネジメントシステムとして、
国際規格ISO9001の認証を取得しています。
また、車載用途製品や医療用途製品の事業拡大に

合わせ、事業領域毎に特徴的な顧客要求や法規制に対
応できる品質保証体制を確立しています。車載用途製
品では、自動車用部品に求められる高い品質と信頼性
を維持するための自動車産業用セクター規格である
IATF16949を取得し、VDA規格（ドイツ自動車工業会
の品質規格）への対応もおこなっています。また、医療
用途製品では、該当する製品分類に応じて、安定した
品質とコンプライアンスが重視される医療機器用規格
のISO13485を取得しています。

製品安全

製品の安全性は最優先との基本方針のもと、製品の
安全性を保証しお客さまに安心してお使いいただくた
めに、当社では各種製品安全規格への適合試験を実施
し、認証登録を受けています。特に実質的な国際規格
であるUL規格（安全規格の制定や試験、認証をおこな
う企業であるUL LCCが制定した安全規格）について
は、お客さまからの認証登録要求のみならず製品安全
を保障する観点から、当社グループのさまざまな製品
において積極的に認証登録を受け、部品レベルにおけ
る安全な製品の供給を続けています。
また、液体状の製品が多い当社では、製品安全情報

をお客様へ正確にお伝えするため、SDS（Safety Data 

Sheet：安全データシート）の作成に専用のシステムを
導入しており、国内外の法規制に対応したSDS提供を
おこなっています。

品質管理技術の自社開発

当社グループは、会社の強みとして独自の高い生産
設備設計技術を有しており、品質管理面においても人
に頼らない製品検査設備や判定方法を積極的に導入
しています。
一例として、フィルム製品の生産ライン（Roll to Roll

連続生産：ロール状に巻いた材料を使用して連続生産
を行う方式）においては、高速ラインセンサーカメラと画
像処理技術を組み合わせて、リアルタイムで計測したライ
ンコンディションの結果を製造条件へフィードバックして

制御をおこなうシステムを導入しており、薄膜加工にお
いて、当社が強みとする品質管理の技術をさらに洗練さ
せ、安定した高品質と高生産性を実現しています。
また、当社では、蓄積した計測値のビッグデータを

解析し検査の精度アップに応用する取り組みや、品質
向上と効率化を同時に狙ったAI協働ロボットの導入な
ど、生産技術革新への取り組みを積極的に推進してい
ます。  

品質コミュニケーション

当社グループは、お客さまとのコミュニケーションを
通して、お客さまのご要望や技術的課題を共有し、技
術面での支援や解決策を提供することで、お客さま
の信頼に応え、ご満足いただける製品づくりを目指
しています。
重大な品質問題や製品事故の発生が懸念される場

合も含めて、ステークホルダーに影響をおよぼす品

品質
マネジメント
システム

会社名 事業所名 認証登録番号

ISO9001

デクセリアルズ
株式会社

本社
栃木事業所
鹿沼第1工場
鹿沼第2工場
なかだ事業所
多賀城分室

3790996

Dexerials America Corporation
38206-2011-AQ-
USA-RvA

Dexerials Europe B.V. NL012504-1

Dexerials（Suzhou）Co., Ltd. CNBJ312234-UK

Dexerials（Shenzhen）Corporation CNG302155ｰUK

IATF16949
デクセリアルズ
株式会社

鹿沼第1工場 353001
鹿沼第2工場 299078

ISO13485
デクセリアルズ
株式会社

本社
栃木事業所
鹿沼第2工場

MD665939

品質マネジメントシステム認証取得状況

品質問題エスカレーションフロー

社長・コーポレートリスクマネージャー

全社の品質保証責任者

製品カテゴリーの品質保証責任者

事案当事者・発見者
（国内外事業所）

製品カテゴリーの担当役員
ビジネス管理の責任者
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質に関わる問題については、担当の部署から速やか
に経営層に報告し、適切な対応を取る体制を整えて
います。
お客さまからのクレームなどによる返品や回収し

た製品については、高度な解析技術を持つ専門スタ
ッフが分析を実施し、迅速な分析結果の報告並びに
対応をおこなっています。お客さまにて原因の特定
が困難な不具合においても、当社の高い分析・解析力
を持って原因究明の技術支援に対応しています。

技術教育、人材の育成

当社では、スペシャリスト育成を目的とした人事
戦略にもとづき、品質管理において高い能力を持っ
た人材の育成を、継続的におこなっています。
新入社員から専門技術者までの幅広い階層やそれ

ぞれの職種において、必要な品質管理基準を明確に
した品質研修ロードマップを作成し、基礎から専門
的な知識を習得させる研修を、全部門を対象におこ
なっています。
品質管理能力向上を自ら望む社員に向けては、品

質に関する知識の習得度を客観的にはかるQC検定
（日本規格協会が実施する品質管理の知識を問う検
定）にチャレンジする機会を提供しており、職場の品
質マネジメントを実践する管理者や職場リーダーか
らの教育機会に対する要望に応えています。
製造現場では、もの作りに携わるための必要な考

え方を中心とした“ものづくり基礎研修”や改善の技
術を学ぶ“ものづくり技術研修”、現場での日常管理

の仕方を学ぶ“ものづくり運営研修”を実施するほ
か、生産設備のメンテナンスと予防保全に確実に取
り組むための、OJTによる自主保全研修や、機械保全
技能士（設備メンテナンスの技能を証明する国家資
格）の資格取得もおこなっています。
また、昨今問題となっている品質に関連した企業

不祥事を防止するため、品質に関するコンプライアン
スと正しい判断や行動の基準となる企業倫理も含め
た研修を年度毎に全社員を対象におこなっています。
特に、若手社員を対象とした育成の場としては、社

外で開催される各種QCサークル発表会や工場見学
会、講演会へ積極的に参加させ、他社の良い取り組み
事例を学ぶ場として活用し、品質管理のレベルアッ
プを目指しています。

新入社員
研修

（品質研修）

必須研修 選択性研修

品質研修ロードマップ
基礎レベル 専門レベル

品質基礎
e-ラーニング

製品安全の基礎
e-ラーニング UL基礎

ISO9001
基礎

e-ラーニング

品質管理（実践編）

品質管理
（基礎編）

QC7つ道具

是正・予防
処置

検査・測定の基礎

統計的手法（基礎編）
信頼性・故障解析（基礎編）

ISO9001
規格解説

IATF16949
規格解説

新QC7つ道具

なぜなぜ分析

ヒューマンエラー

測定機器の使い方

統計的手法（上級編）

内部監査員養成

コアツール実践

QCストーリー

実験計画法

内部監査員
スキルアップ

：QC検定対応

新しい価値の創造・社会課題の解決

自主保全研修の様子

chapter 1
Introduction

chapter 2
Strategy

chapter 3
Materiality

chapter 4
Financial Section

chapter 5
Corporate Info

40   Dexerials Corporation



調達基本方針 グリーン調達

当社は、地球環境保全と持続可能な社会の実現のた
めに「環境管理物質管理標準」を定め、即時に使用を
禁止する物質、全廃を目指す物質、適用除外項目を明確
にし、当社製品への混入防止または削減状況の管理を
おこない、それにもとづく製品づくりをおこなっています。
当社は、その達成に協力いただけるお取引先さま

をデクセリアルズグリーンパートナーと称し、原則、
製品に使用する原材料・部品は全てデクセリアルズ
グリーンパートナーのお取引先さまから調達します。
グリーンパートナー認定までのプロセスとしては、ま

ず、お取引先さまに対し「環境管理物質管理標準」を説
明し、理解いただくことから始まります。次に、社内の認
定基準への適合性調査として、具体的には法令遵守状
況などについて個別に調査をおこない、認定基準を満
たすお取引先さまについて「グリーンパートナー」として
認定・登録し、取引を開始する流れとなります。
当社は、今後も「グリーンパートナー」との信頼関係に

もとづき、安定した調達をおこなうことを通じて、お客さ

紛争鉱物への対応

当社グループは、人権侵害などに関わる紛争鉱物を含む原材料・部品を使用しないという方針のもと、責任ある
調達を推進しています。製品を供給する者として当社製品に含まれる対象鉱物のトレース情報を確認の上、お客さま
に対して適切に情報提供しています。

まに高品質で安心、安全な製品を提供していきます。
なお、「環境管理物質管理標準」につきましては、

当社Webサイトにおいて、公開しています。
WEB  https://www.dexerials.jp/csr/social/green.html

1. デクセリアルズの調達は、「公正・公明・公平」
を旨とし、お取引先さまとの相互の信頼関係
の上に成り立ちます。

  「公正」とは、定められた方針や手順に従って調達業
務をおこなうこと。
 「公明」とは、恣意的な行動をしないこと。
  「公平」とは、お取引先さまに対して機会均等に接す
ること。

2.  技術力の強化、品質の安定と向上、競争力のあ
る価格などの領域においても、お取引先さま
との協力関係を重視します。

3. 地球環境の保全、持続可能な社会の実現に向け、
デクセリアルズの掲げる「グリーン調達」に
従い、お取引先さまとともに環境マネジメント
に取り組みます。

4. 法令・社会規範の遵守、社会貢献の実現に向け、
デクセリアルズ関係者だけでなくお取引先さ
まとともにガバナンス・コンプライアンスの
強化に取り組みます。

デクセリアルズグリーンパートナー登録制度

環境管理物質管理標準のご説明

環境品質調査

デクセリアルズ
グリーンパートナー登録※1

デクセリアルズ
グリーンパートナー通知※2

デクセリアルズ
グリーンパートナー

1

2

3

4

定期的再調査

※1 基準を満たす企業をデクセリアルズグリーンパートナーとして登録
※2  登録した企業にデクセリアルズグリーンパートナーとなったことを通知
し取引開始

サプライチェーンマネジメント

デクセリアルズは、お取引先さまと健全なパートナーシップを築き、ともに発展していくための活動をサプライチェーンを通しておこなっています。
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