
新しい価値の創造・社会課題の解決

当社は2020年9月、業界初のインクジェット装置
による塗布に対応した光学弾性樹脂「Jettable SVR」
を開発しました。光学弾性樹脂（SVR）は、ディスプレ
イパネル表示部とトッププレートの間にあるエアギ
ャップを埋めるアクリル樹脂で、トッププレートの
材質に近い光学特性を付与することでエアギャップ
の界面での光の反射を防ぎ、視認性を向上させると
ともに、衝撃吸収性をもたらす光学貼合材です。

SVRは当社が上市した2007年以来、スマートフォ
ンやタブレットPC、車載ディスプレイなど、多くの
ディスプレイに採用されてきました。2013年には、仮
硬化させた後に貼合することで作業性をさらに向上
させた「ハイブリッド SVR」を上市するなど、デザイ

ン・イン／スペック・インのアプローチで得られる顧
客の多様なニーズに応えながら、当社は常にSVRに
新しい価値を付加すべく開発に注力してきました。
そのような中、今後、曲面や異形ディスプレイの搭

載が増えることが見込まれるという市場の方向性に
着目し、取り扱いやすさの改善や塗布形状の自由度
の一層の向上をめざす中で誕生したのが、「Jettable 

SVR」です。薄型化しながらも接着信頼性を上げた
い、任意に厚みを変えられるようにしたい、といった
お客さま側のご要望を踏まえ、最適な開発プロセス
を議論する中で印刷などに用いられるインクジェット
という一般的な技術を用いてSVRを使用するという
アプローチが生まれました。
インクジェットヘッドからSVRを均一に噴射し、

硬化させて透明な層をつくり出すには、非常に高度

な技術力を要しますが、「Jettable SVR」ではわずか
10μの厚さで均一に塗布することが可能です。また
インクジェット技術を応用し、意図した位置に適切
な量の樹脂を高い精度で塗布できるため、従来の
SVRが持つ優れた光学特性はそのままに、取り扱い
やすさと塗布形状の自由度が大幅に向上しました。
ソフトウェア上で塗布形状や塗布厚の変更ができる
ほか、従来の塗布方法に比べてインクジェット塗布
の速度が速いことから生産性の向上も実現します。
従来の光学貼合材では対応しきれない複雑な形状

や厚みの変化が求められる新しいデザインのディス
プレイ向けに「Jettable SVR」を積極的に展開するこ
とで、ディスプレイにおける視認性の向上や、車の安
全性向上に貢献していきます。

オプティカルソリューション事業

業界初のインクジェット塗布による光学弾性樹脂
「Jettable SVR」が誕生！
曲面など新しいデザインのディスプレイでの視認
性向上を実現します

「Jettable SVR」と従来の光学弾性樹脂の特長比較

Jettable SVR ハイブリッド SVR SVR

塗布方式

 インクジェット塗布  スリット塗布  ディスペンス塗布

塗布貼合方法

  樹脂を印刷のように必要な箇所に適切な量を
塗布し、UV仮硬化をおこなう

  その後、真空貼合をおこない、UV本硬化によ
って樹脂を硬化させる

  樹脂を一面に均一に塗布し、UV仮硬化により
樹脂形状を保持させる

  その後、真空貼合をおこない、UV本硬化によ
って樹脂を硬化させる

  樹脂量を計算し、トッププレート上に塗布する
  その後、トッププレートを反転貼合すること
で樹脂を一面にぬれ広げ、UVによって樹脂を
硬化させる

塗布形状
  塗布形状をソフトウエア上でコントロールで
きるため、四角形だけでなくさまざまな形に
塗布可能

  スリット塗布のため、塗布形状が四角形に限
定される

  ディスプレイから樹脂がはみ出さないように
するため、塗布形状パターンの構築や周辺に
ダム樹脂を塗布するなどの制御が必要

取り扱い
  ディスプレイ変更による塗布形状の切り替え
はソフトウエア上で実施するため、メンテナ
ンスを最小限に抑えることができる

  ディスプレイ変更による塗布形状の切り替え
時にはハードウエアのメンテナンスが必要

  ディスプレイ変更による塗布形状の切り替え
時にはハードウエアのメンテナンスが必要

価値創造・社会課題の解決に向けた取り組み
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当社の表面実装型ヒューズは、リチウムイオン電
池の過充電・過電流が発生した際、ヒューズエレメ

2020年7月、当社は、最表面の防汚層を真空蒸着法
で形成することで、耐久性を当社従来品比で40倍
以上に向上させた反射防止フィルム「ARフィルム
HDシリーズ」を開発しました。2021年春には量産
体制を整え順次供給を開始していきます。

ントを溶断させて回路を遮断する2次保護用のヒューズ
です。1994年の上市以来、ノートPCやスマートフォン
の他、大電流を必要とする電動工具のリチウムイオ
ン電池保護用に幅広く採用され、高いシェアを確保して
います。
表面実装型ヒューズを上市して以来、製品の高性

能化や小型化などを進めながら20年以上にわたって
材料技術を蓄積してきた当社は、鉛の環境への影響
や今後の規制強化の可能性に鑑み、鉛フリー化の開
発に取り組み、2018年に、ヒューズエレメントを鉛フ
リー化する技術を開発し、特許を取得しました。

2020年に入って、世界各地でCOVID-19感染拡大
で生産が急増した人工呼吸器に搭載されるリチウム

当社の反射防止フィルムはスパッタリング技術に
よって反射防止層を形成し、優れた低反射性能を実
現した製品で、ノートPCや車載ディスプレイに採用
されています。また、フィルムの最表面には指紋や汚
れをつきにくくし、容易に拭き取れるように防汚層
を設けています。
ノートPCではタッチパネルを搭載したモデルや、

タブレット形状にもなる2 in 1タイプの普及が進み、
ディスプレイの最表面で使用される反射防止フィル
ムには、指やスタイラスペンによる頻繁なタッチ動作
に対応するため、より高い摺動（しゅうどう）耐久性が
求められています。また、車載ディスプレイ用途に
おいて一層の高耐久化を図りたい、というお客さまの
ご要望にお応えするうえでも、反射防止フィルムの防
汚層における摺動耐久性の向上が求められています。

イオン電池向けにも当社の表面実装型ヒューズが
採用されており、急激な需要増に伴い増産体制を敷
きました。小型化や電流の低抵抗といった技術的な
課題を乗り越えてきた当社の表面実装型ヒューズ
の実績が、品質面で高く評価され、お客さまのニーズ
にも合致しています。
コンシューマーIT製品を筆頭に、ドローンや電動

バイクなど、リチウムイオン電池を搭載した製品は
広がりを見せており、当社の表面実装型ヒューズ
は、これからも安全・安心に貢献していきます。

そこで当社では、最表面の防汚層を真空蒸着で形
成する新たな製法を導入することで、摺動耐久性の
さらなる向上をめざしました。そうして開発された
のが「ARフィルム　HDシリーズ」です。従来品の持つ
優れた光学特性はそのままに、防汚層の耐久性を40

倍以上に向上させただけでなく、製造プロセスにお
いても、反射防止層から防汚層の形成までを同一装
置内でおこなう一貫成膜を取り入れることで、生産
効率のさらなる向上を実現しました。
反射防止フィルムが実現する視認性の向上は、車

載ディスプレイでは事故の防止といった安全性の向
上にも直結します。視認性や耐久性の向上で新しい
価値を生み出しながら、新たな社会課題の解決のた
めに今後も貢献していきます。

コネクティングマテリアル事業

オートモーティブソリューション事業

新型コロナウイルス感染症患者を救う
人工呼吸器にも搭載！
当社の表面実装型ヒューズが安全・安心に貢献します

耐久性が40倍以上UP！
反射防止フィルムの新製品で、クルマに不可欠な
安全性の向上に寄与します
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新しい価値の創造・社会課題の解決

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。
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。
当社は社会課題の解決を通じて持続的な成長を実現するため、新領域での事業展開に挑戦し続けていきます。

めっき工場や半導体工場など
で排出される無機系排水の処
理に特化した排水処理剤です。
植物に含まれる水溶性成分が
凝結・凝集機能を発揮し、また、
繊維構造が汚泥からの脱水を
促進することで汚泥の発生量が
減少し、環境負荷低減に貢献し
ます。加えて、汚泥処理に係る
コスト削減も実現します。

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
業環境改善に貢献します。

当社は2020年10月、自動車のデザインハウスであるドイツのSemsoTec Group（以下「セムソテック」）と、車載ディ
スプレイの技術サポートにおける協業をおこなうことで合意しました。
セムソテックは、自動車のダッシュボードに搭載される車載ディスプレイをデザインし、運転席全体のコンセプトづく
りを手掛ける会社です。最新の車載ディスプレイに精通し、ディスプレイの視認性向上にも深い知見を持つため、難
易度の高い設計や全体統合が可能で、快適で安全な自動車を実現するための車載ディスプレイを提供しています。
当社は今後、本協業を通じて、当社の
反射防止フィルムや光学弾性樹脂な
ど、ディスプレイの特性を向上させる
高品質な製品を用いた車載ディスプ
レイのプロトタイプをデザインし、完
成車メーカーをはじめとしたお客さ
まに提案することで、次世代の快適で
安全な車内環境の実現をめざします。

排水処理剤 医療用アイシールド向け
反射防止フィルム
モスアイタイプ

×
ドイツ SemsoTec Groupと技術サポートにおける協業開始

SemsoTec Group概要
名称 SemsoTec Group

所在地 Schleißheimer Straße 91a　D-85748 Garching bei München

代表者 Founder and Managing Director　Jochen Semmelbauer

事業内容

  ヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）やディスプレイソリュー
ションの研究開発、製品開発
  ディスプレイ生産プロセスのための技術開発
  ディスプレイや電子機器のサンプル販売および少量生産

資本金 11.5 Million Euro （2019年12月31日現在）
設立年月 2009年4月

環境・ライフサイエンス分野の主な製品ラインアップ 自動車分野のトピックス

新規領域での事業
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易度の高い設計や全体統合が可能で、快適で安全な自動車を実現するための車載ディスプレイを提供しています。
当社は今後、本協業を通じて、当社の
反射防止フィルムや光学弾性樹脂な
ど、ディスプレイの特性を向上させる
高品質な製品を用いた車載ディスプ
レイのプロトタイプをデザインし、完
成車メーカーをはじめとしたお客さ
まに提案することで、次世代の快適で
安全な車内環境の実現をめざします。

排水処理剤 医療用アイシールド向け
反射防止フィルム
モスアイタイプ

×
ドイツ SemsoTec Groupと技術サポートにおける協業開始

SemsoTec Group概要
名称 SemsoTec Group

所在地 Schleißheimer Straße 91a　D-85748 Garching bei München

代表者 Founder and Managing Director　Jochen Semmelbauer

事業内容

  ヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）やディスプレイソリュー
ションの研究開発、製品開発
  ディスプレイ生産プロセスのための技術開発
  ディスプレイや電子機器のサンプル販売および少量生産

資本金 11.5 Million Euro （2019年12月31日現在）
設立年月 2009年4月

環境・ライフサイエンス分野の主な製品ラインアップ 自動車分野のトピックス

新規領域での事業
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デクセリアルズのエンジニアリング拠点

デクセリアルズ株式会社
栃木事業所

Dexerials (Shanghai) Corporation
Engineering Solution Center

Dexerials Korea Corporation
Engineering Solution Center

Dexerials
Europe B.V.

Dexerials 
America 
Corporation

分析・解析ラボ

当社では、製品の開発・製造段階で見えてきた課題
や品質課題に対して、分析・解析ラボを活用し、技術
者が高度な専門性と豊富な専門知識に基づき、最適
な分析をすることで、早期の課題解決に努めていま
す。分析・解析ラボの起源は、お客さま向けに対応し
ていたカスタマーサポート活動です。当社は、お客さ
ま向けにカスタマイズされた製品について、エンド
ユーザーが使用中に生じた課題のフィードバック
をいただき、それらを分析・解析して解決に向けたサ

ポートを行っています。その中で、課題の抽出やフィ
ールドエンジニアリング的なニーズ把握のノウハウ
が蓄積されてきました。今では、コーポレートR&D部
門の中で、高度な専門性と豊富な製品知識を持つ約
20名の技術者が、月平均で600～700件の分析・解析
依頼に迅速に対応しています。
また、当社のお客さまの多くがグローバルに事業

展開されており、それぞれの地域で高度な課題に即
応できるよう、当社では米国、オランダ、中国、韓国に
エンジニアリング拠点を設置し、サブミクロン（1万
分の１ミリ）単位で綿密に分析・解析ができる環境を
整えています。なお、より高度な分析が必要な課題に
対しては、日本の栃木事業所内にある分析・解析ラボ
が支援しています。

当社の分析・解析ラボは、最新技術に裏付けされた
高感度・高分解能を誇る各種の計測機器を数多く取
り揃えています。そこに専門性を極めたプロフェッ
ショナルの目や指が加わることで、多面的な角度で

分析・解析を迅速に進めることができます。
分析・解析ラボへの依頼者は、実際に製品でトラブル

があったお客さまもあれば、当社内で基礎的な開発を
進めている人、製造過程で何らかの現象を見た人な
どさまざまです。しかし、例えば自動車などの高い安
全性が要求される領域で使われる製品であれば、事
故につながりうる要因を早期に究明することは必須
です。分析・解析ラボでは、そうした依頼内容の本質
的な意味を認識したうえで、依頼元であるお客さま
や開発チームに対して迅速にフィードバックを提供
することを大切にしています。
フィードバックの早さとともに、当社の分析・解析

ラボの強みの一つとして挙げられるのが、電極の接
合といった微細な部分や、反射防止フィルムなどの
表面や界面での分析です。それは、不具合が生じたと
きの原因を究明する能力にもつながっており、こう
した品質部分と直結した当社の分析・解析力は、きめ
細やかなサンプルづくりや、工夫の凝らされた分析・
解析レポートとともに、お客さまからも高い評価を
いただいています。
今後、製品がさらに高度化するに伴って、分析・解

析の難易度も高まっていくことが予測されます。
微視的な部分を得意とする当社の分析・解析力を、今
後も差異化ポイントとしてさらに強化すると同時
に、社外での分析・解析に関する研究の情報収集や、
適用するアプリケーションに応じた機械装置の導入
検討など、引き続き幅広い領域での分析・解析の応用
力を高められるよう努めていきます。

分析・解析ラボの概要

デクセリアルズの分析・解析ラボの強み

特集
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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、全事業
プロセスにおいて環境配慮を行っています。

環境マネジメント

当社グループでは、事業活動においてCO2排出量の削減、環境負荷低減のための資源の有効活用、廃棄物の
適正な処理、節水などに努めています。特に大きな問題である気候変動への対応については緩和策・対応策の2つ
の視点で取り組みを行っています。

環境への取り組み

当社グループは、環境理念と基本方針※のもと、国内外を包括する環境マネジメントシステムを構築してい
ます。このシステムに基づいて環境管理責任者が各事業部を統括・管理し、全社で事業所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生産品や設備を考慮し
た活動を展開しています。これにより、国内外の主要拠点において、環境マネジメントシステム：ISO14001

の外部認証を取得しています。

環境マネジメントシステム

環境マネジメント体制

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
鹿沼事業所第１工場
鹿沼事業所第２工場
なかだ事業所
多賀城事業所

4283884

Dexerials Europe B.V. NL016090-1

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

ISO14001認証取得

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（事業所戦略部）

海外法人製造事業所

本社 栃木
事業所

なかだ
事業所

多賀城
事業所 America Europe Suzhou

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

※環境理念・基本方針の詳細は、当社ウェブサイトをご覧ください。

新しい価値の創造・社会課題の解決
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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、全事業
プロセスにおいて環境配慮を行っています。

環境マネジメント

当社グループでは、事業活動においてCO2排出量の削減、環境負荷低減のための資源の有効活用、廃棄物の
適正な処理、節水などに努めています。特に大きな問題である気候変動への対応については緩和策・対応策の2つ
の視点で取り組みを行っています。

環境への取り組み

当社グループは、環境理念と基本方針※のもと、国内外を包括する環境マネジメントシステムを構築してい
ます。このシステムに基づいて環境管理責任者が各事業部を統括・管理し、全社で事業所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生産品や設備を考慮し
た活動を展開しています。これにより、国内外の主要拠点において、環境マネジメントシステム：ISO14001

の外部認証を取得しています。

環境マネジメントシステム

環境マネジメント体制

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
鹿沼事業所第１工場
鹿沼事業所第２工場
なかだ事業所
多賀城事業所

4283884

Dexerials Europe B.V. NL016090-1

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

ISO14001認証取得

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（事業所戦略部）

海外法人製造事業所

本社 栃木
事業所

なかだ
事業所

多賀城
事業所 America Europe Suzhou

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

※環境理念・基本方針の詳細は、当社ウェブサイトをご覧ください。

新しい価値の創造・社会課題の解決
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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目標に加え、2030年に向けた長期目標を策定しています。

環境中長期目標の策定について

環境中長期目標（2019～2021、2030）

※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。

2019年度
目標

2019年度
達成

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 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 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 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 2013年度比
99%削減

日本政策投資銀行の環境格付で最高ランクを取得
当社は、2020年12月に、株式会社日本政策投資銀行（以下DBJ）の「DBJ環境格付」
融資制度に基づく環境格付評価において、「環境への配慮に対する取り組みが特に
先進的」との最高ランクの格付を取得し、同制度に基づく融資を受けました。
「DBJ環境格付」融資は、DBJが開発したスクリーニングシステム（格付システム）に
より、企業の環境経営度を評点化、優
れた企業を選定し、その評点に応じ
て融資条件を設定するという「環境
格付」の専門手法を導入した世界で
初めての融資メニューです。
当社は今後も、環境に優しい事業活
動を推進するとともに、環境負荷を
低減する技術、製品の提供を通じて
持続可能な社会の実現に貢献してい
きます。 環境格付表彰式の様子

2019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

CO2排出量は前年度比で約6％削減しました。
新たな取り組みとして各事業所において環境巡回を定期的に実施しました。普段は気付かない現場に埋もれ
ている省エネテーマを発掘し改善することでエネルギー削減に結び付けました。　
具体例として、栃木事業所の生産現場における非稼働日の設備電源オフによる電力削減やバルブ一括管理に
よるエアー削減に取り組みました。
廃棄物発生量は前年度比で約10％削減しました。
製品の歩留り向上により廃プラスチックフィルムの排出量を継続削減しました。また特性上廃棄となる予定
の透明フィルムをフェイスシールドへ加工するなど廃棄物の有効活用による発生量の削減と併せて提供先
への貢献が可能となりました。
水の日や水の週間などの地域活動への参加に加え、社内の節水啓発を継続して取り組みましたが、生産活動
の増加に伴い、水の使用量は前年度比で約3％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
講じた結果、VOC排出量は前年比で約20％削減しました。

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

2030年目標の達成に向けて2019年度レビュー
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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関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。

品質マネジメント

新しい価値の創造・社会課題の解決

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。

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。
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。
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、
リスクおよび機会への取り組みの結果を判断するた
めに用いられます。

品質推進体制
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
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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関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。

品質マネジメント

新しい価値の創造・社会課題の解決

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。

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。
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。
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、
リスクおよび機会への取り組みの結果を判断するた
めに用いられます。

品質推進体制
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
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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
鹿沼事業所 第1工場
鹿沼事業所 第2工場
栃木事業所
なかだ事業所
多賀城事業所

4450555

デクセリアルズ ヨーロッパ NL019503

デクセリアルズ 蘇州 CNBJ313666-UK

デクセリアルズ アメリカ 38206-2011-AQ-
USA-RvA

IATF16949
デクセリアルズ
株式会社

鹿沼事業所 第1工場 353001

鹿沼事業所 第2工場 299078

ISO13485
デクセリアルズ
株式会社

本社
鹿沼事業所 第2工場 
栃木事業所

MD665939

品質マネジメントシステム認証取得状況（2020年10月1日現在）

当社グループすべての製造事業所は、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

をお客さまへ正確にお伝えするため、SDS（Safety 

Data Sheet：安全データシート）の作成のため専用の
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。

当社グループは、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
生産をおこなう方式）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。

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めざしています。
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

品質マネジメントシステムの認証取得状況 製品安全

品質コミュニケーション

品質管理技術の自社開発

品質問題
エスカレーションフロー 品質問題改善フロー

社長・リスクマネージャー お客さま（調査・解析依頼）

原因調査・再発防止策

全社品質責任者 調査・解析

お客さまへ最終報告

お客さまへ調査・解析結果報告

お客さま（報告書確認）

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）

カテゴリーの担当役員
ビジネス責任者
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新しい価値の創造・社会課題の解決

難な不具合においても、当社の高い分析・解析力を
もって原因究明の技術支援に対応しています。

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、必要な品質管理の知識を明確にし
た品質研修ロードマップを作成し、基礎から専門的な知
識やツールを習得させる研修を、全部門を対象におこ
なっています。当社の品質研修の最も重要な研修と位
置づけている品質管理の基礎研修では、「品質管理は製
品の品質に加え、業務の質も同じように管理するという
広義の品質の視点が重要であることを理解した」、「品質
とは何なのかを学び、良い商品を安く早くつくるため
に品質管理をすることが重要と感じた」、「毎日検査をお
こなっているうえで品質の保証を次工程や顧客に与え
るという重要な事を再認識することができた」などの意
見が受講した若手社員から挙げられており、品質に対
する基本的な考え方の理解度向上につながっています。

一方、品質管理に必要な知識やツールは、ものづく
りに限らずさまざまな仕事の中で普遍的に使用され
るものが多く、特に学んだツールをすぐに実践でき
るようにすることが従来からの課題でした。このた
め、受講者と職場の上長、講師がコミュケーションを
とりながら実践計画の作成から実践状況の確認・指
導までをフォローアップする仕組みを新たに導入し
ました。三者間のコミュニケーションにはPDCAを
明確にしたフォローアップシートを使用すること
で、確実な習得を進めています。
当社では、品質管理能力のさらなる向上のため、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）にチャレンジしており、品質マネジメントを実践す
る管理者や職場リーダーをはじめ、開発エンジニアな
ども含めて、幅広く積極的に受験しています。

製造現場では、ものづく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を含めた研修
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、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しています。他社の良い取り組み
事例を学ぶ機会となり、品質管理のレベルアップを
めざしています。

技術教育、人材の育成

研修フォローアップの仕組み

受講者

講師 上長

フォロー
アップ
シート

実践結果の確認、
指導

受講報告、
実践計画作成

実践計画の確認、調整

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-Learning

品質
コンプライアンス

e-Learning

製品安全の基礎
e-Learning

UL基礎

ISO9001
基礎

e-Learning

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
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新しい価値の創造・社会課題の解決

難な不具合においても、当社の高い分析・解析力を
もって原因究明の技術支援に対応しています。

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、必要な品質管理の知識を明確にし
た品質研修ロードマップを作成し、基礎から専門的な知
識やツールを習得させる研修を、全部門を対象におこ
なっています。当社の品質研修の最も重要な研修と位
置づけている品質管理の基礎研修では、「品質管理は製
品の品質に加え、業務の質も同じように管理するという
広義の品質の視点が重要であることを理解した」、「品質
とは何なのかを学び、良い商品を安く早くつくるため
に品質管理をすることが重要と感じた」、「毎日検査をお
こなっているうえで品質の保証を次工程や顧客に与え
るという重要な事を再認識することができた」などの意
見が受講した若手社員から挙げられており、品質に対
する基本的な考え方の理解度向上につながっています。

一方、品質管理に必要な知識やツールは、ものづく
りに限らずさまざまな仕事の中で普遍的に使用され
るものが多く、特に学んだツールをすぐに実践でき
るようにすることが従来からの課題でした。このた
め、受講者と職場の上長、講師がコミュケーションを
とりながら実践計画の作成から実践状況の確認・指
導までをフォローアップする仕組みを新たに導入し
ました。三者間のコミュニケーションにはPDCAを
明確にしたフォローアップシートを使用すること
で、確実な習得を進めています。
当社では、品質管理能力のさらなる向上のため、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）にチャレンジしており、品質マネジメントを実践す
る管理者や職場リーダーをはじめ、開発エンジニアな
ども含めて、幅広く積極的に受験しています。

製造現場では、ものづく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を含めた研修
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、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しています。他社の良い取り組み
事例を学ぶ機会となり、品質管理のレベルアップを
めざしています。

技術教育、人材の育成

研修フォローアップの仕組み

受講者

講師 上長
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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
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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。

サプライチェーンマネジメント

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。

調達基本方針 実施し、人権、労働、安全衛生、環境などへの取り組み
状況を確認することで、ともに持続可能な社会の実
現に向けた活動を推進しています。

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、全廃をめざす物質、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・部品はすべ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。

自然災害等による調達リスクを低減するために、
グリーンパートナー認定制度のツールを利用したBCP
の取り組みを進めています。2019年度は重要お取引先
さま140社に対して、調査票によってBCP計画の有
無を確認しました。その結果に基づきグリーンパー
トナー認定制度のデータベース情報とハザードマッ
プを照合させて、特にリスクの高いお取引先さまと
ともにBCPの構築を進めていく予定です。
また、COVID-19対策に関して、お取引先さまに緊急

のデジタルアンケート調査をおこないました。供給
見込みの確認や企業内の取り組みに留まらず、企業

当社は、サプライチェーン全体におけるCSR推進を
図るべく、「デクセリアルズCSR調達ガイドライン」を
定め、資材等の調達先であるお取引先さまに理解と
協力を求めています。また、お取引先さまのCSRへの
取り組みの状況を把握するためCSRアンケートを

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
を確認のうえ、お客さまに対して適切に情報提供し
ています。

間の衛生管理の取り組み、相互支援の必要性につい
て確認しました。さらに、その結果をお取引先さまに共
有し、各社の取り組みに活かしていただいています。今
後も安定した調達の仕組みを構築するため、あらゆ
る観点を考慮し、誠実なコミュニケーションに基づ
く調達リスク管理を推進しています。グリーン調達

サプライチェーンと一体となったCSR推進
紛争鉱物への対応

調達リスク管理

新型コロナウイルスに関する調達先への
デジタルアンケート調査項目の概要
アンケート一例

感染者対応ガイドラインについて、ご回答ください。Q

発症の場合の稼働是非判定基準について、
ご回答ください。Q

●有り ●無し ●準備中

79% 14%

7%

●有り ●無し ●準備中

51% 34%

15%
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