E S Gの取り組み

ESG Initiatives

製品責任
■品質保証の基本方針と体制

● 品質マネジメント体制図
住友ベークライト株式会社（国内・海外グループ会社を含む）

当社グループでは、ISO9001を基本とする品質マネジメント

安全・環境・品質・SBPS 統括役員（生産技術本部長）
品質保証推進部長

システム（QMS）を構築して認証を継続取得（2021年5月1日
現在、計36拠点）しています。お客さまが満足し、安心してい
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プロセスで、関連部門が製品の安全性確保の重要性を認識して連
携し、製品安全と品質維持向上の仕組みをつくって適切に実施・
管理しています。当社グループのすべての従業員がQMSに則っ
て製品安全と品質保証の取り組みを組織的に実施するため、品質
管理方針を定めるとともに、「品質管理責任者養成講座」として
品質管理者候補生に対して教育を実施しました。

※2

P.108用語集参照

● QMSの認証取得一覧
認証規格

2021年度品質管理方針

ISO9001
基本
方針

事業・製品
クオリティオブライフ製品（食品・医薬品包装用
フィルム、バイオ製品、建材、防水関連製品・防
水施工など）

顧客第一・品質第一を念頭に品質形成の良い流れを作って本質改善する

高機能プラスチック（成形品を含む）

ことにより、収益向上に貢献し、同時にSDGsに則り社会に貢献する。

半導体関連材料

IATF16949

One Sumibe / Zero Defect / Proactive

半導体関連材料

施策：SDGs No.12 持続可能な消費と生産の
パターンを確保するために

熱可塑性プラスチックシート

ISO13485
ISO15378
FSSC22000
AS9100
またはJIS Q9100

１. 安全・安心の品質確保への取り組み
（品質保証部門としての姿勢）
※1

２. 既存事業の品質向上活動（CS 向上に向けたクレーム対応）
３. 新製品・新規事業のリスク低減
４. 日々の点検・検証およびモノづくり監査による全プロセスの改善
５. 次世代を担う優れた品質管理責任者の育成
※1

高機能プラスチック（成形品を含む）

医療機器
医薬品包装用フィルム
食品包装用フィルム
航空機用製品

P.108用語集参照

● 新製品開発・製品化プロセスのあるべき全体像
自工程品質保証
顧客ニーズ
市場動向

取り組み事項

情報解析

課題の審査・選定

設計・開発
（DR）

製造移管
（DR）

初動管理／生産

販売・サービス

課題の厳正な精査

設計品質の向上

工程品質の向上

工程品質の維持

品質情報の
迅速な共有化と対応

● プロセスの改善（新製品開発・PJレビュー／設計開発品質指標等）
マザー品質保証機能の実現
● 各節目での Go ／ Stop の適切な判断
● 変更管理
● 設計開発の初期段階からの関係部門の参画／協働
● 信頼性工学／ FMEA ／ DRBFM ／ FTA による品質問題の予防
● 設計審査での精査
● 支援ツールの活用による顧客の声の反映
●

顧客価値の
提供

取り組み事項を支える仕組み
●
●

など

顧客の声

●

ルールづくり
組織づくり
人づくり

■既存製品の品質向上
当社では、迅速なクレーム対応や再発防止策・未然防止策、厳正

使えるような知識として整理する活動も推進しています。2020年

な4M変更管理などにより、既存製品の品質向上を図っています。

度はクレーム対策が確実に実施される仕組みが機能しているか

重大クレームはもとより、軽度のクレームについても短期間で解

を、事業所と連携してチェックを行い、クレームの低減基調が出て

決するために組織横断的に対応しています。クレームや工程異常

きました。2021年度も事業所との連携を継続してクレーム削減に

の再発防止と未然防止に向けた「なぜなぜ・深掘り分析」および、そ

取り組んでいきます。

れらの現象・原因・対策などを自部門や他部門がいつでも参照して
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■新規事業のリスク低減
新製品開発では、製品設計と工程設計のアウトプット品質（完

り、顧客を含む製品にかかわる人々への安全衛生面でのリスク

成度）を向上させること（最適化）、手戻りを極力少なくして

分析、潜在的な故障や不具合を予測して的確に未然防止する

開発期間を短縮すること（最短化）が求められます。当社グルー

「FMEA（Failure Mode and Effects Analysis）」、 設 計 変 更

プでは、このニーズに応えるため、品質管理システムを常に改

点 や 条 件・ 環 境 の 変 化 点 に 着 目 し た 設 計 審 査「DRBFM

善・向上させる取り組みを行っています。

（Design Review Based on Failure Mode）」を実施し、すべ

❶ 新製品開発の期間短縮と業務品質向上の取り組み
新製品開発においては、さまざまな問題によって手戻りが発

てのDR、FMEA、DRBFMおよび新原材料採用時の技術検証
においてリスク低減対策を展開しています。また、事故や不具
合に対して階層を追って論理的に解析し、真の発生原因と再発

生しやすく、当初の計画から遅れがちです。そうならないよう、

防止の根本対策を求める「FTA（Fault Tree Analysis）
」など

計画の初期段階から全関係部門が連携してPDCA（Plan-Do-

に取り組んでいます。

Check-Action）サイクルを回しながら設計品質の完成度を上

2020年度は若手社員に対する品質教育が新型コロナウイル

げ、開発期間を短縮する取り組みを行っています。また、発生

ス感染拡大の影響でオンラインになりましたが、FTA、FMEA、

した問題を次の開発業務で再発させないために、以下の取り組

統計ツール等の教育を計画どおり実施しました。2021年度も

みを進めています。

状況に合わせながら継続して取り組んでいきます。

１

S

時系列的に開発過程を振り返ってレビューして問題点を抽
出する「振り返り分析」

２

その問題点について、発生と流出に至った技術上・管理上
の真の原因および、発生と流出を防止できなかった組織・
機能分担・システム・仕組み・文化上の真の原因を究明し
て、再発防止／未然防止対策を導く「なぜなぜ・深掘り分
析」

❷ 各種品質管理技術の積極活用

オンラインで実施した技術系2年目社員の品質教育（FTA・FMEA）
の様子

製品設計や工程設計の各段階での設計審査（DR）はもとよ

■品質情報の管理システム「QPiT」
当社グループの品質クレームは、「QPiT21」システムで管

2020年度は、同顧客、同製品での再発案件について、事業

理しています。QPiT21（Quality & Production information

部をまたいでの「重大化予知情報」が発信される仕組みを導入

Tools 21）とは、品質・生産情報を一括管理するシステムで、

しました。今後さらなるシステムの充実を図っていきますが、

全社イントラネット内に構築しています。当社グループ内の品

2021年度は、新たなシステムの導入に向けて関係各所と連携

質・生産情報の伝達スピードを向上させ、情報の共有化、情報

を取りながらメリット・デメリットを整理するなどの準備を進

レベルの整合化、有効活用を促進するために導入しました。こ

めていきます。

のシステムにより、素早く的確なクレーム対応を、効率的に行
うことができます。

1

2
クレーム・
工程異常
発生

データ
ベース

クレーム情報・
工程異常情報を入力

Q
（品質）情報
P
（生産）情報

● 品質クレーム処理の流れ

案件
速報

3

情報共有
関係部門
担当者

重大化
予知案件

担当者

サーバー

QPiT21
ホームページ

クレームや工程異常が発生すると、担当者はQPiT21に情報を入力。
その情報は関係者に配信され、関係部門でクレームや工程異常の原因を調査、応急処置、分析し、
再発防止対策・未然防止対策や顧客報告等も行います。

4

事業部門
調査
応急処置
分析

5

完了処理を
入力
関係部門
担当者

再発防止対策
未然防止対策
報告
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■品質監査と日々の点検・検証
2020年度の品質監査は、2017年度から実施の生産技術本部内の

部門での生産活動への支援（変更管理、FMEA 、FTA 、なぜなぜ・

品質、環境・安全、SBPSの3部門合同のモノづくり監査（下記

深掘り分析、品質会議や設計審査への参画、品質情報や品質データ

参照）を継続実施しました。

の維持・管理、クレーム対策の妥当性の確認等）を通して点検・

また、品質保証推進部では日々顧客視点で、各研究部門での研究

検証するとともに、品質向上の啓発活動を行っています。

開発活動への支援（設計審査への参画、FMEA の協働等）、各事業

■モノづくり監査
モノづくり監査の目的と方法

モノづくり監査結果

従来の品質、環境・安全の各事業所へ実施してきた監査では、

2020年度は、コロナ禍の中、監査は、国内直轄4事業所（静岡

監査工数、スキル、事前情報不足等により、各事業所が抱える本

工場／鹿沼工場／尼崎工場／宇都宮工場）、関係会社2事業所（九

質課題に迫ることが困難でした。

州住友ベークライト／秋田住友ベーク）に絞り実施し、海外は中

また、各事業所で実施してきた内部監査はマネジメントシステ

国、東南アジア、北米（8事業所）について、チェックシートによ

ム主体で本質課題の抽出～再発防止、未然防止活動にはなかなか

る自己監査を実施して結果をフォローすることで対応しました。

つながりませんでした。

内部監査強化のため、内部監査員リーダー教育は、Webにて

したがって、これらの問題点を解決するため、各事業所の本質
課題を抽出して、是正・改善し再発防止・未然防止できる監査体

教育計画をもとにSTEPに分けて実施しました。
内部監査、本部監査で本質課題は抽出されるが、是正の維持が

制（モノづくり監査と内部監査の両輪化）を継続します。

まだ不十分と考えられるため、リスク低減のため、各事業所の指

⑴

前年度発生した品質／環境・安全／生産上の問題や予兆にな

摘事項について本質改善および維持活動を推進するため水平展開

りそうなポイントを取り上げて監査内容を充実（チェック

を実施し、あるべき姿を維持するための仕組みを日常活動に落と

シートの設問を見直し）して点検する。

し込むことを実施しました。

⑵

生産技術本部内の3推進部（品質／環境・安全／SBPS）合同
で各事業所を点検する（モノづくり監査）。

⑶

各事業所の内部監査では、モノづくり監査の点検項目を盛り
込んで点検し、事業所自らがPDCAを回して是正・改善する。

⑷

2021年度は、日常活動で維持できているかどうかのフォロー
もしていきます。
「モノづくり監査」について

モノづくり監査では、内部監査結果や是正・改善状況、およ
び重要事項について点検し、フォローアップを行う。等

2020年度は、内部監査員教育を充実させるために、内部監査
前から本部監査後までSTEPを分けて細分化した教育計画を立て
て実施しました。

従 来

品質、環境・安全、モノづくりを総合監査し、
問題の事前抽出力アップと本質改善を推進

従来の本部監査

従来の内部監査

（品質、環境･安全部門が個別に各事業所へ）
・抜き取りによる全面監査

（各事業所）
・ISO システム監査主体

・全体を十分に確認する日数・工数が不足
・監査チームのスキルが十分でない
・事前情報不足

・ISO システム監査だけでは
未然防止につながらない

2017 年度より

本部監査はモノづくり監査（品質／環境・安全／ SBPS合同）とする
●各事業所の
本質課題を抽出

静岡工場のモノづくり監査の様子
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宇都宮工場のモノづくり監査の様子
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●是正・改善、再発防止・未然防止できる
監査体制（モノづくり監査と内部監査の両輪化）を構築

秋田住友ベークのモノづくり監査の様子

