
異次元の商品・サービスを
品質保証する

品質保証Social

品質マネジメント体制

1 品質保証部門の独立性確保
　品質保証部門の独立性確保のため、日軽金HD社長直轄の製
品安全・品質保証統括室（室長：品質保証担当役員）を設置し、
全ての会社・部門の品質保証部門を直接統括しています。

2 重大品質事項に関する報告
　日軽金グループでは、人身に係る欠陥やリコールなどの重大
な品質問題が発生した場合は、責任の所在に関わらず情報を速
やかにグループ内に展開しています。
　2018年度は8件の報告がありました。

3 安全性、品質、法規制への適合を多面的に評価する「審査会議」
　審査会議は、商品の上市、量産品の材料や工程などの重要な
変更があれば必ず実施され、対象の商品・サービスが合格するま
で何度も見直しを行います。
　また、法令遵守、製品安全、要求品質の適合を確実にするために
多面的な検討を行います。例えば、お客さまと約束した仕様が実現
可能な購買、生産工程、コスト、検査方法となっているかなどについ
て、専門的な見地で確認します。無理な仕様が検出されれば、工程
改善を行ったり、お客さまと仕様変更の交渉を行ったり、それでも無
理であれば受注を辞退することも選択肢のひとつです。

2018年10月 可動装置減圧弁指示無 リコールの可能性
2018年11月 包材のコーティング不良 リコールの可能性、重大な物損事故
2018年11月 組成異常 重大な物損事故
2018年12月 製品のバリで手を切創 人身事故

4 試験・測定体制のチェック
　日軽金グループは、毎年11月の品質月間に合わせ、品質総
点検を実施しています。
　2018年度は試験・測定体制のチェックをテーマに総点検を実
施しました。

5 品質保証ネットワークの構築
　日軽金グループは、品質保証部門の独立性をより強固にするた
め、グループを横断した品質保証ネットワークを構築しています。
品質担当役員を委員長とする「品質委員会」では、グループの品
質方針の伝達、品質マネジメント推進計画の承認を行います。ま
たグループ内で発生した品質問題や品質監査の結果などを共有
し、ディスカッションなども行い品質保証レベルの向上に努めてい
ます。
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● 重大品質事項に関する報告件数
■ 速報件数　　■ リコール件数
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● 審査会議の対象となった商品・サービスの件数

日軽金グループでは、品質のリスクや心配事を減らすために品質
マネジメント体制の適切な維持に努めています。機会の面では、
品質好事例コンテストを実施し情報を共有することで、日軽金グ
ループの強みを伸ばす活動を推進しています。

● 品質保証・管理体制

● 速報・リコール内容（2018年度）
発生年月 不具合の内容 分類

2018年9月 製品のバリで指を切創 人身事故
2018年10月 蓋のクラック 重大な物損事故
2018年10月 部品のグリス不足 リコールの可能性
2018年10月 部品の溶接不良 リコールの可能性

① 計測機器類が適切に管理・使用されているか
　　⃝ノギスなども含む全測定機種の設置リスト・配置状況の提出
　　⃝検査・測定手順などの整備や運用の状況

② 測定データが適切に取り扱われているか
　　⃝出荷検査表記載データと検査の原始データの照合

● 総点検の内容

日軽金HD
取締役会

日軽金HD 社長 グループ経営会議

製品安全・品質保証統括室 品質委員会
（委員長：品質保証担当役員）

グループ各社
品質保証・管理責任者

運営

委員を指名

統括
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品質好事例コンテスト

　日軽金グループでは、グループの品質保証レベルの向上を目的
として2018年度より品質好事例コンテストを始めました。
　2018年度は４１件の応募があり、最優秀賞１件、優秀賞２件が
選ばれました。この取組みにより、他拠点の活動内容を見て、「自
工場で困っていることがあるので、その事例について詳しく教えて
欲しい。」などの拠点間での情報共有が始まっています。

グループ品質委員会で表彰されたみなさん。左から、日軽金アクト㈱：田中さん、
村上委員長、㈱東陽理化学研究所：番場さん、理研軽金属工業㈱：吉村さん

最優秀賞 ㈱東陽理化学研究所　
 協力会社とのコラボレーションによる、

アルミダイカスト部品の品質改善
 受賞理由：お客さまへ良い商品を安定的に

届けることを追求し、自社の枠を越えて協
力会社と一緒に諦めることなく品質改善に
取り組み、大きな成果があった。お客さまに
も評価していただいた。

優 秀 賞 日軽金アクト㈱
 引張試験標準化の取組み
 受賞理由：引張試験において、人が介在しな

い仕組みを構築する上でグループ内他社の
良い事例を採り入れることにより効率的に
改善へと結びつけた。

 理研軽金属工業㈱
 計測機器による測定時間の短縮と

判定ミスの防止
 受賞理由：お客さまの要求品質を満たすた

めに測定箇所を増やす一方、一部の手順を
自動化して判定ミスを減らすだけでなく検
査員の負荷を減らすことにも成功した。

　品質保証の仕事では、製品の試
作段階から立ち会って、５ゲン主義
で対応することを心掛けています。
　今回のコンテストに応募した内容
は、協力会社での製品の歩留まり
が悪くお客さまへの欠品が発生しそ
うになっていたところで、協力会社
と協力して改善を行いました。最初
は、上手くコミュニケーションがとれず苦労しました。私たち
の希望を伝えるだけでなく、協力会社の皆さんの要望に対し
て真摯に応えていくうちに、いろんな声が聞こえてきました。
そこから順調に改善が進むようになりました。アルミダイカス
トの技術的な面では日本軽金属㈱にも力を借りました。チー
ム日軽金の強みを存分に活かした改善となりました。
　次回も、最優秀賞を狙ってがんばり２連覇を取りたいです。

受賞者の声

㈱東陽理化学研究所　　
品質保証部　品質保証 Gr

番場 友恵さん

　私は、押出形材の品質保証業務
に携わっています。今回の改善は、
お客さまへより高品質な商品を提
供するために検査する箇所が増え
たことをきっかけに始まりました。
検査スタッフがミスなくスムーズに
検査できるように、やりづらさを無
くすことを目的として、スタッフの
要望を採り入れながら進めていきました。改善後、そのス
タッフから「今までの作業と違うため戸惑いもあったが、新
しいしくみを導入して良かった。これで、検査する箇所が増
えても納期通りに残業せずに終えることができる。」という声
を聞けて、苦労した甲斐があったと感じています。

受賞者の声

理研軽金属工業㈱
品質・環境推進室

吉村二士夫さん

　私は、自動車向けの鍛造サスペ
ンションの品質保証を担当してい
ます。
　今回は、押出工場の引張試験自
動化によって人が介入できないしく
みをつくる活動の取りまとめを行いま
した。各拠点を訪問して現状の問題
点の抽出を行ったり、お手本となる
拠点に担当者で訪問して自動化の必要性を認識してもらった
りしました。助けが必要な拠点に入り込んでサポートもしまし
た。拠点ごとに引張試験機や検査のしくみに違いがある中、
いかに自動化していくかに苦労しましたが、当グループでも
1、2を争うしくみを構築できたと思います。

受賞者の声

日軽金アクト㈱
品質保証 Gr

田中 康仁さん

6 品質監査
　毎年グループの拠点を対象に品質監査を実施し、前述1～5
までの対策が継続的に実施されていることを確認しています。
これは、品質上の改善点を被監査部門と共有し、品質保証レベ
ルのさらなる向上を目指す活動です。
　2018年度は66拠点に対して指摘131件、提案138件を行い
ました。

品質保証Social
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クロスチェック

　日軽金グループは、アルミニウムおよびアルミ合金を使用
した製品を製造・販売しています。アルミニウムそのものはや
わらかい金属ですが、シリコン、鉄、銅、マグネシウムなど
の他の金属元素を添加したり、熱処理をしたりすることによ
り、さまざまな特性を持つアルミ合金に生まれ変わります。そ
の添加量は、百分の一から百万分の一単位での管理が必要で
す。また、欧州のRoHS指令※1やREACH規則※2などにより、特
定の元素が含まれていないことを保証する必要もあります。そ
のため、添加元素が適量に配合されているか、特定の元素が
含まれていないかを確認するために「発光分光分析法」という
方法を用いて分析を行います。また、製造されたアルミ合金が
お客さまの要求されている所定の性能を有しているかを確認
するために、引張強度や伸びなどの機械的性能を確認する「引
張試験」を行います。
　これらの試験は、それぞれの専用機器を用いて測定します
が、百万分の一単位の成分を管理するためには、分析作業の
正確さや機器そのものの誤差も問題になります。そこで、こう
した誤差も見逃さず、正確性を確保するために、毎年グルー
プの国内外の拠点間でクロスチェックを実施しています。クロ
スチェックとは、同じ条件、同じ材料に対して複数の拠点で
同じ分析・試験を行ってその差やばらつきを確認することで
す。その結果を各拠点へフィードバックし機器類の補正に反映
させることで、分析結果の正確度の向上につなげています。ク
ロスチェックの全体の結果については、グループ品質委員会
で報告されます。
　2018年度のクロスチェック結果は、発光分光分析15拠点、引
張試験16拠点で実施し、問題のある拠点はありませんでした。
　クロスチェックにおいて、主管部署としての役割を担ってい
る日本軽金属㈱グループ技術センターは、日軽金グループの研
究開発拠点として研究開発を行っている一方、分析・材料試験
グループが元素の分析・化合物の同定、形態観察・結晶構造解
析・表面分析、環境分析、材料試験などの各種分析を行ってお
り、グループ唯一のJIS Q17025認定試験所です。

日本軽金属㈱グループ技術センター JIS Q17025試験所認定証

　日軽金グループでは、分析作業
の違いによる誤差をなくすために引
張試験の自動化を進めていますが、
自動化によるメリットとデメリットを
理解して進める必要があります。例
えば、自動化することでブラックボ
ックス化された部分については、ど
のプロセスが自動化されたのかを
理解できるような教育を行う必要が
あります。そこで、グループ内で引
張試験に携わる人を対象に定期的な勉強会を計画していま
す。勉強会の中では、引張試験の原理・原則から最新の
試験機の動向などを学ぶ場として考えています。

担当者の声

日本軽金属㈱
グループ技術センター

分析・材料試験グループ　
材料試験担当リーダー

望月 浩行さん

　クロスチェックで発光分光分析を
担当しました。業務の中で、お客さ
まに信頼される確かな分析情報を提
供することを一番に考えています。
　クロスチェックでも、分析結果は
勿論のこと分析痕が適切であるかな
ど細部にわたって確認を実施してい
ます。
　分析自体は機械が行いますが、
その機械を操作・設定するのは人で
すので、今後は発光分光分析の勉強会を行ない、グループ
の技能レベルの向上に努めていきます。

担当者の声

日本軽金属㈱
グループ技術センター

分析・材料試験グループ　
化学分析担当リーダー

細路 康弘さん

引張試験の様子発光分光分析試験の様子

※1  RoHS指令： 「電気・電子機器の特定有害物質使用禁止（RoHS:Restriction 
of the use of certain Hazardous Substances in electrical and 
electronic equipment)指令」の略称

※2  REACH規則：「化学物質の登録、評価、認可及び制限（Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals）」の略称

クロスチェックの結果（引張試験）
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