
大阪有機の強み

- 日本一きれいな工場 -OYPM活動特集

OYPM（Osaka Yuki Productive Maintenance）活動は、当社独自
の生産保全活動として1993年12月に活動を開始しました。全社・
全従業員が取り組む全員参加の生産保全活動であり、教育訓練・設
備保全・品質管理を3つの核とし、5S活動による創意工夫の積み重
ねから品質管理までトータルな活動を継続しています。基本方針と
して『OYPMを軸に設備と人を磨き、いかなる環境をも生き抜く会
社を作る』を掲げ、日本一きれいな工場を目指しています。

　  重点項目
①全員参加で創造力・技能・品位を高め『活力ある人材（財）』を育成する。
②『５Sの徹底』を図る。
③徹底して『ムダ・ロス』をなくす。
④自主保全を通じ『設備の安全化』を目指す。
⑤『新３K職場』を実現する。（新３K・・・きれい・快適・活気）

　  推進体制
推進責任者を社長、推進メンバーを取締役・執行役員・室長（9名）と
し、QMS・PM推進部（２名）が事務局となり２ヶ月に１回、推進委員
会を開催しており、活動の方向性や各本部の課題など情報共有する
とともに遅れが生じないようにサポートしています。
毎年12月から各本部・各部署で
当社の重点施策や中長期計画な
どからテーマに取り組み、年間の
活動の結果を推進責任者および
推進メンバーが10月にTOP診断
として評価します。

　  サークル活動
2022年度は、推進委員会で決定した42サークルが活動しています。
サークルが所属している部署の責任者（以下「ＰＭ所属長」という）
が目標達成に向け、サークルへアドバイスや指導を行います。主な活
動は、個別改善（業務改善）と自主保全（①人づくり②徹底した５Ｓ
③設備保全）で、個別改善（業務改善）は重点施策や中長期計画な
どを基に２つのテーマに取り組み、自分達が働いている職場をサー
クル管理エリアとし、自主保全改善に取り組んでいます。

　  活動期間
活動期間：1年（12ヶ月） ①実活動期間：12月～９月（活動計画に基
づき活動）  ②TOP診断：10月   ③準備期間：10月～11月(次期活動
計画立案）

　  月次維持管理巡視チェック
日常の５Ｓが良好な状態に維持できるようにＰＭ所属長が毎月サー
クルの維持管理エリアを巡視し、修正あるいは改善を指示し三現主
義（現場・現物・現実）による指導を行っています。サークル員は指導
された現場の不具合について「なぜ不具合なのか？」、５Ｓの意味を
納得して対応しています。さらに2020年より巡視項目に品質、安全
の要素を加えた品質パトロールを実施し、全員参加で品質トラブル
ゼロを目指しています。

上記のような状態で生産を続けると安全・品質・
生産性が低下。予期しない設備故障などで製造
が停止する可能性がありました。またエネル
ギーロスなどさまざまな環境問題も発生してお
り、OYPM活動をスタートいたしました。

設備に強いオペレーターだからこそ５Ｓが実践できます。
2022年３月、当社独自の５Ｓをわかりやすく解説した５Ｓハンドブックを作成。
教育資料として活用し、５Ｓの技能伝承を効果的に進めています。

二者監査や顧客によるＯＹＰＭ活動に関する工場見学
で高い評価を受けており、当社の企業価値向上に貢献
しています。

ＯＹＰＭ活動＝人づくりであり
ＯＹＰＭ活動は終わりのない
エンドレスな活動として今もな
お進化し続けています。

ＯＹＰＭ活動を通じて安全・環境・品質に配慮し、今後もより良いサービス・製品を提供
いたします。

当社は『日本一きれいな工場』を目指し、全社・全従業員が仕事としてＯＹＰＭ活動に取り組んでいます。　

ステップ１～ステップ４を職場の第一線の担当者が繰り返し実施。
安全・品質安定・効率的・快適な職場づくりを目指しております。

　  表彰制度
各診断の合計点数を基に部門ごとで4グループに分けて上位13
サークルを創立記念式典で表彰しています。表彰制度を導入するこ
とで各サークルの活動が活性化され、サークル員一人ひとりのモチ
ベーション向上に繋がっています。また各診断の発表を通じて各
サークルの活動内容が共有化され、横展開が図られ全体最適化で
組織間の連携も強まっています。

OYPM活動
提案活動

人材育成

ゼロ災活動

機能重視

自主保全 故障撲滅
是正処置

ルールの順守

安全衛生の確保 作業ミス防止

トラブル・クレーム撲滅

信頼確保

士気向上 売上増加

仕事のしやすい会社

生活レベル向上 世の中に寄与

活力ある会社
活力ある大阪有機の人材

業績向上 社会との調和

新3K職場の実現
きれい・快適・活気

環境保全
エネルギー改善

作業手順書 作業効率向上

職場の美化 教育指導 改善実施 ムダ・ロスの排除

ＯＹＰＭ活動展開 （ステップ展開）

自主保全 （①人づくり  ②徹底した５Ｓ  ③設備保全活動）

企業価値向上

ＯＹＰＭ活動前

①人づくり（設備保全道場：シバ道場）（自分たちでスキルアップ） ②徹底した5S（自分たちで5S）

③設備保全活動（自分たちで整備）

学習

5S相関図

整理（１Ｓ）体験
教育

自分の設備は自分で守る・直す

より良い品質は
きれいな
製造現場から
生まれます

5Sハンドブックを用いた教育を実施OYPM推進委員会

　  各診断
各サークルは活動成果を上期・下期で発表します。上期・下期それ
ぞれに中間診断、事前診断、TOP診断を行い、中間診断は個別改善
（業務改善）、事前診断は自主保全（現場診断）、TOP診断は、①個別
改善（業務改善）②活動板発表③現場診断④採点を実施します。
上期TOP診断は12月～４月までの途中経過を発表し、下期TOP診
断は12月～８月までの活動成果を発表します。TOP診断は社長、取
締役（2名）、実行委員長（1名）が各事業所へ訪問し、従業員代表者
（1名）を含む5名で診断を行います。従業員が診断者として参加す
ることで社長・推進メンバーのおもいを従業員へ伝え、従業員から
社長・推進メンバーの考えを直接聞ける良い機会となっています。各
診断では診断者から指導事項をサークルへフィードバックし、次回
の診断でフォローアップします。
TOP診断は、指導事項を社長自ら全サークルへフィードバックして
います。

2022年5月上期TOP診断

①個別改善（業務改善） ②活動板発表 ③現場診断 ④採点

工場見学の様子

顧客からの評価

ＯＹＰＭ活動展開

ステップ①
初期清掃

設備本来の機能へ 作業の効率化 異常の早期発見 設備の改良

ステップ②
発生源・困難箇所対策

ステップ③
仮基準作成・ＭＭ管理

ステップ④
総点検

ゴミ・汚れ・サビによる
環境ストレスを排除し、
強制劣化を防止。

ゴミや汚れの発生を突
き止め、問題解決。

基準の設定と正常・異
常が一目でわかる仕組
みづくり。

総点検の実施で設備の
不具合などを発見し、
復元を実施。

事後保全
機器故障後、交換

①予防保全
②改良保全
①機器故障前に交換
②設備故障の再発防止

予知保全
機器の状態を把握
故障を予知して交換

未来

作業スペースが
生まれ作業性・
安全性も向上

清潔（４Ｓ）
目で見る管理で
異常の早期発見

従業員の
意識改革

製造現場・事務作業
のプロセス改善 etc

生産・安全性向上
コスト削減
品質向上
情報の可視化  etc

企業価値向上へ

しつけ（５Ｓ）
上司から部下
へ三現主義に
よる指導

整頓（２Ｓ）
必要なモノがす
ぐに取り出せる
状態になる

清掃（３Ｓ）
日々の掃除で設
備の点検を実施

学習
 ・工具
 ・工作機器
 ・電気
 ・機器類（カットモデル）etc

体験教育
 ・感電、液吹きだしなど
   現場で想定される危険の
   疑似体験で安全意識向上！

現在

過去

①人づくり

③設備保全活動

②徹底した５Ｓ
OYPM
活動

人づくり 徹底した
5S

設備保全活動

OYPM活動組織図（本部ごとの推進・実行組織）

QMS・PM推進部

社長

経営企画本部

管理本部

事業本部

事業開発室

技術本部

生産本部

品質保証室

方針・目標を示す
積極的に参加して目標を達成する

各部・担当

各部・課・担当

各部・課

各研究所・課

各研究所・部・課

各部・課

各部・各課

各サークル

各サークル

各サークル

各サークル

各サークル

各サークル

各サークル

OYPM推進委員会 サークル

　  重点項目

　  推進体制

　  表彰制度

　  各診断

　  月次維持管理巡視チェック

　  活動期間

　  サークル活動

OYPM
活動
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先端半導体材料
大阪有機の強み

特集

半導体フォトレジストの特徴

半導体フォトレジストとは、半導体の微細回路をつくるために必要な材料であり、光を利用した微細な凹

凸を作り出すための材料です。この凹凸が微細であるほど、より高性能な半導体回路を作成可能であり、

微細化に伴い、これらの材料への品質に対する要求は高まり続けております。

当社グループはこの超微細化への高い品質要求に対し、正確かつスピーディーに対応し続けることで、

ArFレジスト用モノマー分野において世界トップシェアを誇っております。

半導体用レジスト原料の社会貢献

半導体が進化すると、情報処理速度が向上し、AIや自動化技術など

が発展します。さらに、半導体の微細化により、小さなICチップで大

容量の処理が可能となるため、川下製品はもとより、最終製品のエ

ネルギーの消費量を大幅に削減することができ、CO2削減効果も期

待できます。

当社グループは、これからも最先端の半導体用フォトレジスト原料を

開発し続けることにより、これらのテクノロジー発展や省電力化を支

え、社会へ貢献していきたいと考えております。

半導体用フォトレジスト原料のニーズと大阪有機グループとのシナジー

半導体用フォトレジストは半導体特有のスピード・技術要望と、フォト

レジスト特有の多様な特性影響因子を兼ね備えた非常に特殊な分野

です。その特有性に対し、当社グループは自社の強みを最大限生かし

て、お客様の期待に応えております。

技術面では、当社のコア事業であるアクリル酸エステルで培った精製

技術や、医薬中間体原料により発展させた合成技術が、半導体用材

料の高い技術要求にお応えする技術基盤となっております。また、多

品種少量生産やR＆Dから工業化までの一貫した対応により、先端半

導体製造において絶えず発生する新しい課題に対してタイムリーに

解決することが可能です。　

これら大阪有機の強みが半導体事業の特性に対して強いシナジーを

生み、半導体事業の発展に貢献し続けております。

・ 業界トップレベルのアクリル製造技術
創業初期からの強みである精製技術、医薬中間体事業で高めら
れた合成技術により、高品質で特殊な化合物の製品化を得意と
しており、半導体材料に必要な超高純度化にも対応可能です。

・ 多品種少量生産の強み
大阪有機グループの特徴である多品種少量生産体制により、
お客様ニーズに合わせた材料カスタマイズやきめ細かな対応
が可能です。

・ R＆Dから工業化までの一貫対応
一貫した対応により、開発した材料を効率的に工業化でき、
化学物質への規制に対してもスピーディーかつ確実に対応す
ることが可能です。

・ 超高純度
超微細パターンの形成には、不純物の存在が大きな影響を
与えます。特に含有金属は厳しい基準が設けられており、最
小でppt（1兆分の１）レベルの管理が必要です。

・ 多様な化学構造と管理基準
化学構造だけではなく、特性に対する管理項目や水準も多
様化しており、顧客・プロセスに特化した個別の対応が必要
となります。

・ 技術革新サイクルの速さ
業界の技術革新サイクルが速く、材料開発・工業化・化学物
質への法対応などにスピードと確実性が求められます。R

O R R R

近年増加しているテレワークなどの「ニューノーマル」と呼ばれる新しい生活様式やDXの実現、AIの
活用等には、デジタル機器や通信技術の発展が不可欠であり、その能力を決定する半導体の役割は、
ますます重要になっております。
当社グループはこれまで培ってきた技術・強みを基に、半導体の製造に欠かせない半導体用フォトレ
ジスト原料の開発・販売を行っております。

［材料の特徴］ ［自社の強み］

ArFレジスト用
モノマー
世界シェア

以上
70%

ArFレジスト用モノマー ポリマー

100nm 10nm

EUV
ArF

KrF
露光プロセスとパターンピッチ

ピッチ幅

感光剤
溶剤
ポリマー
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くらしの中に大阪有機

見えないけれど、あなたのそばに。

ジェルネイル
光を使うことで省エネ
になり、簡単に固まる
原料を提供していま
す。

chemizon

OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY LTD. 

AQUARIUM

REBORN

マスク/防護服
水や油を弾く原料を
提供しています。 保護メガネ

汚れにくく、曇らない材
料を提供しています。

医療用テープ・
サージカルテープ
包帯、ガーゼなどを患部に固
定するためのテープの材料を
提供しています。

業務用 
冷蔵
ショーケース
扉が曇らない材料を
提供しています。

監視カメラ
汚れにくく、曇らない材
料を提供しています。

段ボール
段ボールや厚紙など
凸凹した表面に印刷
する樹脂プレート原
料を提供しています。

ラッピング
立体物でも何にでも印刷
可能なUVインクジェット
プリント。省エネで環境に
やさしい原料を提供して
います。

携帯（ディスプレイ）
カラーフィルター原
料、接着剤、コーティ
ング剤の原料を提供
しています。

コンタクトレンズ
酸素透過性、濡れ性
の機能を持った原料
を提供しています。

VRゴーグル
ゴーグルの表示部分
の材料を提供してい
ます。

自動車用トップコート
環境にやさしく、汚れをはね
のけ、小さなキズを自動修復
する原料を提供しています。

監視カメラ（バックモニター）
汚れにくく、曇らない材料を提供し
ています。

車載モニター
社内の電子機器のディスプレ
イや集積回路の原料を提供し
ています。

ヘアケア製品
髪 を 固 め たり、ボ
リュームを持たせたり
する機能を持った原
料を提供しています。

化粧品
においが少なく、保湿
や抗菌効果があり、パ
ラベンフリーの原料
を提供しています。

お風呂の鏡用フィルム
曇らず、汚れにくい原
料を提供しています。

TV/PC（ディスプレイ）
カラーフィルター原
料、接着剤、コーティ
ング剤の原料を提供
しています。

家庭用プリンタ
表面張力を下げる機能
を持った水性インク
ジェット原料を提供して
います。

船底塗料
フジツボの付着防止に
用いられる塗料の材料
を提供しています。
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