
価値ある商品・サービスの提供

ナブテスコグループでは、お客さまとの長期
にわたる信頼関係の中で、お客さまとともに
市場創造・製品開発・製品安全に取り組ん
でまいりました。また、製品自体はもちろん
のこと、製品を購入されるお客さま、製品を
利用・使用される一般の方々の「安全・安
心・快適」を実現できるよう、実際の使用条
件・使用環境に関する情報を収集・分析し、
必要な安全性・信頼性・安定性と機能・性
能による快適性を求め、『ものづくり』に役

立てています。
　この結果、高度な技術⼒を要求するさま
ざまな分野のお客さまにご評価いただき、
市場シェアNo.1の価値ある商品・サービス
を提供できるようになりました。
　今後も、独創的なモーションコントロー
ルを活かして製品のライフサイクル全般に
わたる「安全・安心・快適」の提供に向けた、
たゆまぬ努⼒を続けてまいります。

『安全・安心・快適』を製品に込める！

お客さまや製品を利用される方々の声に耳
を傾け、変化していく社会的な要求や要請
にお応えできるように、品質⼯学・品質管

理・PL管理（製品安全管理を含む）を踏ま
えた『ものづくり』を、当社「グループ品質・
PL委員会」が中心となり推進しています。

グループ品質・PL委員会による推進体制

品質・PL管理

ナブテスコグループ品質・PL方針

安全・安心・快適で信頼性の高い製品の提供を通じて、 
企業の社会的責任を果たしていくため、

1. 人間尊重の理念に基づき、安全を全てに優先させる
2. 事業活動と一体の品質・PL管理活動により、安全性を含む製品の品質を確保する
3. 製品の市場提供に先立つ安全性を含む品質評価により、市場が納得する製品品質を実現する 

ナブテスコグループは、さまざまな分野・市
場へ専門性の高い製品を提供するメー
カーとして、製品の機能・性能がもたらす
「安全・安心・快適」を製品に込めて世の中

に送り出すことがCSR上の大きな使命であ
ると認識し、「ナブテスコグループ品質・PL
方針」を定めています。

ナブテスコグループ品質・PL*方針

*		Product	Liability（製造物責任）
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生産技術・生産管理
サプライヤー品質管理・改善
環境安全推進

ものづくり自主研究会
購買担当者向け研修
環境・安全衛生担当者向け研修

全社教育
専門研修 電子技術

CAE
知的財産

設計品質
PL・製品安全

ソフトウェア設計手法研修

ＣＡＥ応用設計研修
アイデア発想手法研修

技術者向け品質研修
ＰＬ法理・製品安全研修

品質実務
管理者研修

外部調達品品質
製造品質

外部調達品品質管理者研修
製造品質管理者研修

改善・改良	
研究会

技術・品質関係
製品安全関係

品質技術／品質管理研究会
ＰＬ・製品安全研究会

管理活動・
重大事故対応

委員会活動
危機対策本部

カンパニー個別会議（監査・協議）
カンパニー対応組織

グループ品質・PL委員会を毎年開催し、グ
ループ全体としての問題点や課題を明確に
して年次活動の方針を決めることから、各
カンパニー組織は具体的な活動に落とし込
んで実務進捗していきます。
　しかし、カンパニー間では製品も対象業
界も大きく異なっており、全てのカンパニー

の活動状況を一定のルールや基準で監査
するには無理があります。このため、カンパ
ニー個別の状況把握とアドバイス、さらに
改善支援に本社組織から何ができるかにつ
いての会議を定期的に開催して、より効果
的な具体策の実施につなげています。

品質・PL管理活動の展開

品質とPL管理の活動体制およびR&Dとものづくり品質の教育体系図

仕組化・定常化されたグループ品質・PL 委員会の活動

1. 委員会組織として社内に設置（事務局：品質統括部）
2.  ナブテスコグループの製品の品質管理およびPLに関する製品安全管理において、安全性欠

陥を含む品質不良発生を予防し、品質不良・PL問題の発生時の適切な対応を行うための組
織および管理についての基準を定めることにより、品質の維持・向上および安全性の確保を
図るとともに、顧客の信頼を確保し経営の発展に寄与することを目的としている。

3.  規程に基づいて前年度の活動状況を見直し、年度方針、重点実施課題等を審議。決定後カン
パニーに展開している。

CEO

ものづくり
革新推進室

人財開発部

鉄
道
カ
ン
パ
ニ
ー

舶
用
カ
ン
パ
ニ
ー

各
関
係
会
社

航
空
宇
宙
カ
ン
パ
ニ
ー

パ
ワ
ー
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
カ
ン
パ
ニ
ー

住
環
境
カ
ン
パ
ニ
ー

精
機
カ
ン
パ
ニ
ー

総務・人事本部 技術本部

（事務局）

（事務局）

＜品質・PL管理活動体制＞

＜品質・PL管理教育体制＞

＜ものづくり革新活動体制＞

カンパニー・関係会社各社内の活動組織
（カンパニー品質・PL委員会を含む）

生産技術部
購買統括部
環境安全部

CAE・材料技術部
知的財産部
電子技術部

品質統括部

グループESH委員会 グループ品質・ＰＬ委員会
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グループ品質・PL委員会 グループ品質・PL委員会の委員長による⼯場（品質道場）
視察（鉄道カンパニー製造部門）

事故対応

当社は航空機のフライト・コントロール・ア
クチュエーション・システムをはじめ、鉄道の
ブレーキ部品、舶用主機遠隔操縦装置、鉄
道駅のプラットホームドアや建物用の自動
ドアなど、さまざまな製品を扱っています。
製品の性質上、万一の際には人身におよぼ
すリスクが非常に大きくなることから、突発
的な事態にも的確に対応できるよう万全の

体制を整えています。特に、コンポーネント
製品をご採用いただいているお客さまとの
連絡を密に行い、一緒になって品質と安全
性確保について取り組むことで製品事故の
未然防止を図っており、製品の信頼性に高
い評価をいただいています。また、製品に関
するお問い合わせは、WEBサイトの問い合
わせフォームで24時間受け付けています。

体制

当社製品の責任（製造物責任）とされる人
身重大事故は、現在まで発生していません。

実績

製品事故・品質不良対応体制図

お客さま・市場

監督官庁
マスコミ
業界団体
取引先

その他関係先

社告
回収

ナ
ブ
テ
ス
コ
グ
ル
ー
プ

社
外
検
査
機
関
等

品質統括部

総務部

グループ品質・PL委員会CEO

市場情報受付け
原因究明	

（営業、品質保証、設計等）

報告

回答	
市場対応

製品事故	
苦情情報

広報

＜カンパニー・グループ会社＞

＜本社＞

価値ある商品・サービスの提供
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国内では当社のすべての生産拠点と主要な
グループ会社で、また海外の主要なグルー
プ会社生産拠点で、その業界に必要な品質
マネジメントシステム規格の認証を受けて

います。売上高の9割以上をこれらシステム
の下で生産しており、認証数は国内で14
件、海外で15件に上ります。

品質マネジメントシステム認証取得

ナブテスコの製品は、お客さまに対する品
質責任を担うため、キーパーツの多くにつ
いて自社加⼯、自社製作を行っています。一
方で多くの⼯程や素材について、外注加⼯
や購買により部品調達を行っており、これら
サプライヤーの品質⼒を確保・維持するだ
けでなく、レベルアップを図ることが重要な

課題となっています。
　そこで、2013年度に引き続き2014年度
も重点活動としてサプライヤー品質⼒強化
の推進を掲げ、サプライヤーに対する品質
講話と、作業場に入り込んだ個別指導を行
いました。１年間で325社、824名が受講し
ました。

サプライヤー（購入先）品質力強化の推進

201４年度品質・PL重点活動

航空宇宙カンパニーサプライヤーへの品質研修 舶用カンパニーサプライヤーへの品質研修

海外拠点の製造⼯程についても品質⼒を強
化するため、カンパニーの品質保証部門と
本社技術本部の品質統括部が一緒になっ
て監査や指導・教育を行い、品質管理手法
の理論だけでなく現場で管理すべき点やそ
の方法を、具体的に噛み砕いて周知徹底を
図っています。1年間で海外グループ会社
延べ2社、66名が受講しました。

海外グループ会社（海外調達先）品質力強化の推進

江蘇納博特斯克液圧有限公司での品質研修

サプライヤーの 
品質研修への参加実績 

（2014年度）

824名
325社
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教育・研修	
（R&Dとものづくり品質）

品質・PL管理活動の一環である品質・PL管
理に関する教育は、中長期的な人財育成戦
略のもと、総務・人事本部の人財開発部と
技術本部がグループ横断的に推進していま
す（「品質とPL管理の活動体制およびR&D
とものづくり品質の教育体系図」参照）。
　全社教育専門研修では、価値感としての
最優先は安全であり、安全の概念を国際安
全規格に整合させることで製品が社会に許
容されること、さらに当社の高い技術⼒とも
のづくりにおける高い品質⼒を両立させる
ことで、社会に『安全・安心・快適』という付

加価値を提供できることを伝えています。
　また、既存の競合企業のみならず、新興
国企業も含めた国内外企業とのグローバ
ルな技術開発競争がより激しくなる中、技
術的な課題解決や用途開発による市場拡
大が求められています。これに対応するた
め、CAE※の高精度な活用によるフロント
ローディング設計、電動化・電子化・システ
ム化によるモーションコントロールの高度
化、さらにはアイデア発想をより迅速かつ
効率的に進めるための手法について専門研
修を行っています。

グループ横断的な品質・PL管理活動と教育体系

価値ある商品・サービスの提供

次世代を担う若手から中堅設計技術者を
中心に、中長期的な人財育成の観点から高
い品質感性を持った技術者の育成を目的と
する企業内品質管理研修プログラムを、
2007年5月から継続開催しています。

若手技術者を対象とする品質管理研修

全社教育（専門研修）

【品質管理研修（若手社員への品質教育）】モーターの機能性評価

製品を購入されるお客さまだけでなく、製
品を利用される皆さまの『安全・安心・快
適』を実現していくため、製品を通した責任
を設計・製造・営業・サービスに関わる社員
一人ひとりが自覚し、行動することを目的と
するグループ横断的な研修会を、2007年
より継続開催しています。

製造物責任と製品安全に関する専門研修

PL・PS教育（電気ケトルリスクアセスメント演習）

※CAE：Computer	Aided	Engineering
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3Dの活用をベースにしたCAE解析の推進
による、設計・開発リードタイムの短縮、不
具合の早期解決を目指し、各カンパニーや
グループ会社での積極的活用を進めていま
す。CAEの基礎技術を身に付けるために、
CAE研修を実施し、理解度を高めるため
に、CAE解析の結果を判断することについ
て、参加者で議論し合うなど、実践的な研
修内容となるよう心がけています。

CAE解析技術、3D設計技術の開発に向けた人財育成

CAE研修（有限要素法演習）

当社はメーカーとして、社会の『安全・安心・
快適』に貢献するオリジナル製品を創出し
続けることが必須と考えています。これまで
も多くのアイデアを製品化し、多くのお客さ
まに喜んでいただきました。今後も更なるア
イデア・発想をより効率的に、しかも迅速に
製品化してお客さまに届けなければなりま
せん。そこで当社では、「発明的問題解決理
論」であるTRIZの研修を2010年度から継
続開催しています。この発想手法を若手技
術者が使いこなし、技術的な課題解決や用
途開発に成果を発揮できるよう浸透・拡大
を図っています。

TRIZ（発明発想手法）研修

TRIZ（発明発想手法）研修

製品におけるソフトウェアの重要性の高ま
りを受け、設計品質の作り込みや信頼性実
証の十分な実施を目的とする研修を2013
年から開催しています。ソフトウェア開発プ
ロセスの流れに沿って、要求分析、ソフト
ウェア設計、ソフトウェア検証の3つの段階
についての研修を実施してきました。
　2015年度より内容を深めるために、「要
求定義とユースケース講座」、「UML入門
講座」、「要求分析と設計講座」、「設計から
のプログラミング講座」、「ソフトウェアテス
ティング基礎講座」の5つの講座に拡大し
て実施しています。

ソフトウェア設計品質向上研修

ソフトウェア設計品質向上に関する研修
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製造現場における品質の指導者を中心に、
問題分析や品質指導・教育が展開できる能
⼒を身に付けることを目的とする、実践的な
ものづくり品質改善手法研修プログラムを
2012年より本格的に展開しています。特
に、米国・中国・タイなど海外の生産拠点へ
の指導を強化しています。

製造実務管理者を対象とする品質管理研修

製造品質管理者研修

海外グループ会社での製造品質管理者研修（問題分析手法）

社会の多様化・国際化に伴い、製品に対す
る要求は従来に比べ多岐に広がっていま
す。機能・性能がお客さまの要求を満たすの
はもちろんのこと、さまざまな使用条件、使
用環境下においてもその機能・性能を安定
して発揮する製品が求められます。
　そこで、ナブテスコでは通常の試験に加
えて、実際の使用状況に基づいた複数の条
件下での製品の挙動を調査し、お客さまの
多様な使用方法において安心してお使いい

ただけるよう、技術的・品質的な改善研究
に取り組んでいます。

品質要求への対応

改善・改良研究会

【人財育成】品質⼯学を使っての万歩計品質改善研究

製品安全に関しては、カンパニーが関係す
る各業界の安全対策を従来からくまなく
行ってきており、現在でも十分なレベルを
確立しています。
　しかし、一般市場を見ると消費者庁が必
要とされるほど製品の安全性が問題とな
り、メーカーの製品安全への取り組みが企
業の社会的責任であるとの認識が広がって
きています。
　このため、ナブテスコグループでは更なる
『安全・安心』を実現するためにはグロー	
バルスタンダードである国際安全規格に

倣った体系的な仕組みづくりが必須である
と認識し、その周知と実務展開を推進して
います。

製品安全

【製品安全研究】ティーエスプレシジョン（株）での実際製
品のリスクアセスメント

価値ある商品・サービスの提供
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