
品質保証
社会から信頼される品質づくり
豊かな生活を支える工業製品は、

安全に、所定の機能を発揮することが求められます。
技術の進歩とグローバル化がますます加速する現在、企業には、
優れた品質と技術でさまざまな国や地域のニーズに対応し、

社会の発展に貢献することが期待されています。
NSKは社会の動きに目を向けながら

常にお客様の視点に立って考え、安全・安心の土台となる
「品質第一のモノつくり」に取り組んでいきます。

第 章3
● 2015年の活動概要と主な取り組み P.36

● 社会から信頼される品質づくり P.35
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方針

NSKグループは、製品やサービスはもちろん、提供する情報などを含むすべての品質を業界でNo.1にすること、即ち「トー
タルクオリティーNo.1」を実現することで、世界中のお客様に喜ばれるモノつくりを目指します。

マネジメント体制

◉品質保証体制
NSKグループでは、社長を筆頭に関係する各事業本部の担当役員などをメンバーとする全社品質委員会で、経営層が品質
管理の状況を確認し、必要な取り組みをトップダウンで進め、グループ全体の取り組み強化を目指しています。また、各事業
本部に品質委員会を設置し、生産・販売・設計の各部門が連携しながら品質を高めるための取り組みを進めています。
さらには、欧州・米州・中国・アセアンに各地域を統括する地域品質保証部、その他の各拠点に品質保証の組織を設置し、
それぞれの国や地域のお客様の立場に立ってサポートするグローバルな品質保証体制を整備しています。定期的にグローバル
会議（年1回）や地域会議（各地域年2回）を開催し、情報をグローバルに共有しながら各地域でのモニタリングや監査、サポー
ト体制の強化に努めています。もし、万一、製品・サービスの不具合が発生した場合は、お客様へ情報を速やかにお伝えし、
関係部署が一体となり、問題の拡大防止のため、迅速かつ適切な処置を行うとともに、原因を究明し、再発防止を図ります。

◉品質保証ビジョン2026
2026年までに実現すべき目標である「品質保証ビジョン2026」を策定しました。「品質保証ビジョン2026」では、以
下に示した「あるべき姿」を掲げています。モノ・仕事・人の質を高めて「基盤となる品質を強化する」とともに、お客様
の声などを徹底的に反映した「魅力的な品質をつくり込む」ことを通じて、お客様の安全・安心・信頼に貢献する「NSK 
Quality」の実現を目指していきます。

● 全社品質委員会

事務局：品質保証本部

委員長：社長

委員：関係役員

生産部門 販売部門 設計部門

自動車事業本部
品質委員会

生産部門 販売部門 設計部門

産業機械事業本部
品質委員会

● 品質によって社会に貢献する
● お客様から評価される品質体質を有する
● 全社員が高い品質倫理観の下、
いきいきとした品質第一主義の意識と行動をしている

● お客様第一
● 誠実
● 100％良品・良サービス

お客様の安全・安心・信頼への貢献
NSK Quality

あるべき姿

行動指針

社会から信頼される品質づくり

● グローバル品質保証体制

日　本 アセアン 中　国 米　州 欧　州

Q.A. Q.A. Q.A. Q.A.

Q.A.

Q.A.

Q.A.

Q.A.

Q.A.

Q.A.

Q.A.

Q.A.

Q.A.

Q.A.

Q.A. 地域品質保証部 Q.A. 工場の品質保証部門

品質保証本部
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中期目標 （2016年度～2018年度）

● 品質保証 第5次中期目標

◉市場品質、お客様品質視点での「安全・安心・信頼」
NSKは、従業員が社会に目を向けながらいきいきと働き、お客様に喜んで使っていただける製品をつくり、会社が持続的
に成長していくことを目指しています。グローバル品質保証体制の強化を図りながら、下記の中期目標に沿った活動を進めて
いきます。

1. 品質第一の風土・人づくり
2. 未然防止のための品質監視・監査強化
3. フィールドにおける品質責任体制の確立
4. 品質管理基本事項の再徹底
5. 「5ゲン主義」（現場、現物、現実、原理、原則）に基づく現場管理力の向上

◉品質マネジメントシステム
NSKグループでは、開発・設計、製造などの事業所で品質マネジメントシステムの国際規格ISO9001やISO/TS16949※の
認証を取得し、お客様のご要望にかなった高品質なモノつくりを行っています（詳しくはP.38、88-89をご覧ください）。ま
た、定期的に実施する第三者機関の監査や内部監査により、品質マネジメントシステムの有効性を確認しており、問題が見つ
かった場合は適切な是正措置を行い、取り組みのレベルアップを継続的に図っています。

2015年度の活動概要と主な取り組み

● NSK品質保証の三本柱

1. NPDS（NSK Product Development System）活動の推進
お客様の新規案件を、迅速、確実に安定生産に結びつけるため、
品質をプロセスでつくりこむための活動を進めます

2. NQ1（NSK Quality No.1）活動の推進
不良「ゼロ」の安定生産を目指した活動を進めます

3. 人づくり
品質づくりを支える人材育成を進めます

2015年度は、次の「NSK品質保証の三本柱」に基づいた活動を行いました。第4次中期経営計画に定める「売上高1兆円
を支える企業基盤の確立」を達成させ、品質管理のレベルアップを図っています。

※ ISO（International Organization for Standardization：国際標準化機構）が定める品質マネジメントシステムの国際規格であるISO9001に、自動車メーカー固有
の要求事項を付加した規格。

補足資料 P.88　品質マネジメントシステムの認証取得状況

36

NSK CSRレポート2016

NSKグループ
について

第1章
ガバナンス

第3章
品質保証

第2章
研究開発

第4章
労働慣行

第5章
地域社会との共生

第6章
環境 補足資料



品質向上に向けた取り組み

NSKグループでは、品質を市場品質、設計品質、製造品質、サプライヤー品質の4つの視点でとらえ、お客様からの高い
評価を受け続けるために、品質の改善と向上に取り組んでいます。

◉市場品質を高める取り組み
NSKグループは、モノつくりのメーカーとして、市場の最終ユーザーの期待に応える品質つくりに取り組んでいます。直
接のお客様であるメーカーの求める水準を満たすだけにとどまらず、最終ユーザーの視点に立ってニーズを的確に把握し、
メーカーに提案できる体制の構築を目指しています。

市場動向の情報の収集・分析とフィードバックの取り組み
NSKグループでは、市場の動向を的確に把握するため、品質の不具合などの情報を収集・分析して市場投入後の製品の品
質の監視に努めています。これらの情報を管理し、開発・設計、製造、営業などのすべての関連部門にフィードバックしてい
ます。製品・サービスの質のレベルアップにつなげ、品質問題を未然に防止するとともに、不具合が発生した場合に迅速に対
応することでお客様満足の向上を図っています。

品質向上に向けた
取り組み

市場品質

製造品質

サプライヤー
品質

設計品質

0 20132012
（基準年度）

100.0 99.8

104.8 105.6

2014 2015 （年度）

（％）
110

90

100

顧客満足度調査
NSKグループは、市場品質を管理する指標の一つとして、製品・サービスのお客様満足度の向上を重点項目と位置付けて、
2012年度から定期的にお客様満足度調査を実施し、結果に基づいて営業・技術・生産などの関係部署が取り組みの強化を
図っています。

● 顧客満足度 ※2012年度を基準とした場合の指数
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長年にわたるNSKグループの品質を高める取り組み
が評価され、メーカーをはじめとするお客様から感謝状
や表彰をいただいています。

●2015年7月 愛知機械工業株式会社様より「品質優秀賞」を受賞。
●2015年9月 トヨタ自動車株式会社 本社工場様より本社工場納入

品質「ゼロ賞」を受賞。

 お客様からの品質表彰受賞 ● 顧客管理データベースの構築・運用状況
NSKグループは、お客様のご要望に的確にお応えす

るため、設計に関する技術サポートや製品の使用に関す
るノウハウの提供などを行っています。また、お客様の
ご要望への対応履歴などの情報を蓄積したデータベース
を構築しています。各国・地域からの情報を集約し、製
品やサービスの向上に活かしています。

TOPIC

● NPDSの概要

製品企画● プロセス 開発・設計 試作 生産試作 量産試作 量産

専門家が厳しく、客観的に確認

● 確認事項
次のプロセスへの移行の可否を判断

◉設計品質を高める取り組み
市場のお客様の声を設計に落とし込む設計品質の向上に取り組んでいます。お客様の要求に適合させた「基本の品質」に、
さらにNSKグループとしての「ねらいの品質」を加味した、より高いレベルの製品の設計に努めています。

品質をプロセスでつくりこむ「NPDS」活動
NSKグループは、お客様の新規案件において、各プロセスの節目で課題解決を確認しながら次へと進めることで、高品質
な製品を効率良く量産するNSK独自の「NPDS」（NSK Product Development System）をグローバルに展開しています。
2015年度は、設計の変更点に着目して効率的にデザインレビューを行う「Quick DR」（DR＝Design Review）の実務での
定着を図りました。

設計どおりに製品を加工、
組み立てできるか

量産で想定される方法で
加工、組み立てできるか

量産時と同じ方法で
加工、組み立てできるか

お客様の要望を満たす
製品が設計できたか

レビュアーの育成
設計品質を向上させるため、NSKでは社内独自の資格を設け、DRを行うエキスパートの育成にグローバルで取り組んでい
ます。習熟度に応じて「DRパイロット」、「DRクルー」などの階層に分かれており、これらのエキスパートによって設計段
階から製品の品質に関する課題の洗い出しを行い、問題発生の未然防止につなげています。

◉製造品質を高める取り組み
お客様の求める品質を製品として形にし、安定して社会に提供していくための取り組みを進めています。
「4M」－Man（人材）、Machine（設備）、Material（材料）、Method（手法）－ を重視した製造工程を構築し、製品の品
質向上を目指しています。

38

NSK CSRレポート2016

NSKグループ
について

第1章
ガバナンス

第3章
品質保証

第2章
研究開発

第4章
労働慣行

第5章
地域社会との共生

第6章
環境 補足資料



「NQ1」活動の様子

不良ゼロの安定生産を目指す「NQ1」活動
NSKグループでは、NQ1（NSK Quality No.1）活動の一環として、「不良ゼ

ロのダントツ工程づくり」に取り組んでいます。日本国内の各工場で活動テーマ
を決め、モデルラインで不良ゼロに向けて改善活動を実施します。2015年度は
各工場の担当者による勉強会を定期的に開催し、他工場の事例などへの理解を深
め、活動のレベルアップを図りました。モデルラインで効果のあった取り組み
は、速やかに他のラインに展開し、効率良く不良削減を進めています。日本国内
で蓄積したノウハウをグローバルの主要生産拠点にも水平展開し、高い水準での
品質の均一化に努めています。

熱処理工程自主監査研修会の様子

NSKグループでは、生産工程のさまざまな情報を解析して、不良品の発生を防ぎ、柔軟なモノつくり体制を構築する
「スマートファクトリー」の実現に向けた取り組みを進めています。
この一環として、不良品が発生してから対応するのではなく、その発生を未然に防止し、設備の稼働状況や部品加工時
に計測した大量のデータを分析、見える化して、故障などの予兆を監視することで生産性の改善を図っていく取り組み、
「Quality Cockpit」を進めています。

 スマートファクトリー構想と「Quality Cockpit」COLUMN

熱処理工程の自主監査システムのグローバル展開
NSKグループでは、製品の不具合の発生を未然に防止するため、自主監査体
制を構築しています。生産拠点がグローバルに広がっていることを受け、2015
年度は、熱処理工程の自主監査システムのグローバル展開に注力しました。担当
者が現地の工場やサプライヤーで実地監査の指導を複数回行い、高いレベルに到
達した者のみを監査員として社内で登録しています。

◉サプライヤー品質を高める取り組み
高品質な製品には、高品質な部品や材料、油脂類などが必要不可欠です。NSKグループでは、サプライヤーとの信頼関係
をベースに品質を高めるための取り組みを進めています。

品質を重視した調達活動
NSKグループでは、各国･地域の事業所で納入される部品や原材料の受け入れ検査や、サプライヤーを訪問しての品質管理
状況の確認などを行っています。また、新規サプライヤーとの取引開始を検討する際も、調達品の品質はもちろん、設計や生
産段階の品質管理の体制や実態などを確認し、品質を重視した調達活動を進めています。

サプライヤーとの課題の共有
NSKグループでは、定期的に開催する技術会議や品質会議などを通じてサプライヤーと課題を共有し、品質を高めるため
の取り組みを進め継続的な活動を啓蒙しています。
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サプライヤーへの訪問
NSKグループでは、NSK本社や地域本部、世界各地の工場担当者がサプライヤーを訪問し工程監査や情報交換などを行い、
相互に理解を深めながら品質のレベルアップに取り組んでいます。
2015年度、日本では、品質保証上、部品や原材料の代替困難度が高いサプライヤーに対して、地震などが発生した場合の
対応体制、想定される被害と対策などの項目について取り組みの進捗を確認する調査表を送付し、自主診断を要請しました
（詳しくはP.23「災害に強いサプライチェーンづくりの取り組み」をご覧ください）。また、品質レベルに改善が必要なサプ
ライヤーへの監査や指導を実施しました。

品質を支える人材育成

NSKグループでは、高品質なモノつくりの現場を支える人材を育成するため、さまざまな教育･研修を実施しています。各
部門が連携し、お客様に満足していただけるより高い品質レベルの製品・サービスをつくり上げていきます。

◉品質教育の全体像
各従業員の階層や所属部門に応じて、適切な品質教育を行っています。

※ NSKモノつくりセンター： 詳しくはP.48をご覧ください。
※ NSKインスティテュート・オブ・テクノロジー： 詳しくはP.47をご覧ください。
※ DRBFM：Design Review Based on Failure Mode の略。設計の変更点に着目し、故障モードの影響を調べることで品質トラブルを防ぐ手法。

階層 工場 技術部門 営業部門 管理部門

部長・課長

係長

スタッフ
技能者

班長
（工場のみ）

－ － －

新入社員

品質知識教育

新入社員教育 / QC7つ道具 / FMEA・FTA

営業品質教育

品質管理教育

NSKモノつくり
センター※

（初級・中級）
NSKインスティテュート・
オブ・テクノロジー※
工学（2･3学年）

品質教育
なぜなぜ分析

Quick DR(DRBFM)※

● 階層別・部門別品質教育体系

◉営業部門の品質教育
NSKグループでは、お客様の窓口となる営業部門の従業員の品質に対する意
識を高め、お客様の満足度を向上することを目指した「営業品質教育」を2010
年度から実施しています。講義やe-ラーニングなどを活用し、各国の言語で営
業活動にすぐに活かせる実践的な品質管理や問題解決の手法などの知識の定着を
図っています。
2015年度は、2014年度に実施できなかった新たな国・地域で教育を実施す
るとともに、2014年度に実施した地域でも、「継続性」をキーワードに新入社
員への教育や必要に応じた補講などを行いました。

営業品質教育の様子
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◉品質月間
お客様に喜んで使っていただける製品を作るためには、従業員一人ひとりが品質に対する意
識を高く保ち続けることが大切です。
NSKグループでは、毎年11月の品質月間にさまざまな品質向上を実現するための活動を
行っています。NSKグループの従業員から品質に対する想いが込められた「NSK品質標語」
を募集し、優秀作品はポスターにして全事業所に掲示しています。また、全社テーマに沿って
工場ごとに重点取り組み項目を設定し、品質向上に取り組んでいます。

品質標語ポスター
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