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平成２８年度事業報告書 
     

自：平成２８年４月１日 至：平成２９年３月３１日 

 

 業界を取り巻く環境が急速に変化している中で、コンプライアンスを確保しつつ、公益

を目的とする業界団体としての機能を発揮し、我が国を基盤とするベアリング産業が重要

な機械要素産業として更なる発達を遂げ、我が国産業・経済の発展に資するため、諸般の

公益的事業の企画・実施・レビューを行った。 

 

当工業会は、本年度はとりわけ、①平成２３年７月の競争法に係る調査とこれに連なる

その後の展開の中にあることに加え、②海外諸国における競争法に係る別途の諸事案もあ

り、こうした諸般の状況から引き続き多大な不透明感の下に置かれた。これら競争法に係

る調査等の経緯は、いずれも一部会員会社に対するものであり、工業会の活動自体に対す

る嫌疑によるものではないと想定されるものの、こうした不透明感を背景としてこれら調

査をはじめとする内外の諸般の状況から、本年度も引き続き、厳しい制約下において事業

運営を行った。 

 こうした制約下にあったが、当工業会の目的が公益的事業の推進にある以上、こうした

制約を乗り越えつつ、公益的事業を的確に遂行していくことが責務であり、平成２４年度

の創立総会で導入した「当面の方針」を更にステップ・アップしつつ、これに基づき運営

を進めた。 

 即ち、引き続き、①コンプライアンスの確保、②公益的事業への純化 という２本の基

本理念のもとで、当面の中期的タームを「暫定期間」と位置付けた。そのもとで、内外の

諸環境を勘案して、「段階的アプローチ」で工業会の改革（制度組織・運営）に注力しこ

れを漸次進めつつ、各種公益的事業を推進した。また、依然として経済情勢に不透明感が

みられることに鑑み、可能な節減に努めつつ、必要な項目には重点的に予算を配分するな

どして、効率的な予算運営と事業推進を行った。 

本年度のこうした活動は、今般の事態を「変革」の契機と積極的にとらえて「新生・日

本ベアリング工業会」としての出帆に至るための礎となるものである。 

（１）新しい会長の体制での事業運営 

 当工業会の会長は、平成２３年度まではローテーションにより大手４社社長がその任に

あたってきたが、平成２３年７月の競争法に係る調査以降、このローテーションが困難に

なったことなどから、平成２４年度より２期４年間、専務理事が会長を兼務することで運

営が進められてきた。 

 本年度は４年ぶりに会員企業から会長が選任され、新しい会長のもとで事業運営を行っ

た。これは、厳しい制約下における当工業会にとって、事業の運営・推進など様々な面に

おいて大きな弾みとなるものとなった。 
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（２）コンプライアンスの確保及びその適正な運営の刷新と推進 

 工業会・会員が一体となって、法令・定款に従い、due process に沿った透明性ある適正

な運営に努め、コンプライアンスの確保を図った。 

①一般社団法人としての適正な運営の推進 

当工業会は、平成２４年４月に一般社団法人へ移行し（平成２５年３月３１日 公益目的

支出計画の実施完了）、自主的な運営と活動ができる法人として、自らの意思を持って公

益的な事業を中心に活動してきた。 

 一般社団法人として、この根拠法たる「法人法」（※）における組織の運営・管理等の

内部統治をはじめとするコンプライアンス確保を徹底させ、透明性、due process 確保の基

盤の上で、適正な運営に努めた。 

（※）正式名称は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」 

②顧問弁護士によるリーガル・チェックと法令遵守のための仕組み構築 

競争法コンプライアンスの確保に係る専門的なアドバイスを受けるべく顧問弁護士への

委託を継続し、工業会の活動や組織の在り方等に関し適切な指導を受けた。会合の内容等

を踏まえ、必要に応じ、競争法上の懸念が生じないよう顧問弁護士によるモニタリング

（資料や議事録のリーガル・チェック、会合における立会い等）を広範に実施した。 

こうした弁護士とのやり取りを重ねる中で、当工業会自身の法令遵守のための実務に即

した仕組みの構築を引き続き進めてきている。とりわけ、（ア）弁護士のモニタリング等

に係る意見等を咀嚼し、工業会職員の意識と能力（知識・経験等）を高め、リーガル・マイ

ンドを基礎とした運営手法のノウハウ（リーガル・マナー）の構築・熟度向上に努め、

（イ）また、一部の簡便で定型的なものについては、弁護士の指導のもと、手続きの簡略化

も図るなど、引き続きコンプライアンスの保持と業務の効率性とを両立させる適切な組織制

度・運営の構築に努め実践した。 

これらは、コンプライアンスを保持しつつ、近年急速に変化してきた競争法を含む経済社

会環境に即応した運営を可能とするものであり、新時代の業界団体の基盤となるものである。 

 

本年度においては、顧問弁護士の新たな体制を以下の通り構築した。 

ベーカー＆マッケンジー法律事務所（当工業会の顧問弁護士事務所）から狛 文夫弁護士

が独立（平成２８年４月１日）し、新たな弁護士事務所（狛・グローカル法律事務所）が設

立された。これに伴い、当工業会は、今後は、顧問弁護士に係る新たな体制として、２つの

弁護士事務所に委託することとし、効率的かつ的確なコンプライアンスの確保を推進した。 

その理由は次の通り。 

ⅰ．狛弁護士独立後も同氏とベーカー＆マッケンジー法律事務所の担当弁護士が、同じ

メンバーでチームを組んでリーガル・チェックをする体制が維持されること、ⅱ．平成２３

年７月以降、ベーカー＆マッケンジー法律事務所にリーガル・チェックを依頼するように

なってから、イニシャルコスト（時間・費用）をかけて、工業会への理解を深めて頂いてお
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りこれは「財産」であること、ⅲ．その上で工業会内においてリーガル・チェックに係る組

織体制、リーガル・マナー、意識などを築き上げてきており、この継続の上でも必要である

こと、ⅳ．弁護士との人間関係及び信頼関係も大切であること、ⅴ．「暫定期間」という厳

しい環境にあること などによる。                       

③経理面における適正な運営に向けた改善 

 減価償却引当に係る過小積立の是正に向けて、平成２６年度から本年度にかけて加速度

的に積み増しを行った結果、減価償却引当資産取得支出は平成２９年度からほぼ平常状態

へ転換することとなった。 

④事務局の新たな体制の確立 

 国際部長の退職（平成２９年２月末）に伴い、新たな国際部長が２月１日に着任し、業

務のスタートにあたり、円滑な立ち上げがなされた。 

 

（３）公益的事業への純化とその推進 

公益的事業のうちでも、政府の政策とも深く関わるＩＳＯ・ＪＩＳの標準化などのコア

事業に絞ってその最大限の実施に努めた。 

① 標準化（規格化）関連事業 

・ＩＳＯへの積極的な国際的貢献（ＩＳＯ／ＴＣ４ ウィーンＷＧ会議及びベルリン

ＷＧ会議への専門家派遣などの対応、ＩＳＯ／ＴＣ４／ＳＣ１２幹事国としての

責務の遂行） 

・ＧＰＳ及び新素材（セラミック）への対応 

・ＪＩＳへの貢献等 

② 国際関連事業 

   ・米国等との通商問題への対応（アンチ・ダンピングに係る課題における政府への

協力など －バード修正条項、サンセット・レビュー、ゼロイング等） 

・不正商品対策への対応（偽造品対策等） 

・ＷＢＡ（世界ベアリング協会）への対応（偽造品対策等） 

③ 環境対策事業 

・「低炭素社会実行計画」（ＣＯ２排出削減等）、「環境自主行動計画」（廃棄

物対策）への対応等 

  ④中小企業対策事業 

   ・中小企業講演会、工場見学会、工業会会長との懇談会の各種開催、政府施策の情

報提供及び活用の支援等 

 

（４）改革・改善の推進と定着 

 引き続き、内外の諸環境を勘案しつつ、「段階的アプローチ」に立脚し、制度組織だけ

でなく運営の工夫・刷新等も含め幅広く可能なものから漸次工業会の改革の具現化を推し
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進めた。改革は定款など根幹も含め、聖域なく行った。主な改革として以下を行った。そ

の際、局所的対処療法でなく「包括的」な変革につながることに留意した。 

 

ａ．顧問制度の廃止 

 顧問制度は、ａ．実態として機能していないこと、ｂ．昭和５４年の社団法人設立時の

定款からの機械的な存続であることから、同制度の廃止が理事会で了承された。 

（平成２７年１１月理事会了承） 

顧問制度の廃止は、定款の変更を伴うため、その後、平成２８年３月理事会で同制度の廃

止に係る定款の変更案（①顧問に係る記載をすべて削除。②施行日は、会員に周知するため

に、事務的な作業の期間を必要とすることから、平成２８年８月１日とする。）が審議され

承認された。その上で、平成２８年度定時総会に上記の定款の変更案が諮られ承認され、顧

問制度は廃止された。     （平成２８年３月理事会及び平成２８年度定時総会承認）  

       

ｂ．入会手続きの見直し 

 当工業会が「コンプライアンスの確保」と「公益的事業への純化」を基本理念の２本柱

としている中、会員資格の適格性をより的確に確保する必要があるため、当工業会への入

会に関して検討が行われた。平成２９年１月理事会で推薦制を導入するなど入会手続きを

見直す必要がある旨の提案がされた。これは定款の変更を伴うため、手続きとして、まず

平成２９年３月理事会において同手続きの見直しに係る定款の変更案等の概要が審議され

承認された。今後、成案を得た後、書面による理事会で同見直しに係る定款の変更案等が

審議・承認された上で、平成２９年度定時総会に諮られることとなる。 

（平成２９年１月理事会提案、平成２９年３月理事会承認） 

 

ｃ．事業の高度化に伴う組織体制の検討   

各種事業全般にわたり検討と変更を加えた。 

とりわけ、国際事業については、専門家の立場から国際問題について、タイミングを逸せ

ず見通しをキャッチし拾っていくことが重要であり、こうした場が必要との議論がある中、

国際部会のもとに企画運営を担う新たな委員会を設立することに関し検討を継続した。 

 

ｄ．事業担当制に基づく運営の定着 

 平成２３年７月の競争法に係る一部会員会社への調査以降、大きな制約のもと「会長

ローテーションを基軸とした体制」（会長ローテーション（輪番制）、これにリンクした

部会制度など）は事実上廃止となっていたが、現状を「暫定期間」と位置づけ、この間、

事業・組織のスリム化など改革を進行している中、その改革の一環として、部会制に代わ

り、デファクトである事業担当制への移行を決定した（平成２６年３月理事会承認）（注）。 
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（注）事業担当制へ移行したことに伴い、各部会は廃止とした。但し、技術と国際については、

その必要性から中間評議機関に発展的解消とした。 

 

この新制度に移行した理由は、上述の「事実上廃止」となっていたことだけでなく、時

代への対応のためであった。即ち、近年、当工業会の事業は高度化・国際化を加速させて

きており、従来の部会制におけるような機械的なローテーションで対応できるような状況

にはなくなってきていた。こうしたことなどに鑑み、時代に合わせて、事業を中心的に支

えて頂く担当についての仕組みを見直さざるを得ず、「適材適所」による組織体制を導入

する必要があった。この事業担当は、継続性、安定性等をもってある程度の期間担当し事

業を担って頂く必要があるが、他方、固定させるのではなく、適宜会員間で交替が図られ

ることを前提とする。こうした交替によって会員間における公益的事業に係る貢献、能力

等が均霑化される。その変更に関しては、必要に応じ、理事会で決定することとした。事

業担当の分担については、発足時点の事業担当を当面継続することとし、本年度もこれを

踏襲した。 

［事業担当の分担］ 

 技術標準化：日本精工、通商＆安全保障：ジェイテクト、環境：不二越、統計：ＮＴＮ、

不正商品（偽造品）：権利者（大手４社等）、全体は日本精工、ＷＢＡ：日本代表であ

る日本精工、ジェイテクト 

 

ｅ．各種事業の高度化に伴う専門家の確保 

 工業会の事業は、公益的事業に純化され、これらは近年、高度化・国際化を加速させてき

ている。これらを推進するためには、的確な能力を持った専門家人材が必要である。このた

め、ＩＳＯ、偽造対策、環境等の各種事業における専門家による貢献が確保されるよう努力

した。 

 とりわけ、ＩＳＯ事業においては、海外企業からの仕掛け（ＧＰＳやセラミックに関する

提案等）により、近年、ＩＳＯ／ＴＣ４の活動が著しく活発化している（ＷＧ会議の開催

数； ２０１２年６回から２０１６年２９回へ激増（注））。海外企業のこうした攻勢に対し、

迅速かつ柔軟な対応が喫緊の課題であり、当工業会ではＩＳＯ／ＴＣ４の国際会議への各社

専門家派遣の体制を確保し、本年度も的確に対応を行った。今後もＩＳＯ事業への積極的な

貢献のため、専門家派遣の体制整備を怠ることなく進めていく構えを保持した。 
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（注）ＩＳＯ／ＴＣ４のＷＧ開催数（暦年ベース） 

 

 

ｆ．リーガル・マインドを基盤とした運営手法の工夫 

 公益的事業の推進にあたっては、その公益的目的の範囲に限定して㋑工業会と会員間に

おけるコミュニケーションと、㋺総会、理事会のほか、各種の専門委員会における審議等

が円滑・適切に行われることが必要である。しかしながら、平成２３年７月以降の制約下

のもとで、一部において、これらについて支障が発生してきた。これを補うため、コミュ

ニケーション及び審議手法等に関し運営手法（マナー）の工夫が行われ、効率化、緊密化

が図られており、これを継続した。 

 こうした工夫は、専門委員の会合参加の促進をはじめとする現下の制約への対処であっ

たばかりでなく、近年の競争法やＣＳＲなどに係る経済社会の環境変化への適合という新

時代への対応でもある。 

 主な具体例は以下のとおり。 

ア．工業会がｅメール・電話等を活用し、会員間のコミュニケーションのハブ機能を担

うこと 

イ．事業の意義等についての理解、工業会活動への会員の参画意識の維持、意識改革な

どに資するため、専務理事、事務局職員が、ｅメール・電話による緊密な連絡に加え、

会員のもとへの個別訪問（面談）を励行すること 

ウ．意思決定に係る事案については、（ⅰ）法令に基づく「書面審議」の活用や（ⅱ）

メールによる緊急の意見聴取・了解の確認手続きを実施すること 

 

 上記ウ．（ⅱ）については、平成２４年１１月理事会において、理事会の意思形成手

続きとして「理事承認案件の確定手続き」が包括的に承認されている。この内容は次の

とおり。 
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ａ．時間的制約等のため、理事会の会合の場や書面等による決議ではなく、ｅメールにより理

事・監事の全員に決議の目的である事項を提案し、理事・監事の全員から承認を頂いた場合、

その決議事項に係る業務執行を行う。 

ｂ．但し、この場合、直近の理事会における当該事実の報告（ｅメールによる決議の目的であ

る事項の提案に対して、理事・監事の全員から承認を頂いた旨の報告）をもって、理事・監

事の全員の承認の意思確認が完了し、これをもって理事会における当該決議事項の承認（決

議）が確定されたものとする。 
本年度も本手続きを必要に応じ実施し、理事会の意思形成過程の効率化を図った。 
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本年度における事業の概要は次のⅠ．～Ⅵ．の通りである。 

 
Ⅰ．総 会 

第９回総会（平成２８年度定時総会） 

  日 時  平成２８年６月３日（金曜）  午後２時５８分～午後３時５７分        

  場 所  東京都港区芝公園３丁目５番８号           

       機械振興会館（６Ｄ－１・２会議室（６階）） 

  会員の出席状況等 

 議決権のある会員総数          ３６名 

 総会員の議決権の数           ３６個 

 出席会員数（委任状による者（２３名）を含む） ３６名 

 この議決権の総数            ３６個 

 

  議事の経過の要領及びその結果 

定款に従い、代表理事 会長兼専務理事の宮下英治氏が議長となり、冒頭、出席予定者

がすでに全員揃い着席されているので、定刻より若干早いが、第９回総会（平成２８年度

定時総会）を開会する旨、発言し、上記のとおり議案の決議に必要な会員の出席及び議決

権の数が確保されているため、本定時総会は、定款に基づき、成立した旨、議場に報告を

行った。 
その後、議長より、本定時総会を開催するにあたり、①来賓の紹介、②コンプライアン

ス確保のため顧問弁護士が立会われていること、③コンプライアンスの観点から中座は原

則控えて頂くこと などについて発言が行われた後、議長挨拶がなされた。次に、経済産

業省 製造産業局 大臣官房審議官 若井英二 殿から来賓ご挨拶が行われた。続いて、狛 
文夫弁護士より、独占禁止法遵守宣言として、従来と同様、公の情報から当業界における

独占禁止法に係る国内外の昨今の動向等について説明された後、全出席者に独占禁止法の

遵守を喚起し、その意思の確認がなされた。その後、議事に入り、下記の各議案の審議を

行い、満場異議なくこれを承認可決した。 

第１号議案 平成２７年度事業報告書、貸借対照表及び正味財産増減計算書等の承認 

の件 

第２号議案 平成２８年度事業計画書及び収支予算書の承認の件 

第３号議案 平成２８年度会費の承認の件 

第４号議案 定款の変更の承認の件 

第５号議案 役員（理事及び監事）の選任の件 

 

Ⅱ．理事会 
 理事会は工業会の業務の執行等に係る重要事項の審議、決議等を行っており、理事本人
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による過半数の出席が必要であるとの定足数の要件がある。平成２３年７月以降の諸般の

状況等によりこの定足数の確保について不確実性が高まったこと、及び事業運営の合理化

等を勘案し、一般社団法人に係る法令・定款も踏まえ、年間の定例面談理事会の開催回数

が従来の６回から４回（１月、３月、６月、１１月）へ既に変更されている。これに沿っ

た形で確実に理事会が開催できるよう理事会の開催に努め、実施した。同時に、書面によ

る理事会など、法令に従って、面談による以外の可能な手法も駆使し、合理的な運営に努

めた。 

なお、各理事会の主な議題は、次の通りである。 

第２２回理事会（書面による決議）（平成２８年５月１６日） 

１．平成２７年度の決算書並びに附属明細書 

２．平成２７年度の事業報告書並びに附属明細書 

 

第２３回理事会（平成２８年６月３日） 

１．会長・副会長・専務理事の選定と参与の委嘱 

２．平成２８年１１月の参与会終了後の懇親パーティ 

３．技術部会報告（承認事項含む） 

４．国際関係の取り組み 

 

第２４回理事会（平成２８年１１月２２日） 

１．人事異動 
２．平成２９年の理事会等の開催日程等 
３．環境対策の取り組み 
４．ＩＳＯ関連等の取り組み 

５．国際関係の取り組み 

６．中小企業対策の取り組み 

 

第２５回理事会（平成２９年１月２４日） 

１．人事異動 
２．平成２９年１１月の理事会及び参与会等の開催日程等 
３．技術部会報告 
４．国際関係の取り組み 
５．平成２９年度の要点（案） 
 
第２６回理事会（平成２９年３月２８日） 
１．人事異動 
２．平成３０年１月理事会等の開催日程等 
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３．第１０回総会（平成２９年度定時総会）の招集と議案の事前審議 
（１）総会の日時及び場所 
（２）総会の目的である事項があるときは、当該事項（議案） 
（３）定款の変更の概要等 
（４）役員の選任の概要 
（５）総会次第 
（６）平成２８年度収支決算見込み 
（７）平成２９年度事業計画書、収支予算書及び会費 
４．環境対策の取り組み 
 
Ⅲ．参与会 
 参与会は、一般社団法人への移行（平成２４年４月１日付け）に伴い、従来の「評議員

会」を「参与会」に名称変更したものである。 

参与会は、従来の評議員会と同様、年度の中間（１１月）において開催され、専務理事

より参与に対し、当該年度の事業について中間報告を行い、参与の意見を伺う機関である。 

本年度は、１１月２２日に開催され、宮下専務理事より、平成２８年度のそれまでの事

業報告として、上記第２４回理事会の各議題の内容等にも言及しつつ、要点説明が行われ

た。 

 

Ⅳ．会員等の異動 
１．会員の異動  

平成２８年６月３０日 ＮＳＫニードルベアリング株式会社 

            日本精工株式会社への吸収合併に伴う退会 

 

 平成２９年３月３１日 トックベアリング株式会社 退会 

 

２．会員代表者の異動 

平成２８年５月３０日  株式会社不二越 

             新代表者 代表取締役社長 本間博夫 氏 

             旧代表者 常務取締役   林 秀憲 氏 

 

 平成２８年６月２７日  ダイベア株式会社 

             新代表者 代表取締役社長 山本勝巳 氏 

             旧代表者 代表取締役社長 酒井祥夫 氏 
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 平成２８年１２月５日  株式会社飯常製作所 

             新代表者 代表取締役社長 飯銅利枝子 氏 

             旧代表者 代表取締役社長 飯銅哲彦 氏 

 

３．会長の異動 

 平成２８年６月３日   宮下英治 氏 会長退任 

 平成２８年６月３日   大塚紀男 氏 会長就任 

 

４．副会長の異動 

 平成２８年６月３日   小林保一 氏 副会長退任 

 平成２８年６月３日   宮下英治 氏 副会長就任 

 

５．理事の異動 

 平成２８年６月３日   林 秀憲 氏 理事退任 

 平成２８年６月３日   本間博夫 氏 理事就任 

 

６．参与の異動 

 平成２８年６月３０日  殿塚 崇 氏 参与退任 

 

平成２８年７月１３日  酒井祥夫 氏 参与辞任 

 平成２８年７月１３日  山本勝巳 氏 参与就任 

 

 平成２８年１２月３日  飯銅哲彦 氏 逝去 

 平成２９年１月５日   飯銅利枝子 氏 参与就任 

 

 平成２９年３月３１日  吉川桂介 氏 参与退任 

 

７．顧問の異動 

 平成２８年７月２１日  横山元 氏 顧問退任 

 

 平成２８年８月１日   山下 皓 氏 顧問退任 
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Ⅴ．総務・管理関係 

 総務・管理業務における重要なものは、次のとおり。 

１．総務連絡会 

総務連絡会は、理事会メンバー全員の総務部長クラスを構成員とする。その役割は、ア.

「理事会をはじめとする工業会活動のフォローと理事・監事会社における会社内部での支援

（工業会の事業の動向、スケジュールなどの情報共有等による）」、イ.「既定の委員会で

対応できない（受皿のない）案件の第１義的相談窓口」などである。特に、工業会の公益に

純化した事業の推進及び改革等工業会のあり方に関する検討について、その進捗に関し理解

と協力を求める機能が期待されている。 

今年度は、第 8 回、第 9 回の総務連絡会を開催した。議題は次の通り。 

ⅰ．第 8 回総務連絡会（平成 28 年 7 月 8 日） 

  ・平成 27 年度事業報告及び平成 28 年度事業計画の説明 

 ・定款の変更（顧問制度の廃止）の説明 

・役員選任の説明 

・「国立科学博物館 産業技術史資料調査」の公開（報告） 

ⅱ．第 9 回総務連絡会（平成 29 年 2 月 6 日） 

理事会・参与会（平成 28 年 11 月 22 日開催）及び理事会（平成 29 年 1 月 24 日開

催）の説明 

 

２．各種寄付要請への対応 

 寄付への対応は、当工業会の due process の確保の観点から、理事会、総会で検討し、拠

出する場合は、当工業会の予算に計上することとしている。平成 28 年度については、「ス

ポーツ振興資金財団財界募金（80 万円）」「警察協会救済援護事業（10 万円）」「経済広報セン

ター会費（会費形態であるが寄付の位置づけ）56.7 万円」の継続 3 件を拠出した。 

  なお、上記継続 3 件については、平成 29 年度予算に計上した。 

 

３．工業会事務局の防災対策の推進 

事業継続（ＢＣＰ対策）の観点を含め、事務局において次の防災対策を推進した。 

工業会事務所が入居している機械振興会館（（一財）機械振興協会）の防災管理協議会

に出席し、防災管理に関する情報を入手するとともに、毎年 11 月に同協会が行う自衛消防

訓練に参加している。本年度の訓練では、煙体験ハウスを用いて煙が充満した通路からの避

難訓練を行った。 

また、当事務所では、書庫等の転倒防止対策を行うとともに防災備蓄品として、水、食

料、災害用寝袋、ヘルメット、防災用手袋、マスク等を確保している。 

なお、当工業会事務所は、平成 28 年 3 月 4 日に防災管理点検特例認定（注）を受けた。

認定期間は、平成 28 年 3 月 4 日から平成 31 年 3 月 3 日である（平成 25 年 2 月に 1 回目の
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認定を受け、今回は 2 回目の認定）。 

（注）毎年 1 回防火管理点検報告が義務付けられているが、過去 3 年以内の点検結果が優良と認

められ、消防機関の検査を受け、基準に適合していると認められた場合、防災管理点検・報告

の義務が免除されるもの。 

 上記防災対策に加え、本年度から、工業会における総会、理事会、委員会等の各種会議の

冒頭において、当該会議開催場所の「避難経路図」を説明し、火災等の緊急時において、会

議参加者が適切に避難できるようにするなど、万全を期した。 
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Ⅵ．事業項目別報告 

 
 

１．調査・企画管理に関する事業 

 
 

２．ＩＳＯ／ＴＣ４への積極的な貢献とベアリングに関

する規格、基準の作成及び普及に関する事業 

 
 

３．海外市場施策及び国際交流に関する事業 

 
 

４．生産及び経営の高度化に関する事業 

 
 

５．広報に関する事業 
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１．調査・企画管理に関する事業 
 

 グローバル化の進展など当業界を取り巻く環境が急速に変化している中で、内外の関連情

報を収集し、またその一環として経済産業省等の政府機関、経済諸団体及び関連業界との意

見交換等を深めた。これらを踏まえ、我が国を基盤とするベアリング産業が、重要な機械要

素産業として、その技術力の基礎のもと、更なる発展を遂げ、我が国産業の発展に資すると

の目的をもった公益的事業の推進のため、諸施策を企画・検討し、成案を得たものは実施し

た。 

 

（１）経済諸団体等との意見交換等 

日本経済団体連合会、日本機械工業連合会、経済産業調査会、経済産業統計協会等におけ

る各種会議への参加などにより、経済諸団体や関連業界との意見交換・情報収集等を進めた。 

こうして得た情報は、工業会の各種事業の企画、実施に反映された。 

 

（２）政府等への情報交換等の協力 

政府及び政府関係機関に対して、当工業会の事業全般にわたり、情報提供、要望をはじめ

とする情報交換など、各種の協力を行った。 

経済産業省の業種担当課（製造産業局 産業機械課）や事業関係課（通商政策局 通商機構

部、産業技術環境局 国際標準課等）に対して、最新の事業内容、要望等について説明する

など情報交換を密にするとともに、ベアリング業界への一層の理解と認識を深めていただい

た。経済産業省担当官から直接施策説明を受けるなど、中小企業対策企画委員会主催の講演

会等各種会合も情報収集の機会とした。また、中国ＩＰＧベアリング・ワーキング・グルー

プの場を含め、JETRO 等政府関係機関とも同様に情報交換を密にした。また、こうした政

府等への協力においては、上記（１）の経済諸団体等との連携も協働させた。 

本年度の政府等との協力について、以下を特記する。 

 

①政府からの各種調査への協力 

経済産業省をはじめとする政府からの各種調査に協力した。  

ａ．ベアリングの業種概況等の調査（毎年 6 月） 

  生産及び受注等の動向、前年度の業況、国内及び海外の主要メーカー各社の業況、業界

の課題と今後の対応、海外生産拠点の状況などについて、調査を実施するなどして協力を

行った。 

ｂ．都内大規模停電の影響について（H28.10.12） 

平成 28 年 10 月 12 日に発生した都内大規模停電（送電用ケーブル破損）に係る影響に

ついて調査した。 

ｃ．長時間労働是正に向けた検討（H29.2.3） 
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  政府において、長時間労働に向けた検討が行われている中で、残業時間の上限を設けた

場合においても、「予見できない突発的な製品事故等への対応」という観点があると考え

られ、その具体的な事例を調査した。 

ｄ．災害情報ハブ構築に向けたアンケート調査 

  政府において、災害時の被災情報や復旧情報を集約・提供ができるシステムを構築する

検討を行っているとのことで、その情報システムに入れてほしい内容について、アンケー

ト調査を行った。 

 

②政府からの情報の会員各社への周知 

 経済産業省をはじめとする政府からの情報を会員各社へ通知し周知徹底に努めた。 

・日本企業と海外の石油・ガス開発企業、エンジニアリング企業との協業等に向けたセミ

ナーの開催（H28.4.13） 

・日欧における個人情報保護制度の改正動向についてのセミナーの開催（H28.4.13） 

・伊勢志摩サミット等開催に伴う警備協力について（H28.4.14） 

・「熊本地震に伴う下請取引上の留意点」、「平成２８年熊本県熊本地方の地震に係る災

害」に関する被災中小企業・小規模事業者対策について（H28.4.15） 

・地域復興実用化開発等促進事業費補助金の公募（H28.4.27） 

・IoT 推進ラボ 支援プロジェクトの募集（H28.4.27） 

・「ジェトロ外国出願支援事業」募集開始のお知らせ（H28.6.1） 

・中小企業向け取引条件における価格交渉サポートセミナー（H28.6.3） 

・夏季の省エネルギー対策について（H28.6.27） 

・バングラデシュにおける襲撃事案を受けた海外安全対策セミナー（H28.7.8） 

・「英国の EU 離脱と日本企業への影響」セミナー（H28.7.12） 

・自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金（１次公募）の公募開始について（H28.7.12） 

・平成２７年度補正 中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金の３次公募に

ついて（H28.7.19） 

・熊本震災復興特別商談会に係る発注企業の募集（H28.7.21） 

・計量法の改正について（H28.8.10） 

・賃上げに係る支援策について（H28.8.23） 

・「EPA（経済連携協定）活用セミナー」、「海外安全対策セミナー」の開催（H28.9.12） 

・緊急地震速報の全国訓練の実施及び訓練参加状況等の調査について（H28.10.4） 

・重要技術管理説明会について（H28.10.4） 

・計量法の計量制度見直し及び自動はかりの特定計量器追加に関する説明会（H28.10.12） 

・障害者差別解消法について（H28.11.4） 

・「下請中小企業振興法第３条第１項の規定に基づく振興基準」の改正案に対する意見公募

（H28.11.8） 
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・「冬季の省エネルギーの取組について」へのご協力及び周知について（H28.12.7） 

・日露首脳会談等開催に伴う警備協力について（H28.12.14） 

・「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」「下請中小企業振興法の規定に基づく

振興基準」等の改正について（H28.12.28） 

・海外進出企業向け「安全対策セミナー」（大阪）の開催（H29.1.12） 

・28 年度補正予算事業：ロボット導入促進のためのシステムインテグレータ育成事業の公

募開始のご連絡（H29.3.2） 

・海外進出企業向け「安全対策セミナー」（東京）の開催（H29.3.8） 

・東日本大震災六周年追悼式当日の弔意表明について（協力のお願い）（H29.3.9） 

・製造業安全対策シンポジウムの開催について（参考：製造業安全対策官民協議会の設立に

ついて）（H29.3.16） 

・動画「福島の今 2017 春」の公開について（H29.3.16） 

・「ロシアにおける日本年」 該当案件募集について（H29.3.21） 

・「産業機械・航空機等における下請適正取引等の推進のためのガイドライン」の改正につ

いて（H29.3.21） 

 

③平成 29 年度税制改正に対する対応 

「税制改正要望」については、「（一社）日本機械工業連合会」の「理事会・総合役員

会」に出席し、説明を聞くとともに（内容を総務連絡会委員に報告）、同連合会の総会に

おいて、その意思決定手続きに参画することとしている。 

平成 29 年度の「税制改正要望」は、平成 28 年 8 月 19 日（今回は書面理事会となり同

書面理事会とほぼ同時）に開催された同連合会の「参与会」において、税制改正要望の内

容について説明があったので、同要望書を総務連絡会委員に送付し、同要望書が産業界と

しての一般的な方向に沿っている旨の報告を行うとともに、要望のポイントについて報告

した。 

 また、「森林環境税に関する共同要望」連名へ参加については、昨年度に引き続き、平

成 28 年 11 月 9 日に同連合会より要請があり、当工業会として連名参加を了解していたと

ころ、同連合会より、今回 29 年度においては、森林環境税の導入は見送られる見通しと

なったため、「共同要望書」を提出せずに済んだとの連絡があった。 

12 月 9 日に与党の「平成 29 年度税制改正大綱」が発表され、上記見通しのとおり、29

年度においては、森林環境税の導入は見送られることとなった。ただし、同大綱の「6.森

林吸収源対策」の中に、「森林環境税は平成 30 年度税制改正において結論を得る」と記

載されているので、30 年度の税制改正においても、「共同要望」の準備等が必要になる

可能性がある。 
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（３）統計調査に関する事業 

経済産業省等の政府統計におけるデータ等により、ベアリング産業に関する統計を作成し、

基礎資料として工業会活動に活用するとともに、機関誌「ベアリング」及びホームページに

て発表し情報提供した。 

① 生産について 

 平成 28 年 4 月から平成 29 年 3 月までの生産（経済産業省「機械統計」）は、金額 6,548

億 7,600 万円、対前年同期比 96.7％、数量 27 億 6,574 万個、同 100.3％、重量 62 万トン、同

93.3％となった。 

 

② 在庫について 

 平成 29 年 3 月の在庫（経済産業省「機械統計」）は、数量 1 億 8,223 万個、対前年同月

比 96.1％、在庫率（在庫／販売）68.3％となった。 

 

③ 受注について 

 平成 28 年 4 月から平成 29 年 3 月までの受注金額（内閣府「機械受注統計」）は、6,016

億 8,600 万円、対前年同期比 99.4％となった。 

 受注の内訳をみると、内需は 3,889 億 6,500 万円、対前年同期比 104.6％、外需は 2,127 億

2,100 万円、同 91.0％となった。 

 また、平成 28 年 4 月から平成 29 年 3 月までの内需を主要需要部門別にみると、自動車･

同付属品製造業からの受注は、対前年同期比 101.7％、はん用･生産用機械器具製造業は同

119.6％、電気機械器具製造業は同 103.0％となった。 
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２．ISO/TC 4 への積極的な貢献とベアリングに関する規格、基準の作成

及び普及に関する事業  
 

（１） ISO 関連 

ISO/TC 4（転がり軸受専門委員会）の下には、現在 8 つの SC（Subcommittee＝分科委員

会）があり、またこの TC 4 及び SC の委員会下には、各国からの推薦による専門家から構

成される WG（作業グループ）が 19 グループ（諮問グループを含む）あり、割り当てられ

た特定業務に当たっている。現在、TC 4 に参加するメンバー国は、P メンバー（積極的参

加国）が 20 ヶ国、O メンバー（オブザーバ）が 22 ヶ国であり、総計で 42 ヶ国となる。平

成 29 年 3 月末における ISO/TC 4 の構成は付表 1（本節末尾参照）の通りである。 

当工業会は、ベアリングに関する国際規格の制定・改正につき、ISO の日本代表組織である

JISC※のベアリング部門の役割を担う ISO 対策転がり軸受委員会への協力などを通じて、関

係する業界とも協力し、また学識経験者などの意見を聞きつつ、ISO/TC 4 の審議に積極的

に参画している。これにより、標準化を促進し、国内外の産業の発展に寄与している。また、

ISO/CS（中央事務局）により日々更新される国際標準化業務のための電子システムに対応

して、国内審議体制、投票体制及び幹事国業務の電子化を推進している。 
※JISC（Japanese Industrial Standards Committee、日本工業標準調査会）は経済産業省に設置されている組織（経

済産業省 産業技術局 基準認証ユニット）で、ISO 及び IEC に対する我が国唯一の会員として、国際規格開発

に参加している。 

平成 29 年 3 月末におけるベアリングの ISO 規格数は合計 77 件（追補、技術仕様書及び

技術報告書を含む）あり、そのうち平成 28 年 4 月以降に発行された規格は 2 件である。平

成 29 年 3 月末における新規制定作業中の規格は 11 件、改正作業中の規格が 23 件、定期見

直しの規格が 11 件ある。TC 4 における活動及び個々の規格の進捗状況のうち、主なものは

下記の通りである。 

 

①ISO/TC 4/SC 12 幹事国担当 

TC 4 における組織再編検討の結果、2011 年 10 月に、新たな SC（分科委員会）として

SC 12（玉軸受）が設置され、その幹事国を日本が担当することが決定された。これを受け

て、日本として幹事国の役割を着実に果たしている。 

SC 12 幹事国引受けに関する具体的な報告は下記の通りである。 

ａ．TC 4 の概況 

ベアリングの国際標準化は、長年欧米企業が幹事国を独占してきていた。特に、TC 4 幹

事国を担当しているスウェーデンにある 1 社は、グローバル企業として海外の子会社が所在

する国々の投票に影響を与えている。 

SC 幹事国を担当している国は、今までは、スウェーデンの他、ドイツ、フランス及びア

メリカであった。日本が SC の幹事国を担当するのはこれが初めてである。 
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ｂ．SC 12 幹事国引受までの経緯 

2000 年以降、日本が提案したプロジェクトが幹事国対応の遅れから期限切れでキャンセ

ルされるなど、いくつかのプロジェクトで業務停滞が見られた。該当する SC は SC 6、SC 9

及び SC 11 であり、幹事国はいずれもアメリカであった。日本は、2005 年に開催されたワ

シントンでの SC 会議で、問題提起するとともに、幹事国引受けの用意があることを表明し

た。TC 4 議長は日本の TC 4 における標準化活動への貢献を評価していたことも背景にあっ

て、TC 4 組織再編グループが発足し検討が開始された。検討の結果、2007 年の TC 4 総会

（パリ）において、アメリカに幹事国降任を促すこととなったが、ABMA の上位組織の

ANSI（米国規格協会）の了承が得られなかった（既存 SC の幹事国の日本への移管の合意は

なされなかった）。 

別途の解決策を見出すべく、その後も検討が継続され、2009 年の TC 4 総会（沖縄）にお

いて、SC 12 を新設し日本が幹事国を担当することが提案された。2011 年 6 月にブリュッセ

ルにて開催された TC 4 総会において、SC 12 の新設及びその幹事国を日本が担当すること

が決議された。2011 年 10 月に ISO の上層委員会である ISO/TMB（技術管理評議会）にお

ける最終承認を受け SC 12 は正式に発足し、工業会から輩出された、JISC が任命した国際

幹事及び幹事国が指名した議長が、その活動を進めてきている。 

 

 

 SC 12 の名称 Ball bearings（玉軸受） 

 幹事国 日本（国代表組織：日本工業標準調査会［JISC］） 

 国際幹事 白木高志（JBIA） 

 議長 伊藤正夫（NSK） 

 業務範囲 全ての形式及び寸法の玉軸受の標準化（主要寸法及び公差を含む） 

 担当 ISO 規格 付表 2（本節末尾参照）の通り（現在 6 規格）。 

ｄ．幹事国担当の意義 

SC 12 の管轄規格における“玉軸受”及び“玉”はベアリングで最も基本的かつ代表的な

製品であり、この分野においても高い技術力を持つ日本が担当することは、①世界の軸受産

業の発展に寄与し国際貢献を果たす。②同時に、SC 12 を起点として、長い間、欧米勢が主

体であった TC 4 の標準化活動において、日本がより一層の貢献・関与をすることで、日本

の産業の発展にも寄与する。 

ｅ．SC 12 議長の交代及び国際幹事の活動 

2011 年 10 月の SC 12 幹事国引受以来、SC 12 議長を務めている三木氏（工業会技術顧

問）より、退任の申し入れがあった。幹事国が任命する次期議長について、工業会にて候補

者（日本精工、現職）を選出し、JISC への推薦を行った（2014 年 1 月理事会承認）。SC 12

議長承認のための委員会投票が TC 4 において 2014 年 2 月に行われた。委員会投票は、4 月

に承認され、2014 年 6 月に、2017 年 12 月までの任期で新議長の登録が行われた。 

ｃ．SC 12 の概要
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また、国際幹事については、引き続き白木（工業会職員）が、担当する規格の改正作業の

運営、各国の委員会メンバー及び ISO/CS との調整業務などを経験しながら、ノウハウ等を

蓄積しつつ、当該任務を着実に遂行している。 

ｆ．工業会の体制整備 

SC 幹事国引受けについては、近年の当工業会の総会等において決定した方針に基づくも

のであり、幹事国業務の職責を果たすための体制整備もその方針に盛り込まれている。これ

は元々実質一名体制であった技術部事務局の体制が、業務負荷の問題に加え、以下のとおり

立場の面での問題もあり、経済産業省及び日本規格協会からその旨の指導も受けていたこと

による。2011 年 10 月の TC 4/SC 12 幹事国引受けの際に、初回会議への緊急対応に迫られ、

臨時に業務補助の派遣職員一名を雇用し急場をしのいだ。しかし、この体制では、業務負荷

への対応が十分でないことに加え、立場の面でも、正職員としては一人三役（①ISO 国際幹

事②ISO 国内事務局担当職員③JIS 及び BAS 担当職員）を担うこととなっており、経済産業

省等からも「国際幹事」（国際的中立の立場）と「国内事務局担当職員」（日本としての立

場）が兼任されていることは適切でないとの指導を受けていた。こうした中、2013 年 8 月

に、派遣職員が 9 月末で予定外に退職することとなったことを契機として、直接雇用の職員

を一名採用する人員補充の方針が理事会において承認された。これを受けて 2014 年 4 月に

職員一名を採用した。国内委員会の事務局業務を担当し、さらに国際幹事を輩出している国

内審議団体としては、本来「国際標準化推進室」設置が望ましいとの経済産業省等の指導も

あり、これは今後の検討課題であるが、まずはその第一歩として人員補充による体制整備を

進めた。 

ｇ．幹事国業務報告 

規格開発業務としては、1 件（ISO/NP 19843、セラミック球－強度測定方法－切欠き球試

験）の規格開発業務が進捗している。この NP（新業務項目提案）は 2014 年 2 月にオースト

リアから提案され、投票の結果、SC 12 の業務に登録することが承認された。WG 設置のた

めの委員会内投票を経て、2014 年 11 月に SC 12/WG 1（セラミック球の強度試験）を設置

し、2015 年 5 月にロンドンで第 1 回 WG 1 会議を開催した。2015 年 12 月にウィーンで第 2

回 WG 1 会議、2016 年 5 月にウィーンで第 3 回 WG 1 会議を開催し規格開発を進めている。 

また、2015 年 5 月の SC 12 ロンドン会議にて、鋼球及びセラミック球の表面粗さ特性の表

記方法について調査することが決議されたため、2016 年 2 月に表面粗さ特性の表記に関す

る調査の CIB（委員会内投票）を行った。調査により提出された意見について、今後検討を

行う。 

加えて、ISO 20516（転がり軸受－調心座スラスト玉軸受及び調心座金付きスラスト玉軸

受－主要寸法）に対する定期見直し投票が 2016 年 9 月期限で行われ、投票結果に基づき、

改正を行わない「確認」とした。 
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②2016 年度における ISO/TC 4 会議 

ａ．ISO/TC 4 ウィーン WG 会議 

2016 年 5 月にオーストリア・ウィーンにて、TC 4 及びその SC の WG 会議が行われた。

日本からは 6 社 10 名が参加した。 

 

ISO/TC 4 ウィーン WG 会議日程 

 

 

 

ｂ．ISO/TC 4 ベルリン WG 会議 

2016 年 11 月から 12 月にかけてドイツ・ベルリンにて、TC 4 及びその SC の WG 会議が

行われた。日本からは 5 社 10 名が参加した。 

 

 

日付 時間 会議室 1 会議室 2 会議室 3 会議室 4 

5/10 
（火） 

午前 
① SC 8/WG 7 
（ハイブリッド軸受

の定格荷重） 

② TC 4/AG 1 
（TC 4 諮問グルー

プ 1） 
③ SC 5/WG 1 
（針状ころ軸受－

寸法及び公差） 

 

午後 
④ SC 8/WG 8 
（球面滑り軸受の定

格荷重） 

⑤ TC 4/WG 22 
（ISO 15 の改正（寸

法範囲の拡大）） 

5/11 
（水） 

午前 ⑥ SC 5/WG 2 
（セラミック製円筒

ころ） 

⑦ SC 11/WG 2 
（ISO 13012-1 及び-
2 の改正） 

⑧ SC 4/WG 5 
（ISO 1132-1 の改

正） 

 

午後 

5/12 
（木） 

午前 

⑨ SC 5/WG 3 
（針状ころ及びト

ラックローラへの

GPS 適用） 

⑩ TC 4/WG 18 
（用語） 

⑪ SC 12/WG 1 
（セラミック球の

強度試験） 

⑫ TC 4/WG 23 
（グリースノイ

ズ試験） 
午後 

⑬ SC 4/WG 7 
（ ISO 492 の 改 正

（ 寸 法 範 囲 の 拡

大）） 

5/13 
（金） 

午前 
⑭ SC 4/WG 6 
（ ISO 1132-2 の改

正） 

⑮ TC 4/WG 20 
（損傷及び故障） 

 

午後 
⑯ SC 6/WG 1 
（ISO 9628 の改正） 

⑰ TC 4/AG 1 
(training) 
（ISO/CS TPM によ

る研修） 
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ISO/TC 4 ベルリン WG 会議日程 

 

日付 時間 会議室 1 会議室 2 会議室 3 

11/28 
（月） 

午前 
① TC 4/WG 23 
（グリ ースノ イズ 試

験） 

② SC 4/WG 6 
（ISO 1132-2 の改正） 

 
午後 

③ SC 4/WG 7 
（ISO 492 の改正（寸法範囲の

拡大）） 

11/29 
（火） 

午前 ④ SC 5/WG 3 
（針状ころ及びトラッ

クローラへの GPS 適

用） 

⑤ SC 4/WG 5 
（ISO 1132-1 の改正） 

 

午後 

11/30 
（水） 

午前 
⑥ SC 11/WG 2 
（ISO 13012-1 及び-2 の

改正） 

⑦ TC 4/AG 1 
（TC 4 諮問グループ 1） 

午後 
⑧ TC 4/WG 22 
（ISO 15 の改正（寸法範囲の

拡大）） 

12/1 
（木） 

午前 ⑨ SC 8/WG 7 
（ハイブリッド軸受の

定格荷重） 

⑩ SC 6/WG 1 
（ISO 9628 の改正） ⑪ TC 4/WG 21 

（振動の測定方法） 
午後  

12/2 
（金） 

午前 ⑫ SC 8/WG 8 
（球面滑り軸受の定格

荷重） 

⑬ TC 4/AG 2 
（TC 4 諮問グループ 2） 

 
午後 

 

③ISO/TC 4（転がり軸受）関連 

ａ．制定作業中の規格 

○ISO 21250-1（グリースノイズ試験－第 1 部：基本原理） 

2015 年 9 月にオーストリアから提出されたグリースノイズ試験の標準化の NP が承認され、

2016 年 2 月に WG 23 が設置された。2016 年 5 月に WG 23 ウィーン会議、2016 年 11 月に

WG 23 ベルリン会議が開催された。現在、WD（作業原案）の審議が行われている。 

○ISO 21250-2 及び-3（グリースノイズ試験－第 2 部及び第 3 部） 

2016 年 9 月にオーストリアから提出されたグリースノイズ試験の評価方法に関する NP が、

2017 年 2 月に承認された。 

ｂ．改正作業中の規格 

○ISO 15（ラジアル軸受－主要寸法、一般計画） 

2016 年 5 月に WG 22 ウィーン会議、2016 年 11 月にベルリン会議が開催された。審議は
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概ね完了し、発行に向けた最終段階にある。 

○ISO 5593（用語） 

2016 年 5 月に WG 18 ウィーン会議が開催された。2017 年 1 月に DIS（国際規格原案）が

回付された。 

○ISO 15243（損傷及び故障－用語、特性及び原因） 

2016 年 5 月に WG 20 ウィーン会議が開催された。2017 年 1 月に FDIS（最終国際規格原

案）が回付された。 

○ISO 15242-3 及び-4（振動の測定方法－第 3 部及び第 4 部） 

2016 年 12 月に WG 21 ウィーン会議が開催された。審議は概ね完了し、発行に向けた最

終段階にある。 

 

④ISO/TC 4/SC 4（公差）関連 

ａ．改正作業中の規格 

○ISO 582（面取り寸法－最大値） 

面取寸法に関する GPS 言語がないため、GPS 規格を管轄する TC 213（製品の寸法・形状

の仕様及び評価）に申入れ中であり、改正作業は中断している。 

○ISO 1132-1（公差－第 1 部：用語及び定義） 

2016 年 5 月に SC 4/WG 5 ウィーン会議、2016 年 11 月に SC 4/WG 7 ベルリン会議が開催

された。公差に関わる現行規格の定義と GPS に基づく定義とを併記する方法について審議

を行っている。 

○ISO 1132-2（公差－検証の原則及び定義） 

2016 年 5 月に SC 4/WG 6 ウィーン会議、2016 年 11 月に SC 4/WG 6 ベルリン会議が開催

された。測定の不確かさを導入した標準化の方針について審議を行っている。 

○ISO 492（ラジアル軸受－製品の幾何特性仕様（GPS）、許容差及び許容値） 

2016 年 5 月に SC 4/WG 7 ウィーン会議、2016 年 11 月に SC 4/WG 7 ベルリン会議が開催

された。欧州から提案のあった寸法範囲の拡大について、審議を行っている。 

 

⑤ISO/TC 4/SC 5（針状ころ軸受）関連 

ａ．制定作業中の規格 

○ISO 12297-2（セラミック製円筒ころ） 

2016 年 5 月に SC 5/WG 2 ウィーン会議が開催された。現在、DIS（国際規格原案）の審議

が行われている。 

ｂ．改正作業中の規格 

○ISO 1206（針状ころ軸受、寸法系列 48、49 及び 49－主要寸法及び公差） 

2016 年 5 月に SC 5/WG 1 ウィーン会議が開催された。現在、DIS（国際規格原案）の審議

が行われている。 
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○ISO 3096（針状ころ－寸法及び公差）及び ISO 7063（針状ころ軸受、トラックローラ－主

要寸法及び公差） 

2016 年 5 月に SC 5/WG 3 ウィーン会議、2016 年 11 月にベルリン会議が開催された。現

在、WD（作業原案）CD（委員会原案）の審議が行われている。 

ｃ．定期見直しの規格 

以下の規格について定期見直し作業が行われている。 

○ISO 246（円筒ころ軸受の L 形つば輪） 

○ISO 3030（ラジアル保持器付き針状ころ） 

○ISO 3031（スラスト保持器付き針状ころ及びスラストワッシャー） 

○ISO 12043（単列円筒ころ軸受） 

○ISO 12297（鋼製円筒ころ） 

 

⑥ISO/TC 4/SC 6（インサート軸受）関連 

ａ．改正作業中の規格 

○ISO 9628（インサート軸受及び偏心固定輪） 

2016 年 5 月に SC 5/WG 3 ウィーン会議、2016 年 12 月にベルリン会議が開催された。現

在、WD（作業原案）作成のための審議が行われている。 

 

⑦ISO/TC 4/SC 7（球面滑り軸受）関連 

現在のところ、特に審議案件はない。 

 

⑧ISO/TC 4/SC 8（定格荷重及び寿命）関連 

ａ．新規制定作業中の規格 

○ISO 20056-1 及び-2（ハイブリッド軸受の定格荷重の計算） 

2016 年 5 月に SC 8/WG 7 ウィーン会議、2016 年 12 月にベルリン会議が開催された。現

在、DIS（国際規格原案）の審議が行われている。 

○ISO 20015（球面滑り軸受の定格荷重） 

2016 年 5 月に SC 8/WG 8 ウィーン会議、2016 年 12 月に SC 8/WG 8 ベルリン会議が開催

された。現在、DIS（国際規格原案）の審議が行われている。 

○ISO/TR 20051（球面滑り軸受－定格荷重係数の導入） 

2016 年 5 月に SC 8/WG 8 ウィーン会議、2016 年 12 月に SC 8/WG 8 ベルリン会議が開催

された。現在、WD（作業原案）の審議が行われている。 

ｂ．定期見直しの規格 

以下の規格について定期見直し作業が行われている。 

○ISO 281（動定格荷重） 

○ISO/TS 16281（合成荷重を受ける軸受の修正基準定格寿命の計算方法） 
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ｃ．発行された規格 

以下の規格が 2017 年 2 月に発行された。 

○ISO 14728-1（リニア軸受－第 1 部：動定格荷重及び定格寿命） 

○ISO 14728-1（リニア軸受－第 2 部：静定格荷重） 

 

⑨ISO/TC 4/SC 9（円すいころ軸受）関連 

ａ．定期見直しの規格 

○ISO 355（円すいころ軸受－主要寸法及び系列番号） 

定期見直し作業が行われている。 

 

⑩ISO/TC 4/SC 11（リニア軸受）関連 

ａ．改正作業中の規格 

○ISO 13012-1 及び-2（スリーブ形リニア玉軸受用附属品－第 1 部及び第 2 部） 

2016 年 5 月に SC 11/WG 2 ウィーン会議、2016 年 11 月に SC 11/WG 2 ベルリン会議が開

催された。現在、WD（作業原案）作成のための審議が行われている。 

ｂ．定期見直しの規格 

以下の規格について定期見直し作業が行われている。 

○ISO 10285（スリーブ形リニア玉軸受） 

○ISO 12090-1 及び-2（リニアガイドウェイの主要寸法及び公差－第 1 部及び第 2 部） 

○ISO 24393（リニア軸受－用語） 

 

⑪ISO/TC 4/SC 12（玉軸受）関連 

ａ．新規制定作業中の規格 

○ISO 19843（セラミック球－切欠き球による強度測定方法） 

2016 年 5 月に SC 12/WG 1 ウィーン会議が開催された。現在、CD（委員会原案）の審議

が行われている。 

ｂ．定期見直しの規格 

○ISO 20516（調心座スラスト玉軸受及び調心座金付きスラスト玉軸受） 

定期見直しの結果、2016 年 10 月に確認が決定した。 

 

（２）JIS 関連 

ベアリングの JIS 規格について、工業標準化法に基づく手続きに対応した機関である JIS

転がり軸受原案作成委員会への協力などを通じて、関係する業界とも協力し、また学識経験

者などの意見を聞きつつ、制定・改正の原案作成を行う。 

日本工業標準調査会等の更なる電子化に対応し、JIS 審議体制及び原案作成の電子化を更

に推進している。 
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これにより、標準化を促進し、国内外の産業の発展に寄与している。 

① JIS 制定等の計画の一般公開及び意見受付の実施 

技術部会が立案した JIS 制定等の計画を、JIS 転がり軸受原案作成委員会への意見聴取を

経て、平成 29 年 1 月 6 日から 2 月 5 日の期間、工業会ホームページ「標準化情報」のペー

ジにより一般に公開し、意見受付を実施した。意見等の申出はなくこの期間を経過したため、

技術部会において、この計画を決定した。 

②JIS 転がり軸受原案作成委員会における原案作成の進捗状況 

JIS 転がり軸受原案作成委員会は、その下に、JIS 原案の素案を作成することを目的とす

る専門委員会を設置している。この専門委員会には、当工業会の技術的な専門家に加え、経

済産業省（以下「METI」）及び（一財）日本規格協会（以下「JSA」）のご支援及びご協

力により、規格の用途・趣旨に関する専門家（METI）及び規格の様式に関する専門家

（JSA）に、委員または関係者としてご参加いただいている。このように JIS 原案の素案の

作成段階から外部の専門家との調整を行っている。 

個々の規格の進捗状況としては、次のとおりである。 

ａ．改正作業中の規格 

○JIS B 1514-1 及び-2（転がり軸受－製品の幾何特性仕様（GPS）、許容差及び許容値 

－第 1 部：ラジアル軸受、第 2 部：スラスト軸受） 

上記規格は、GPS（製品の幾何特性仕様）を JIS の転がり軸受では初めて適用した改正規

格となる。2016 年 2 月に JIS 転がり軸受原案作成委員会の審議を行ない、2016 年 7 月に申

出を行なっており、2017 年度に発行予定である。 

 

（３）BAS 関連 

WTO/TBT 協定「適正実施基準」のルールに従い、計画と制定・改正案の公表を国内外に

実施して広く意見を求めながら、BAS 規格につき所要の制定・改正を行う。 

個々の規格の進捗は、特にない。 

 

（４）関連団体との協力 

①次の関連団体と、標準化について相互協調を図っている。 

（一社）国際標準化協議会、（一財）日本規格協会、（国研）産業技術総合研究所、（一

財）日本軸受検査協会、（一社）日本自動車工業会、（一社）日本電機工業会、（一社）日

本建設機械施工協会、（一社）日本産業車両協会、（一社）日本産業機械工業会、（一社）

日本鉄鋼連盟、（一社）日本工作機械工業会、（一社）日本工作機器工業会、（一社）日本

航空宇宙工業会、（一社）日本ファインセラミックス協会 

②関連機関への協力として下記の業務で貢献した。 

ａ．ISO 上層対応国内委員会（経済産業省、JISC）への協力 

国際機関である ISO における上層委員会（総会、理事会及び技術管理評議会）では、ISO
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の活動全体のルール作り等の重要な協議が行われている。日本（JISC）もこれに参加してお

り、対処方針を審議することを目的とした国内審議委員会が行われている。TC 4/SC 12 の国

際幹事を務める当工業会職員が、国際幹事としての知見を求められており、同委員会委員に

任命を受け、2016 年 6 月及び 9 月に開催された同委員会に委員として参加するなど、同委

員会に対する協力を行っている。 

ｂ．日本規格協会への協力 

○日本規格協会主催の ISO 国際標準化研修への協力 

日本規格協会が主催する ISO 国際標準化研修（入門編）が 2016 年 8 月に行われた。同研

修について、日本規格協会から要請を受け、TC 4/SC 12 の国際幹事を務める当工業会職員が

講師として「ISO 標準化の基礎手順」の説明を行った。ISO の規格開発の手順を熟知した国

際幹事の知見が求められたことによるもので、このように標準化における枢要な団体である

日本規格協会への協力を積極的に行っている。 

○日本規格協会の JIS ハンドブック編集委員会への協力 

日本規格協会の JIS ハンドブック編集委員会（機械要素(ねじを除く)）の委員に当工業会

が任命されている。同委員会が 2016 年 9 月に開催され、当工業会から委員として参加した。 
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付表 1 ISO/TC 4 の組織 
TC SC WG 名 称 幹事国 

（WG はコンビーナ） 
TC 4   転がり軸受 スウェーデン（SIS） 
  WG 15 部品ライブラリ－リファレンス辞

書 
Marchand（フランス） 

  WG 18 用語 Olofsson（スウェーデン） 
  WG 20 損傷及び故障 Verhaert（スウェーデン） 
  WG 21 振動の測定方法 Sommerhuber（スウェーデン） 
  WG 22 ISO 15 の改正（寸法範囲の拡

大） 
Verhaert（ベルギー） 

  WG 23 グリースノイズ試験 Köttritsch（オーストリア） 
  AG 1 TC 4 諮問グループ 1 Verhaert（ベルギー） 
  AG 2 TC 4 諮問グループ 2 Wiesner（オーストリア） 
 SC 4  公差、公差の定義及び記号（GPS

を含む） 
スウェーデン（SIS） 

  WG 5 ISO 1132-1 の改正 Carnell（イギリス） 
  WG 6 ISO 1132-2 の改正 Bywalez（ドイツ） 
  WG 7 ISO 492 の改正（寸法範囲の拡

大） 
Bywalez（ドイツ） 

 SC 5  針状、円筒及び自動調心ころ軸受 フランス（AFNOR） 
  WG 1 針状ころ軸受－寸法及び公差 Abarquez（アメリカ） 
  WG 2 セラミック製円筒ころ Preisinger（オーストリア） 
  WG 3 針状ころ及びトラックローラへの

GPS 適用 
Götz（ドイツ） 

 SC 6  インサート軸受 アメリカ（ANSI） 
  WG 1 ISO 9628 の改正 Svensson（スウェーデン） 
 SC 7  球面滑り軸受 ドイツ（DIN） 
 SC 8  定格荷重及び寿命 ドイツ（DIN） 
  WG 7 ハイブリッド軸受の定格荷重 Correns（ドイツ） 
  WG 8 球面滑り軸受の定格荷重 Weidinger（ドイツ） 
 SC 9  円すいころ軸受 アメリカ（ANSI） 
 SC 11  リニア軸受 アメリカ（ANSI） 
  WG 2 ISO 13012-1 及び-2 の改正 Velde（ドイツ） 
 SC 12  玉軸受 日本（JISC） 
  WG 1 セラミック球の強度試験 Schöppl（オーストリア） 

付表 2 ISO/TC 4/SC 12 の管轄規格 

規格番号 ISO 規格名称 
ISO 3290-1 転がり軸受－玉－第 1 部：鋼球 
ISO 3290-2 転がり軸受－玉－第 2 部：セラミック球 
ISO 8443 転がり軸受－外輪フランジ付ラジアル玉軸受－フランジ寸法 
ISO 12044 転がり軸受－単列アンギュラ玉軸受－外輪正面側の面取寸法 
ISO 20515 転がり軸受－ラジアル軸受、固定用切欠き－寸法及び公差 

ISO 20516 転がり軸受－調心座スラスト玉軸受及び調心座金付きスラスト玉軸受－

主要寸法 
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３．海外市場施策及び国際交流に関する事業 
 

（１）貿易及び海外生産の動向 

①平成 28 年 4 月から平成 29 年 3 月までのベアリング輸出動向 

 平成 28 年 4 月から平成 29 年 3 月までの軸受完成品（玉軸受＋ころ軸受＋軸受ユニット）

の輸出（財務省「貿易統計」）は、金額 3,466 億 9,200 万円、対前年同期比 93.8％となった。 

 市場別にみると、アメリカ向けは金額 540 億 2,800 万円、対前年同期比 84.1％、EU 向け

は金額 610 億 1,200 万円、同 88.4％、アジア向けは金額 1,994 億 6,600 万円、同 98.3％（う

ち中国向けは金額 678 億 6,800 万円、同 103.9％）となった。 

 

②平成 28 年 4 月から平成 29 年 2 月までのベアリング輸入動向 

 平成 28 年 4 月から平成 29 年 2 月までの軸受完成品（玉軸受＋ころ軸受＋軸受ユニット）

の輸入（財務省「貿易統計」）は、金額 539 億 4,800 万円、対前年同期比 88.1％となった。 

 地域別にみると、アメリカからは金額 86 億 7,600 万円、対前年同期比 88.8％、EU からは

金額 80 億 8,800 万円、同 92.0％、アジアからは金額 366 億 900 万円、同 87.6％（うち中国

からは金額 189 億 7,900 万円、同 84.0％）となった。 

 

③海外生産統計 

 工業会会員による海外生産の実態把握を目的として、年 2 回、3 月と 10 月に調査を実施

し、集計期間を上期（1 月から 6 月）と下期（7 月から 12 月）に分けて作成している。対

象品目は、玉軸受、ころ軸受、軸受ユニットの軸受完成品であり、集計はこれらについて

の海外生産金額の合計額である。 

 調査によると会員企業の海外生産金額は、平成 28 年下期（平成 28 年 7 月から 12 月）は

2,890 億 700 万円、海外生産比率 47.2％であった。 

 国内生産と海外生産を合計した世界生産の金額は、平成 28 年は 1 兆 2,203 億 2,300 万円、

対前年比 93.0％、平成 28 年下期（平成 28 年 7 月から 12 月）は 6,117 億 4,100 万円、対前年

同期比 95.5％となった。 

＊海外生産統計の目的は海外生産比率の動向をみるための概括的指標を示すことであり、海外生産金額の値は

概括的な数値である。 

 

（２）米国との間の通商問題 

経済産業省通商機構部は、政府間交渉の場を通じて、アンチ・ダンピングの不適切な運用

として、バード、サンセット等の問題提起をし続けている。通商機構部等、経済産業省関係

部局と当会の通商対策専門委員会の間で、情報交換の機会を適時適切に設け、当工業会から

の要望を伝えるとともに、政府に積極的に協力してきている。 

①バード修正条項 
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米国は、2006 年 2 月に 2005 年 10 月に遡って本条項を廃止したものの、2007 年 9 月末

までに通関された貨物については分配の対象とする経過措置を残した。これに対して日本政

府は対抗措置を毎年延長し実施してきたが、年々分配額が減少し、これに伴い 2012 年は

4％（品目は円錐ころ軸受のみ）となった。 

しかしながら、米国は、2012 年、分配に係る裁判（日欧企業による分配に対する訴訟）

により留保されていた分を加えて約 81.5 億円を分配（2011 年は 1.6 億円）。当工業会を含

め産業界からの意見を聴取したうえで、関係省庁（経済産業省、財務省など）間での調整の

結果、政府は、鉄鋼 4 品目、ベアリング関連 9 品目（すべり軸受けを含む）の計 13 品目に、

2013 年 9 月 1 日より 1 年間、17.4％の追加関税を賦課することを決定した。続く 2013 年

の分配額は約 25 万円に減少。このため政府は、2014 年 9 月 1 日以降、報復関税措置の延

長は行わず、その権利を留保した。 

2014 年の日本関連品目の分配額については約 144 万円、日本製軸受に係る分配はゼロで

あった。政府は、分配額が僅少であり対抗措置としての効果は極めて限定的となると判断し、

2014 年次に引き続き、2015 年次も報復関税措置の延長は行わずその権利を留保した。 

2015 年の分配は、2015 年 12 月に公表され、日本製ベアリングにかかる分配額はゼロ

（他国製ベアリングに係る分配もゼロ）であった。しかし商務省は 2016 年 3 月 28 日に

2015 年分配の修正版配布レポートを公表、日本製ベアリングの留保分が分配されているこ

とが判明した。その概要は、次のとおり。 

・日本製ベアリングに係る分配額は、約 78.7 億円（約 7000 万ドル、3 月の為替レート

113 円／ドル） 

・日本製以外では UK、フランス、イタリア製が分配有。スウェーデン、ドイツ製などは

分配無（未分配の分配可能額は有） 

日本製ベアリングに係る分配はゼロとの 2015 年末の商務省公表に基づき日本政府は

2016 年の対抗措置の検討を終えていたところへ、2016 年 3 月の商務省の訂正版公表で多額

の分配が行われたことが判明したことから、日本政府は対抗措置について再検討に入った。   

一方、日本製ベアリングの留保分分配が 2015 年にあることを想定しての 2015 年の通商

対策専門委員会での議論は次のとおりであった。 

・初めて対抗措置を実施した 2005 年当時と違い、今では多くの日本のベアリング企業が

海外で、とりわけ米国で生産して日本に輸入している。これまで通りの論理で報復関税

課税対象をベアリング、鉄鋼関係に絞った場合、今回は分配が多額であることから、高

関税が日本のベアリング企業の米国からの輸入にかかることになる。 

・また今回の分配を受けて、日本製ベアリングに係る多額の分配は今回が最後と考えられ

る。対抗措置を発動しても、履行を求めるべき対象が将来に残っていない。 

以上のことから、2016 年 5 月開催の国際部会で、日本政府から対抗措置について当工業

会が意見を求められた場合は「対抗措置の対象品目選定においては、ベアリングは外してほ

しい」旨のみを伝えることで合意した。 
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同年 8 月、外務省、財務省、経済産業省の 3 省の対抗措置に係る見解がまとまった。そ

の内容は次のとおり。 

「対抗措置については、日本政府としてはその配分時期に関し暦年単位で整理し対処する

制度である。2016 年 3 月末における米政府の告示に掲載されている約 7000 万ドルの配

分について、米政府に問い合わせたところ、その配分された時期が 2015 年 12 月を越え

2016 年 3 月末であることが確認された。従って、この約 7000 万ドルについては本年 9

月からの対抗措置の対象にはならず、また本年 9 月から対抗関税措置が執られることは

ない。対抗措置を執る次回のタイミングである来年 9 月からの対応については、当然の

ことながら、今後の諸情勢をも勘案して今後政府内で検討されていくこととなり、現時

点では未定である。」 

更に、2016 年 12 月には、2016 年度分として 880 万ドルの分配が行われた。以上を踏ま

え、現在日本政府は対応を検討中。仮に対抗措置を発動する場合には、両年の分配とも

2017 年 9 月からとなる。 

②ゼロイング問題 

 ゼロイングとは、日本国内販売と比較し高値で米国に輸入取引された分を無視し、安値取

引のみを選び出し、ダンピング・マージンを膨らませる不当な計算方法をいう。これにより、

ダンピング・マージンが発生又は増加することとなる。 

米国のゼロイングが WTO 協定に違反するとする日本の主張を WTO が認め、WTO が米

国に対し是正を勧告していたことについて、2012 年 2 月 6 日、米国は日本とゼロイング撤

廃を約束する覚書に合意した。 

日米間覚書の通り、米国商務省は、年次レビューでのゼロイング適用を一切廃止すること

を記述した改正規則を官報に公告（同月 14 日）、2012 年 6 月、商務省は改正規則に沿っ

て再計算、ステンレス薄板の税率は 0.54％から 0.00％となった。このことから、日本政府

は、覚書で約束したゼロイング廃止でとるべき措置を米国は実行してきていると判断、覚書

に基づき保留してきた対抗措置の発動権を 8 月 3 日付けで取り下げた。 

 日本政府は、米国が商務省規則の改正を行うとともにステンレス薄板の税率を再計算した

ことにより、紛争解決に向けて着実に進展していると評価しつつも、今後も米国の新規則運

用、特にベアリングの第 20 回年次レビュー（2008 年 5 月～2009 年 4 月末）のデポジット

レートの再計算への適用を注視していくとしていたところ、第 21 回年次レビューについて、

商務省はゼロイング無しで仮決定の再計算を実施、税率は 3.46％～13.43％から 0％となっ

た。この経過そのものは評価される。 

しかし、第 21 回年次レビューの結果（ゼロイング無）を不服とする Timken による CIT

提訴では、商務省が敗訴し、Timken の主張通り DPA が適用され税率が再計算された。その

後商務省による CAFC への上訴が期限内（7 月 11 日）になかったため、清算が開始されて

いる。 

なお、商務省の発表によれば、DPA 適用の再計算により、2014 年 6 月のゼロイング無し
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で一旦は 0%（ゼロイング有では 3.46％～13.43％）となった税率は、該当の当会会員につ

いては 1.33～6.37%となっている。 

（注）Differential Pricing Analysis：商務省は新しいマージン計算プログラムとして、最近

の年次レビューで採用。統計手法を用い、顧客・地域・時期によりダンピングを行っている

と判定する場合に、部分的にゼロイング有りでアンチ・ダンピング税を計算する。 

 

（３）FTA：ベアリング統計資料（Freedonia）の購入 

日本政府が FTA などの交渉や様々な通商問題について検討に入る際、経済産業省から相

手国及び地域でのベアリング市場等のマクロな情報の照会がある。しかしながら、事務局に

は情報がなく、これまでは回答ができていない。例えば EU との EPA 交渉は既に始まって

おり、経済産業省から様々な情報の問合せが今後あり得、粗い情報でも即応する必要がある

ことから、市販統計データの購入を予算に計上、2016 年 6 月に購入した。本データは、工

業会内で閲覧に供することができるため、会員による活用もできる。 

 

（４）HS 品目分類 

 各国における適正・公平な関税賦課のためには、世界各国が協調して多種多様な輸出入貨

物の適正な品目分類を行うことが必要。このため、各国の税関当局から構成された WCO

（世界税関機構）において世界共通の品目表（HS 品目表）が作成されており、技術進歩等

を反映し 5 年に 1 回改正されている。しかし、近年は技術革新のスピードが速く、各国間

の分類解釈の相違も随時発生しており、WCO はその内部組織である HS 委員会（世界共通

の品目表である HS 品目表を作成）において、その適正化及び明確化を適宜図ってきている。

日本政府としても、財務省関税局が代表となり、HS 委員会への提案などに努めてきている。

ベアリングについても、経済産業省産業機械課による財務省関税局との協議を経て、日本案

が HS 委員会に提案される。工業会はこうした政府の作業に情報提供を含め協力をしてきて

いる。 

 

（５）WBA（World Bearing Association 世界ベアリング協会） 

 WBA は、グローバル化の進展の中で、日米欧の間の協力をより一層効率的に進めるため、

WBS を発展的に解消して、2006 年 9 月に設立されたものである。 

① WBA リーガル・カウンセル 

 WBA においては、2009 年よりアンチトラスト・コンプライアンスの体制を確保し、アン

チトラスト弁護士（ベーカー&マッケンジー：B&M）による書類・資料のリーガル・チェッ

クと会合のモニターリングのもとで、総会（2011 年～2013 年は首脳会合）、委員会が運営

され、各分野の活動が進められている。 

② 2016 年 WBA 総会の結果 

日時；2016 年 9 月 28 日（水）午前 8:30～ 
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場所；Trump International Hotel & Tower Chicago 

a． 総括 

特段の変更なく、アジェンダ通りに議論が行われた。対処方針に沿って対応した。昨年総

会で活動を偽造対策に集中することとなったので、事業関係では、偽造対策の事業報告、事

業計画が審議され承認された。次期 WBA 会長選任（任期 2 年間）において、内山 WBA 副会

長が選ばれた。来年、また再来年に、と今後 2 回、JBIA が WBA 総会をホストすることに

なった。来年は 9 月東京を予定。 

参加者は次のとおり。 

- カイル WBA 会長、ABMA 代表（TIMKEN 社長） 

- ダニエルソン WBA 副会長、FEBMA 代表（SKF 社長） 

- ポーターWBA 副会長、ABMA 代表（ Regal Beloit 副社長） 

- 安形 JBIA 代表（JTEKT 社長） 

- 内山 JBIA 代表（NSK 社長） 

- コーフィールド ABMA プレジデント 

- ロウォルド FEBMA 事務局長 

- 宮下 JBIA 副会長 兼 専務理事 

（欠席）スピンドラーFEBMA 代表（Schaeffler 産業部門 執行役） 

その他参加者： 

- ベルグフェルト WBA 偽造対策委員会議長（SKF ゼネラルカウンセル） 

- ステンガー ABMA 上級コーディネーター 

- Baker & McKenzie 弁護士事務所 

ｂ． WBA 偽造品対策委員会報告 

中国ロビーイング（北京は税関総署、公安省。地方は山東省済南、広東省黄埔）、Asia 

Pacific（シンガポールに焦点をあて検討）、Awareness Campaign などを含む、2016 年次

report & 2017 年次 plan (偽造対策予算含む)が承認された（総会の前日の WBA 偽造対策委員

会で専門委員により審議･策定されたもの。）。但し、トレーサビリティ･Authenticator（製

品認証プログラム）開発検討など、一部は持ち帰りとなり、JBIA 内で検討･回答することと

なった。 

ｃ．2017 予算 

対処方針の範囲内の 177,868 ドルで承認された。 

（偽造対策；137,868、リーガル；40,000） 

但し、WBA の慣行ルールとして、決定された事業活動の展開に応じ原則その計画の範囲内

で、要すれば年度途中で予算追加･修正の可能性は含む。 

ｄ．会長副会長の選任 

カイル Timken 社長は WBA 会長を退任 →会長 1 人、副会長 5 人の選任 

その場で要請を受け、内山 NSK 社長が WBA 副会長から WBA 会長に就任。 
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安形 JTEKT 社長は副会長を継続。 

（＊2011 年以来 JBIA は WBA 会長職就任の機会を逸してきた。） 

ｅ．次回 WBA 総会 

JBIA から提案 －JBIA ホスト 

・日程；9 月 27 日～28 日（水、木） なお、事務局会合は 26 日開催と予想。 

11 月末までに JBIA から日程確定のためメールを ABMA、FEBMA に送付し、確定する。 

・場所は特に言及せず。今後ベア工内で検討。 

③ WBA 偽造対策委員会 

WBA 偽造対策委員会では、2016 年 3 月、5 月、7 月、9 月の電話会議で 2016 年の事業

進捗を図るとともに 2017 年計画を検討、WBA 総会前日の 9 月 27 日のシカゴ会議では、

2016 年の最終報告を作成、2017 年の計画を立案、翌日の WBA 総会へ提案した。その後、

2017 年 3 月には電話会議を行い、事業の進捗を確認した。 

シカゴ会議参加者は、次の通り。 

委員：ベルグフェルト議長（SKF） 

内田（NSK）、笹谷（JTEKT）、岡島（NACHI）、 

野並（NTN）、ダン（NTN アメリカ） 

アストローム（SKF）、ビッシェルメイヤー（Schaeffer）、 

プシィブィシュ（Timken） 

事務局：コールフィールド、ステンガー（ABMA） 

ロウォルド（FEBMA）、宮下専務理事、岡野（JBIA） 

リーガルモニター：トムザック弁護士、ビジー弁護士（Baker & McKenzie） 

 

 総会への 2016 年報告、2017 年計画提案は次のとおり。 

ａ．中国中央政府機関ロビー 

  中国中央政府・地方政府との会合アレンジは、2015 年まで IPF に委託していたが、

FEBMA から問題指摘のあったことから、本年より SINOFAITH に委託している。 

ａ－１． 2016 年結果 

ア．中国海関総署 法規局知財保護処：6 月 2 日（6 回目の会合） 

前処長の李氏が 2015 年 9 月に定年退職し処長が空席のままであったが、元副処長黄

氏が処長に昇格する予定であることが本年に入って判明、黄氏が上海から北京に戻るの

を待ち会合を申込んだため、例年より遅い 6 月の会合となった。 

黄処長からは次の挨拶があった。 

「処内で新旧交代があった。2 年間の上海税関での仕事の後、5 月 16 日に海関総署

に戻った。海関総署の知財保護処も発展、拡大している。以前は 4 名体制だったが

今は 8 名体制となり、更に増員を計画している。知財問題については私には 2 年の

ブランクがあり今回は再学習の良い機会と思っている。」 
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会合では従来通り、WBA で集計した差止統計とその解析を説明、2015 年の税関ロ

ビー報告を行うとともに、2016 年のロビー計画（大連、杭州）について黄処長の承諾

と支援を得た。また、2017 年のロビー計画についても優先訪問すべき税関について助

言を得た。 

B&M が WBA メンバーから収集している海外差止の更新情報は、B&M から知財保護

処宛に事前送付され内容確認を得ていた。会合では黄処長から高い評価があり継続を期

待されるとともに改善点のリクエストもいただいた。 

しかし、ロビーでの姿勢は本来感謝と協力にあるべきところ、欧米企業から「2016

年は差止めが大幅に減っている」という批判めいた議論が出され、総署側から輸出量の

減少について言及があったものの、総署側が友好的な姿勢から一転し硬化して応対する

局面があった。 

 ａ－２． 2017 年計画 

   海関総署：法規司知識産権処 

   公安部：部署は未定 

 ａ－３． 進捗 

 JBIA で調べたところ、公安部は経済犯罪の刑事のみで、特に食品、医薬品に力を

入れていることから、刑事と行政を統括する商務部の打撃侵権假冒弁公室を訪問す

ることを提案し、承認された。したがって、訪問先の優先順位は海関総署、商務部、

公安部。 

 その後アポイントメントを申し入れたところ、公安局については、中国人民代表

大会及び中国人民政治協商会議の後処理業務があるため、4 月中の海外の訪問は受け

られないとの回答を得た。したがって、訪問先は海関総署と商務部の 2 か所となる。 

ｂ．中国地方政府ロビーとエンフォースメント 

ｂ－１．2016 年結果 

ア． 大連税関：7 月 19 日（初めての会合） 

頻度は少ないが大型ベアリングの偽造品の輸出差止めがあったため訪問した。 

本税関との会合と下記記載の市工商局との会合には、商務部遼寧省模倣品対策弁

公室も参加、省としての対応を頂いた。 

 法規処からは、一般情報、仕向地情報、個別情報といった情報を提供されるの

は初めてであり職員へのトレーニングに活用するとの言葉を頂いた。 

WBA からは、大型の偽造ベアリングは市場で一般販売されることはなくどこか

に集積され輸出されていると想定されること、大型ベアリングの偽造品は使われ

た場合の障害のレベルが予測できないことを伝え、今後も大型ベアリングに注目

し、偽造品を差し止めてほしい旨お願いした。 

イ． 杭州税関：8 月 23 日（初めての会合） 

2010 年以来、毎年確実に偽造ベアリングが押収されている。本来はもっと早い
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時期に訪問すべき税関だが、本税関は上海税関・寧波税関（既訪問）との連携が

あることから、WBA 情報が伝わっていると想定、訪問が遅れた。 

税関との日程調整を終えた段階で、G20 サミットによる制約から中国国籍以外

は会合に参加不可（つまり WBA 偽造対策委員会関係者は参加不可）との指示が市

政府から出された。交渉の末、事務局の佐藤の参加が許可され、WBA ロビーとし

ての最低限のフォームを確保できた。 

会合では、WBA から情報提供を行ったうえで、仕向地には再輸出国が多くこれ

らの国の税関ではトランジット貨物のチェック機能がない、また税関への商標登

録制度があっても職権差止めが機能していない国が仕向地には多いことなどを説

明、更なる監視の強化をお願いした。 

税関からは、提供された情報は非常に参考になるとの評価があり、職員と共有

し現場で活用するとともに上海税関・寧波税関とも情報を共有するとの言葉を頂

いた。また、最近の状況としては、インターネット上での偽造品販売の氾濫が課

題であるとして、税関ではこのインターネット問題に取り込んでおりプラット

フォーム集団との協力によるデータ分析も行っているとの説明があった。また義

鵜税関での模倣品展示室開館の紹介もあった。 

ウ． 大連市工商局：7 月 19 日（初めての会合） 

大連市のロビー先としては、市公安局と市工商局を予定していたが、事前のレ

イドは小規模な行政レイドが 4 件のみであったことから、市工商局のみの訪問と

なった。 

商標処長からは、ここ数年間の厳しい市場監督の結果、市場は良好な状態にあ

ると認識しているとの見解があった。 

WBA からは、この 1 年間の WBA メンバーによる調査から大連市の市場はク

リーンであると認識しているものの、大型の偽造ベアリングは市場の店頭にはな

くどこかに在庫があると想定されるが WBA メンバーはまだ発見できていないと伝

え、今後の支援をお願いした。 

エ． 無錫市公安局：8 月 24 日（初めての会合） 

昨年のシカゴ会合で、江蘇省には電子メールの無差別送信によるインターネッ

ト販売の業者が多く存在するとの想定から、無錫、蘇州、常州の 3 市訪問の計画

を立てたが、事前レイドでは刑事レイドが無錫での 1 件のみ、行政レイドは無錫 4

件、蘇州 4 件、常州 1 件であったことなどから、訪問先を、無錫市（PSB、AIC）

と蘇州市（AIC）に絞った。 

G20 サミット警備の影響を受け会議時間 1 時間などの制約があったが、公安局

共産党政策委員、経済警察隊長が参加し、内容の濃い面談となった。公安局は

WBA メンバーを既に認識しており、政策委員からは WBA メンバーのベアリング

が中国で高い評価を得ているとの発言があった。 



38 
 

WBA から、違法業者の追跡が益々困難となりソースが特定できていないという

現状を伝えてところ、経済警察隊長からは、WBA メンバーは不完全な情報でも全

て公安局へ提供、共有し、共に協力して追跡すべきとの言葉をいただいた。 

オ． 無錫市工商局：8 月 24 日（初めての会合） 

工商局からは、副局長以下処長クラス 5 名に加え無錫商務局からの参加があり、

知財関係部門の幹部がほぼ全員参加した。 

副局長からは、営業登録手続きの簡素化、インターネットによる取引の増大、

また商標侵害の認定条件追加（故意か否か）という大きな変化に対応して、当局

としてエンフォースメントを工夫していく必要があるとの発言があった。 

WBA からは、刻々と違法業者が変化しており最近はインターネットによる偽造

品取引について調査をしているが満足な情報を持っていないと伝えたところ、副

局長からは、追跡が最後まで出来ていなくても問題ではなく数多くの情報をタイ

ムリーに提供していただくことが重要、我々はその情報を分析するとの言葉を頂

いた。 

  カ．蘇州市工商局：8 月 25 日（初めての会合） 

     蘇州市からは、蘇州商務局主任を筆頭に、工商局の知財関係部門全てから管理職

が参加した。 

     会合では、工商局から公安への刑事移送に係る司法判断基準（違法販売金額、違

法販売個数による刑量）に基づく実際の査定方法、及び実際の移送プロセスについ

意見交換があった。  

     また、疑義品が発見された場合のホットラインとその運用について紹介があった。 

ｂ－２．2017 年計画 

    税  関：済南税関、黄埔税関 

    摘発機関：山東省済南市、広東省広州市の市公安局、市工商局 

事前レイド：各社個別に済南市、広州市で実施 

ｃ．EU ロビー 

BASCAP（Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy：ICC（国際商業会議

所）が立ち上げた活動） 

ｃ－１．2016 年結果 

BASCAP に WBA を代表し SKF が 2015 年末より参加。BASCAP の活動及び関連す

る組織の活動へ WBA の意見・情報を提示し、BASCAP 或いは関連する組織の会合に

WBA を代表して参加、収集した情報を WBA 内で共有した。 

ｃ－２．2017 年計画 

引き続き SKF が WBA を代表して BASCAP の会員となり、BASCAP の重要な分野を

モニターして WBA の関心事項があれば活動を開始し、共通の解決策を求めるべく

BASCAP の WG に参加、また地域（インド、ベトナム）の BASCAP の WG にも参加し
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ていく。 

ｄ．インドロビー 

これまでインドでは調査を繰り返えし、様々なことにトライしてきたが、得られた

成果としては乏しいことから、2017 年のプランから本プロジェクトを外すこととし

た。 

ｅ．ラテンアメリカ（ブラジル） 

ｅ－１．2016 年結果 

  刑事案件、民事案件、税関差止め案件について各社の情報と経験を収集し共有した。 

ｅ－２．2017 年計画 

ブラジルでは、癒着腐敗問題や経済悪化などにより、何をやるにしても難しいという

判断から、2017 年は団体としての計画は立てず、個社で下記の活動で経験値を高め、

2018 年の活動へとつなげていくこととした。 

 ・各社がブラジルでの活動の結果を委員会にフィードバックする 

 ・広報啓蒙活動を利用して、ブランド保護を推進する。 

 ・ABMA はブラジルのブランド保護の団体と接触する。 

ｆ．アジア太平洋地域 

ｆ－１．2016 年結果 

  次について、この地域での各社の情報と経験を収集し共有した。 

  ・偽造品のマーケットシェアの推計値 

  ・訪問すべき執行機関 

  ・知財保護の法規と実際 

  ・偽造業者の業態 

ｆ－２．2017 年計画 

2017 年はシンガポールをロビー先候補に選定した。理由は次の通り。 

・東南アジア地域に向けての商業的なハブである。 

・貨物が当地を経由する際に、原産地が改ざんされる可能性がある。 

・当局は偽造品が経由していることに気が付いている可能性があり、また癒着腐敗問

題のリスクが低いと考えらえる。 

ｆ－３．進捗 

夏前に委員会を設けるとともに、関係当局を訪問する予定。 

ｇ．広報啓蒙活動（Awareness） 

ｇ－１．2016 年結果 

現行事業の評価と新事業の検討のため各社からの広報専門家からなる広報分科会を設

置。しかし事務局である ABMA の不手際から、分科会は機能しなかった。 

Meltwarter による偽造関連の記事の掲載も、数が少ない上に関係のない記事もあった

ことから、契約は続けないこととした。 
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ｇ－２．2017 年計画 

広報活動は、最も強化していかなくてはいけない分野と委員会で確認した。分科会が

何を検討するべきか、委員会では次の方向性を示した。 

ア．目的：全産業において偽造品が存在し、安全性と技術的なリスクを伴うことを知ら

せ、安全な供給先から入手し、偽造品によるリスクを予防できることを知らせる。 

イ．対象：顧客／代理店／取締機関 

ウ．項目：安全性と技術的な問題の解決／安全な供給先／各社のブランド保護担当の連

絡先／各企業の記事 

また、各社輪番制によるホットニュース掲載は、引き続き行う。 

ｇ－３．進捗 

Timken を除くメンバーから広報分科会のメンバーが登録され、2016 年 12 月より毎

月第一水曜日に電話会議を開催している。委員会の方向性に沿い、新しいコンテンツ及

びビデオの作成を含む Web サイトの更新を検討している。 

ｈ．トレーサビリティ・Authentication System（製品認証プログラム） 

偽造品の流れをトレイスするために何か対応ができないか、ダニエルソン副会長が

2015 年総会で提起し偽造委員会に投げかけたところ、SKF よりシステムの提案があっ

た。それは、顧客がスマホのアプリを使って、製品パッケージのバーコードをスキャン

し、各社のデーターベースから「有効なコード／何度もスキャンされているコード／無

効なコード」という情報が得られるもの。そして、この情報は各社のデーターベースに

登録され、WBA メンバー間では共有されない。 

委員会は本事業の目的は理解するものの、メンバーの中には似たようなシステムを導

入済みであること、また、コストがかかること等の理由から、提案のシステムを WBA

共通のものとして導入することはできないと結論に至り、総会に報告。 

しかしながら、総会では本システムに賛同する一部のメンバーだけでも進めることが

必要とのダニエルソン副会長の強い意見があり、JBIA、ABMA は持ち帰り、再度検討す

ることとなった。これを受け、総会直後の偽造対策委員会において、議長が示した質問

について、JBIA 及び ABMA は 12 月末までに回答することとなった。JBIA は 12 月 22

日、次のように FEBMA へ回答済。 

（問１）本件について、システムの導入の有無から検討する分科会を設けることについ

て、了解するか。※分科会参加の義務はない。また、参加したことによるシステム

の導入の義務も生じない。 

（答１）偽造対策委員会の下ではなく、WBA の枠組みの外で sub committee が組織さ

れ、authentication system について検討することは認める。 

（問２）本システムが後日、WBA の枠組みで行うかどうか検討することに合意するか。 

（答２）メンバー企業 7 社の参加が確保された時点においてのみ認められる。それ以

外の場合は、総会の議題にあげることは認められない。また、メンバー企業 7 社す
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べての参加が確保されていない場合「WBA○○」の名称は認められない。 

（問３）メンバー及び団体は本分科会に参加するか。 

（答３）JBIA は参加しない。JBIA のメンバーで参加したい企業がある場合には、上記

問１における※の条件が確保されることを前提に、個社として参加することになる。 

 JBIA のメンバー企業の意向は以下の通り。 

 参加；NTN 不参加；NSK、JTEKT、NACHI 

最終的に本事業に参加する企業は SKF、シェフラー、NTN、Timken の 4 社となり、2

月 28 日に電話会議を行ったと報告を受けている。 

ｉ．予算 

委員会は 2017 年の予算として 137,868 ドル（2016 年 93,000 ドル）を提案し、WBA

総会にて承認された。 

中国中央政府・地方政府会合費用 USD 10,000 

SINOFAITH – 中国ロビーイングコンサル費用 USD 32,000 

B&M – 海外差止データ収集 USD 3,000 

広報活動費用 USD 50,000 

BASCAP メンバー会費等 USD 27,868 

東南アジア – シンガポール USD 15,000 

Total   USD 137,868 

ｊ．その他 

委員会二日目午後に自由討議が設定され、2017 年計画にも盛り込まれたアジア太平洋

地域においてシンガポールを焦点にすることに関連して、2016 年に情報収集と分析を終

えたので、できるだけ早くシンガポールにおける関係当局とのロビー活動とともに、現

地での委員会開催、市場視察の実施を図るべき、あるいは、インターネット取引への対

応を強化すべきなど、多数の意見が議論された。 

④事務局会合 

 例年、総会直前に、総会準備等のため事務局会合を開催してきた。2016 年 9 月総会にお

いては直前の 9 月 26 日に開催された。ここにおいて、FEBMA から総会後も事務局電話会

合を頻繁に開き、WBA 活動の進捗を図るべきとの提案があった。これは、上記（ｇ－１）

で述べた広報啓蒙活動（Awareness）の分科会が機能しなかったことなどを背景としたもの。

これを受け、2017 年度は事務局電話会合を設け、適時進捗のチェック等をしていくことと

なった。会長団体である JBIA が主催者として 12 月 13 日、3 月 7 日に開催した。 

 

（６）不正商品対策 

① 不正商品対策専門委員会 

2016 年度の国際関係事業計画ではアセアンでの活動に重きを置き、現地での複数回調査

を計画した。しかしながら、2016 年 2 月のシンガポール調査（JETRO、法律事務所）、3
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月のバンコク調査（JETRO、法律事務所）及びその後の検討の結果、シンガポール及びバ

ンコクを拠点にアセアンの大半をカバーできることが判明した。各会員は当面はこれら 2

都市の法律事務所と JETRO を活用して個々の対策を実施していくこととなった。 

一方、中国 IPG ベアリング WG では、2016 年 9 月開催される「第 15 回中国国際ベアリ

ング展覧会」の監視を計画に挙げたが、本年は過去のような展覧会監視の政府公募事業によ

る支援はなく、また JETRO での事業は、政府機関としての性格上ある程度汎用性のある事

業に限られるという制約を強める傾向にあるため、予算措置を受ける見込みはなかった。 

以上の事情から、当専門委員会では、2016 年度のアジア地域活動予算の一部を割き、そ

れを上記展覧会監視費用に充てることを国際部会に提案、国際部会及び理事会の承認を得た

（この結果については、以下②ａを参照）。 

② 中国 IPG＊ベアリング WG 

 2009 年 12 月に、ジェトロによる中国 IPG 内に設けられたたベアリング WG（ワーキン

グ・グループ）のメンバーは現在 7 社（NTN、日本精工、ジェイテクト、不二越、日本ト

ムソン、ミネベア、JBIA）。各企業は正会員として参加、当工業会は準会員としての参加。

IPG という別団体の事業ではあるが、中国国内偽造対策研究の要としていくため、不正商品

対策専門委員が適宜に支援参加している。なお、事務局体制の事情などを受けて、2016 年

度をもって一旦休会とした。再開については、不正商品対策専門委員会等で検討していく。 

＊IPG（Intellectual Property Group）；模倣品や海賊版といった権利侵害など知的財産権に関する問題に対処す

るため、情報交換の場として、業界別・テーマ別の活動の場として、さらに現地政府との協力活動をおこなう

母体として 2002 年に発足した日系企業の団体。JETRO が事務局。2014 年 4 月より、各地域（北京、上海、広

東）の IPG 組織が統合・再編し、中国 IPG 単体として北京、上海、広州の 3 地点にて輪番で開催されている。 

2016 年度の IPG ベアリング WG 調査のテーマは、「中国国際ベアリング展の監視」と

「ユーザーによる偽造ベアリング購入への対応」の 2 点。 

ａ． 中国国際ベアリング展の監視 

  監視への参加企業は、工業会事務局が募集した結果、IPG 参加の会員 7 社に加え、それ

以外の会員 16 社が参加となり、計 23 社となった。監視の内容は、次のとおり。 

  ・監視に参加した工業会会員全ての商標と商号について、同一或いは類似を使用した販

売行為、宣伝行為 

  ・対象物品は、ベアリング本体、包装、展示表示、カタログ、グリース 

  ・疑義行為のある場合は、現場の情報収集を行う（写真、カタログ、聞き取り等） 

  第 15 回中国国際ベアリング展は 9 月 20~23 日に「上海世博展覧館」で開催され、展示

企業は海外含め約 750 社、来場者数は 6 万人以上となった。今回の調査では、展示企業

のうち、732 社が調査対象となり全て調査された。 

  調査の結果、監視参加会員の商標を、包装、展示表示、カタログなどで表示、或いは口

頭で提供可と宣伝していた展示企業は 9 社（当会会員の展示は除く）、類似商標の展示

企業は 4 社、監視参加会員の商号及び類似商号を使用した展示企業は 4 社という結果で
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あった。監視参加会員の商標を使用した展示企業の多くが、複数の商標を使用していた

ため、使用された商標の延べ数は 43 となった。監視参加会員の商標、商号に関する調査

結果は、調査会社から参加会員それぞれに直接報告が送られている。 

  展示企業の当会会員の商標使用については、正規か否かの判断は当該会員の判断による

ものであり共有されるべきものではないが、明らかに偽造ベアリング販売卸目的と想定

される展示企業（ノーブランド品生産、注文による刻印サービスの提供と包装サービス

の提供をすると明言）が、上記 17 社のうち 7 社あった。 

ｂ．ユーザーによる偽造ベアリング購入への対応 

  中国ユーザーが誤って偽物を購入した場合の被害規模が大きくなっており、ケース（使用

時の故障など）とユーザー（相手が理解していないなど）により対応が難しくなっている。

B to B 商品であるうえベアリング特有の問題が多く、どのような対応の在り方が望ましいか、

研究を進めるために、フォーマット作りから始め実際の事例も提出した。事例や対応策を共

有することは有効であることが確認された。一方、現行のフォーマットでは内容を理解する

ことは難しく、補足説明が必要になることから、休会中もフォーマットの提案や事例集は事

務局経由でメンバーに配布することとした。 

③国際知的財産保護フォーラム（IIPPF） 

 政府・関連団体・企業が一体となって模倣品など知的財産権侵害対策を実施するため、

「国際知的財産権保護フォーラム」が 2003 年 4 月に発足した。同フォーラムでは 4 つのプ

ロジェクトが設けられており、当工業会は、そのうち第 1 プロジェクト（産業界からの提

言策定と中国へのミッション派遣）、第 3 プロジェクト（情報交換・調査研究）に参加し

てきたが、第 1 プロジェクトは WBA の活動範囲と重複するうえ進め方が WBA の活動と異

なるため貢献が難しいこと、第 3 プロジェクトについては当会の関心内のテーマが減って

いることから、これらのプロジェクト会合への参加の機会が減っている。 

 

（７）情報の収集と提供 

当工業会のホームページには、ベアリングの財務省通関統計、米国と EU 主要各国の輸入

統計を掲示している。 

 

（８）会議の開催 

 B&M 弁護士による資料の事前チェックと会議モニターのもと、必要な会議を適宜開催し

た。 

 ・国際部会会議：2 回 

 ・WBA 専門委員会／不正商品対策専門委員会合同会議：2 回 

 ・不正商品対策専門委員会：1 回（このところ、上記合同会議で代置されてきたが、 

   より専門的な議論をするため 6 年ぶりに開催） 
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４．生産及び経営の高度化に関する事業 
 

（１）地球環境対策 

地球温暖化対策については、経団連が政府との密接な連携のもと産業全体を総括した自

主的な環境政策を進めてきている。当工業会は当初からこれに参加してきている。経団連

は、2013 年度より「環境自主行動計画」から「低炭素社会実行計画」にステップ・アッ

プし、当工業会としてもこれに合わせ、新たな目標（2020 年度のＣＯ２排出原単位を

1997 年度比 23％削減）に向け取組みを行っている。 

また、循環型社会に向けた対策についても、同様に経団連の総括的な政策のもと、「環

境自主行動計画」における 2015 年度目標に向け、廃棄物の再資源化率及び最終処分量削

減率の取組みを行っている。これらにおいては、環境対策専門委員会を中心として会員各

社が円滑な対応が図れるよう情報収集、方針検討等を行うとともに、経済産業省及び関係

機関への調査協力・説明並びに会員への情報提供等の活動を行っている。 

 

①「低炭素社会実行計画」フォローアップ等 

当工業会においては、環境自主行動計画へ参加すべく 1998 年 11 月に「ベアリング工業

における環境自主行動計画（温暖化対策編）」を策定し、1999 年より、毎年、フォロー

アップを実施してきた。標記計画については、2012 年度に目標を達成し計画が終了した

ことから、2014 年 3 月に新たな計画として、ベアリング業界の「低炭素社会実行計画」

を策定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年度（2016 年度）は、計画の 3 年目である平成 27 年度（2015 年度）の実績に

ついてフォローアップを行うべく、2016 年 6 月に「低炭素社会実行計画」参加企業 14 社

に地球温暖化対策の進捗状況及び見通しについてアンケート調査を実施した。その調査結

果に基づき、2015 年度のフォローアップ結果を取りまとめ、9 月に理事全員の承認を得た

うえで、経済産業省及び経団連へ結果報告した（本件については 11 月理事会で報告され

た）。 

2015 年度のフォローアップ結果について、以下に報告する。 

【低炭素社会実行計画】 

〈数値目標〉 

 目標： 2020 年度のＣＯ２排出原単位を 1997 年度比 23％削減に努める。 

前提条件：電力の排出係数は 3.05t-CO2/万 kWh に固定する。2020 年度の生産量

は、直近の 2012 年度レベル以上とする。 

この数値目標と合わせて「低炭素社会実行計画」の 4 本柱として位置付けられて

いる「低炭素製品、サービス等による他部門での削減」、「国際貢献の推進」、

「革新的技術の開発・導入」についても、可能な範囲で貢献していく。 
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ａ.ＣＯ２排出原単位の実績及び見通し 
図１のグラフは、目標の前提条件に沿って、各年度とも電力の排出係数を 3.05t-CO2/万

kWh に固定した方法を使用し、電力の排出係数の変化による要因を除いて算出した。この係

数を固定した方法によれば変動する方法と異なり、事業者の努力が調査結果に素直に反映さ

れることとなる。2015 年度実績では、1997 年度比 75.7％つまり 24.3％削減となり、目標の

23％削減水準に達した。 

目標に達した要因として、会員各社が省エネ設備投資の増強やエネルギー効率向上、設備

稼働率向上など積極的に行ったこと、及び、付加価値生産高の増加があげられる。 

また、2016 年度は、省エネ対策を着実に積み重ね、1997 年度比 74.6％つまり 25.4％削減

となる見通しとなった。 

しかしながら、今後については不透明な要因が多く、ある一定期間みたうえで、一時的な

要因などその評価を行い、経済環境等も踏まえつつ目標の見直しを検討していく。また、参

加企業においては、その規模等が多様であり、バラツキもあることから、この状況を注視し

ていく必要もある。 

また、参加企業は、省エネ対策を強力に推し進めてきており、省エネ対策の余地が少なく

なってきているが、今後の各会員の自主的な取組みを着実に実行することにより、2020 年

度に目標を達成できる見通しであり、クレジット等の活用は考えていない。 

 

 
 注 1：カッコ内は、基準年度 1997 年度を 100 とした場合の比率 

注 2：電力の排出係数は、各年度 3.05t-CO2/万 kWh に固定した。 

図 1.ＣＯ２排出原単位の推移 

上段：t-CO2/億円  

下段：％  
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注 3：原単位算出方法＝二酸化炭素排出量／ベアリング付加価値生産高（ベアリング付加価値生産高とは、 

会員各社が売価変動を受けにくい単価を基準とした生産高から材料費や外注費等の外部費用を除いたもの。） 

 
（参考）電力の排出係数が年度ごとに変動する方法による算出 

図 2 のグラフは、電力の排出係数が年度ごとに変動する方法による結果であり、直近の

2015 年度実績では、1997 年度比 102.8％つまり 2.8％増加となった。 

1997 年度と 2015 年度を比較すると、ＣＯ２排出量の約 8 割を占める電力の排出係数が

44.8％増加したが、ＣＯ２排出原単位では 2.8％増加にとどまっている。つまり、ＣＯ２排

出原単位が増加したのは、電力の排出係数の変化によるものであり、事業者の省エネ努力等

により、ＣＯ２排出原単位を最小限に抑えることができた。 

 

 
         注 1： カッコ内は、基準年度 1997 年度を 100 とした場合の比率 

   注 2：電力の排出係数は、年度ごとに変動。1997 年度 3.66、2008 年度(ｸﾚｼﾞｯﾄ調整後排出係数)3.74、 

2009 年度(同左)3.53、2010 年度(同左)3.52、2011 年度(同左)4.75、2012 年度(同左)4.81、 

2013 年度(同左)5.67、2014 年度(同左)5.52、2015 年度(同左)5.30 t-CO2/万 kWh。 
 

ｂ.本社等オフィスからのＣＯ２排出量の推移 

 当工業会では、2010 年度実績から、本社等オフィスからのＣＯ２排出量実績の集計を行

うこととした。以下のとおり、アンケート結果報告をいただいた 7 社の合計値を報告した。  

 
 

上段：t-CO2/億円  

下段：％ 図２．ＣＯ２排出原単位の推移 
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【本社等オフィスからのＣＯ２排出量（7 社合計値）】 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
のべ床面積 (千㎡)  38.7 38.6 38.6 38.4 41.4 45.7 
エネルギー消費量（原油換算）（千 kl） 1.202 0.992 0.997 0.956 0.951 1.019 
ＣＯ２排出量（千ｔ－CO ２） 1.715 1.402 1.419 1.369 1.343 1.461 
床面積当たりエネルギー消費量 (l/㎡)  31.0 25.7 25.8 24.9 23.0 22.3 
床面積当たりＣＯ２排出量（kg-CO2/㎡） 44.3 36.3 36.7 35.7 32.4 32.0 

注：電力の排出係数は、3.05t-CO2/万 kWh に固定して算出した。 

 
なお、具体的な取組みについては、以下のとおり。 
・ クールビズ・ウォームビズの実施（空調温度設定の徹底など） 
・ 本社、支店の休憩時間の消灯等による節電活動。 
・ 階段・トイレの自動消灯、蛍光灯の使用削減。 
・ 水栓の自動化による節水（工場・事務所取り付け） 
・ コピー用紙の使用量削減（裏紙の使用、両面コピーの推進） 
・ 遮熱フィルムによる省エネ実施、など 
 

ｃ．低炭素製品・サービス等による他部門での削減 
 ベアリングの製品自体が省エネルギーの製品であり、小型・軽量化、低トルク化など技

術進歩に伴う性能向上により、需要先である自動車や家電製品、工場設備等の省エネルギー

にも大きく貢献している。 
【2015 年度の取組実績】 

また、当工業会環境対策専門委員会では、2014 年度に「ＬＣＡ（Life Cycle 

Assessment）の調査研究」を行った。この調査結果は、前回調査研究（2003 年度）と同様

に、素材、製造、輸送及び使用段階別のＣＯ２排出量は、使用段階における排出量が最も

多いことが確認された。これを踏まえ、2016 年度に機械製品に広く組み込まれるベアリ

ングが、使用される段階でいかに省エネルギーに貢献しているかを示す事例を、会員各社

ＣＯ２排出量削減効果のある製品 効果 

自動変速機向け遊星歯車機構用「世界最小こ

ろスラストニードル軸受」の開発。 

自動車の自動変速機の摩擦損失の低減

により燃費向上に貢献。 

自動車の変速機への使用を想定した新構造の

「アンチクリープ玉軸受」を開発。 

自動車の変速機のコンパクト化・軽量

化が可能となり、燃費向上に貢献。 

鉱山コンベアプーリー用「高密封シール付高

信頼性自動調心ころ軸受」を開発。世界で初

めて自動調心ころ軸受に脱着可能なシールを

装着。 

過酷環境下で使用される鉱山コンベア

プーリーにおいて、従来に比べ4倍以

上の寿命を実現し、鉱山採掘の生産性

に貢献。 



48 
 

の公表資料に基づき「ベアリングのＣＯ２排出削減貢献レポート」として取りまとめ公表

した。これにより、ベアリング産業の環境への貢献とベアリングの重要性について、業界

の外部における理解の進展を図ることとした。 

 
ｄ．海外での削減貢献 
 これまでに進出先国・地域の環境保全に関しては、現地の現状を十分に配慮しつつ、事業

展開を図ってきている。特に、途上国へ進出する際は日本の先進的技術を導入しており、当

該国から高く評価されている企業もある。 
取組み事例としては、ベトナムの工場での照明システムを全面的に見直し、消費電力が少

ない照明に変更することなどでＣＯ２排出量を削減した。 
 
ｅ．革新的技術の開発・導入 
燃料電池車（ＦＣＶ）や電気自動車（ＥＶ）等の先端技術に必要なベアリングの開発や、

再生可能エネルギーを利用した風力発電用ベアリングや、クリーン輸送機関としての高速鉄

道（新幹線など）用ベアリングの技術開発などを行っている。 

2015 年度の取組みとしては、磁気ベアリングなどで培ったモータ制御技術などにより電気

自動車（ＥＶ）向けシステム商品の開発や、新セラミック材を採用したベアリングの開発に

取り組んでいる企業がある。 

 
ｆ．2020 年度以降の低炭素社会実行計画・削減目標 

経済産業省及び経団連から「低炭素社会実行計画」参加団体に対して、2020 年度以降

の「低炭素社会実行計画」（即ち 2030 年度目標）の取りまとめを行うよう要請があり、

2015 年 5 月、以下の目標を策定した。2020 年度以降も、この目標に向け引き続き取組み

を実行していくこととした。 

 

 

 

 

 

 
ｇ．「経済産業省・環境省合同ワーキンググループ」等での評価・検証 
 例年のとおり、平成 29 年 2 月に「経済産業省・環境省合同ワーキンググループ」（注）

が開催された。このワーキンググループは、経済産業省と環境省の共管で、国として多角

的観点から経団連の自主的な環境政策を評価・検証する場である。この 2 月のワーキング

グループにおいては、当工業会の 2015 年度フォローアップ結果について報告を行い、当

工業会の努力と進捗について評価を得た。他方、経団連においては、その内部機関として

【2020 年度以降の目標】  

2030 年度における CO2 排出原単位を 1997 年度比 28％以上削減することに努める。但し、

前提条件として、①電力の排出係数は 3.05t-CO2/万 kWh に固定する。②2030 年度の生産量

は、2012 年度レベル以上とする。 
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の第三者評価委員会で当工業会を含む産業全体のフォローアップ結果の評価を行い、適

正な成果として評価された。 

（注）正式名称：「産業構造審議会産業技術環境分科会地球環境小委員会・中央環境審議会地球環境部会

低炭素社会実行計画フォローアップ専門委員会 電子・電機・産業機械等ワーキンググループ」  

 名称中の前者「産業構造審議会」は経済産業省の、後者「中央環境審議会」は環境省の正式な諮問機関。  

 
ｈ．会員企業への温暖化対策の協力要請文の発出 
 上記フォローアップ結果を 11 月理事会で報告するとともに、この機会をとらえ「低炭

素社会実行計画」の参加の如何にかかわらず、会員企業代表者宛てに専務理事名でＣＯ２

排出削減の協力要請文を郵送し、引続きの努力を要請した。 
 
②「環境自主行動計画（循環型社会形成編）」フォローアップ 

平成 28 年度（2016 年度）は、平成 27 年度（2015 年度）の実績についてフォローアッ

プを行うべく、平成 28 年 6 月に「環境自主行動計画（循環型社会形成編）」の参加企業

35 社に産業廃棄物対策の進捗状況及び見通しについてアンケート調査を実施した。その

調査結果に基づき、11 月の理事会で承認を得て、経団連へ結果報告した。 

目標は平成 22 年（2010 年）9 月に設定され、以下のとおり。 

 

 

 

 

 

ａ. 再資源化率・最終処分量削減率の実績及び見通し 
図３のグラフは、再資源化率の推移を表しており、2015 年度における再資源化率は

98.8％となり、2015 年度目標を達成した結果となった。また、図４のグラフは、最終処

分量削減率の推移を表しており、廃棄物のリサイクルが進み 2015 年度の最終処分量は

2000 年度比 90.3％減となり、2015 年度目標を達成した結果となった。 

【循環型社会形成に向けた目標】 

・2015 年度の廃棄物の再資源化率を 95％以上とするよう努める。 

 ・廃棄物の最終処分量を 2000 年度比 90％減にするよう努める。 
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ｂ．2016 年度以降の循環型社会形成編の目標の設定について 

経団連では、2016 年度以降も引き続き各団体の協力を得て、名称を「循環型社会形成

自主行動計画」と変更して継続し、循環型社会形成に向けて積極的に取り組むこととして

いる。当工業会としても、「ベアリング業界の循環型社会形成自主行動計画」と変更し、

以下の新たな目標を掲げ、会員各社における廃棄物削減の取組みを継続してフォローアッ

プを行うこととした。 

目標値  

目標値  

図３．再資源化率の推移 

図４．最終処分量削減率の推移 
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2016 年度以降の目標： 

・2020 年度の廃棄物の再資源化率を 96％以上とするよう努める。 

・2020 年度の廃棄物の最終処分量を 2000 年度比 91％以上削減するよう努める。  

 

 

③その他の環境関連活動 

環境自主行動計画を着実に推進するため、会員各社が実際に取り組んでいる環境関連改

善事例を集めて「2016 年度省エネ・廃棄物削減・包装材の改善事例集」を作成し、会員

企業に参考資料として配布した。 

 

（２）中小企業対策事業 

近年の当工業会における組織改革の中で、中小企業対策事業の基盤として、中小企業対

策企画委員会が設置されており、同委員会は、中小会員企業の関心に沿った中小企業対策

事業を企画運営する。また、広く中小企業の課題を研究する場として、中小企業対策企画

委員会のもとに中小企業課題研究会が設置されており、ここではリーガルチェックを行う

こともビルトインされ、コンプライアンス確保の必要性が高いテーマについても機動的な

検討を可能としている。以上の組織整備を踏まえ、一層の中小企業対策事業を推進した。 

中小企業の経営の安定及び高度化を図るため、政府及び政府関係機関の施策についての

情報提供、当該施策の活用などを進めるとともに、政府に対して、政策などに関して、提

言や要望、協力等を行った。 

特に、平成 27 年度補正「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」及び平成 28

年度補正「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」（ものづくり補助金）に

ついては、経済産業省産業機械課及び近畿経済産業局から、迅速かつ詳細な情報提供をい

ただき、会員に情報提供した。結果として、会員企業の延べ 10 社が採択された。 

また、中小会員企業の生産状況において、中小企業を取り巻く環境が非常に厳しい状況

となったことから、中小企業信用保険法第２条第５項第５号（セーフティネット保証 5

号）の規定に基づく指定業種の申請を経済産業省に要望し、平成 28 年 4 月 1 日から 9 月

30 日までの期間において、「玉軸受・ころ軸受製造業」（日本標準産業分類細分類番号

2594）が指定業種となった（詳細は以下①）。 

平成 28 年 12 月の下請振興法の振興基準の改正などを念頭に、努めて講演会などを開催

し、中小企業の代表者が、法律について理解を深め、中小会員のコンプライアンスの意識

を高めた。 

上述の講演会の中心事業は「中小企業講演会」である。これは、平成 24 年度から開催

しているもので、明確な講演目的をもって、中小企業会員に向けて専門家等による説明を

行い、中小企業の経営の安定及び高度化に必要・有益な知識の普及・啓蒙を図るものであ
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る。平成 28 年度には中小企業対策企画委員会主催による講演会、懇談会、工場見学会を

以下②のとおり開催した。 

また、中小企業に関する政策、官庁よりの通達等を工業会ホームページに記載するとと

もに、緊急を要するものは、各社にＥメールにて周知を図った。 

さらに、適宜、専務理事、事務局職員が中小会員企業に個別訪問し、工業会の活動状況

や今後の運営などについて説明を行うとともに、情報交換することも実施した。 

 

① 中小企業信用保険法のセーフティネット保証に係る特定業種の指定について 

中小企業信用保険法第 2 条第 5 項第 5 号（セーフティネット保証 5 号）の規定に基づ

く指定（需要の著しい減少等により中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障が生

じている業種）について、平成 28 年 4 月 1 日から 9 月 30 日までの期間において、「玉

軸受・ころ軸受製造業」（日本標準産業分類細分類番号 2594）が指定業種となった。こ

れにより、当工業会の中小会員企業は、取引の数量の減少等が生じているため、その経

営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けることにより、金

融機関から借入れを行う際に信用保証協会の特例保証＊の利用が可能となった。 
＊特例保証とは、一般保証とは別枠で普通保険（限度額 2 億円）、無担保保険（限度額 8000 万円）の借

入額の 100％を保証。保証料率は保証協会所定の料率（0.7～1.0％）。  

 

② 中小企業対策企画委員会主催による講演会、懇談会及び工場見学会の実施 

（第 1～4 回は平成 24 年度、第 5～9 回は 25 年度、第 10～13 回は 26 年度、第 14～17 回

は 27 年度に開催された。）  

第 18 回（平成 28 年 4 月 26 日開催） 

テーマ：中小企業向け平成 28 年度税制改正内容、平成 27 年度補正予算について 

講演者：経済産業省製造産業局産業機械課 課長補佐 服部嘉博 殿 

 第 19 回（7 月 14 日開催） 

テーマ 1：サイバーセキュリティ経営ガイドラインについて 

講演者：経済産業省情報政策局サイバーセキュリティ課 課長補佐 石見賢蔵 殿 

テーマ 2：産業界を取り巻く労働人口の減少と人材不足、そして理系人材育成と企業

向け施策の展開状況について 

  講演者：経済産業省製造産業局産業機械課 係長 阿部利恵 殿 

第 20 回（12 月 9 日開催） 

懇談会：大塚工業会会長との懇談会 

工場見学会：ＮＳＫステアリングシステムズ㈱（群馬県前橋市） 

第 21 回（平成 29 年 3 月 10 日開催） 

テーマ：下請振興法の振興基準の改正と中小企業関連施策について 

講演者：経済産業省製造産業局産業機械課 課長補佐 服部嘉博 殿   
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③ 中小企業に関する政策、官庁よりの通達事項等について 

中小企業対策企画委員会主催による講演会では、平成 29 年 3 月の講演会において、中

小企業向け平成 29 年度税制改正内容や、平成 28 年度補正予算について説明が行われる

など、上記②や理事会等の機会をとらえて会員への情報提供に努めた。 

また、中小企業に関する政策、官庁よりの通達事項等を工業会ホームページに記載し

周知を図っている。平成 28 年度における、その主な内容は次のとおりである。 

a．2016 年版中小企業白書が発行されました。（中小企業庁）平成 28.4.12 

b．第 144 回中小企業景況調査（平成 28 年 4-6 月期）が発表されました。（中小企業

庁）平成 28.6.30  

c．第 145 回中小企業景況調査（平成 28 年 7-9 月期）が発表されました。（中小企業

庁）平成 28.9.30 

d．下請取引適正化推進月間の実施について（公正取引委員会）平成 28.10.20 

e．「下請取引の適正化」について（経済産業省）平成 28.11.30 

f．第 146 回中小企業景況調査（平成 28 年 10-12 月期）が発表されました。（中小企

業庁）平成 28.12.20  

g．第 147 回中小企業景況調査（平成 29 年 1-3 月期）が発表されました。（中小企業

庁） 平成 29.3.31 

 

④ BCP（Business Continuity Plan 事業継続計画）の対策について 

今後とも大震災等の災害が想定されている中、ＢＣＰの対策について、当工業会では、

震災等が発生した場合に、会員企業の安否確認などの現状把握を速やかに行うとともに、

経済産業省等からの震災情報を速やかに入手し、会員企業に周知連絡を行うため、緊急連

絡先の登録を行っている。その活動の一環として、毎年 4 月に会員企業の登録内容の確認

作業を行っており、平成 28 年度は 4 月に登録内容（緊急の連絡先部署・役職・名前・電

話番号・メールアドレス）の再確認をおこなった。震災等が発生した場合でも、極力混乱

が起きないように、常時、会員企業の連絡先の把握を行っている。 

また、中小企業においては、各社の特性や実状等を踏まえると、BCP を作成すること

が難しい状況もあり、大手企業に比べ普及に困難を伴うことから、中小企業対策企画委員

会主催による BCP の説明会等を行うことによって普及・啓蒙を促進するよう、企画検討

を継続した。 

 

（３）労務関係  

①春闘の調査 

組合のある会員会社に、平成 29 年度の春闘の「賃上げ要求及び回答」について、調査

を行った。調査結果は、平成 29 年 4 月に全会員に対し提供を行った。なお、本調査は

リーガル上問題がないことが確認された手法で行われている。   
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②ＪＡＭ「安全週間ポスター」作成への協力 

工場災害防止、安全運動の啓蒙推進を図るため、平成 28 年 7 月 1 日から 7 日まで厚生

労働省が主催して全国的に開催される「安全週間」のポスターにつき、ＪＡＭ軸受部会ポ

スター作成費用に協力し、会員企業にポスターの配布を行った。 

本年度の安全週間ポスター入賞者は次のとおりである。 

特選 原澤孝之（日本精工） 

入選 林 寛二（ＮＴＮ）、田中明樹（日本精工） 

佳作 成重恒夫（オイレス）、古市知章（日本精工）、井上正和（ＮＴＮ） 

 

③厚生労働省からの周知依頼 

厚生労働省より、平成 27 年度には、次の事項について周知依頼があり、工業会ホーム

ページに掲載した。 

・「平成 29 年 3 月新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始期日

等並びに文書募集開始時期等について」(H28.4.12) 

・平成 28 年度全国安全週間の実施に伴う協力依頼について(H28.5.10) 

・平成 28 年度（第 67 回）全国労働衛生週間に関する協力依頼について(H28.8.1) 

・平成 28 年度「見える」安全活動コンクールの実施等について(H28.9.12) 

・安全衛生教育及び研修の推進について(H28.10.20) 

・新規大学卒業予定者等の就職・採用活動開始時期について(H28.10.20) 

・「平成 30 年 3 月新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始期日

等並びに文書募集開始時期等について（通知）」(H29.2.10) 

・平成 29 年度の大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者の就職・採用活

動に係る取扱い等について(H29.2.10) 
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５．広報に関する事業 
 

（１）機関誌ベアリングの発行 

機関誌「ベアリング」は、月刊として約 300 部発行し、会員に加え、関係官庁、関係団

体等に配布した。 

平成 28 年度の掲載内容については、統計資料に関して掲載を行うとともに、ベアリン

グに関する標準化活動（ＩＳＯ、ＪＩＳ等）、国際関係事業、環境問題への取組み、中小

企業関連事業など、事業活動について随時掲載した。 

特に、ISO 関連については、製品の幾何特性仕様（GPS）の適用やセラミック関係の規

格開発等が活発化してきている。具体的には、平成 28 年 5 月に、オーストリア・ウィー

ンにて ISO／TC4 及びその SC のもとにある 15 の WG（作業グループ）と 2 つの AG（諮

問グループ）会議が行われた。また、平成 28 年 11 月から 12 月にかけては、ドイツ・ベ

ルリンにて 11 の WG と 2 つの AG 会議が行われた。それら会議の結果報告を本機関誌に

『ISO レポート』と題し掲載し、その結果の普及に努めた。 

また、『業界の動き』では、関連情報を逐次掲載した。更に政府からの周知要請につい

ても掲載を行った。 

連載企画としては、『ベアリングの散歩道』と題し、ベアリングの基礎知識について、

読みやすい内容に工夫し、掲載を行った。 

また、親しみやすい機関誌を目指して『ずいひつ』を掲載した。 

 

（２）ホームページ 

広く一般の方々に、ベアリング業界と当工業会への理解を高めてもらい、並びに会員に

対する情報提供の充実を図るため、ベアリングの製品説明、産業及び工業会の概要、工業

会会員の紹介、統計資料などを内容とするホームページを運営した。毎月 3 回、定期的に

更新を行い最新情報を掲載した。 
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