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2013年3月期の事業環境を振り返っていかがでしょうか？
また、その中でのCSR活動の位置づけとは？

新興国は潜在的な成長力を残すものの、世界経済は停滞し
ており、依然、厳しい状況が続いています。ニコングルー
プでは、このような事業環境にあっても持続的成長を実現
するために、現状分析と課題抽出を行い、事業体質の強化
をめざしています。企業は社会の一員であり、企業独自
の優先順位だけで行動していては持続的成長はありえませ
ん。企業の事業活動は社会的基準の中で許されているので
あり、CSRは事業活動と不可分です。ニコングループでは
中期経営計画の重点課題のひとつに「CSRを常に意識した
事業活動のグローバル展開」を掲げ、「環境経営の拡充・推
進」「コンプライアンス活動の展開」「人権・労働慣行の順守
と多様な社員の活躍推進」「社会貢献活動の推進」「サプライ
チェーンのCSR活動推進」を重点テーマとし、具体的な目
標を設定して活動を展開しています。

ニコンの製品やサービスは、社会課題の解決に、
どのように貢献していますか？

企業の活動は、最終的には人々の幸せにつながっていくこ
とが一番大切です。私たちニコングループは、人々の幸せ
につながるものを製品化している企業であると考えてい
ます。精機事業で扱う半導体や液晶の露光装置は、映像・

情報機器の発展に欠かせないものです。映像事業において
は、写真は人々の生活を記録しながら個人の人生そのも
のを残すという役割があり、また誰もがもっている「表現
する」という欲求にも応えます。インストルメンツ事業は、
医学の研究・発展を支える製品を提供しています。さらに
2012年に健康・医療分野への進出を発表し、取り組みを
開始しています。
価値観や生活など、すべてが激しく変化する現代において
は、企業自体も変化する必要があります。ニコングループ
でも挑戦の繰り返しが創業以来96年の歴史を支えてきま
した。社会の変化を敏感に察知しながら、日々、新たな挑
戦、価値の提供に取り組んでいきます。

製品やサービスそのもの以外にも、
企業はどのような貢献ができるのでしょうか？

例えば、紛争鉱物問題への対応がそのひとつですが、世界
ではサプライチェーン全体でCSRを推進することで、アフ
リカで起きている人権侵害を止めようという動きがありま
す。ニコンではこの問題と真剣に向き合い、プロジェクト
チームによる組織横断的な活動を開始しました。この動き
に同調させ、サプライチェーンにおけるニコンの社会的責
任を改めて明確にするために、2013年2月には、ニコン
CSR憲章を改定しました。世界では、最終的な製品のみな
らず、それらを構成する部品についてもCSRの基準を満た

常に新たな価値を提供し
持続的成長をめざして
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すべきであると、考え方が変化しています。企業は事業プ
ロセスを改善することで社会課題の解決に貢献することが
できます。
ニコンの専門性を活かした活動も重要です。東日本大震災
の被災地支援として、「写真の力で復興支援」のスローガン
のもとに「中学生フォトブックプロジェクト」をはじめとし
た“写真”を核とする活動を行っています。大震災の記憶を
風化させないよう活動は長期的に継続します。

環境課題については、どのように捉えていますか？
環境分野、特に温室効果ガス削減においての社会からの期
待は高いと感じています。資源は有限ですから、効率的に
使用しなければなりません。ニコングループからの総排出
量をさらに減らすためには、基準を見直して新たな取り組
みを始めるべきだと考えています。
また同時に、企業として常に意識すべきことは、世界全体
の排出量をどのように減らせるかということです。例え
ば、半導体製造装置の技術革新によってICの集積度が向上
すれば、そのICが組み込まれた電気製品の消費電力を低減
することができます。ニコングループの技術やノウハウ
で、解決策をひとつでも多く提案していけるよう、挑戦を
続けることが重要だと思っています。

事業をグローバルに展開する中、グループ全体で
CSRの価値観をどう位置づけるのでしょうか？
ニコングループにおける売上高の海外比率は85%以上で、
年々高まっています。また、社員数は日本以外で約60%

を占め、特にアジア・オセアニア地域の割合は45%以上
にのぼります。先進国、新興国、日本の3つの異なる環境
で事業を行っていますが、日本だけの価値基準が全世界に
通用するわけではありません。ニコングループとして全体
を包含するひとつの大きな基準は必要ですが、運用面にお
いては、国や地域により異なる文化や習慣、歴史、価値観
などを踏まえて、柔軟に対応する幅の広さがあって良いと
思っています。
同時に、普遍的な価値観として筋を通したCSRの考えを共
有していれば、地域特有の人権、環境破壊、腐敗などの課
題に直面した場合でも、法令違反やブランド価値損失など
のリスクを回避し、ステークホルダーの信頼感を構築でき
ます。

グローバルにCSRを推進するため、
具体的にどのような取り組みをしていますか？

ニコングループでは、2007年より「国連グローバル・コン
パクト」に賛同し、「人権」「労働基準」「環境」「腐敗防止」に関
する10原則の支持を表明しています。また、海外におけ

るCSR推進を強化するため、地域ごとにCSRを統括的に推
進する体制の整備を進めています。さらに、2013年3月期
は「ニコングループ人事ビジョン」を定めました。世界中の
社員がモチベーションをもって働ける環境があってこそ、
企業は持続的に成長できるのだと思います。本当の意味で
のグローバル化推進やダイバーシティのために、本社の役
割の大きさを認識し、現在の取り組みをより一層加速して
いきます。

ニコングループにとってCSR活動とは
どのようなものでしょうか？

事業活動を営む上では、ステークホルダーへの社会的責任
を果たしていくことは当然の責務です。私がそれを強く実
感したのは社長に就任する前、タイの生産会社を訪れたと
きです。その工場では1万人を超える社員が働いているの
ですが、その社員たちを見た瞬間、「私の経営によって、こ
れだけ多くの社員の生活が左右される」という責任を強く
感じました。以降、経営にあたっては業績の数字だけでは
なく、「人々を幸せにできるか」ということを常に考え、大
事にしています。
ニコングループでは、ブランドのさらなる拡がりをめざ
し、新たなキーワードとして「先進性」「楽しさ」を掲げてい
ます。すぐには実現できそうにないものでも、まずはア
クションを起こし、既成概念を超えて挑戦してみること
で「先進性」が生まれ、また、その挑戦の過程において「楽
しさ」を発見し、お客様や社会にも「先進性」や「楽しさ」と
いった新しい価値を提供できると考えています。CSR推進
においても同様で、義務感でやるものではありません。
これまでステークホルダーの皆様からいただいてきた信
頼をさらに強固なものとし、挑戦を続けることで新たな
価値を創造し、社会とともにニコンも持続的に成長して
いきます。

中期経営計画の５つの基本方針
ニコンブランドの拡がり
「信頼性」「高品質」に加え「先進性」をアピールし、「楽しさ」を
付加する

強靭な企業体質の実現
環境変化に柔軟かつスピード感を持って対応できる強靱な企業
体質を実現する

リーディングポジションの強化
既存事業は、確固たるリーディングポジションの獲得を実現する

新事業の創出
新領域へ進出し、計画年度内に柱となる新事業を創出する

社会的責任（CSR）
社会的責任（CSR）の重要性を認識し社会の持続的発展に貢献する



ニコングループの事業活動とCSR

精機カンパニー
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液浸技術で
半導体の進化を支える

“微細化”技術に注力し
高性能半導体用の露光装置を開発する
半導体は家電製品から自動車まで、多くの製品に基幹部品
として組み込まれ、その製品を制御する頭脳の役割を担っ
ています。これらの製品をより高性能かつ多機能にするた
めには半導体の性能向上が必要ですが、そのためには半導
体の電子回路を形づくる線の幅を細くする“微細化”技術が
不可欠です。たとえば線の幅を半分にすると、同一面積に
4倍の回路が描け、より高性能な半導体を製造できます。
半導体の電子回路は「半導体露光装置」を用いて、レチクル
と呼ばれる原版のパターンを投影レンズで縮小し、シリコ
ンウェハ上に露光して形成されます。これは半導体の製造
工程の中で最も重要なプロセスです。精機カンパニーは、
常にさらなる“微細化”を実現する半導体露光装置を開発・
製造し、世界の半導体メーカーに提供してきました。

水を利用した「液浸技術」により
微細化の壁を超える
“微細化”の実現には、半導体露光装置の解像度向上が欠か
せません。高い解像度を得るためには、光源の波長を短く
するか、投影レンズのNA（投影レンズの明るさ［開口数］）
を上げる必要がありますが、大気中でNAを上げることは
原理的に限界がありました。この壁を超えたのが、水をレ
ンズのように使う「液浸技術」でした。これは、投影レンズ
とウェハの間にある数mmのすき間を、空気よりも屈折率
の高い純水で満たし、液体自体をレンズとして使う手法で
す。この技術を応用することで、装置の基本構造を活かし
たまま、より微細な線が描けるようになりました。

ニコンが世界に先がけた
液浸技術の半導体露光装置
液浸技術の大きな課題は、「高速で移動するウェハと投影レ
ンズの間に満たした水をどのように安定保持させるか」「水
の供給を止めずに、繰り返し行われるウェハ交換をどのよ
うに行うか」です。これらの解決のために、純水の供給を止
めることなく高い生産性と精度を両立させる「ローカルフィ
ルノズル」と「タンデムステージ」という技術を開発しまし
た。これらを柱に実験と改良を繰り返しながらその他のさ
まざまな課題も乗り越えて液浸技術を実現しました。
2006年、精機カンパニーは、液浸技術を採用し、大気中に
おける限界であるNA1.0を超えるNA1.07の投影レンズを搭
載する半導体露光装置を世界に先がけて市場に投入。その
後も性能を向上させた装置を次々と開発・販売しています。
現在、液浸技術で製造された高性能半導体は、さまざまな
製品に組み込まれ、人々の快適な生活を支えています。

2012年2月にリリースし
た半導体露光装置「ArF
液 浸 ス キ ャ ナ ー NSR-
S621D」にも、液浸技術が
活かされている

精機カンパニーでは、液晶パネルの製造に不可欠な「液晶露光装
置」の開発・製造も行っており、この分野でも多くの独自技術を
有しています。中でも複数の露光用レンズを精度良く2列に並
べ、各レンズの露光パターンを滑らかにつなげる露光技術「マル
チレンズ・アレー方式」は、2012年の第4回「ものづくり日本大

液晶露光装置も独自技術で液晶パネル普及に貢献ocusF
賞」の製品・技術開発部門で内閣総理大臣賞を受賞しました。
受賞にあたっては、この技術が従来の装置では困難であった液
晶パネルの大画面化に対応するとともに、大型パネルの高品質・
効率的生産を実現し、大型テレビや液晶モニターの急速な普及
に大きく貢献したことが評価されました。

（株）ニコン 精機カンパニー
半導体露光装置事業部 開発本部
次世代開発部 第一開発課
アシスタントマネジャー
堀川浩人
半導体露光装置の開発部門に異動後、半導体
露光装置のステージ、ボディの設計を行い、
現在は次世代機種の構想設計を担当している。



ニコングループの事業活動とCSR

映像カンパニー

Nikon CSR REPORT 2013 ダイジェスト   4

子どもも使えるファミリーカメラで
家族のコミュニケーションをより豊かに

“ファミリーカメラ”の登場で
子どもが撮影者に変身する
子どもは家族写真のメインの被写体—。その子どもが、
自分の視点で親の写真を撮ることができれば、家族の思い
出はさらに広がることでしょう。ファミリーカメラとは、
カメラが壊れたら…、という心配をすることなく、安心し
て子どもに渡せるカメラのことだと思います。
私が開発に携わったコンパクトカメラ「COOLPIX S30（以
下S30）」は、小学生にも使いやすく、親子で楽しむことが
できるニコン初のファミリーカメラです。防水性能と耐衝
撃性能を備えながら、気軽に購入していただける価格とし
ました。基本性能を維持しつつ、子どもが使うことを念頭
に開発されたカメラは、ほかのメーカーにはないものです。
今は携帯電話やスマートフォンにもカメラ機能があり、子
どもたちにもカメラは身近な存在です。そのような子ども
に、カメラメーカーとして“本格的なカメラ”で写真を撮っ
て欲しいとの思いが、ファミリーカメラの開発のきっかけ
となりました。私自身、自分の子どもに楽しく使わせるこ
とができるカメラをめざしました。

子ども向け写真教室で発見。
めざすは、誰もが使える手軽なカメラ
「子どもでも使いやすいカメラ」というコンセプトはありま
したが、はじめから形や価格を設定していたわけではあり
ません。子どもたちがカメラを使うシーンを観察しよう
と、当社の社会貢献室がサポートしている、大手新聞社の
小学生向け写真教室に、開発メンバーで参加したこともあ
ります。教室では一眼レフカメラを使っていましたが、よ
り多くの子どもへ届けるために、コンパクトカメラで実現

しようと、このときに思いました。
S30は、子どもがカメラを構えるときに両手でしっかり握
ることができる形状にしています。指がかからないよう、
レンズをカメラ中央に配置。通常「魚眼効果」などと表示す
る操作画面も、「魚の目でみる」のように平易な表現にする
など、細部まで検討し、つくりあげていきました。
カメラには、メッセージ交換機能も盛り込んでいます。こ
れは、ひとつの画像にふたつの音声メッセージを録音でき
るというもの。子どものときに親と交換日記をしていた自
分の体験を反映させた機能ですが、私は子どもと、「お花を
撮ったよ」「大きく育ったね」などと録音し合い、声の交換
日記を楽しんでいます。私の子どものS30を見て、子ども
の友だちもカメラを欲しがり、サンタさんにお願いをした
と聞きました。開発者として嬉しいエピソードです。

子どもも使えるカメラが広まれば
カメラの世界の間口が広がる
ファミリーカメラをもっと多くの方に使っていただけるよ
う、2013年2月、S30の後続機にあたる「COOLPIX S31」
を発売しました。より安心・簡単なカメラとするため、前
機種から防水性能や耐衝撃性能をさらに向上させ、操作
画面のメニュー階層も見直しています。
これまでのカメラは、大人のユーザーを想定してつくられ
たものがほとんどでした。今回ファミリーカメラをライン
アップしたことで、家族のコミュニケーションツールを提
供することができたと考えています。子どもに着目した結
果、高齢者などデジタル機器は苦手といった方でも簡単に
使えるカメラになりました。これからもカメラを使うこと
で家族の絆が深まる、そのような製品をつくっていきたい
と思います。

子どもも使える“初代”
ファミリーカメラ
「COOLPIX S30」

（株）ニコン 映像カンパニー
マーケティング本部 第一マーケティング部
第二マーケティング課 副主幹
山田由香子
マーケティング部門発足と同時に同部へ異
動。以来、COOLPIXの商品企画を担当して
いる。



ニコングループの事業活動とCSR

インストルメンツカンパニー
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技術を結集した細胞培養観察装置で
医療に革命をもたらすiPS細胞の樹立に貢献
目視で観察していたiPS細胞を
替わりに記録する「BioStation CT」登場
iPS細胞は人工多能性幹細胞と呼ばれ、皮膚や臓器など人
体のあらゆる細胞に分化させることができます。2012年
の山中伸弥教授のノーベル医学・生理学賞受賞で広く知ら
れるようになりましたが、創薬の開発ツールや再生医療な
どへの応用が期待される、注目の細胞です。iPS細胞は繊細
なため、培養中の観察や記録は必須。その工程に活用され
ているのが、インストルメンツカンパニーの細胞培養観察
装置「BioStation CT（以下BioCT）」です。BioCTは、細胞を
培養するのに適した「温度37度・湿度90％超・一定のCO2

量」を維持するインキュベーターといわれる機能と、高精
度顕微観察機能を一体化させた機器で、生きたままの細胞
を自動で観察し撮影することができます。iPS細胞の研究
には、皮膚などから採取した細胞に特定の遺伝子を組み込
んでiPS細胞をつくる「初期化」、iPS細胞を増やす「増殖」、
iPS細胞をさまざまな細胞に分かれさせる「分化誘導」の3工
程がありますが、どの工程も課題が多く、初期化の段階で
iPS細胞が樹立される割合は、1万分の1程度です。しかも
従来は、人が顕微鏡を使って細胞の変化を観察していまし
た。山中教授が所長を務める京都大学の研究センターでも
同様でしたが、BioCTの発売から1年後の2008年、同装置
を導入していただきました。

光の屈折を応用した位相差観察で
全細胞からiPS細胞だけを自動判別
その後、山中教授の研究センターから、iPS細胞が樹立され
たか否かを自動で判別する機能を付加してほしいと要望が
あり、画像ソフトで解析し計測するアルゴリズムを開発し
ました。判別には、細胞の厚みによる光の屈折の差で見分
ける「位相差観察」技術と半導体検査装置で培ったパターン
認識を採用。蛍光物質で細胞を染めて判別する従来の方法
と比べて技術的難度は高いですが、医療分野への応用を見
据えたiPS細胞の安全性を確保するため、技術開発に取り
組み、システムをつくりあげることができました。

BioCTは、当社でも新しい領域にチャレンジした製品で、
本格的に細胞培養しながら観察も行う装置ははじめてでし
た。開発段階ではトラブルも多かったのですが、試作機
を使っていただいた研究者から「細胞がイキイキして見え
る」との評価を受け、手応えを感じることができました。
iPS細胞の応用には今後も研究が必要ですが、その過程で
BioCTを活用いただける範囲は多く残っています。iPS細
胞の樹立は、世界各国でさまざまな方法がとられ、必ずし
も高い品質が保たれているわけではありません。そのた
め、NEDO（独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開
発機構）から支援を受け、2012年から「良質なiPS細胞を自
動判別する技術」の開発を進めています。

「BioCT」の技術が
新薬開発などで活用される日は近い!?
再生医療への応用と比べ、創薬分野にiPS細胞が使われる
日は早く訪れると思います。原因解明や薬効の評価など
への応用が期待されていますが、ここでもBioCTの技術が
活用できると考えています。iPS細胞関連の論文作成時に、
BioCTを利用したという声を聞くようになりました。機器
を通して医療の発展に貢献できていることを嬉しく思いま
す。当カンパニーでは、2012年2月に新事業推進課を立
ち上げており、BioCTを核としてより一層社会に役立つも
のづくりを行っていきます。

細胞培養観察装置「BioStation CT」

BioStation CT の高
精度顕微観察機能
で見たiPS細胞

（株）ニコン インストルメンツカンパニー　
事業企画部 新事業推進課 マネジャー
清田秦次郎
2004年から「BioCT」の製品開発を担当。
2012年、事業企画部に異動後は、「BioCT」
のビジネス拡大に向けた取り組みを行って
いる。
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【（株）ニコン・エシロール】
高品質なレンズで“目に見える世界”を広げる
現代のライフスタイルに対応した
遠近両用メガネレンズを新開発
人びとがものを良く見えるようにサポートすることは、メ
ガネにかかわるメーカー共通の使命です。（株）ニコン・エ
シロールは、メガネレンズとその関連製品を開発し、製造・
販売している会社で、レンズにとどまらず、快適な見え心
地を提供することもめざしています。（株）ニコンとフラン
スの総合メガネメーカー、Essilor International S.A.（フラン
ス）との合弁で2000年に設立し、以来、両社の設計・製造
技術や流通ネットワークを補い合って、事業を拡大してき
ました。
主力製品は遠近両用のメガネレンズです。このレンズは、
上から下に向かってグラデーションのように度数を変化さ
せ、遠近の広範囲でピントが合うようにしています。そし
て、パソコンや携帯電話が普及した現代のライフスタイル
で、より見やすく、より快適な見え心地を提供するために
開発した遠近両用レンズが「ニコン プレシオ・ライフ」です。
パソコンや携帯電話にスムーズにピントが合うよう、度数
変化をなめらかにし、揺れやゆがみを大幅に低減しまし
た。また、パソコン画面が広く見渡せるように、画面まで
の距離に相当する目の前60～ 80cmの視界でクリアにピ
ントが合う横幅を、従来のレンズに比べて最大で約2倍広
くしています。

ニコンの光学技術を駆使したレンズが
グッドデザイン賞を受賞
「プレシオ・ライフ」のコンセプトづくりには、これまでに
ない、もっと使いやすい遠近両用メガネがあればという、
メガネ店の方との会話がヒントになりました。多様化する
現代のライフスタイルにおいて、メガネのより良い見え心

地を提供するためには、メーカーが常にユーザー目線で
あることが重要です。そして、消費者のニーズに応えるの
が、ニコンの光学設計技術です。「プレシオ・ライフ」は、
ニコンのDNAが現代人のライフスタイルと出会ったこと
で生まれた、新しいコンセプトの遠近両用レンズといえる
でしょう。
「プレシオ・ライフ」は、遠近両用メガネの使用シーンを拡
大したことなどが評価され、日本デザイン振興会主催の
「2011年度グッドデザイン賞（Gマーク）」を受賞しました。
また、同年度には、青色光をカットするメガネレンズの
コーティング「ニコン シークリア・ブルー」もグッドデザ
イン賞を同時受賞しています。パソコン画面や照明に使わ
れるLED光源から発せられるブルーライトをカットすると
いうコンセプトは、その後、爆発的に拡大して、大きなト
レンドを生み出しました。

多くの人に高品質レンズを、との思いから
スペシャルオリンピックスに協力
質の高いメガネレンズを届けることが、私たちの願いで
す。その一環として2004年から、知的障がいのある人た
ちのスポーツ大会「スペシャルオリンピックス」でメガネレ
ンズを提供しています。メーカーとして、メガネレンズを
必要とするアスリートのより良い生活環境の実現と積極的
な社会参加を支援し、見えることの大切さと喜びを伝えて
いきたいと考えています。
また、一般の方にとってレンズ選びは難しいものです。そ
のため、ユーザーからのお問い合わせには、少しでも不安
を取り除いていただけるよう、丁寧な応対を心がけていま
す。感謝のお手紙をいただくことも多いのですが、こうし
た地道な対応も私たちの役割のひとつと考えています。

※写真はイメージ。

従来のメガネレンズ ニコン プレシオ・ライフ

（株）ニコン・エシロール
マーケティング部 ゼネラルマネジャー
加藤宏太郎
2000年、メガネレンズ事業の（株）ニコン・
エシロール移管と同時に異動。現在は、メガ
ネレンズのマーケティングを担当している。

ニコングループの事業活動とCSR

その他の事業～グループ会社 事例紹介～
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継続的な取り組みを重視して、
「写真の力で復興支援」

2012.7 / 2012.11
映像カンパニーのお客様満足への取り組みが
社外評価を獲得

2012.10
情報セキュリティ推進部門を新設し、
グループ全体での管理体制を強化

2012.11 / 2013.3
グローバル人事ミーティングを開催し、
「ニコングループ人事ビジョン」を策定

東日本大震災から2年以上の月日が経ちました。ニコング
ループでは、復興支援は継続的な取り組みが重要であるとの
考えに基づき、「写真の力で復興支援」をスローガンとして、
さまざまな活動を続けています。たとえば、「中学生フォト
ブックプロジェクト」では、コンパクトデジタルカメラを寄
贈し、写真教室の開催などを行っています。この活動では、
中学生が写真を撮り、選び、伝えたい思いを言葉として添
え、最終的にフォトブックを制作していきます。また、復興
支援の拠点となる「ニコンプラザ仙台」の運営や、東北地域の
新聞社を主体とした「スマイルとうほくプロジェクト」への特
別協賛なども行っています。このほか、社員のボランティア
参加への支援も行っています。
●PDF詳細版→P11、P57

ニコングループでは、高品質な製品をつくることはもちろ
ん、お客様の立場に立った修理・サービス体制を整備して、
お客様満足度の向上に努めています。
国内では、映像カンパニーが、2012年7月に日経ビジネス
誌「2012年版アフターサービス満足度ランキング」のデジタ
ルカメラ部門で3年連続第1位を獲得。また、海外ではNikon 

Imaging Korea Co.,Ltd.（韓国）が、顧客対応システム設置によ
るサービス向上やフェイスブックを通じたお客様とのコミュ
ニケーション促進などを評価され、2012年11月に韓国政府か
らカメラ業界初となる「公正取引委員長賞」を受賞しました。
●PDF詳細版→P25

2012年10月に社長直轄の情報セキュリティ推進本部を新設
しました。新しい体制で、事業を展開する国・地域の状況に
合わせた高いレベルのセキュリティ管理体制を整備していき
ます。
また、社員ひとりひとりが情報資産管理の重要性を理解し、
高い意識で規程を順守するよう「情報セキュリティハンド
ブック」を配付しています。2013年3月期は、スマートフォ
ン、ソーシャルメディアなどに関する項目を追加し、内容の
改定を行いました。
●PDF詳細版→P24

ニコングループでは、グローバルな人事施策の展開を進めて
います。2012年11月に、主要国の人事担当者を集め、第１
回グローバル人事ミーティングを開催しました。この会議で
は、各国の人事部門と海外ネットワークを構築し、グローバ
ル人材育成の方針を共有しました。また、ここでの成果など
を反映し、2013年3月に「ニコングループ人事ビジョン」を制
定しました。今後は、国内外の全社員に周知するとともに、
同ビジョンで定めている「求める人材像」を基に能力開発を進
め、多様性を尊重する人事施策を行っていきます。
●PDF詳細版→P50-51

社会貢献

CSRの基盤の整備

CSRの基盤の整備

人権・労働・多様性
学校の3学期に中学生フォト
ブックプロジェクトの参加生
徒ひとりひとりにフォトブッ
クが手渡された

ニコングループ情報
セキュリティハンドブック

公正取引委員長賞の
記念ペナントと表彰状 グローバル人事ミーティングに参加した、各国の人事担当者

CSR 活動ハイライト　2012.4－2013.3
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ニコングループでは、CSR 中期計画に基づき、ニコングループ全体で幅広いCSR活動を推進しています。
2013年3月期の主だった取り組みを紹介します。

2012.12
中国・香港に続き、
欧州のCSR統括推進体制を整備

2013.2
サプライチェーン における取り組み強化のため、
ニコンCSR憲章を改定

2013.3
CSR活動を効果的なものにするために
ステークホルダーダイアログ を開催

2013.1
紛争鉱物対応プロジェクトを開始

ニコングループでは、海外におけるCSR推進体制を強化し
ており、地域ごとにCSR委員会を立ち上げてCSR統括機能の
整備を進めています。2011年の中国・香港に続き、2012年
12月には、欧州において第1回の欧州CSR委員会を開催しま
した。これに先立ち、Nikon Holdings Europe B.V.（オラン
ダ）に欧州でのCSR統括推進機能を設け、欧州内の約30の拠
点ごとにCSRコーディネーターを選任しました。また、欧州
グループ会社の社員約1,500名を対象として、意識調査を実
施しました。今後は、米州地域においても統括的なCSR推進
体制の拡充をめざします。
●PDF詳細版→P18

2013年2月、ニコングループでは、「ニコンCSR憲章」を改定
し、「サプライチェーンにおける社会的責任」の項目を追加し
ました。今後は、これまでのグリーン調達 やCSR調達 へ
の取り組みをさらに強化・前進させ、人権侵害や環境破壊な
ど、サプライチェーンにおけるさまざまな課題の解決に向け
た努力を加速させていきます。
●PDF詳細版→P15-16

コンゴ民主共和国とその隣接国では武装勢力が資金を得るた
め、タンタル、錫、タングステン、金の違法採掘を行ってお
り、その現場では、人権侵害や環境破壊などの重大な問題が
引き起こされています。これらの4鉱物は、「紛争鉱物」と呼
ばれ、問題解決に向けて国際的な取り組みが行われていま
す。ニコングループでも、2013年1月に組織横断的なプロ
ジェクトを立ち上げ、2月には武装勢力が採掘・仲介などし
た「紛争鉱物」を使用しないという基本方針を掲げました。現
在は、調達パートナーの協力のもとに、4鉱物の原産地の調
査を実施するなどの取り組みを行っています。
●PDF詳細版→P59

CSRの基盤の整備 CSRの基盤の整備

サプライチェーン

サプライチェーン

紛争鉱物対応プロジェクトの
キックオフミーティング

欧州CSR委員会、クイズ形式
による欧州社員意識調査結果
のフィードバックの様子

ニコングループでは、ステークホルダー との対話を重視し
たCSR活動を進めており、2011年3月期から有識者とのダイ
アログを行っています。2013年3月には、「サプライチェーン
を通じたCSR」をテーマとして、人権や環境、CSR経営などの
専門家を招いたダイアログを開催しました。いただいたご意
見は、今後のCSR活動に活かしていきます。
●PDF詳細版→P12-14

http://www.nikon.co.jp/csr/feature/dialogue/
Web 

ステークホルダーダイアログ

2013.4
生物多様性 保全のために影響評価を実施
紙調達の方針を制定
事業活動における生物多様性への依存と影響を把握するた
めに「企業のための生態系サービス評価（ESR） 」を用いて評
価を行いました。その結果、ニコングループは生態系に対し
て、「木材および木質繊維」や「淡水」の供給を受け、「化学物質」
や「CO2」の負荷を与えていることがわかりました。関連する
各部門では、これらの評価結果に基づく生物多様性保全の
取り組みを開始しており、そのひとつとして2013年4月に、
持続可能性 に配慮した「紙調達方針」を制定しました。
●PDF詳細版→P31-32、P59-60

サプライチェーン環境経営

CSRの基盤の整備
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CSR 重点課題における目標と実績

2013年3月期の重点課題と目標・実績 （2012年4月1日～ 2013年3月31日）

重点課題  目標  実績  自己評価

CSRの基盤の整備

中国CSR委員会で「中国・香港社会貢献活動ガイ
ドライン」（災害義援金を含む）を決定し運用を開
始する

2012年4月開催の中国CSR委員会で「中国・香港社会
貢献ガイドライン」を決定し、Nikon Holdings Hong 
Kong Limitedを事務局として運用を開始した

○

欧州のCSR統括推進体制を立ち上げる
地域持株会社による社員意識調査を実施、欧州CSR委員
会を12月に開催し、推進体制を整備した。2014年3月期
からのコンプライアンス教育実施に向けて準備を行った

○

環境経営の拡充・推進 （環境に関する目標および実績については、PDF詳細版：P30の「ニコン環境アクションプラン 2013年3月期実績」を
ご参照ください）

コンプライアンス 活動の展開

グループ内で、ニコン行動規範の浸透徹底のため
の推進活動を確実に実施する

コンプライアンス教育活動を42社で実施した。国内および
中国・香港地域、欧州地域では、意識調査を実施した ○

グループ内に設置したすべての報告相談窓口の
利用状況を確認し、問題点の把握と改善策を提案
する

グループ内に設置した窓口の利用状況をすべて確認した。
中国各社へのヒアリングおよび活性化対策を立案した ○

人権・労働慣行の順守と
多様な社員の活躍推進

積極的な採用活動の実施（（株）ニコンの全社員※1に
占める女性社員の比率を2013年3月までに10％
以上）

入社者における女性比率は拡大したが、定年後再雇用の
推進により男性社員数が増加したため、9.7%（2013年3
月31日時点）にとどまった

△

女性活躍推進のためのメンター制度トライアルの
実施と課題抽出

メンター制度トライアルは完了。4組8名のメンター /メ
ンティが6カ月間面談を実施した ○

ニコングループ全体のモチベーションと一体感の
向上のために、企業文化研修を開始する

全16回の研修を実施、延べ481名が受講した。グローバ
ル人事ミーティングを、海外グループ会社人事部門責任者
を対象に実施、合わせて企業文化研修を行った

○

グループ会社62社※2に対して、ニコングループモ
ニタリング調査アンケートを実施。人権・労働慣行
に関する課題抽出

グループ会社62社※2からモニタリング調査アンケートの
回答を回収、人権・労働慣行の現状を把握し、問題のない
ことを確認した。各社に結果のフィードバックを行った

○

ニコングループにおけるダイバーシティ 推進
施策を再設定し、グループ内に周知する

推進施策を検討するにあたり、国内ニコングループ対象
にアンケート調査を実施し、結果をフィードバックした。
新施策はCSR委員会で報告し、推進することとした

○

社会・自然環境との共存
（社会貢献活動）

東日本大震災の被災地の復興支援活動を、社員参
加可能な形で積極的に進める

災害復興支援の社員ボランティアは13回延べ186名が参加した。
中学生を対象としたフォトブックプロジェクトは46校と1教育委
員会3,200名が参加し、完成したフォトブックを全校に贈呈した

○

社会・自然環境との共存を軸にニコングループ共
通のテーマを設定し社会貢献活動を推進する

社会・自然環境との共存活動として災害復興支援や、タ
イでの「子供の森計画」の支援・参加をした。グループ共
通のテーマ設定までにはいたらなかった

△

社会貢献活動の情報発信を強化する
ウェブサイトは和・英文とも適宜更新、活動はテレビや
新聞にも取り上げられ、イントラネットや社内報でも毎月
1回以上発信を行った

○

災害発生時の対応をガイドラインとして定め、グ
ループ各社で迅速な支援ができるようにする

中国・香港地域の災害発生時の対応ガイドラインを決定
し、運用を始めたが、中国・香港と日本以外の地域で設
定することはできなかった

△

サプライチェーン の
CSR活動推進

サプライチェーンにおけるCSR調達 活動の推
進のため、調達パートナーを選定し訪問確認を実
施する

国内調達パートナー 43社を対象に訪問確認活動を実施
し、調達パートナーのCSR取り組み状況の確認と、CSR
活動への取り組み推進の要請をした

○

紛争鉱物アンケート調査結果について、調達パー
トナーに個別確認や啓発を行うほか、継続的な調
査を実施する

対応方針を改定し、調達パートナー CSRガイドラインを
改定・発行した。社内の横断的な紛争鉱物対応プロジェ
クトを2013年1月に立ち上げ、対応を加速した

○

環境管理システム監査を、国内外の調達パート
ナー 150社に実施する

国内調達パートナー 88社、海外調達パートナー 35社、フォ
ローアップ監査21社（国内17社、海外4社）、グループ内監査
11部門、合計155事業所の環境管理システム監査を実施した

○

自己評価　○：達成　△：着手したが未達成

※1 正社員、嘱託。
※2 一部、非連結グループ会社を含む。
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重点課題ごとに活動を評価し、その成果や課題を反映した目標を設定しています。 

2014年3月期の重点課題と目標 （2013年4月1日～ 2014年3月31日） 

重点課題  目標

CSR の基盤の整備

海外の地域持株会社を通じて、現地に適応した形で社員教育を行う

地域持株会社による米州地域のCSR推進体制に関する活動計画の立案と実行

環境経営の拡充・推進 （環境に関する目標については、PDF詳細版：P30の「ニコン環境アクションプラン 2014年3月期目標」をご参照ください）

コンプライアンス 活動の展開

公務員贈賄防止のためグループ内調査を実施し、防止のためのグループポリシーを構築する

海外各地域において地域持株会社を通じ、コンプライアンスに関する意識調査を実施し、結果をフィードバックする

人権・労働慣行の順守と
多様な社員の活躍推進

（株）ニコンの全社員※1に占める女性社員比率10％を達成する（2014年3月31日時点）

メンター制度の本運用を開始する

「ニコングループ人事ビジョン」を国内外グループに周知する

ニコングループに対してモニタリング調査アンケートを継続実施し、人権、労働慣行に関する課題についての現状把握
をする

社会貢献活動の推進

震災の記憶を風化させないため、被災地での社員ボランティア活動や、発表展示を毎月開催する

中学生フォトブックプロジェクトの福島県での参加を拡大し、全校で完成させる

世界各地でのグループ会社の社会貢献活動の情報を収集し、ステークホルダー に開示することで社員の意識を高める

サプライチェーン の
CSR活動推進

訪問確認の実施継続（目標40社）および海外調達パートナーへのCSR調達 について海外グループ会社と協議し、
施策を立案、実施する

紛争鉱物対応方針に沿って、調達パートナーに方針を説明し、2014年に情報開示できるように使用状況調査を実施する

調達パートナーを対象とする環境管理システム監査と、グループ内における製品含有化学物質管理システム監査を
150事業所を対象に実施する

※1 正社員、嘱託。
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社　名： 株式会社ニコン
  （英文社名）NIKON CORPORATION

本　社： 〒100-8331　
 東京都千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル
 TEL：03-3214-5311

代表者： 取締役社長 兼 社長執行役員　木村眞琴
設　立： 1917年7月25日
資本金： 65,475百万円 （2013年3月末日現在）

売上高： 連結 1,010,493百万円 （2013年3月期）

 単独 749,198百万円 （2013年3月期）

社員数： 連結 24,047名 （2013年3月末日現在）
 ※正社員、嘱託およびグループ会社役員。

 単独 5,583名 （2013年3月末日現在）

 ※正社員および嘱託。ただし、（株）ニコンから他社への出向者は含まない。

■ ニコングループの主要事業
精機事業／映像事業／インストルメンツ事業
カスタムプロダクツ事業／ガラス事業
エンコーダ事業／メガネレンズ事業

■ 地域別グループ会社数（連結）（2013年3月末日現在） 

地　域 会社数

国内［（株）ニコンを除く］ 15社

欧州（12カ国） 28社

アジア・オセアニア（9カ国） 17社

米州（4カ国） 11社

　　  ニコングループ会社
http://www.nikon.co.jp/profile/corporate/group/
Web 

　　  「国連子供環境ポスター原画コンテスト」の共催
http://www.nikon.co.jp/csr/society/earth/icpc/
Web 

■ CSR 報告書の情報開示ツール
2013年3月期のニコングループのCSR活動については、「ニコンCSR
報告書2013 PDF詳細版」と「ニコンCSR報告書2013 ダイジェスト」
（本報告書）にて報告しています。ニコンウェブサイトでは、「ニコン
CSR報告書2013 PDF詳細版」の内容に加え、さまざまな情報を掲載
していますのでご覧ください。

http://www.nikon.co.jp/csr/

― PDF詳細版の付録に用語解説を掲載しています。
― 関連情報をニコンウェブサイトで開示しています。

■ 表紙の絵画
グローバル部門1位作品
作者：Diana Fanさん（アメリカ・13歳）

国連環境計画（UNEP）、地球環境平和財団
（FGPE）およびBayer AG（ドイツ）と共催し
ている「第21回国連子供環境ポスター原画
コンテスト」の入賞作品です。
［テーマ：グリーンコミュニティ（みどりの
社会）～地球環境にやさしい社会を作
ろう！～］

ニコンウェブサイト

PDF詳細版

ニコンCSR報告書2013 
ダイジェスト（本報告書）

Web 
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資株価指数 」、「ECPI Ethical Index Global 」のインデックスに組み入れられています。
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■ 本報告書の作成部門および質問・お問い合わせなどのご連絡先
株式会社ニコン 経営企画本部 CSR統括部 CSR推進課
E-mail：Csr.Info@nikon.com
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ニコンはチャレンジ
25キャンペーンに
参加しています。

100-8331 東京都千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル
www.nikon.co.jp


