


1920~30 1940~50 1960~70 1980 1990

▶1921年（大正10年）
・池田善一郎個人商店として、
 光洋精工を大阪市に設立、
 輸入ベアリングを販売後
 生産に着手

▶1935年（昭和10年）
・光洋精工株式会社に改組
▶1938年（昭和13年）
・国分工場完成

創業者  池田善一郎

▶1943年（昭和18年）
・光洋精機、光重工業を
 吸収合併し、高松工場、
 東京工場となる

▶1958年（昭和33年）
・米国に軸受の販売会社設立

▶1941年（昭和16年）
・トヨタ自工から工機部門を
 独立分業し、豊田工機を設立。

創業者  豊田喜一郎

▶1955年（昭和30年）
・仏ジャンドルン社と技術提携
  し、 円筒研削盤の生産を開始
・トランスファマシン国産1号機
  完成

▶1960年（昭和35年）
・ステアリングの開発・試作を開始 

▶1961年（昭和36年）
・光洋精工からKoyoブラントの
 工作機械を生産する
 光洋機械工業を設立

▶1963年（昭和38年）
・大阪ベアリング製造
  （現ダイベア）と業務提携
・徳島新工場完成

▶1975年（昭和50年）
・米国でベアリングの生産を開始
・引田工場（現香川工場）完成、
  テーパーローラーベアリングの
  生産を開始

▶1965年（昭和40年）
・トヨダブランドの
  TOYODA研削盤を開発 

▶1973年（昭和48年）
・ブラジルに工作機械の
  拠点を設立

▶1972年（昭和47年）
・汎用コントローラTOYOPUC開発

▶1968年（昭和43年）
・パワーステアリングの生産を開始
・マシニングセンタを開発

▶1977年（昭和52年）
・米国に工作機械
  販売会社を設立

・岡崎工場完成

▶1988年（昭和63年）
・世界初の電動パワー
  ステアリングを開発、生産

▶1987年（昭和62年）
・光洋自動機を合併、奈良工場、
 豊橋工場として引き継ぐ

▶1986年（昭和61年）
・マスタレスカム研削盤
  を開発、生産

▶1980年（昭和55年）
・自動車用等速ジョイントの
 生産を開始

・高浜工場完成 （現 田戸岬工場）

▶1990年（平成2年）
・亀山工場完成
・仏ルノー社のステアリング
  子会社SMI社（現JEU）に
  資本参加、技術援助契約を
  締結

▶1992年（平成4年）
・インドSONA社に資本参加

▶1995年（平成7年）
・中国で軸受の生産を
  開始

▶1998年（平成10年）
・総合技術研究所完成
 （奈良県橿原市）

▶1996年（平成8年）
・タイでステアリングの
 生産を開始

▶1998年（平成10年）
・４ＷＤ車用電子制御
  カップリングITCC
  生産開始

・技術開発センター（花園）開設

▶2003年（平成15年）
・ボッシュオートモーティブから
  トルセン事業部門を買収
・中国で自動車部品の
  生産を開始
・中国で工作機械の生産を
  行う豊田工機大連を設立

2002年（平成14年）
電動パワーステアリングの
開発・販売を行う
ファーベスを設立

2006年（平成18年）

▶2003年（平成15年）
・三井精機工業と
 包括的業務提携（工作機械分野）

1920~30 1940~50 1960~70 1980 1990

2006年

■光洋精工と豊田工機が合併しジェイテクト誕生
■超低トルクテーパーローラーベアリング『LFT-Ⅲ」量産開始、
経済産業大臣賞受賞

2007年（平成19年）

JTEKTの歩み

■インドに自動車部品生産拠点JTEKT SONA AUTOMOTIVE INDIA 設立

2009年（平成21年）
■スポーツカー向けトルセン開発・量産開始
■ティムケン社ニードル事業買収
■インドネシアに自動車部品、軸受生産拠点 JTEKT INDONESIA 設立
■複合研削盤TG4開発・販売開始

■中国にテクニカルセンター JTEKT RESEARCH & DEVELOPMENT CENTER 設立

2014年（平成26年）
■JTEKT GROUP VISION No.1 & Only One ̶より良い未来に向かって̶　発表
■中期経営計画発表
■大形軸受技術開発センター本格稼働
■汎用円筒研削盤GE4i販売開始

2016年（平成28年）
■JTEKT10周年
■花園工場にてRP-EPS量産開始

2017年（平成29年）
■秋田県にJTEKT IT開発センター秋田 設立
■モロッコにJTEKT AUTOMOTIVE MOROCCO 設立

2015年（平成27年）
■EPS累計生産台数1億台突破

2010年（平成22年）

■欧州にてDP-EPS量産開始
■刈谷工場リボーン開始

2012年（平成24年）

2011年（平成23年）

■三重県伊賀市にテストコース
　ジェイテクト伊賀試験場開所

2013年（平成25年）
■メキシコにJTEKT AUTOMOTIVE 
　MEXICO設立
■ギヤスカイビングセンタシリーズ
　開発・販売開始

独自の技術で日本の産業を黎明期から支えてきた光洋精工と豊田工機。
歴史と伝統ある2社がともに手を取り合い、
産業と時代をリードする「歴史ある若い会社、ジェイテクト」として歩みはじめました。



軸受（ベアリング）

工作機械・メカトロニクス

自動車部品

各事業のブランドロゴ

自動車部品のJTEKTブランド、
軸受のkoyoブランド、
工作機械のTOYODAブランド。
3つのブランドが確かな技術で
豊かな社会づくりに貢献しています。

自動車部品

軸受（ベアリング）

工作機械・メカトロニクス

国内はもとより海外でも力を発揮。130社を超えるジェイテクトグループ。

ジェイテクト会社概要

Passion for Automobiles

スモールカーから大型SUVまで豊富なラインナップのステアリングシステム。快適で

安全なドライビングを支える駆動部品、パワトレーンからシャシまであらゆるところ

で自動車の低燃費化に貢献する軸受製品。ジェイテクトが誇る自動車部品は、世界

中で高い評価を獲得しています。

「走る」「曲がる」を担う、
リーディングサプライヤー。
ジェイテクトは走る歓びをさらに加速します。

世界で初めて開発・量産に成功
電動パワーステアリング（EPS）

1988年に電動パワーステアリング（EPS）
を世界で初めて開発・量産に成功したのは
ジェイテクトです。生産開始から現在まで世界トップ
シェアを誇り、2015年には累計生産台数1億台に
達しました。小型化・軽量化し、環境性能を
高め、より安全で快適な、
高性能商品を生産し、
自動運転に対応する
技術研究開発をすすめています。世界中の工場で
確かな品質を保ち、ジェイテクトならではのEPSを
世界中のお客様に提案しています。

４輪駆動車の
安全・快適・低燃費化を
同時に達成する「ITCC」

世界の自動車メーカーの4輪駆動車で圧倒的なシェアで採用されて
いるのがＩＴＣＣ（電子制御４ＷＤカップリング）。路面や走行状況に
応じて2WDと4WDを切り替える装置で最適なトルク（動力）を
後輪に伝える4WDシステムの要となり、
4輪駆動車のタフな走りを支えています。

トルセン（トルク感応型ＬＳＤ）とは、特殊なギヤ機構により４つの
車輪それぞれにエンジンの駆動力を最適に配分する装置です。
トルク配分を最適かつ、瞬時に行うことにより、車両の旋回性や
滑りやすい路面での発進性などの走行性を高め
ています。「走る喜び」を感じるスポーツカー
市場において、世界中から好評を博して
います。

クルマに走る喜びを支える
高性能デファレンシャルギヤ「TORSEN」

世界トップクラスの性能
超低トルク
円すいころ軸受（LFTⅢ）

世界トップクラスの低トルク性能。標準的な円すいころ軸受に比べ
て、回転トルクを80％低減するとともに、長寿命化と高剛性化を両
立させることに成功しました。さらに、小型化をも実現し、従来品と
比べて40％の軽量化を図りました。
その結果、自動車のディファレンシャルギヤ部に採用された場合に、
従来の円すいころ軸受に比べ燃費を約２％
向上させ（当社試算）、CO2排出量削減に
大きく貢献します。 

JTEKTの No.1 & Only One 製品

電動パワーステアリング (EPS)
1988年に世界で初めて開発・量産を開始。
現在でも世界シェアNo.1を誇る。

歯車式差動制御装置 (TORSEN)
当社摩擦制御技術を結集したオンリーワン
駆動製品。世界シェアNo,1を誇る。

電子制御4WDカップリング(ITCC)
1998年に開発されたオンリーワンの駆動
製品。世界シェアNo,1を誇る。

自動車部品ジェイテクトの3つのブランド<JTEKT><Koyo><TOYODA>は、
それぞれが互いに共鳴し高め合いながら、自動車部品から、鉄鋼、鉄道、航空・宇宙、
建設機械、農業機械、風力発電など、さまざまな領域で社会を支えています。

社　　　名  　  

本店所在地 大阪市中央区南船場3丁目5番8号
本社所在地 名古屋本社 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号 
  ミッドランドスクエア15階
 大 阪 本 社  大阪市中央区南船場3丁目5番8号　 
電話番号  名古屋本社 052-527-1900
 大 阪 本 社  06-6271-8451
 

事業内容  ステアリングシステム、軸受、駆動製品、
 工作機械、電子制御機器などの製造・販売 
資本金  45,591 百万円（平成29年3月31日現在） 
売上高  連結：1,318,310百万円（平成２9年３月期）
 単独：615,942百万円（平成２9年３月期） 
従業員数  連結：44,528名（平成29年3月31日現在）
 単独：11,542名（平成29年3月31日現在） 



主軸

減速機

発電機

増速機

Confidence in unique Technology

ラインビルダーとしての使命は、お客さまのニーズに合った高性能な商品をタ
イムリーにお届けし、生産性の高いラインの構築を通して「お客さまのつくるモ
ノの価値を高める」ことだと、ジェイテクトは考えています。ジェイテクトは、「お客
さまから信頼される真の総合生産ラインビルダー」を目指してします。

「お客さまのつくるモノの価値を高める」
それがジェイテクトが目指す
ラインビルダーの使命です。

JTEKTの No.1 & Only One 製品

汎用円筒研削盤
(+TOYODA STAT BEARING)

安定かつ高い加工精度とともに、流体軸受
を使用し超寿命を誇るナンバーワン商品。
国内シェアNo.1を誇る。

ギヤスカイビングセンタ
2013年、世界で初めてスカイビング工法を
マシニングセンタに採用・量産化。ギヤ加工
工程を1台に集約・汎用化。

制御システム
(TOYOPUC)

1970年代に日本初の生産ライン制御シス
テムとして開発。自動車産業をはじめ、あら
ゆる産業の現場で活用されている。

Pride for Industry

ジェイテクトの技術はあらゆる産業の「動かす」に貢献します。環境に優しい風力発

電や最先端技術が求められる高速鉄道など、自動車向けに磨いた低トルク・高品質

技術を一般産業に応用し高度な軸受を提供しています。工作機械や製造システムも

トータルで提供。世界中の産業と社会の発展を支えています。

動くところすべての可能性を広げ、
トライボロジーから材料開発、加工技術で
産業を革新します。

JTEKTの No.1 & Only One 製品

鉄鋼設備向け圧延用軸受
過酷な環境下での重荷重、高速回転に対応。1940年に日本で最初に
開発し、現在もNo.1シェアを誇る。

軸受（ベアリング）

設計寿命20年以上、高い信頼性要求に応える
長寿命な風力発電用軸受

風力発電は、地球温暖化防止や環境意識の高まりなどから欧州を
中心に急速に普及しています。また発電効率の観点から大型化・
大容量化が進み、現在では２メガワットクラスの発電機が主流と
なっています。高所に設置される風力発電機はメンテナンスが難し
いため、高い信頼性と長寿命が要求されます。
ジェイテクトの風力発電機用軸受は転動体にセラミックスを使用す
ることで電食（回転中の軸受内部に電流が通過して転がり接触部の
表面が局部的に溶融する現象）を防止するとともに、軸受内部の発
熱を抑制し、潤滑剤の長寿命化を実現しました。これらの効果によ
り、風力発電機の信頼性の向上とメンテナンスコストを低減しまし
た。主軸用、増速機用、減速機用軸受の研究開発には、CAE解析＊や
自社で開発した大型軸受専用試験装置を使い、世界中のあらゆる
ニーズに応える信頼性の高い軸受を提供することで世界の風力発
電設備用軸受をリードしています。

時速300kmを超える車両を支える
新幹線用軸受  

最高時速300ｋｍで走る世界でもトップクラスの性能を誇る新幹
線。その車輪の中央で、安定した滑らかな走りに貢献しているのが
ジェイテクトの複列円すいころ軸受。この軸受が駆動モータの回転
力を、ロスなく車輪に伝える役割を果たしています。
超高速運転という過酷な環境下で使用される軸受に求められる
高度な信頼性と耐久性。小型、軽量化されながらもその技術の高さ
で、新幹線の信頼性を支えています。

過酷な環境下で使用されることが多い建設機械。そこに使われる
軸受には、何より高耐久、長寿命であることが求められます。ジェイ
テクトの建設機械用軸受は、粉塵・泥濘などの混入や、振動・衝撃に
よる過大荷重など悪環境下での使用を前提に、実験や解析を何度も
積み重ねて開発。自動車で培われた最新技術力で、長寿命・高耐久
の専用軸受を実現しました。建設現場で求められる性能を信頼と
ともに提供しています。

高耐久・長寿命を実現
建設機械用軸受

円筒研削盤

受け継がれる技術と新しい技術が支える
国内シェアNo.1の円筒研削盤
TOYODAブランドの円筒研削盤に求められるのは、サブミクロン
(10000分の1㎜）の加工精度です。1965年に生まれたTOYODA
の円筒研削盤は進化をつづけ、現在ではジェイテクトグループ内で
独自に生み出した「といし軸」や「制御装置」が搭載されています。
そして誕生当初から変わらぬ熟練技能者による最終仕上げ「きさげ」、
現在も進化しつづける唯一無二の「TOYODA STAT BEARING」※

は、脈 と々受け継がれるTOYODAが誇る技術です。
これからも、その比類なき「Made in Japan」の精度で、世界のモノ
づくりを支えていきます。
※「TOYODA STAT BEARING」
　静・動圧ハイブリッドの流体軸受。金属接触が一切なく、
半永久的に高精度を保つことが可能です。

CNC汎用円筒研削盤
「GE4i-PRO」

工作機械・メカトロニクス

＊CAE : Computer Aided Engineering 
　　　　コンピュータ技術を活用して製品の設計などの事前検討を行うこと。

超低トルク円すいころ軸受（LFT-Ⅲ）
圧倒的な低トルクを実現しているナンバーワン商品で自動車の燃費
向上に貢献。低トルク化の技術をボール、ニードルなどの軸受にも
応用し、自動車以外の領域にも貢献。

ジェイテクトは、設備などの「モノ」だけではなく、人やサービスなどの
「コト」も含めてつなげる必要があると考え、単なる「IoT（Internet 
of Things）」ではなく、「IoE（Internet of Everything)」として人が
主役のスマートファクトリーを提案しています。工場内の様々な設備
の情報をつなぎ、見える化することで、問題が見えるようになります。
その問題に対し、人が改善内容を考え、実行する。それにより、生産性
が向上するだけではなく、同時に「現場力」と「改善力」も向上します。
これが、ジェイテクトが目指す「人と設備が協調し、人の知恵が働く、
人が主役のスマートファクトリーです。

人と設備が協調し、人の知恵が働く、
人が主役の「スマートファクトリー」

IoEテクノロジー

ボード型PLC
「TOYOPUC-Plus」

エッジ型解析モジュール
「TOYOPUC-AAA」
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