Corporate Profile

ナブテスコは、モノを精密に動かし、止める
「モーションコントロール

技術」
を中核として、産業・生活・環境分野に至る幅広い領域で事業を展
開してまいりました。

当社の製品の多くは目につきにくい部分で機能していますが、その

確かな性能によって世界中の人々の安全・安心・快適な暮らしと、社会
のインフラを支えています。

おかげさまで現在では、多岐にわたる製品が国内、海外で高い市場

占有率を有しており、
さらにコア技術を活用した新たな成長分野でも市

場を拡大しております。これからも信頼性の高い製品とサービスの提
供を通じて、社会を支え続ける企業として使命を果たしてまいります。
代表取締役社長

寺本 克弘

支えています。いつも、
どこか で、あなたの暮らしを
ナブテスコの製品や技術は、日常の中にある身近な製品や、輸送機器、産業用ロボット、
社会を動かし、社会をつくるさまざまな場面に活かされています。

その中核となるのが
「うごかす、
とめる。」
を精密に制御するテクノロジー。

正確に、そして自在に動かして、止める技術が、あなたの暮らしを、いつもどこかで支え

航空機
（航空機器）

建設機械、新エネルギーといった、

ています。

大型客船
（舶用機器）

ナブテスコは、
世界をリードする最先端技術と高い品質により、
社会に貢献していきます。

風力発電
（新エネルギー機器）

在来線電車
（鉄道車両用機器）

ナブテスコは、独創的なモーションコントロール技術で、
移動・生活空間に安全・安心・快適を提供します。

企業理念

ナブテスコの約束

行動指針

大型タンカー
（舶用機器）
新幹線
（鉄道車両用機器）

１．世界のお客さまとの親密なコミュニケーションを大
切にします。
２．一人ひとりのチャレンジ精神と変革意識を大切にし
ます。
３．
利益ある成長を続けます。
４．
高い透明性と倫理観を持ち続けます。
５．
地球環境に配慮し、地域・文化との調和を図ります。

プラットホーム
ドア
介助用電動車いす
（福祉機器）

自動ドア

トップの経営姿勢を表すとともに、社員一人ひとりが受け
継ぎ、新たに築き、そして未来へ引き継いでいきたい“大
切にしたい価値観”
、
“ナブテスコらしさ”、
“ものづくりへ
のこだわり”
を
「行動指針」として明文化しています。

産業用ロボット
（精密減速機）
歩行車
（福祉機器）

【トップマネジメント編】
ナブテスコグループがグローバルな企業集団として成長
し続けるために、経営トップは４つの重点事項を定め、事
業運営にあたります。

バス
（商用車用機器）

【全社編】
社員一人ひとりにとってもらいたい「行動・判断の方向
性」
と、大切にしたい「価値観」
「らしさ」を明文化し、仕事
への取り組み姿勢、
判断の拠りどころとして共有します。
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パワーショベル
（油圧機器）

ナブテスコ

会社案内のマーク表示について

Motion Control Report

トラック
（商用車用機器）

義足
（福祉機器）

「うごかす、
とめる。」
基幹技術について

は
「うごかす、とめる。」で社会に貢献します。
解説しています。

Products

主要な製品の特長について紹介しています。

Market Share

レトルト食品
（包装機）

国内外の市場占有率と今後のマーケット戦略を概説しています。
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Corporate Profile

21世紀生まれの、老舗企業として

ナブテスコ株式会社は、
それぞれ長い歴史を持つ帝人製機株式会社と株式会社ナブコが、2003年に持株会社を設立し、生まれた会社です。
統合の背景には、
両社の製品、
コア技術、企業戦略、
さらには企業文化を融合することが、企業価値の増大、長期的発展を図る有効な手段との判断がありました。
それから10年以上を経て、
ナブテスコは、
「モーションコントロール技術」
を中核に、広範な領域で事業を展開し、着実な成長を遂げてきました。

1961年

垂井工場開設、油圧機器
製作開始、油圧機器事業
へ進出

受け継がれてきたものづくりのDNAは、
今も脈々と息づき、
信頼のブランドに刻まれています。
1991年

津工場開設（精密減速機
の製造）

1992年

東京証券取引所（市場第
一部）
に上場

1944年

帝国人造絹絲株式会社
（現
帝人株式会社）
より分離独
立、帝人航空工業株式会社
となる
（山口県岩国市）

帝人製機株式会社 1944年設立

1949年

広島証券取引所、大阪証
券取引所に上場、本社を
大阪市に移転

History
1920

1925年

株式会社神戸製鋼所、発
動機製造株式会社、東京
瓦斯電気工業株式会社の
3社により、神戸市に日本
エヤーブレーキ株式会社
を設立し、
鉄道車両用エア
ブレーキ装置の製造、販
売を開始

岐阜工場開設

1995年

帝人製機プレシジョン株
式会社（現 ティーエスプ
レシジョン株式会社）
を設
立、工作機械事業を同社
へ移管

自動包装機を開発、包装機
事業へ進出

1955年

航空機部品製作再開、航
空機器事業へ進出

1959年

工作機械製作開始、工作
機械事業へ進出

1996年

1976年

1966年

東洋自動機株式会社（包装
機の製造、販売）
を設立

米ワシントン州に、現地法人
Teijin Seiki America Inc.
（現
Nabtesco Aerospace Inc.）
を設立

1985年

産業用ロボット向け精密
減速機事業へ進出

中国に、合弁会社上海帝
人製機有限公司（油圧機
器の製造、販売）
（現 上海
納博特斯克液圧有限公
司）
を設立

2000年

帝人製機テキスタイルマ
シナリー株式会社（TSTM
株式会社）
を設立、
繊維機
械事業を同社に移管
シーメット株式会社
（光造
形装置）
を設立

2002年

東レエンジニアリング株
式会社および村田機械株
式会社との合弁で、TMT
マシナリー株式会社を設
立、合繊機械事業を同社
に移管

2003年
2009年

ナブテスコ株式会社設立

商用車用機器グループ会社
「ナブテスコオートモーティブ株式会社」
を設立

2004年

タイに
「Nabtesco Automotive
Products (Thailand) Co., Ltd.」
を設立
（商用車用機器）

2013年
中国に
「上海納博特斯克船舶機
械有限公司」
を設立
（舶用機器）
イタリアに
「Nabtesco Oclap
S.r.l.」
を設立
（鉄道車両用機器）

帝人製機・ナブコをナブテスコへ
吸収合併、事業持株会社へ移行

1930

1937年

自動車用エアブレーキ装
置の製造、販売を開始

1940

1943年

社名を日本制動機株式会
社と改称

1946年

社名を日本エヤーブレー
キ株式会社と改称

1950

1953年

車 両 及び 建 物 用自動 扉
装置の製造、販売を開始

1960

1963年

舶用制御装置の製造、販
売を開始

1968年

1970

1970年

西神戸工場
（現 西神工場）
を開設（油圧及び空気圧
機器の製造）

1980

1990

1985年

1991年

東京証券取引所（市場第
一部）
に上場

山形工場を開設（商用車
用機器の製造）

甲南工場を開設

1949年

大阪証券取引所
（現 市場
第一部）
に上場

1949年

油圧機器の製造、販売を
開始
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1964年

1971年

1945年

帝人製機株式会社と社名
を変更、繊維機械の製造を
開始、繊維機械事業へ進出

株式会社ナブコ 1925年設立

三次元光造形装置
（3Dプ
リンター）
の製造、販売を
開始

1962年

1992年

社名を株式会社ナブコと
改称

2000

2003年

ナブテスコ株式会社設立、
東京証券取引所
（市場第一部）
に上場

2008年

タイに
「Nabtesco Power
Control (Thailand) Co., Ltd.」
を設立
（油圧機器）

2011年

M&Aにより、
「Gilgen Door Systems AG」
を設立
（自動ドア・プラットホームドア）
中国に
「江蘇納博特斯克今創軌道設備有限公司」
を設立
（鉄道車両用機器）

1998年

神戸工場
（神戸市西区）
を
開設（鉄道車両用機器の
製造）
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先端産業の最前線 を支える

ものづくりの最先端で、力強く、細やかに、俊敏に
精密減速機

「うごかす、とめる。」テクノロジー

Corporate Profile

ロボットの精緻な位置決めを実現する、キーコンポーネント
Motion Control Report

リュート歯車に比べて、同時噛み合い数が多いため衝撃に強く、壊れにくいと

Market Share

いう特長があります。また、ペリトロコイド歯車の隙間を極限まで減らすこと

たとえば、世界中で走っている自動車。その一
台一台がつくられる製造ラインで、産業用ロボッ
トの力強く、俊敏な動きを支えるのが、精密減
速機です。ナブテスコは約30年にわたり、精密
減速機のスペシャリストとして市場をリードし、
技術革新に取り組んできました。小さな動力を
大きな力に変え、精緻な動きを実現するテクノ
ロジー。ナブテスコの精密減速機は、高精度・

その名前からはピンとこないかもしれませんが、
「減速機」
の働きは速度を力

で、高精度化を実現しました。こうした技術が、産業用ロボットに求められる衝

に変換するというもの。動力源であるモーターから得た回転速度を落とすこ

撃に強く、滑らかで正確な動きを実現。約３ｍある産業用ロボットの先端の動

とにより、回転力
（トルク）
を取り出すのです。つまり小さな動力を大きなトルク

きの誤差を、わずか0.1ｍｍ以下に抑えることを可能にしています。

へと増幅させる役割を担います。また、精密減速機は精緻な位置決めのコン

さらにナブテスコの精密減速機はコンパクトかつ軽量で、出力密度が高い

トロールに欠かせない要の部品でもあります。自動車製造ライン向けの産業

のも特長です。こうした特性を活かし、自動車製造分野の産業用ロボットだけ

■■ナブテスコ

■■その他

中大型

でなく、医療、食品、半導体といった他分野の用途へと

用ロボットの関節や工作機械の自動ツールチェンジャー（ATC）
、半導

広がりを見せています。

体製造装置など、さまざまな分野のメカの自在な動きを支え

産業用ロボットの関節用途として、国内、海外

ています。
1985年当時、産業用ロボッ

高剛性を保ちつつ、コンパクトかつ軽量である

◎多分野で活用される精密減速機

図っています。

動が大きいという問題を抱えていました。

な分野で活用されています。

維持しています。また、精密減速機のさらなる
用途拡大により、新たなマーケットへの進出を

トは衝撃で壊れたり、アームの振

ことから、産業用ロボットのみならず、さまざま

のロボットメーカーの信頼を得て高いシェアを

ナブテスコの精密減速機は、これらの問題を
解消することにより国内外の産
業用ロボットへの採用を急速
に拡大させました。
耐衝撃性を向上させるため
耐衝撃性を実現する波型のペリトロコ
イド歯形

に、減速機内部の歯車にはペリトロ

高信頼性、コンパクト化などの取り組みにより産業用ロボットだけでなく、さまざまな
分野へ用途が広がっています。

コイド歯車を採用。通常のインボ

Products
精密減速機RV
コンポーネントタイプ
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ギアヘッドタイプ

ギアヘッドタイプ
（テーブルモデル）

コンパクト、軽量ながら剛性に優れ、過負荷に強いのが

精密減速機RVをベースに、使いやすさを追求し

位置決めテーブル用途に特化したシリーズです。低

特長です。加速性能が高く滑らかな動きを実現し、
バック

たギアヘッドタイプです。サーボモーターと簡

床かつ大中空径という使い勝手のよさから、インデッ

ラッシュが小さく正確な位置決め精度が得られるのでロ

単に取付ができ、グリース（潤滑剤）も密封して

クステーブルや各種設備の旋回軸などに、広く採用

ボットの制御性を格段に向上させることができます。

います。

されています。

お問い合わせ先 精機カンパニー TEL：03-5213-1151 E-mail：P_Information@nabtesco.com
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次世代のエネルギー供給 を支える

コア技術の応用で、人と自然にやさしいエネルギーを
新エネルギー機器

「うごかす、とめる。」テクノロジー

Corporate Profile

風の状況に応じて風車を最適にコントロール
【風力発電】

Motion Control Report

遠くから眺めれば吹く風にまかせて、ゆったりと回っているよう

風力発電は、世界各地で活用され拡大していま

に見える風車。しかし、風力発電の風車の回転には、最適な発電の

すが、中でもデンマークやドイツなどの欧州勢

ためのさまざまなテクノロジーが投入されています。つねに変化

が技術先進国で、近年では洋上風力発電の建設

する風の強さや向きに対して、風車を一定の回転数で回さなけれ

が活発です。洋上は陸上よりも大きな風力を得

ばなりません。また高い所と低い所では風の強さが違うため、回

られるため電力供給に有利。これに伴い風車の

転する羽の位置によって受ける風圧も変わります。ナブテスコは、

大型化も進んでいます。大きいものでは羽の直

風の状況を瞬時に捉え、風車の回転を制御する駆動装置を提供し

径が160m 、タワーの高さが80mに及ぶものも

ています。

あり、今後、装置の軽量化、コンパクト化がいっ

まず、風車の首もとにある
「Yaw駆動装置」
。これは風向きに応

そう重要になると予測されます。

じて風車の向きを回転させるものです。たとえば、低風速の日で
も最も風を受けやすい位置に旋回する仕組みが取り入れられて
います。もう一つは、風速に応じて三翼（羽）の角度をコントロー
ルし、発電を制御する「Pitch駆動装置」
。いずれも産業用ロボット
の減速機技術をベースに開発された製品です。風車は、台風な
ど暴風の影響を受けやすいため、できるだけ強く、軽いものが求
められます。ナブテスコ独自のギア機構の応用は、優れた剛性、
ローバックラッシュ、小型軽量化を実現し、国内外の市場で評価
を得ています。

Products
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Yaw駆動装置

Pitch駆動装置
風力発電器用システム機器

太陽追尾駆動装置

RV機構による高剛性と高負荷特性を有する駆動装置。
低温、高温、塩害地域など、厳しい自然環境でも使用可
能です。ローバックラッシュの特性によって風車のフィー
ルド寿命を延ばします。

Pitch駆動装置は、高精度のブレード制御を実現。コ
ンパクトサイズのため、メンテナンスとオイル交換の
際の作業が容易です。また、風車の駆動制御において
高い発電効率を実現します。

正確に太陽の動きを捉える、高精度の駆動装置。
衝撃に強く、突風などにも安心です。また駆動電
力を最小限に抑えられ、
メンテナンスレスのため、
ライフサイクルコストも抑制できます。

お問い合わせ先 パワーコントロールカンパニー TEL：03-5213-1152 E-mail：power@nabtesco.com/ 精機カンパニー TEL：03-5213-1151 E-mail：P_Information@nabtesco.com
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高速鉄道の進化 を支える

鉄道輸送の高速化に応えていく、安全技術を
鉄道車両用機器

「うごかす、とめる。」テクノロジー

Corporate Profile

高速走行でのカーブやブレーキを制御する、基幹テクノロジー
速度と重量、路面状況をリアルタイムに計算し、電気的な指令により各ブレーキ

Motion Control Report

を最適にコントロールするのがナブテスコの制御装置の役割です。また、
エアブ
公共交通機関である鉄道に最も大切なこと――それは、安全を確保したう

ナブテスコの技術は、新幹線の開発を支える形で進歩してきました。新幹線

全と信頼を支える基幹技術が、ブレーキシステムです。ナブテスコは、1925

には通常の電車とは異なる密閉性の高い特殊なドアが求められますが、長年

年に国からエアブレーキ装置の初受注を得て以来、1世紀近くにわたり高信頼

の実績と技術力、アフターサービスの姿勢が評価され、現在運行されている

のブレーキシステムを提供してきました。

すべての新幹線車両でナブテスコ製ドア開閉装置が採用されています。また、

その先進技術の粋を集めたのが、
ブレーキシステムの中枢をなすブレーキ制

新幹線N700系車両で採用された「車体傾斜電磁弁装置」
。これは、線路の傾

御装置。鉄道は、複数の車両を連結して同時に走行させるうえ、
エンジンや電動

斜などのデータを各車両の車体制御システムに伝え、空気バネに圧縮空気を

機を持たない車両にもブレーキをかける必要があるため、常用・非常用のエアブ

供給して、カーブを曲がる際に車体を傾けることで速度アップを図るというも

レーキ、回生ブレーキなど、異なるブレーキシステムが必要になります。車体の

の。これにより、東京⇔大阪間の所要時間を5分短縮することに貢献しました。

AGV：© Alstom Transport ／ F.Susset
Spacium：© Bombardier Transport

■■ナブテスコ

■■その他

レーキの各種機構をユニット化することで、省スペース化を実現しています。

えで、運行を止めない定時輸送の信頼性に他なりません。そうした鉄道の安

◎海外のあらゆる鉄道輸送で技術を発揮

Market Share

こうした先進技術と実績をたずさえ、活躍の場を世界へ。鉄道網の整備が進
む中国や台湾の高速鉄道や地下鉄、新交通システムなどにブレーキ装
置、
ドア開閉装置を供給しているほか、世界

日本が世界に誇る高速鉄道システム、新幹線。時速

最大の鉄道車両需要を有する欧州

300km超の走行を制御する技術には、絶対の安全

では、
ドア開閉システムから販

と信頼が要求されます。ナブテスコは新幹線の基幹

中国 北京地下鉄9号線

中国 重慶モノレール3号線

台湾 高速鉄道

部品であるブレーキ・ドアの開発とともに、高速鉄道
輸送の安全技術への貢献を追求。その高水準の技

来を、支え続け

採用されています。近年の鉄道輸送は高速化だけで
なく、広い客室、エコ対応も重視される中で、機器や
装置の小型・軽量化にも注力しています。安全によ
り速く、より快適に。ナブテスコは、進化する鉄道輸
送の未来へ、技術でつないでいます。

イギリス Class 395

イタリア AGV .italo

フランス Spacium（運転室ドア）

台湾 EMU700

出所：一般社団法人日本鉄道車輛工業会
「国内生産推移統計
（2016）
」
より当社推計

路を拡大。進化する世
界の鉄道輸送の未

術は、在来線車両や新交通システムなどにも幅広く

9

中国 CRH2

主力のブレーキシステム製品、ドアシステム製品をはじ
め、各種試験装置、ブレーキシュー、シート回転装置、
ポイント除雪装置などを国内・海外市場へ提供。国内
のブレーキシステム製品は約50％、ドアシステム製品

ます。

は約70％を占有。N700系新幹線ではすべての車両に
ナブテスコのドア開閉装置が採用されています。

Products
ユニットブレーキ

鉄道車両用ブレーキ制御装置

鉄道車両用ドア開閉装置

従来の基礎ブレーキ装置の機能をそのまま一

電気指令式エアブレーキシステムの中枢を担う

新幹線をはじめとする高速鉄道、通勤形電車、LRV（超

体構造化し、さらに自動隙間調整機構を内蔵。

ブレーキ受量器と、常用・非常ブレーキ用のブ

低床式路面電車）
まで、あらゆる用途の車両に適応し

小型軽量化、保守の簡易化、騒音対策およびブ

レーキシリンダー圧力を出力する空気ブレーキ

たドア開閉装置をラインアップ。さまざまなタイプの

レーキ効率の安定化を実現しています。

関連弁類をユニット化した装置です。

ドアシステムを網羅しています。

お問い合わせ先 鉄道カンパニー TEL：03-5213-1164 E-mail：railroad@nabtesco.com
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商用車の安全運行 を支える

トラックやバスの安全と、環境を見つめ続けて
商用車用機器

「うごかす、とめる。」テクノロジー

Corporate Profile

安全を支える、
空圧と油圧の技術
Motion Control Report

を車外へ排出する際に、一緒に出るオイルを徹底的に捕捉する「オイルキャッ

Market Share

チャー」
も開発。よりクリーンなシステムを実現しています。
人間にとって空気が必要なように、自動車、特にトラックやバスにも空気が

■■ナブテスコ

欠かせません。あの大きく重い車体を支えたり、
安全に止めたりしているのは、

1937年に日本で初めて手掛けた技術であり、現在では国産大型商用車のほ

空気の力なのです。

とんどに採用されています。特にナブテスコが得意とする「ウェッジブレーキ

現在、
トラック、バスなどの多くは、圧縮空気を利用したブレーキやサスペン
ションなどのエアコントロールシステムを採用しています。これは、エアコンプ

75

用チャンバー」は、ブレーキのフィーリングや制動力に優れるだけでなく、その
軽量化設計により車両の燃費向上にも寄与しています。

レッサーでつくった圧縮空気を、車両のいろいろな場所で利用する効率的なシ

ほかにも乗用車用油圧クラッチマスターシリンダーなど、自動車の基本性能

ステム。ただ、圧縮空気の中には水分や油分などが含まれており、そのような

に関わる製品を供給するナブテスコ。さらに、安全で環境にやさしい輸送に貢

不純物を含む空気を各システムに送ると、不具合が生じてしまい

献していくため、日本車の高い品質基準に応

ます。

え続けてきた製品群のグローバル展開にも力

この問題を解決するのが、ナブテスコが日

■■その他

空気の力で確実にトラックやバスを止めるエアブレーキも、ナブテスコが

を入れています。

本で初めて開発に成功した「エアドライ
ヤー」
。圧縮空気中の水分と油分を

公共交通を担うバスや、物流を支えるトラック。

し、エアコントロールシステム全体

便利な暮らしとビジネスに欠かすことのできな

の信頼性を保ちます。いわば安全と性

いこれらの商用車は、安全性能はもちろんのこ

能を守る要。トラックやバスに不可欠な

と、都市環境、自然環境に配慮しながら、やさし

存在です。さらに近年の環境意識の高

く走る技術も重要になっています。ナブテスコ

まりに応え、エアドライヤーで集めた水分

は、
商用車用ブレーキシステムの国内トップメー
カーとして培ってきたノウハウと、そのものづく
り技術で、安全性と環境性に優れたエアブレー
キ製品、
乗用車用油圧クラッチ製品などを開発。
安心で快適な車社会を支えています。

11

取り除くフィルターの役割を果た

◎オイル排出を防止するオイルキャッチャーの仕組み
エアドライヤー

出所：一般社団法人 日本自動車販売協会連合会

エアタンク

「大中型貨物車販売台数
（2016年）
」
より当社推計

オイル
大気へ

エアコンプレッサー
オイルキャッチャーでオイルを回収

エアドライヤーのオイルを捕集し、
大気にはエアのみを排出するクリーンな技術です。

トラック、バスの主要メーカーとの取引を通じて国内シェ
アはエアドライヤーが約75％、ウェッジブレーキ用チャン
バーは約70％を占めています。今後は東南アジアやイン
ド地域を中心に生産拠点を設けると共に、市場を世界に
広げ、信頼性No.1のブレーキメーカーを目指します。

Products
商用車用
ウェッジブレーキ用チャンバー

乗用車用
油圧クラッチマスターシリンダー

圧 縮 空 気 中 の 水 分と油 分を除 去し、エアコント

大型トラックの車輪部分に装着され、空気圧によっ

MT
（マニュアルトランスミッション）
車のクラッチペ

ロールシステムの耐久性と信頼性を高めます。国

てピストンを押すことで、ブレーキをかけます。

ダルからの踏力を油圧に変え、クラッチ本体に伝

商用車用エアドライヤー

内のすべての大型トラックメーカーに採用されて

達します。国内の自動車メーカー各社に提供して

います。

います。

お問い合わせ先 ナブテスコオートモーティブ株式会社 TEL：03-5213-1191 URL：http://www.nabtesco-automotive.com
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船舶の安全航行 を支える

「うごかす、とめる。」テクノロジー

人と物資を運ぶ大型船の、安全で最適な航行を
舶用機器

Corporate Profile

安全・効率・環境。船舶のニーズに、技術とサポート力で対応
ミングを電子的に自在にコントロールすることで、燃料消費

Motion Control Report

量の削減を図ります。その技術の核となるのが、

多くの物資や人をのせて、世界を航海する大型船。安全航行
はもちろん、省人化や低燃費化、環境負荷の低減など、大型
船の輸送を最適なものにするには、さまざまな取り組みが求
められます。ナブテスコが担うのは、主に中大型船舶に搭載
される主推進機遠隔制御装置とその周辺のシステムエンジ
ニアリング。船の心臓部であるディーゼルエンジンの制御シ
ステムについては、機械式はもとより、今後主流となる電子制

近年、燃料の高騰や厳しさを増す環境規制を背景に、船舶の世界でも技
術革新が加速しています。中でも、国際海事機関（IMO）が定める窒素酸化物

噴射・排気弁を最適に制御するこ

（NOx）等の排出規制に伴い、船舶の主動力であるディーゼルエンジンの効

とで燃費向上に貢献する、時代が

率化が喫緊の課題となっています。そうした中、ナブテスコが注力するのが、

求める環境対応コンポーネント

ディーゼルエンジン電子制御システムの開発です。ディーゼルエンジンをより

として注目されています。

低速で回転させつつ、従来は一定だった燃料噴射の量や排気弁の開閉のタイ

このほかにも、船舶の船

より、船舶の安全で最適な航行を見守ります。

2011 2012 2013 2014 2015 2016

SOx

（燃料油中の硫黄分）

4.5%

…

2019 2020

…

ECA1.0%

（排出量規制）

…

10%減

20%減

■■その他

50

置、電子制御高速油圧バルブの動きを見守るGAPセンサーなど数多くのシス
テムを手掛けています。これらの機器は、舶用低速２ストロークエンジンの3
大ブランド
（MAN Diesel & Turbo、
WARTSILA Corporation、
三菱重工業

ECA80%減

平均以上

可変ピッチプロペラなど）の操作
を可能にする主推進機遠隔操縦装

ECA0.1%

（排出量規制）

温室効果ガス

2025

20%減

NOx

■■ナブテスコ

進機（ディーゼルエンジンや

0.5%

3.5%

Market Share

橋や制御室から遠隔で主推

◎ IMO
（MARPOL条約）
におけるNOx等の排出規制に向けたスケジュール

御式にもいち早く対応するなど、環境対応を積極的に推進。
培った技術力とグローバルかつ充実したアフターサービスに

ナブテスコの電子制御高速油圧バルブ。燃料

（株）
）
からライセンスを取得し、事業の安定基盤を固めています。
30%減

＊ ECA：Emission Control Areaの略で大気汚染物質放出規制海域。一般海域よりも厳しい規制が課せられる。SOｘは、欧州・
北米のECA 、NOｘは北米のECAが対象
＊ SOx規制
「0.5%」
は、2020年または2025年開始。2018年に規制開始時期をレビュー
（出典：国土交通省海事局）

さらに、綿密な予防保守プログラムを展開。日本、シンガポール、オランダ、

舶 用エンジン遠 隔 制 御システムは、国 内 約
50％、世界約40％の市場シェアを持っていま

中国、韓国の主要拠点に加え、卓越した技術力を備えるエンジニアを配備した

す。舶用機器事業は、
グローバル・サービス・ネッ

グローバル・サービス・ネットワークを活かし、24時間365日、つねに船の安全

トワークを有しており、アフターサービスを背景

運航をサポートしています。

に海外市場のシェア拡大を目指しています。

Products
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主機遠隔操縦装置
（M-800-V）

電子制御高速油圧バルブ

GAPセンサー
エンジンの燃料噴射ポンプ及び排気弁の動きをモ

船舶のディーゼルエンジンを、船橋や制御室から遠隔

ディーゼルエンジン１気筒につき1台搭載され、燃

操縦する装置。回転数の指令を出すほか、状態監視を

料噴射のタイミングと量、排気弁の駆動タイミング

ニタリングするGAPセンサー。異常な動きを検知

行います。最新ネットワーク機能に加え、液晶画面を採

を電子制御します。燃費向上に貢献することから、

してアラームを発生することにより、ディーゼルエ

用することで操作性・拡張性に優れたシステムです。

環境対応コンポーネントとして注目されています。

ンジン電子制御システムの信頼性を高めます。

お問い合わせ先 舶用カンパニー TEL：078-967-5361 E-mail：marine@nabtesco.com
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安全な空の輸送 を支える

「うごかす、とめる。」テクノロジー

空の旅を、より安全に、より快適に

Corporate Profile

航空機の三次元の動きをコントロールする、中核技術

航空機器

まさに飛行の中核をなす技術。このシステムは、世界

Motion Control Report

Market Share

トップクラスの航空宇宙企業であるボーイング社の航

日々、世界中の空を飛び交う航空機。グローバル化が進む中で、
民間航空機の世界市場は、今後も拡大が続くと予想されます。
ナブテスコは、主要航空機メーカーへ機体コントロールの中核
となる操縦系統システムや各種装備品を提供するとともに、アフ
ターサービスとしての部品供給も担っています。国内外での豊
富な経験と培ってきた油圧技術、高品質な生産技術を活かし、空
の旅の安全・安心と、快適な乗り心地を支えています。

航空機に乗ったとき、主翼後ろ側の一部が動いているのをご覧になったこと
はありませんか。もしかするとそれは、ナブテスコの「フライト・コントロール・
アクチュエーション・システム」
が動かしていたのかもしれません。

■■ナブテスコ

用され、信頼性の維持と向上に貢献しています。
特に、ベストセラーとなったB777や、次世代型の小

フライト・コントロール・アクチュエーション・システムとは、航空機の三次元

型ジェット機B737MAXに採用される、最新のフライ・

の動きを正確にコントロールするシステムのこと。機首の上げ下げを行う昇降

バイ・ワイヤー方式のシステムでは、操縦装置からの

舵、機首を左右に向けるための方向舵、機体を左右に傾けるための補助翼、ブ

入力を電気的な信号で油圧装置に伝えるという革新

レーキの役割を担うスポイラーなどを制御し、油圧の力で動かします。装置自

的な方式に挑みました。そうした実績や、安定供給体

体を表から見ることはできませんが、これがなければ安定した離着陸、姿勢制

制、高度な品質管理、問題解決力が評価され、ボーイ

御、方向転換ができなくなるだけでなく、航空機の乗り心地にも影響します。

ング社の「サプライヤー・オブ・ザ・イヤー」を受賞しま

約21,000社 の 中 か ら 米
ボーイング社の「2013年度
サプライヤー・オブ・ザ・イ
ヤー」
に選出されました。

フライト・コントロール・アクチュエーション・
システムは、国産機において約100％のシェ
アを確立しているほか、フライ・バイ・ワ
イヤー方式では、B777をはじめとす

した。

◎航空機の中核技術を担い続けるナブテスコ

るボーイング社の航空機においてトッ

安全性が何よりも重視される航空機分野で培ってき

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

主要な開発プログラム

B787-8/-9

B787-10

B747-8

■■その他

空 機（B737、B747、B757、B767、B777）などに採

プシェアを獲得し、市場での確固たるポ
ジションを築いています。

た世界最高レベルの生産技術や知
見は、最新鋭のB787に採用された
高電圧配電装置や、各種装備品にも脈々と
受け継がれています。今後、就航予定の最
新鋭機種に向けた開発も加速しており、

MITAC MRJ

ナブテスコの技術は、
世界中の空

B737MAX

へと活躍の場を広げています。

Products
フライト・コントロール・
アクチュエーション・システム

アクチュエーター
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アクチュエーター・コントロール・
エレクトロニクス

高電圧配電装置

主翼の補助翼や尾翼の昇降舵などの可動翼を作動させ、機体の

従来機に比べ格段に電力需要が大きくなったB787で初めて採用

飛行姿勢を制御するシステムです。ナブテスコは日本のリーディ

された、電源関連の装置をコンパクトに一括収納することが可能

ングカンパニーであり、世界市場でもメジャープレーヤーの1社と

な配電装置です。配線量を削減し、機体の軽量化、メンテナンス

して広く認知されています。

性の向上にも寄与します。

お問い合わせ先 航空宇宙カンパニー TEL：03-5213-1165 E-mail：aerospace@nabtesco.com
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建設現場の作業 を支える

開拓、建設、採掘。地球を拓く現場へ、パワーを
油圧機器

「うごかす、とめる。」テクノロジー

Corporate Profile

手足を動かすように繊細なフィーリングと、パワフルさを実現
操作するコントロールバルブの開発にも先鞭をつけ、この分野をリードしてい

Motion Control Report

ます。10本以上の切換えバルブを一つにまとめ、アームやバケットなどの操
子供の頃に一度は憧れる、さまざまな「働く車」
。中でもダイナミックな迫力

作をきめ細かく制御するコントロールバルブ。たとえば、1本のレバー操作で

を持ち、人が手足を動かすように操られるパワーショベルやクレーンは、時代

2本のシリンダーを同時に制御し
「水平を保ったまま上昇させる」動きを簡単に

を超えた人気者です。ナブテスコは、
パワーショベル用走行ユニットの世界シェ

行えるようにするなど、建機の操作性向上を支えています。

ア30％を握るトップメーカー。走行ユニットとは、減速機、油圧モーター、駐車

■■ナブテスコ

■■その他

25

ナブテスコの油圧製品に息づくのは、高度な加工とすり合わせの技術です。

ブレーキなどをまとめた機器のことで、クローラー やホイールをユニットで回

油圧モーターがパワーを生み出せるのも、サブミ

すことにより、パワーショベルやクレーンが走行します。

クロン
（１万分の１mm）
レベルで正確に部品を削る

＊

小型なタイプでも数t 、大型のクレーンになると100 tを超える重量を持つ

加工技術や、部品同士を精緻に調整する経験と知

車体を動かすには、パワーが必要。ナブテスコの走行ユニットは、コンパクトな

見があってこそ。かくして、人間の繊細なフィーリ

パワーショベル用の走行ユニットでは、国内市

サイズで大きなパワーを生み出す効率のよさ、省エネ性能、過酷な使用条件

ングを伝えられた働く車が、今日も現場で

でも高い評価を獲得。小型から大型までライ

にも負けない耐久性と信頼性が、国内外で広く認められてきました。
また、培った高度な油圧回路設計技術を活用し、ミニショベルや農業機械を

時に過酷な環境下で遂行されるインフラ整備や

Market Share

構成部品にはサブミクロンレベルの
高度な加工技術が要求されます。

パワフルに活躍しているのです。
＊クローラー：金属やゴム製の帯を起動輪で動かして走行
する装置（無限軌道）

場はもとより、中国をはじめとする新興国など
ンアップをそろえ、幅広い用途に対応できる
強みで、さらなる市場拡大を目指してい
ます。

◎さまざまな
「働く車」
に高性能な機器を提供

資源採掘。荒野の砂漠でも、
急峻地の鉱山やジャ
ングルでも、海洋パイプラインの建設でも、ミッ
ションを確実に果たすには、現場でのパワフル
で精度の高い建設機械が不可欠です。ナブテス
コは、パワーショベルを動かす走行ユニット、各
種アクチュエーターを制御するコントロールバ
ルブを中心に、小さなユニットで大きなパワーを

アスファルトフィニッシャー
クレーン船
スキッドステアのローダーバスケット
ラフテレーンクレーン
（走行ユニット） （ウインチモーター／メインコントロールバルブ）
（ウインチモーター／旋回モーター）
（水平制御バルブ）

車両運搬車の荷台
（汎用バルブ）

塵芥車
（電磁バルブ）

Products

生み出す油圧技術で、建設機械の高性能化に貢
献。油圧技術のリーディングカンパニーとして新
技術にも挑み、世界中の建設現場を支えます。
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クローラー用走行ユニット

ミニショベル用コントロールバルブ

油圧ショベル用旋回ユニット

パワーショベル用走行ユニットをはじめ、ク

ミニショベル専用に開発されたセクショナルタイプ（多連型）

油圧ショベル用旋回ユニットとして高速モーターと遊星減速機か

ローラードリル、クローラークレーン、高所

のコントロールバルブ。ショベルの動作制御をはじめ、さまざ

ら構成されています。コンパクトな設計により部品点数の低減を

作業車などのクローラー、およびホイール

まなニーズに対応します。コンパクトさと、多機能性、充実し

図り、静粛性に優れています。旋回用だけでなく、小型クレーンや

用走行ユニットとして使用されています。

たラインアップが評価され、高い国内シェアを有しています。

高所作業車用ウィンチモーターとしても使用されております。

お問い合わせ先 パワーコントロールカンパニー TEL：03-5213-1152 E-mail：power@nabtesco.com
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建物や駅の通行 を支える

「うごかす、とめる。」テクノロジー

自動ドア・プラットホームドアの、グローバルトップを目指して
自動ドア・プラットホームドア

Corporate Profile

半世紀を超えて、人々の快適な通行を追求
Market Share
■■ナブテスコ

■■その他

品の提供から、施行、保守・管理までを一貫して担う、バリューチェーン事業を

Motion Control Report

形成しています。このほか、鉄道駅の安全性向上に貢献するプラットホームド

下のステッカーを見かけたことがありませんか。これが、
ナブテスコが展開する自動ドアのブランド
「NABCO」の
マークです。そしてナブテスコは、海外でポピュラーな
自動ドアのブランド「GILGEN」も展開しています。行
く先々の建物や施設で必ず見かけ、そして利用してい
る自動ドア。それはまさに、あらゆる人を出迎え、見送
り続ける扉。だれもが無意識に使うものだからこそ、

世界中で人々の快適な暮らしを支える自動ド

ア事業では、
「NABCO」と「GILGEN」が、日本をはじめ香港やパリの地下鉄な

ア。ナブテスコは、あらゆる人の移動・生活空間に

ど、世界の主要な路線でも採用されており、グループとして世界トップを競っ

安全、安心、快適を提供するという事業コンセプト

ています。
お客さまの移動・生活空間に対するニーズにお応えすることにより、世界で

“Pedestrian Flow Solution”
のもと、
「NABCO」
、
「GILGEN」
という二つのブランドにより、日本、ス

唯一、自動ドア・プラットホームドアの世界4大市場をカバーする、ユニークな

イス、北米、中国の世界4拠点を軸にグローバル

地位を築いています。より安全で快適な移動・生活環境を、世界の人々にお
届けするために、これからも商品とサービスのさらなる進化と、日本およびグ

事業展開をしています。
「NABCO」は、1956年に日本で国産第1号の

NABCO 上海環球金融中心

高 い 安 全と信 頼 が 求められます。ナブテスコは、高

自動ドアを世に送り出し、今日、国内市場シェアの約50％を占め、
トップブラン

い信頼性とサービス体制を活かし、世界中のだれにで

ドの地位を築いています。世界市場シェアでも約20％とグローバルトップの

もやさしく、心づかいの行き届いた自動ドア・プラット

一角を占めており、
「NABCO」
は日本・アジア・北米で、
「GILGEN」
はスイス・欧

ホームドアを提供しています。

州を中心に、それぞれ自動ドア事業を展開、世界中で2,500名余りのグループ

ローバル市場での事業拡大に取り組んでいきます。
◎自動ドアの設置実績国

出所：全国自動ドア協会
「据付台数推移」
（2016）
より当社推計

社員
（内、約半数が日本以外）
が従事して
います。
ナブテスコの自動ドア事業は、建物用
自動ドアを主体に、特殊用途向け自動ド
ア、産業用自動ドアなど、さまざまな商
GYRO TECH ミネソタ州ミネアポリス空港

二つのブランド展開によって世界で唯一、
自動ドア世界4大市場をカバーするトップレベルの自動ドアメーカーの地位を確立しています。

Products
建物・産業用自動ドア

プラットホームスクリーンドア

最先端技術を投入した高信頼の自動ドア。オフィス

乗降客の安全確保のため、世界各国の路線で不可欠になっ

プラットホームスクリーンドアは、乗降客の安全性に加

ビルをはじめ、さまざまな公共施設、商業施設に設

ているプラットホームドア。欧米やアジアをはじめ世界各地

え、強い列車風の防止、空調効率向上の提供、或いは

置しています。また工場やごみ処理場といった産業

で需要が拡大しています。世界シェア20％とトップの一角を

新交通システムでの無人運転を可能とするホームドア

用設備でも豊富な実績があります。

占め、特に欧州、香港、日本の先進国市場で活躍しています。

です。日本国内では95％のシェアを有しています。

GILGEN スイス ウエストサイドショッピングセンター
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プラットホームドア

GILGEN パリ地下鉄1号線・13号線
「bijou®」

NABCO ゆりかもめ
（東京臨海新交通臨海線）

お問い合わせ先 住環境カンパニー TEL：03-5213-1156 URL：http://nabco.nabtesco.com/（自動ドア・プラットホームドア） 20

福祉社会の進歩 を支える

だれもが自分らしく生きられる、社会のために
福祉機器

「うごかす、とめる。」テクノロジー

Corporate Profile

ご使用になる方の目線と独創の技術で、外出をサポート
国で高く評価され、愛用されています。

Motion Control Report

◎介助する方の負担を大幅に軽減する、
ナブテスコの介助用福祉器具

介助用電動車いすでは、坂道や芝生など、介助する方の力が必要な場面に
近所への散歩や、ちょっとした買い物に、気兼ねなく出かけられる。それは、
だれにとっても自分らしく生きる上でとても大切なことです。ナブテスコの技

サー内蔵グリップが、力のかかり方を検知。上り坂などで押す力が強まると自

術の中核は、制御技術によってさまざまなものをうまく動かすモーションコン

動的にモーターが前進をアシスト、下り坂で引く力が強まると自動的にブレー

トロール。動かす、止める技術を福祉分野でも活かしたいという思いから、安

キをかけます。世界初の介助用アシスト機構が、介助する方の負担を和らげ、

全・安心で快適な移動を支える製品開発に取り組み、市場へ提案しています。

車いすでの快適な外出を支えます。

主な製 品 の 一つが、病 気やけがによって足を失った方 のための 義 足。

さらに、手助けなしでの歩行に不安のある方のために開発したのが、抑速ブ

ナブテスコは、世界で初めてマイコン制御式のインテリジェント義足膝継手を

レーキ付き歩行車です。回転によって生じる力を利用して、速度を抑制する技

開発しました。マイコンが歩行速度を検知、空圧シリンダーを調整して膝下の

術を応用。通常の歩行速度ではブレーキはかからず、急加速した時だけ自動

◎インテリジェント義足膝継手のマイコン制御
歩行速度の計測

空圧シリンダーの圧力が
調整され速度の変化に対応

振出速度を自動

的にブレーキが作動して転倒を防止する、世界初の歩行

的にコントロール

車です。従来の歩行車では危険だった坂道や、歩行が安

することで、違和

定しにくい方でも、安心して移動できるようになりました。

感のない自然な

使う方にも、介助する方にも笑顔をお届けするために。

歩行をサポート。

ナブテスコは、ユーザーの方の目線を大切にした着想と、

1993年 の 商 品

独自の技術に磨きをかけ、福祉分野へよりよい製品を提

化 以 来、世 界 各

供していきます。

ブレーキ特性
大

従来の抵抗器
押し始めから重く
通常歩行を阻害
低速時に
ブレーキ力は
発生しない

超高齢社会を迎え、福祉分野の発展が期待される日本。特に

歩行速度

求められているのは、移動をサポートする機器の進歩です。
ナブテスコは、産業用機器の分野で磨いてきた高度な技術を応
用し、マイコン制御式の義足膝継手、電動アシスト型の介助用車
いす、抑速機構付きの歩行車など、安全で快適な移動をお手伝
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階段の上り下りも
安心です。

◎抑速ブレーキ付き歩行車の特性

ブレーキ力

マイコンがニードルバルブの
ポジションを自動的に調整

上りも下りも
ラクに移動できます。

なると、モーターがアシストする制御機構を開発しています。独自開発のセン

抑速ブレーキ
速度に応じて
ブレーキ力が
より強くなる

速い

抑速機構を小型化し、
車輪に内蔵
バッテリー等の電源は
一切不要

Products

いする機器を開発しています。だれもが自分らしく生きられる

インテリジェント
膝継手

社会へ。
“All for your life”
“All for your smile”
“All for your

世界初のマイコン制御式義足膝

グリップセンサーにより、車い

急加速時のみに自動的にブ

style”
の理念のもと、技術を通じて貢献しています。

継手です。マイコンが装着者の

すを操作する力を検知し、
坂道

レーキがかかる機 構 が 導 入

下りすることができます。独

歩行速度を検知して下腿部の振

や砂利道などで電動モーター

された安全性の高い世界初

自の安全設計により、階段の

世界初

介助用電動車いす
アシストホイール

世界初

抑速ブレーキ付き
歩行車コンパル

世界初

階段昇降機
いすに乗ったまま階段を上り

出速度を自動的にコントロール

がアシスト。介助する方の負担

の 歩 行 車です。歩 行 の 補 助

縁から滑り落ちたり、前方へ

することにより、装着者は自分の

を軽減する電動アシスト型の

を必要とする方にも、安心し

転落したりする心配がありま

ペースで自由に歩行できます。

車いすです。

てご利用いただけます。

せん。

お問い合わせ先 住環境カンパニー TEL：078-413-2724 URL：http://welfare.nabtesco.com（福祉機器） 22

便利で安心な生活 を支える

毎日の暮らしに欠かせない、便利な製品を
包装機

「うごかす、とめる。」テクノロジー

Corporate Profile

時代の多様なニーズに応え、進化し続ける包装機
術が、日本のレトルト食文化を築いてきたと言っても過言ではありません。

Motion Control Report

そのほかにもナブテスコの自動充填包装機は、スープ、ミートボール、惣菜

現在、さまざまな食品や洗剤、化学薬品など
は袋詰めされ、レトルト製品、詰替用製品と
して、日本人の生活に深く浸透しています。
それはこれらの製品が、軽量で使いやすく、
高い安全衛生面を備えているからに他なり
ません。ナブテスコは、充填包装に必要と
なる自動計量機、包装機、包装関連システ
ム機器、包装プラントの製造を長年手掛け、
国内はもとより海外でも暮らしの中の便利
な製品づくりを支えています。

たとえば、レトルトカレー。液体に加え、肉や野菜などのさまざまな形状の
具材が入った食品を包装するのは容易ではありません。しかも塩分を含む食

一方で、時代はつねに変化します。1995年から施行された容器包装リサイ
クル法を受け、詰替製品用包装機の需要が急増。近年では、スパウト
（注ぎ口）

にわたりトップを占め、お客さまから高い信頼を得ています。

付きの製品の需要も高まっています。さらに、食の安全強化のために、プラン
トにX線や赤外線カメラなどの各種検査機器を組み込むことが増えています。

る袋を決められた速度で正確に取り出し、所定の位置にセットする。そして、形

こうした時代のニーズに応えるべく、つねに技術革新を怠らず、先進技術を追

や粘性の異なる食品をシール部を汚さないよう充填・投入する。一見簡単な

求しています。

多様なノウハウが不可欠です。また、食の安全・安心を守るシール工程におい
ても、確実かつ安定した気密性を実現。このように、ナブテスコの卓越した技

■■その他

学薬品に至るまで、実に幅広い製品に対応しています。

そうした中、ナブテスコのレトルト食品用充填包装機の国内シェアは、半世紀

動きのようで、素材も形状も違う袋を扱うためには、経験に裏打ちされた多種

■■ナブテスコ

類、酒類などのあらゆる食品やペットフード、また、液体洗剤やシャンプー、化

品は、金属の劣化を招くことから、プラントにとっては扱いにくい製品の一つ。

その信頼を支えてきたのが、高度な技術力と現場力。たとえば、製品を詰め

Market Share

そして、技術は世界の暮らしへ。培った経験とノウハウを活用し、欧州、米国、
中国へ充填包装機を納入するなど、海外での実績を着実に積み上げています。
◎拡大と進化を続けてきた多品目の充填包装
1960

1970

1980

出所：公益社団法人日本缶詰びん詰レトルト食品協会
「レトルト食品生産数量の推移
（2016年）
」
および
東京商工リサーチ調査
（2016年）
より当社推計

1970年に充填包装の一連の動きを1ラインで
実現するロータリー包装機の開発に世界で初
めて成功。以来、幅広い業種に多様な包装機

1990

2000

2010

2014 年

計量機

を提供してきました。現在はレトルト食品分野
で国内シェア約85％を占めています。

塩・砂糖
レトルト／惣菜
真空包装機
スパウト袋
菓子用汎用包装機
化成品

（シャンプー・リンス・洗剤）
多品目に使用される食品用充填包装

時代のニーズに幅広く対応し、用途を広げています。

Products
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超高速自動充填包装機

高速自動充填包装機

高速連続モーションにより、高性能・省スペースを実現する超高速自

10工程での多様な食品包装に対応する高速自動充填包装機です。

動充填包装機です。レトルト食品はもとより、スープ・ソースなどの食

液体だけでなく固液混合物にも対応。2袋同時生産が可能なため、1

品、詰替用液体洗剤まで、幅広い製品に対応することで、量産品のコ

台で2台分の生産能力を備え、設置スペースを大幅に縮小できます。

ストダウンに大きく貢献しています。

また、各種検査装置の取付やスチーム脱気にも対応しています。

お問い合わせ先 東洋自動機株式会社 TEL：03-5447-2396 URL：http://www.tyj.co.jp
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Corporate Proﬁle

「地産地消」を実現する生産体制
暮らしを支える製品は、暮らしの近くで生まれる
国内はもとより、世界中の市場に製品を提供するナブテスコは、
「 地産地消」
を実現する生産体制を整えています。

岐阜県

兵庫県
岐阜工場

航 空機 器

各種自動ドア

鉄道車両用機器

暮らしを支える製品は、その地域に近いグループ会社の生産拠点で生み出され、販売拠点を通して送り届けられています。

〈国内主要生産拠点〉

Gilgen Door Systems AG

Nabtesco Oclap S.r.l.

納博克自動門（北京）有限公司
各種自動ドア

上海納博特斯克液圧有限公司
油圧機 器

上海納博特斯克船舶機械
有限公司 舶用機器

納博特斯克
（中国）
精密机器
有限公司 精密減速機

岐阜工場
垂井工場

江蘇納博特斯克今創軌道
設備有限公司 鉄道車両用機器

Nabtesco Aerospace, Inc.
航空機器

山形県

ナブテスコオートモーティブ株式会社 山形工場

神戸工場
西神工場
甲南工場

NABCO Entrances, Inc.
各種自動ドア

山口県

垂井工場

東京都

東洋自動機株式会社 岩国工場

ナブテスコ本社

油圧機 器

愛知県 名古屋営業所
三重県 津工場
津工場

精密減 速機

〈海外主要生産拠点〉
イタリア
スイス

25

西神工場

舶用機 器・油圧機 器

甲南工場

各種自動ドア

ナブテスコオートモーティブ株式会社
山形工場 商用車用機 器

東洋自動機株式会社 岩国工場
包装機

上海

上海納博特斯克液圧有限公司

タイ

Nabtesco Automotive Products (Thailand) Co., Ltd.

上海 上海納博特斯克船舶機械有限公司

タイ Nabtesco Power Control (Thailand) Co., Ltd.

常州 納博特斯克
（中国）
精密机器有限公司

釜山 Nabtesco Marinetec Co., Ltd.

北京

納博克自動門
（北京）
有限公司

常州 常州納博特斯克精密機械有限公司

ワシントン州 Nabtesco Aerospace, Inc.

大連

大連東洋自動機包装設備有限公司

常州

ウィスコンシン州

イギリス

神戸工場 鉄 道車両用機 器

Nabtesco Oclap S.r.l.
Gilgen Door Systems AG
Gilgen Door Systems UK Limited

江蘇納博特斯克今創軌道設備有限公司

NABCO Entrances, Inc.

※その他国内、
海外グループ会社については、
別紙をご参照ください。
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Nabtesco Power Control (Thailand) Co., Ltd.
700/905 Moo.5, Amatanakorn Industrial Estate, Tambol Nongkakha,
Amphur Panthong, Chonburi 20160 Thailand
TEL: +66-38-185-229
FAX: +66-38-185-227, 228

グループ会社一覧
■ 国内

会社概要
会社名

事業運営体制
（単体）
ナブテスコ株式会社

取

英文社名

Nabtesco Corporation

設立

2003 年 9 月 29 日

所在地

〒 102-0093
東京都千代田区平河町 2 丁目 7 番 9 号 JA 共済ビル
TEL：03-5213-1133（代表）FAX：03-5213-1171（代表）

資本金

締

役

業績データ
（連結）

会
コンプライアンス委員会

会
社

グループ品質・PL委員会

技

術

本

部

監

小谷

和朗

社外取締役

藤原

裕

代表取締役

寺本

克弘

社外取締役

内田

憲男

代表取締役

十万

真司

社外取締役

山崎

直子

代表取締役

箱田

大典

常勤監査役

大西

隆之

取

上仲

宏二

常勤監査役

井奥

賢介

締

経

理

部

250,000

総

務

部

人

事

部

役
役
役

橋本
秋田

悟郎
敏明

社外監査役

片山

久郎

社外監査役

佐々木善三

社外監査役

長坂

武見

監

査

役
査

200,000

品 質 統 括 部
知 的 財 産 部

会

電気電子エンジニアリング部

役

CAEエンジニアリング部
AMエンジニアリング部
シ ステム 開 発 部

ナブコシステム株式会社
〒 105-0001 東京都港区虎ノ門 1-22-15 虎ノ門 NS ビル
TEL: 03-3591-6411
FAX: 03-3591-6415
282,422

179,544

202,292

219,657

244,968
187,000

シーメット株式会社
〒 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-5-5（住友不動産新横浜ビル）
TEL: 045-478-5560
FAX: 045-478-5569

100,000
50,000
0

2013/3

2014/3

2015/3

2015/12 2016/12 2017/12
（9カ月間） （IFRS） （IFRS）

営業利益推移（百万円）

29,468

30,000
25,000
20,000
15,000

25,982

23,615
20,093
15,294

15,014

生 産 技 術 部
調 達 統 括 部
環 境 安 全 部

業務改革推進室

10,000
5,000

2013/3

2015/3

コンポーネント
ソリューション

1,139億円
（40.3%）

パワーコントロールカンパニー

舶 用 カンパ ニ ー

2014/3

2015/12 2016/12 2017/12
（9カ月間） （IFRS） （IFRS）

売上構成比
（2017年12月期）

住環境カンパニー

鉄 道 カ ンパ ニ ー

ナブテスコリンク株式会社
〒 503-2114 岐阜県不破郡垂井町府中 300-1
TEL: 0584-24-1123
FAX: 0584-23-5085
ナブコドア株式会社
〒 550-0005 大阪府大阪市西区西本町 1-12-22
TEL: 06-6532-5841
FAX: 06-6536-4632

ティーエス プレシジョン株式会社
〒 740-0014 山口県岩国市日の出町 2-36
TEL: 0827-24-6010
FAX: 0827-24-6014

精 機 カ ンパ ニ ー

航空宇宙カンパニー

株式会社テイ・エス・メカテック
〒 503-2192 岐阜県不破郡垂井町宮代 1110-1
TEL: 0584-23-2004
FAX: 0584-23-3725

株式会社ナブテック
〒 651-2271 兵庫県神戸市西区高塚台 7-3-3
TEL: 078-996-3705
FAX: 078-996-3708

0
ものづくり革新推進室

ナブテスコオートモーティブ株式会社
〒 102-0093 東京都千代田区平河町 2-7-9 JA 共済ビル
TEL: 03-5213-1190
FAX: 03-5213-1193
ナブテスコサービス株式会社
〒 141-0022 東京都品川区東五反田 2-10-2 東五反田スクエア 16F
TEL: 03-3447-6911
FAX: 03-3447-2888

150,000

先端モビリティ・システム推進室

ナブテスコR&Dセンター

取締役会長

取

300,000

事 業 企 画 部

グループESH委員会

役員

締

部

法務・コンプライアンス部

リスクマネジメント委員会

取

画

長

従業員数

締

企

情報システム部

C S R 委 員 会

連結：7,591 人（2017 年 12 月末）

売上高推移（百万円）

コーポレート・コミュニケーション部

発行済株式総数 125,133,799 株（2017 年 12 月末）
単体：2,256 人（2017 年 12 月末）

業 務 監 査 部

長

執 行 役 員 会

100 億円

東洋自動機株式会社
〒 108-0074 東京都港区高輪 2-18-6 MEIHO 高輪ビル 7F
TEL: 03-5447-2396
FAX: 03-5447-2691

トランスポート
ソリューション

724億円
（25.6%）

2,824
億円

アクセシビリティ
ソリューション

Nabtesco India Private Ltd.
No. 506, Prestige Meridian -Ⅱ No. 30/8, M.G. Road, Bangalore-560 001, Karnataka, India
FAX: +91-80-4123-4903

Nabtesco Aerospace Singapore Pte. Ltd.
401 Commonwealth Drive #05-04 Haw Par Technocentre Singapore 149598
TEL: +65-9169-0731
FAX: +65-6225-7393

マニュファクチャリング
ソリューション

（注）
2015年12月期に決算期を変更しました。2017年12月期より、国際会計基準
（IFRS）
を任意適用しています。2017年12月期との比較のため、2016年12月期の数値も
IFRSベースに置き換えて表記しています。

Nabtesco Marinetec Co., Ltd.
29-1 Gupyoung-Ro, Saha-Gu, Busan 49454, Korea
TEL: +82-51-264-9380
FAX: +82-51-264-9320

台湾納博特斯克科技股份有限公司
10450 台北市中山區長春路 15 號 10 樓 太子長春大樓
TEL: +886-2-2571-0836
FAX: +886-2-2571-0832

大連東洋自動機包装設備有限公司
116620 遼寧省大連市経済技術開発区淮河中路 99 号 金港 A 二期 11 号棟
TEL: +86-411-8754-9177
FAX: +86-411-8754-9477
Gilgen Nabtesco (Hong Kong) Limited
Room 2304-2306, 23/F Park-in Commercial Centre
56 Dundas Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong
TEL: +852-3580-7708, +852-2243-4477 FAX: +852-3741-0919

納博特斯克鉄路運輸設備 ( 北京 ) 有限公司
100023 北京市北京経済技術開発区東区科創 3 街 24 号 博大興工業園 A-2
TEL: +86-10-6789-2877
FAX: +86-10-6789-2909
納博克自動門 ( 北京 ) 有限公司
101102 北京市通州区景盛南四街 15 号聯東国際工業城 2 号棟Ｆ区
TEL: +86-10-6050-3958
FAX: +86-10-6050-3968
上海納博特斯克管理有限公司
200122 上海市浦東新区福山路 388 号 越秀大厦 1705 室
TEL: +86-21-5033-0980
FAX: +86-21-5020-3935
上海納博特斯克液圧有限公司
201613 上海市松江区栄楽東路 905 号
TEL: +86-21-5774-1831
FAX: +86-21-5774-1347
上海納博特斯克液圧設備商貿有限公司
200122 上海市浦東新区福山路 388 号 越秀大厦 1704 室
TEL: +86-21-2077-3080
FAX: +86-21-6768-1169
上海納博特斯克船舶機械有限公司
201400 上海市奉賢区遠東路 777 号 5 幢
TEL: +86-21-6710-1551
FAX: +86-21-6710-1552

格里根門系統 ( 蘇州 ) 有限公司
215126 江蘇省蘇州工業園区星龍街 428 号 蘇春工業坊 28 号 UnitA
TEL: +86-512-6283-6732
FAX: +86-512-6283-6338
納博特斯克（中国）精密机器有限公司
213166 江蘇省常州市武進高新技術産業開発区武進西大道 116 号
TEL: +86-519-8802-0020
FAX: +86-519-8296-0018

■ 海外
● アジア

TEL: +91-80-4123-4901

170億円
（6.1%）

791億円
（28.0%）

ナブテスコマリン四国株式会社
〒 794-0803 愛媛県今治市北鳥生町 1-3-43 川下ビル 2F
TEL: 0898-24-0089
FAX: 0898-24-0092

Nabtesco Service Southeast Asia Co., Ltd.
50 GMM Grammy Place, 18th Fl., Room 1808, Sukhumvit 21 (Asok)
Rd., Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110 THAILAND
TEL: +66-2-258-0733
FAX: +66-2-258-0735

Nabtesco Marine Asia Paciﬁc Pte. Ltd.
401 Commonwealth Drive #05-04 Haw Par Technocentre Singapore 149598
TEL: +65-6225-6559
FAX: +65-6225-7393
Nabtesco Automotive Products (Thailand) Co., Ltd.
89/7 Moo. 11 Tumbon Bangsaothong Amphur Bangsaothong Samutprakarn
10540, Thailand
TEL: +66-2136-3001
FAX: +66-2136-3010

常州納博特斯克精密機械有限公司
213166 江蘇省常州市武進高新技術産業開発区武進西大道 116 号
TEL: +86-519-8622-0221
FAX: +86-519-8622-0228
江蘇納博特斯克今創軌道設備有限公司
213164 江蘇省常州市武進高新技術産業開発区鳳栖路 19 号
TEL: +86-519-6969-3333
FAX: +86-519-6969-9696
●

北米

Nabtesco Motion Control, Inc.
23976 Freeway Park Drive, Farmington Hills, MI 48335, U.S.A.
TEL: +1-248-553-3020
FAX: +1-248-553-3070
Nabtesco Aerospace, Inc.
12413 Willows Rd. N.E. Kirkland, WA, 98034, U.S.A.
TEL: +1-425-602-8400
FAX: +1-425-602-8408

Nabtesco USA, Inc.
Wilmington, New Catel, DE 19805 U.S.A.
NABCO Entrances, Inc.
S82, W18717, Gemini Drive, Muskego, WI 53150, U.S.A.
TEL: +1-262-679-0045
FAX: +1-262-679-2505
NABCO Canada Inc.
1450, Meyerside drive, suite 402, Mississauga, Ontario, L5T2N5, Canada
TEL: +1-905-362-0313
FAX: +1-855-631-0742
Royal Doors Ltd.
105 Henri Dunant Street, Moncton, New Brunswick, E1E 1E4, Canada
TEL: +1-506-857-4075
FAX: +1-506-857-0978
TOYO JIDOKI AMERICA CORPORATION
650 Dekora Woods Blvd, Saukville, WI 53080, U.S.A.
●

欧州

Nabtesco Europe GmbH
Anna-Ohl-Straβe 2 65555 Limburg/Lahn, Germany
TEL: +49-6431-2855-0
FAX: +49-6431-2855-111
Nabtesco Precision Europe GmbH
Tiefenbroicher Weg 15, 40472 Duesseldorf, Germany
TEL: +49 (0) 211 17379-0
FAX: +49 (0) 211 364677
Nabtesco Aerospace Europe GmbH
Tiefenbroicher Weg 15, 40472 Duesseldorf, Germany
TEL: +49 (0) 211 179328-00
FAX: +49 (0) 211 364677
Nabtesco ITG GmbH
Thalheimer Str. 7, 09125 Chemnitz, Sachsen, Germany
TEL: +49-03725-44-7131
FAX: +49-03725-45-7230
OVALO GmbH
Anna-Ohl-Straβe 2 65555 Limburg/Lahn, Germany
TEL: +49-6431-2855-0
FAX: +49-6431-2855-49151
adcos GmbH
Zollstockgürtel 67 50969 Köln, Germany
TEL: +49-221-168059-0
FAX: +49-221-168059-49
Nabtesco Marine Europe B.V.
Touwslagerstraat 17, 2984 AW Ridderkerk, The Netherlands
TEL: +31-180-530-590
FAX: +31-180-530-591
Gilgen Door Systems AG
Freiburgstrasse 34, CH-3150 Schwarzenburg, Switzerland
TEL: +41-31-734-41-11
FAX: +41-31-734-43-79
Gilgen Door Systems UK Limited
Crow House, Crow Arch Lane, Ringwood, Hampshire, BH24 1PD,
United Kingdom
TEL: +44 (0) 1425-462000
FAX: +44 (0) 1425-462001
Gilgen Door Systems Germany GmbH
Münchener Str.22 DE-64521 Gross-Gerau, Germany
TEL: +49-6152-925-260
FAX: +49-6152-925-270
Gilgen Door Systems France Sarl
Immeuble AMPERE, 21 rue Alexis de Tocqueville, SILIC 5, FR-92182
ANTONY CEDEX, France
TEL: +33-146-666-680
FAX: +33-156-452-966
Gilgen Door Systems Austria GmbH
Concorde Business Park 1 / E / 1 / 4 AT‒ 2320 Schwechat, Austria
TEL: +43-1-706-58-66
FAX: +43-1-706-58-56
Gilgen Door Systems Italy srl
Via della Fisica, 4 IT-40068 San Lazzaro Di Savena (BO), Italy
TEL: +39-051-704945
FAX: +39-051-6325099
Gilgen Door Systems Scandinavia AB
Fortner AB, Borgarfjordsgatan 13A, 164 40 Kista, Sweden
Nabtesco Oclap S.r.l.
Via Della Rimembranza 13, 10060 Piscina (TO), Italy
TEL: +39-0121-571-811
FAX: +39-0121-571-834

