
環境への配慮

環境マネジメント

ナブテスコグループは、持続可能な社会の
実現に向けて、ナブテスコグループの社会
的責任を自覚した活動を推進するため、『環

境理念』、『環境行動指針』（2005年5月制
定）を定めています。

環境方針

ナブテスコグループの環境理念・環境行動指針

ナブテスコグループの環境理念
  私たちは事業活動による地球環境への影響を常に認識し、人と⾃然にやさしい商品と環境づ
くりに努め、豊かで快適な未来社会の実現を目指します。

ナブテスコグループの環境行動指針
  地球環境保全は人類共通の重要課題と認識し、環境保全活動成果の向上を目指した目標の
設定と継続的な改善への取り組みを、全員参加により積極的に推進します。
  商品の企画・開発・設計にあたっては、そのライフサイクルにおける環境への影響を把握し、エ
ネルギー効率、省資源、リサイクル性の向上に努めます。
  商品の生産・販売・物流・サービスにおいては、環境先進技術を積極的に採⽤し、また工夫する
ことにより、省エネルギー、資源の有効利⽤、ゼロ・エミッションへの挑戦など、環境負荷の低
減に努めます。
  環境関連の法規制や社会的規範等を順守するとともに、必要に応じて⾃主管理基準を設定
し、環境上の目的に合った⾃主的な活動に取り組みます。
  環境情報の開示や社会活動への参画など、社会との交流・連携を積極的に推進し、理解と信
頼を得ることに努めます。
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環境への配慮

ESH（Environment,	Safety	&	Health	）
管理に関する社長直轄の推進機関として、
ナブテスコグループ全体を管轄するグルー
プESH委員会を設置しています。
　グループESH委員会の委員長および委
員は社長によって役員から任命されます。
同委員会は、年一回以上開催するものと
し、事務局は環境安全部が担当します。
　グループESH委員会は、気候変動に係る
リスク、機会を含めた環境・安全・健康に関
する重要な情報を収集し、重要性の評価お
よび重要と評価された事案への対策につい
て審議しています。審議結果において事業
に重要な影響を及ぼすと考えられる事案に
ついては、ナブテスコの最高議決機関であ
る経営会議に報告され、事業戦略決定に反
映されます。

推進体制

グループESH委員長は、全事業所を巡回し
てESH監査を行い、活動状況の確認と指導
を行っています。年度末には、この監査結果
やフォロー状況を含めたESH活動の成果

報告に基づいて、グループ経営層による
ESHマネジメントシステムの見直しが行わ
れます。

ESH監査

ESH管理組織

CEO（社長）

カンパニー等の長

事業所等

各部門

グループESH 
委員会

カンパニーESH 
委員会

環境安全部 
（事務局）

2014年度のESH監査実績

監査名 監査の概要 監査者 監査実績

ESH監査Ⅰ
【巡回監査】前年度活動実績と今
年度活動計画の確認
事故災害対策状況・妥当性の確認

ESH委員長
カンパニー社長
環境安全部長

ナブテスコ：6事業所
グループ会社：4社

フォロー監査 【巡回監査】ESH監査Ⅰの指摘事
項の対策状況確認

環境安全部
（ESH事務局）

ナブテスコ：6事業所
グループ会社：4社

ESH監査Ⅱ ESH活動実績（年度末見込み）の
確認

環境安全部
（ESH事務局）

ナブテスコ：6事業所
グループ会社：8社
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ナブテスコグループは、国際規格ISO	
14001を環境管理に有効なツールとして
捉え、環境マネジメントシステムの構築・運
用に活用しています。このISO14001の認
証は、1999年10月に甲南⼯場が先行取得
したのを皮切りに、現在はナブテスコ全⼯
場と主なグループ会社5社が取得をしてい
ます。

　ナブテスコグループでは、グループ間の
ベクトルを合わせ、情報の共有化および協
調活動を推進していくことにより、グルー
プ全体の活動の一貫性を維持し、効果的
なパフォーマンスの達成を実現していくと
ともに、エコロジーとエコノミーが融合し
た持続性のある仕組みの定着化を目指し
ています。

環境マネジメントシステム

ナブテスコグループでは、環境・安全・健康
についての意識高揚を図るため、さまざま
な教育を実施しています。新入社員教育で
は、当社の環境への取り組み内容、パフォー
マンスを示し、一人ひとりの小さな積み重ね
が、環境負荷低減への大きな⼒となること
を説いています。
　また、各事業所のESH担当管理職、担当
者を対象に、ESH研修会および省エネ委員
会等を開催、最新のESH情報や重要な法
改正情報の周知徹底を図っています。

環境教育・啓発

ISO14001認証取得状況

認証取得日 最新更新日 認証機関

甲南工場（兵庫県） 	 1999年	10月	22日 	 2014年	10月	 1日 LRQA

津工場（三重県） 	 2000年	 3月	28日 	 2015年	 3月	28日 ISC

岐阜工場（岐阜県） 	 2001年	 6月	 1日 	 2013年	 7月	 1日 LRQA

垂井工場（岐阜県） 	 2001年	 6月	 1日 	 2013年	 7月	 1日 LRQA

西神工場（兵庫県） 	 2003年	11月	30日 	 2012年	11月	30日 LRQA

神戸工場（兵庫県） 	 2004年	 3月	26日 	 2013年	 3月	26日 JQA

研修受講者数 （単位：人）

研修会名 2012年度 2013年度 2014年度 開催回数

省エネ委員会 68 68 76 4回/年

ESH研修会 20 15 14 1回/年

安全研修会 14 16 13 1回/年

省エネ委員会

※	対象者：ESH担当管理職、担当者

Nabtesco Integrated Report 2015 74



2014年度は管理職および省エネ担当者向
けに、「省エネ⼯場見学会」と題してパナソ
ニックデバイスSUNX竜野株式会社（竜野

⼯場）を見学し省エネについての認識を深
めました。

トピックス

ナブテスコグループでは、事業活動に関連
して適用される法規制の特定と文書化を行
い、法令違反発生を防止するために定期的
な順守確認を行っています。2014年度に

おいては、環境に関する法令違反はありま
せんでした。また、環境規制への違反に対す
る罰金、制裁処置等もありませんでした。

環境に関する法令違反

当社は2014年4月に国連グローバル・コン
パクトの趣旨に賛同・署名し、グローバル・
コンパクト・ネットワーク・ジャパンの分科
会活動にも積極的に参加しています。環境
経営分科会においては、「気候変動」「水リ
スク」「生物多様性」「エネルギー」といった

テーマで、有識者やNGO団体・組織との対
話を通じて、最新情報の収集を行うと共に、
同業および異業種他社さまとの意見交換
や討論会を実施し、環境マネジメントの深
化に役立てています。

国連グローバル・コンパクト環境経営分科会に参加

環境への配慮
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気候変動の緩和

ナブテスコグループは、地球温暖化防止へ
の取り組みとして、2012年度に省エネ製
品認定制度、省エネ活動表彰制度を新たに
導入したほか、グループ一体となった省エ
ネ活動を推進しています。
　また、英国CDP※の気候変動の影響およ
び温室効果ガス排出量削減への取り組み
に賛同し、当グループでは、気候変動への
戦略や温室効果ガスの排出量を開示・報告

しています。
　当グループは、CDPの調査対象として、
2010年から気候変動への戦略や温室効
果ガスの排出量を開示しています。2014
年度は、93Bの高評価を受けました。
　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」の更なる
発展向上により、地球温暖化防止への貢献
に努めてまいります。

地球温暖化防止への取り組み

※		CDP：毎年、世界の時価総額上位企業に対して気候変動への戦略や温室効果ガスの排出量に関する情報の開示を
求め、評価スコアを世界に公表している国際的非営利団体です。CDPは、運用資産総額92兆米ドルを有する767の
機関投資家を代表し（2014年調査時点）、世界の時価総額上位企業約6,000社、日本では500社を評価対象とし
ています。

ナブテスコグループは、地球温暖化防止のた
め、全社をあげてエネルギー資源の有効利
用活動を行っています。この活動は、設備の
維持管理／運用面において、省エネ改善
テーマを設定し、その対策の実施と効果の定
量的評価を行うことにより推進しています。
　2014年度の二酸化炭素排出量は、売上
高の増加に伴い前年度比約3％増加となり
ました。しかしながら設備改修、更新や省エ
ネ活動を推進した結果、単年度売上原単位
は、5.1%削減、長期売上高原単位は、目標
値（10%削減）を大きく上回る37.7％削減
となり、目標を達成しました。今後も、グルー

プ長期目標達成に向け、再生可能エネル
ギーの活用やエネルギーモニタリングシス
テムの活用により省エネ改善活動をさらに
推進します。

温室効果ガス排出削減

二酸化炭素排出量の 
削減目標

＜グループ長期目標（2014年度達成）＞
エネルギー使⽤量（原単位）の低減

10%以上
（2004年度基準）

2014年度の目標と実績

二酸化炭素排出量改善 目標 実績 評価

単年度売上原単位 前年度比1%削減 5.1%削減 達成

長期売上原単位 2004年度比10%削減 37.7%削減 達成

※	実績評価での換算係数は2008年度係数を、また、電気は0.555kg-CO2/kWhを固定して使用

二酸化炭素排出削減 
長期売上原単位

（2004年度基準）

37.7%
削減
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環境への配慮

ナブテスコグループでは、売上高が前年度
比8.6%増加したことに伴いエネルギー使
用が増加しましたが、全社をあげて、施設や
設備機器の改善、⼯程改善、待機電⼒削減
などのエネルギー使用削減活動を推進しま
した。その結果、二酸化炭素排出総量は前

年度に比べて3％＊２の増加に抑えることが
できました。
　電気事業者ごとに公表されるCO2換算
係数（実係数および調整後係数）を用いた
場合の排出量は以下のとおりです。

2014年度の二酸化炭素排出量

2014年度は、全社的なエネルギー削減活
動により、前年度に比べ二酸化炭素排出量
原単位を５.1％改善しました。ナブテスコグ
ループは、今後も二酸化炭素排出量削減の
活動を推進します。

二酸化炭素排出量原単位（売上高）

2014年度の二酸化炭素排出量 （単位：t-CO2）

2013	
年度

2014	
年度

ナブテスコ 
グループ

46,745 48,162	
（*1 *2 *3）

実係数使用 44,826 45,956	
（*1 *2 *3）

調整後 
係数使用

36,420 45,619	
（*1 *2 *3）

＊1：	集計期間は、2014年4月～2015年3月。
＊2：		集計の方針および基準は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」「地球温暖化対策の推進に関する法律」に準拠し、環境情報管

理に関する社内規定に基づき集計。
	 	CO2の排出係数は原則として「地球温暖化対策の推進に関する法律」に準拠。但し、電気は①デフォルト値である0.555kg-CO2/

kWhを使用。②実係数として、環境省公表の電気事業者ごとの排出係数を使用。③調整後係数として、環境省公表の電気事業者ごと
の排出係数を使用。

＊3：		集計範囲は、国内のみ。ナブテスコ（岐阜⼯場、垂井⼯場、津⼯場、神戸⼯場、甲南⼯場、西神⼯場、本社（川崎含）、名古屋営業所、大
阪営業所）。ナブテスコオートモーティブ（株）（山形⼯場、横須賀技術センター、本社）、大亜真空（株）（本社⼯場）、シーメット（株）（本
社、樹脂開発センター）、ナブコドア（株）（本社）、ナブテスコサービス（株）（神戸テクノセンター、横浜テクノセンター）、東洋自動機（株）
（岩国⼯場）、ティーエス	プレシジョン（株）（本社	⼯場、松山⼯場）。

二酸化炭素排出量
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第三者検証報告

事業活動に伴うエネル
ギー起源CO2排出量
P95
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ナブテスコグループは、2020年度までの長
期目標を2014年度に新たに設定しました。
本目標では、国内グループ会社の事業所か
ら排出される二酸化炭素の総排出量を
2005年度排出実績より15％削減すること

としています。また、海外事業所を含めたグ
ローバルでの排出量削減目標は、売上高に
対する二酸化炭素排出量の原単位で管理
を行います。削減目標は、2012年度の排出
原単位実績より20％削減を目指します。

新グループ長期目標の設定

ナブテスコでは、事業活動全体における環
境負荷状況を把握し、効果的に低減するた
め、2013年度からサプライチェーン全体で
の温室効果ガス排出量算定の取り組みを

開始しました。2014年度のサプライチェー
ン全体における排出量は、下表のとおりとな
りました。

スコープ３排出量の算定

グループ長期目標 
（2020年度達成）

＜グローバル目標＞ 
二酸化炭素排出量（売上原単位）

20%削減
（2012年度基準）

グループ長期目標 
（2020年度達成）

＜国内目標＞ 
二酸化炭素総排出量

15%削減
（2005年度基準）

区分 排出量（t-CO2） 割合（%）

直接排出（スコープ1）*4 *5 5,220 0.6

電力使用等による間接排出（スコープ2）*4 *5 42,942 4.8

サプライチェーン上における排出（スコープ3）*6 845,068 94.6

＊4：	集計範囲は単体と国内グループ会社（「2014年度の二酸化炭素排出量」＊3を参照）
＊5：		CO2の排出係数は原則として「地球温暖化対策の推進に関する法律」に準拠。但し、電気は、デフォルト値である0.555kg-CO2/kWh

を使用
＊6：		集計範囲はナブテスコ単体

第三者検証報告

温室効果ガス排出量 
（スコープ1、スコープ2、 
スコープ3）
P95・P96
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環境への配慮

カテゴリ 内容 排出量（t-CO2） 割合（%）
1 製品・サービス購入 691,129 81.8
2 資本財 9,688 1.1

3 エネルギー関連活動	
（スコープ1、2以外） 33,271 3.9

4 輸送・配送（上流） 90,298 10.7
5 事業から出る廃棄物 1,143 0.1
6 出張 4,078 0.5
7 従業員通勤 1,311 0.2

8 リース資産（上流） 対象外
（該当するリース資産なし）

9 輸送・配送（下流）
対象外

（完成品は、委託物流のため	
カテゴリ4に含む）

10 販売した製品の加⼯
対象外

（当社製品は完成品のため、	
販売後に加⼯を行わない）

11 販売した製品の使用 12,400 1.5
12 販売した製品の廃棄 1,750 0.2

13 リース資産（下流） 対象外
（該当するリース資産なし）

14 フランチャイズ 対象外
（該当するフランチャイズなし）

15 投資 対象外
（該当する投資なし）

製品・サービス購入

資本財
エネルギー関連活動
(スコープ1、2以外）
輸送・配送（上流)

事業から出る廃棄物

出張

従業員通勤

販売した製品の使用

販売した製品の廃棄

2014年度スコープ3算定方法、対象期間、範囲は以下の
とおりです。
●		算定方法：サプライチェーンを通じた温室効果ガス排
出量算定に関する基本ガイドライン（環境省、経済産
業省）に準拠。

●	算定期間：2014年4月1日～2015年3月31日

ナブテスコの貨物輸送量（ton-km）は、売
上高増加に伴い前年度比29%増の2,018
万ton-kmとなりました。特定荷主の規模に
は達していませんが、今後も、輸送品の収納

効率、輸送回数、輸送ルートや復路の有効
活用など物流面での効率改善に努めていき
ます。

貨物輸送の省エネ

スコープ3上で排出した温室効果ガスの内
訳は、下表のとおりです。「製品・サービス購
入」（カテゴリ1）が全体の81.8%と最も多
く、次に「輸送・配送（上流）」（カテゴリ4）が
10.7%となっています。昨年度の算定結果
と比較し、売上高増加に伴い「製品・サービ
ス購入」、「輸送・配送（上流）」が増加してい
るものの、廃棄物削減活動の成果により

「事業所から出る廃棄物」（カテゴリ5）が前
年度比13%削減しました。ナブテスコでは、
今後もサプライチェーン全体における温室
効果ガス排出量算定の把握および削減活
動を推進していきます。
　また、今回算出データの信頼性確保のた
め、ビューローベリタスジャパン株式会社に
よる第三者検証の審査を受けました。

スコープ3の 
排出量
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ナブテスコグループは、省エネ活動および
省エネ設備への更新を継続的に行いエネ
ルギー消費量削減に努めています。津⼯場
では、2013年度に大幅なエネルギー削減
活動を行った結果、生産量が6％増加した
にもかかわらず、14%のエネルギー使用量
削減を達成しました。この活動が評価され、
2014年度に経済産業省中部経済産業局
より「エネルギー管理優良事業者・中部経
済産業局長表彰」を受賞しました。
　ナブテスコグループは、生産活動におけ
るエネルギー消費量を継続的に測定し、	
省エネ活動に活かしています。2013年度
よりエネルギー使用量の多い津⼯場から
順次エネルギーモニタリングシステムの導
入を開始し、ムダなエネルギー使用の把
握、改善に努めています。2015年度はナブ
テスコ5⼯場へモニタリングシステムを導
入し、更なるエネルギー使用の効率化に努
めます。

エネルギー消費量の削減

ナブテスコグループでは、事業所への再生
可能エネルギー設備の導入を推進していま
す。2012年には、垂井⼯場（岐阜県）建屋
の屋上に400kW太陽光発電パネルを設置
し、8月より稼動を開始しました。これによ
り、2014年度は471MWhを発電し二酸
化炭素排出量を261トン削減しました。ま
た、2015年度は、津⼯場（三重県）に
500kWの太陽光発電設備を設置します。
稼働開始予定は、2016年3月です。

再生可能エネルギーの活用

エネルギー使⽤量推移

0

20,000

40,000

60,000

100,000

120,000

80,000

20142013201220112010

69,154

22,564

6,848

3,693
3,369 3,474

3,348

（MWh）

（年度）

78,021

22,604

7,440

74,164

22,756

7,573

73,455

15,260

7,207

77,372

12,246

7,348
3,498

	受電　 	A重油　 	LPG　 	その他　

「エネルギー管理優良事業者・中部経済産業局長表彰」受賞

垂井⼯場の太陽光発電パネル
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製品・サービスによる環境影響の緩和

ナブテスコグループは、各事業所での省エ
ネ活動に対する取り組みを促進するため、
2012年9月に「省エネ活動表彰要領」を制
定しました。これは、事業所単位での二酸
化炭素排出量（絶対量）の減少割合、原単
位の改善割合、そして省エネ改善活動にお
ける成果の大きさを総合的に評価し、優秀
な事業所を表彰する制度です。対象事業所
は、ナブテスコ６⼯場と関連会社６社です。
2014年度は、津⼯場、ナブテスコオート
モーティブ株式会社、神戸⼯場、ナブテス
コサービス株式会社が受賞しました。各事

業所とも売上増にも拘らず、二酸化炭素排
出量が前年度比を下回った点が評価され
ました。

省エネ活動表彰制度

本制度は、持続可能な社会の発展のため
に製品の環境側面を考慮して設計された
省エネ製品の開発を促進し、地球温暖化
防止に貢献するとともに社員の意識高揚を
図ることを目的に創設しました。
　認定された製品には、認定証書の発行、
認定マークの付与、社内報での発表等を行
います。

省エネ製品認定制度

上市する製品を評価して、右記の１項目以
上に該当する製品に対して省エネ製品とし
て社内で認定します。
　但し、非該当項目は従来レベル以上を満
⾜することが条件になります。

認定基準

金 賞

津工場

ナブテスコ 
オートモーティブ 

株式会社

銀 賞

神戸工場

ナブテスコサービス 
株式会社

省エネ活動表彰式（本社）

認定マークと認定証書

小型軽量化 効率UP、損失低減

従来比 15%以上 従来比 15%以上

寿命改善 有害物質不使用

従来比 20%以上 含有なし

環境への配慮
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2014年度は、ティーエスプレシジョン株
式会社の以下製品を認定しました。
　フォーミングマシンとは、帯状の板材を
短時間でカットおよび折り曲げて、目的の
部品に成形する機械です。プレス加⼯と比

較して材料歩留まりが高く、材料の省資源
化に寄与します。
　また、本製品は、一般社団法人　日本鍛
圧機械⼯業会よりMFエコマシンの認定を
頂いています。

2014年度省エネ認定製品

ナブテスコグループでは、気候変動に係る
リスク、機会を含めた環境・安全・健康に関
する重要な情報を収集し、重要性の評価お
よび重要と評価された事案への対策につ
いて審議しています。2014年度には、気候

変動のリスクに対して空調機の更新・遮熱
塗装・降雪対策・排水、雨漏り対策などを
実施しました。それらに掛かった費用は、約
8,000万円でした。

気候変動に伴うコスト

ナブテスコグループでは、産業用ロボット
の関節に使用される精密減速機、パワー
ショベル向けの走行ユニット、航空機の可
動翼を制御するフライト・コントロール・ア
クチュエーション・システム、鉄道のブレー
キ・ドア、船舶のエンジン制御システム、建
物用の自動ドアなど、さまざまな動きをコン

トロールする技術（モーションコントロール
技術）をベースに、幅広い事業分野でのエ
ネルギー効率の改善により顧客の最終製
品の使用における排出量削減に貢献して
います。2014年度における環境配慮製品
を含む研究開発費は、76億円でした。

気候変動の研究開発における投資

製品名
該当評価項目

小型軽量化 効率UP、損失低減 寿命改善 有害物質不使用

スマート
フォーミング 
マシン
SF-150-25

従来比
11%減

従来比
33.7%減

従来通り 含有なし

<SF‐150‐25> 
スマートフォーミングマシン

加工部品例

気候変動対策コスト
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排出物の管理

廃棄物の削減

環境への配慮

ナブテスコグループは、事業活動で生じた全
ての排出物について、循環型社会形成の基
本原則3R（Reduce⇒Reuse⇒Recycle）
に基づいて、ゼロ･エミッション化を目指し
た埋立廃棄物低減活動を推進しています。
　2008年度からは、リーマンショックの影
響を受け、生産量減に伴い排出物量も減少
していましたが、2010年度からは生産量が
回復したため、総排出物量も増加しました。
一方、埋立廃棄物については、分別を徹底
して廃プラの熱回収化等を推進した結果、
2014年度は前年度比で埋立処分量を
33%削減し、ゼロ・エミッション率は0.29%
となり、2014年度目標の1%以下を達成す
る事が出来ました。今後も更なる低減に向
けた活動を継続し、2020年度にはゼロ・エ

ミッション率：0%※を目指します。
　なお、有害物質を含まない汚泥、廃プラス
ティック、ガラス屑を埋立廃棄しています。有
害な水溶性廃油、廃アルカリ等は無害化処理
を行った後で廃棄を行っていますので、有害
物質を含む廃棄物の排出はありません。
※0％：0.05％以下を０とする。

埋立廃棄物削減活動

廃棄物削減目標 
ゼロ・エミッション化

＜グループ長期目標（2014年度達成）＞
ゼロ・エミッション率

1.0%以下
（埋立処分量／総排出量）

2014年度の目標と実績

2014年度目標 2014年度結果 評価

ゼロ・エミッション率：1.0％以下 ゼロ・エミッション率：0.29% 長期目標達成

排出量の推移
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	有価物　 	材料サイクル　 	熱回収　 	焼却
	無害化　 	埋立

埋立量の推移／ゼロ・エミッション率
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1

1

2
1

1
0.48

0.41

0.29

0.94

0.76

	汚泥　 	廃プラ　 	一般　 	鉱さい　 	ガラス屑等　
	ゼロ・エミッション率 排出物処理の内訳概要

有価物 金属屑、廃油、	
ダンボール紙等

材料	
リサイクル

廃油、汚泥、	
木屑、廃液類、	
廃プラ等

熱回収
梱包材、	
一般ゴミ、	
廃プラ等

焼却 一般ゴミ、	
廃プラ等

無害化 水溶性廃油、	
廃アルカリ等

埋立 汚泥、廃プラ、	
ガラス屑

第三者検証報告

事業活動に伴う廃棄物 
排出量及び埋立量
P95
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原材料使用の削減に関する取り組み

ナブテスコグループでは、まだ使用可能な
部品を再利用し、新たに生産する部品を減
らすことで資源利用の低減を図っています。
　輸送用機器事業、航空機器事業、産業用	
機器事業のMRO（Maintenance,	Repair,		

Overhaul）の取り組みを拡大しています。
　このビジネスを拡大することで、資源利用
の最適化を図るとともにサービス分野にお
ける売上につなげることを目指しています。

汚染の防止・低減活動

ナブテスコグループは、事業活動の中で環
境に影響を及ぼす物質の把握、削減および
流出防止に努めています。

化学物質管理（PRTR物質、VOC排出量）

ナブテスコグループは、2003年3月の
PRTR法※の施行に基づいて、取扱量等の
把握、適切管理、使用量削減等を推進中で
す。2014年度の使用量合計は66.3トン
で、2013年度に対し6%減となりました。し
かしながら、VOC排出量は2013年度に対
し6%増加となりました。これはHCFC-225
から代替した洗浄剤の使用量が生産量増
加に伴い増加したことが要因です。
　2014年度は、主な削減対象化学物質と
して、トルエン、キシレンおよびHCFC-225
を取り上げて活動を展開しました。
　これらの化学物質はそのほとんどが塗装
⼯程の希釈剤や洗浄剤の含有物質であり、

エコ塗料への代替化、1回塗り、水系洗浄剤
への変更に向け、塗料メーカーやお客さま
との連携を深め、環境負荷の低減施策を推
進しています。
　トルエン、キシレンおよびHCFC-225の
合計使用量は、27.1トンであり、前年度に
比べ3.2トン削減することができました。今
後も引き続きトルエン、キシレンの使用量削
減ならびにHCFC-225の全廃に向けて活
動を行ってまいります。また、今後は電子基
板の無洗浄化の取り組み等を推進し洗浄
剤使用量を削減し、VOC排出量削減に努
めます。
※PRTR法：化学物質排出把握管理促進法

汚染の防止・低減に関する活動目標

化学物質管理 PRTR物質：使用量を前年度以下に抑える	
揮発性有機化合物（VOC）排出量：排出量を前年度以下に抑える

土壌汚染 事業所敷地内外への有害物質の流出を防止する

PCB含有廃棄物 事業所内のPCB含有機器を把握、管理、保管しPCBの外部流出を防止する

アスベスト管理 事業所内のアスベスト含有建材の把握、管理、飛散防止する
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主なPRTR対象物質の使⽤量推移 VOC排出量推移
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ナブテスコグループは、2001年6月に公布
されたPCB特別措置法（ポリ塩化ビフェニ
ル廃棄物の適正な処理の推進に関する特
別措置法）に基づいて、PCB含有のトラン
ス、コンデンサ等の届出を行い、適切に保
管、管理しています。

　現在3事業場（岐阜⼯場、垂井⼯場、西神
⼯場）内の専用区域で保管中であり、日本
環境安全事業株式会社（JESCO）および指
定処理事業会社の準備が整い次第、処理
を実施します。

PCB含有廃棄物（電気工作物）

有害物質の土壌汚染は、深刻な社会問題
になることから、ナブテスコグループでは土
壌や地下水の汚染防止を企業の重要な社
会的責任の一つとして捉えて前向きに取り

組んでいます。
　現在、ナブテスコにおける土壌汚染はあ
りません。

土壌汚染

ナブテスコグループでは、生産品、⼯程、設
備、建物等について、アスベストの使用状況
を調査・把握して、適切な対応措置を行っ
ています。
　過去、一部の職場において石綿粉塵との
係わりがありました。2006年度に全退職
者に石綿健康診断の案内を送付して、受診

を促しました。2009年度には法改正に伴っ
て新たに石綿健康診断の案内を再送付し
石綿健康診断を継続しています。また、石
綿健康診断にて有所見の方に対しては石
綿健康管理手帳の交付手続きの支援を
行っています。

アスベスト管理
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	HCFC-225　 	その他　 	メチルナフタレン

※		2010年度のPRTR対象物質の改定により重油に含まれてい
るメチルナフタレンを追加

環境への配慮

第三者検証報告

事業活動に伴うPRTR 
対象化学物質使用量
P95
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水資源の保全

ナブテスコグループは、事業活動上におい
て大量の水や所定の水質を確保した水を
必要とすることがありません。しかしなが
ら、水資源の管理は環境保全上重要な課題
と捉え、リスク分析、取水、排水量管理、水
質管理および有害物質の流出に関わる予
防措置を行っています。
　当グループでは、水使用量および水質管
理の基準を以下のとおりに定めています。

水使用量：		使用量（取水）は、前年度比10%
以内に抑える。

水質管理：		事業所地域の水質基準より厳
しい自社管理基準を設け、排水
のモニタリング・管理を行う。

　水使用量は、事業所毎に取水、排水量を
毎月計測し、環境情報システムを通してグ
ループ全体の集計を実施しています。月の
使用量が多い事業所については増加の原
因調査を実施し、必要に応じて使用量削減
の対策を実施します。
　また、水質管理は毎月の自主検査および
定期的に外部業者による検査を実施し、継
続的にモニタリングを行っています。

水使用に関する基本的な考え方

ナブテスコグループでは、水使用量削減	
に向けた他社との協働として、2014年度	
よりCDP	Water※1に回答しています。CDP	

Waterへの回答は、今後も継続して実施し
ます。

水使用に関するイニシアチブへの参画

ナブテスコグループでは、2014年度に国
内7⼯場（山形、岐阜、垂井、津、神戸、西神、
甲南）の立地する地域において、「WORLD	
RESOURCES	INSTITUTE」から提供され
ている「AQUEDUCT」および各地域の自

治体から公表されている「水ビジョン」によ
り水リスクを評価した結果、水リスクがない
ことを確認しました。今後水リスクの評価
は、3年毎に見直しを実施します。

水リスクの評価

※1	 CDP	Water：CDPが水リスクについて企業にリスク認識や対応戦略を問うプログラム
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ナブテスコグループでの水の用途は試験装
置等の冷却と豪雪地域（山形、岐阜エリア）
における融雪利用が主です。2014年度の
ナブテスコグループの水使用量は55万ｍ3

となり、前年度より9％［5万ｍ3］増加しまし
た。増加の主な要因は、生産量の増加およ
び垂井⼯場にて豊富な地下水を利用した

水冷式の空調機を導入、運用を開始したこ
とによります。今後は循環式冷却水の利用
等の対策を検討・推進し、水使用量の低減
に努めます。また、水質検査結果について
は、自主管理基準を越えた数値は認められ
ませんでした。

水使用量、水質管理実績

環境への配慮

装置冷却と融雪には主に地下水を利用しま
す。試験装置等の冷却に利用した地下水は、
厳しい水質管理のもと河川へ排水します。
　2011年度以降、試験装置における地下
水利用量削減の取り組みを行った結果、河
川への排水が減少してきましたが、2014
年度は地下水利用の空調機を稼働させた
ことに伴い河川への排水がやや増加して	
います。
　近年の気候変動に伴う集中豪雨等によ
り、雨水が⼯場内へ進入するリスクが高く

なる傾向にあります。ナブテスコグループで
は、事業活動の中で油性、水溶性の切削液
等を利用しており、⼯場内に進入する雨水
により切削液等の有害物質が河川へ流出
するリスクを懸念しています。当グループで
は、河川への有害物質流出防止のため、以
前より油水分離槽の整備や油回収装置の
設置等の設備投資を進めてきました。
　2014年度は、約1,300万円の費用をか
けて雨水排水能⼒の強化やポンプの整備、
建屋の防水対策等を実施しました。

排水管理

水使⽤量の推移

*１：	集計期間は、2014年4月～2015年3月。
*２：		集計範囲は、国内のみ。ナブテスコおよび連結子会社8社の国内16拠点。
*3：		集計データの信頼性確保のため、ビューローベリタスジャパン株式会社による第三者検証の審査を受けています。
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