
事業別成長戦略

2015年3月期の精密減速機事業は、自動車産業による旺盛な設備投資を背景に産業用ロ
ボット、⼯作機械およびその他FA向け需要が伸長し、売上高は479億円まで上昇、前期比で
増収となりました。2015年12月期（参考値）も引き続き自動車産業を中心とした自動化ニー
ズの高まりにより、売上高は527億円程度となる見通しです。

2015年3月期および2015年12月期（参考値）見通し

モーションコントロール技術と⽤途開拓・技術開発力
軽量・コンパクトでありながら、優れた耐久性と高い位置決め精度を有する精密減速機RVが
ナブテスコの競争優位性であり、製品性能の高さは、長年にわたり、顧客ニーズへの対応を
通じて蓄積してきた技術開発⼒により支えられています。

顧客との信頼関係
1985年に上市して以来、産業用ロボット向け精密減速機のグローバル市場シェアは約
60％に達しており、2006年の基本特許失効後も引き続き市場シェアを維持できているの
は、顧客満⾜を最も重要な価値として事業を展開し、顧客と緊密な信頼関係を構築してきた
成果です。

安定供給体制の構築
津⼯場は、精密減速機市場の需要増を先取りし、安定供給体制を構築しています。また、品
質向上・納期短縮への継続的な取り組みによる需要変動へも柔軟に対応できる点もナブテ
スコの強みと認識しています。

強みの源泉

国際ロボット連盟（International	Federation	of	Robotics）の予測によると、世界産業用ロ
ボット市場（小・中・大型ロボットを含む）は年率12－15％で成長する見通しです。そのなかで、
全世界における自動化ニーズの上昇により従来の中・大型ロボットに加え、最近では小型ロボッ
トの需要が高まっており、需要の立ち上がり期にある小型ロボット向け市場の伸び率が相対的
に高いため、当社が注⼒する中・大型ロボット分野向けでは、成長率は年率10%になると見込ん
でいます。	地域別では、中国における省人化および自動化ニーズの伸長が著しく、年率25％程
度で成長すると予測されています。また、産業用ロボット以外の分野では、国内外での⼯作機械
向けの需要が増加しています。なかでも欧州と中国ではシステム化の需要が旺盛で、精密減速

事業環境（機会とリスク）

MAIN PRODUCTS

精密減速機RV
コンポーネントタイプ

コンパクト、軽量ながら剛性に
優れ、過負荷に強いのが特長
です。加速性能が高く滑らかな
動きを実現し、バックラッシュ
が小さく正確な位置決め精度
が得られるのでロボットの制
御性を格段に向上させること
ができます。

ギアヘッドタイプ

精密減速機RVをベースに、使
いやすさを追求したギアヘッド
タイプです。サーボモーターと
簡単に取付ができ、グリース
（潤滑剤）も密封しています。

精密減速機事業
PRECISION REDUCTION GEARS BUSINESS
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中長期の成長に向け、新たな顧客ニーズへの対応を行うことで信頼関係を深めるとともに、
更なる新規開発の推進・品質向上・納期短縮の追求により、産業用ロボット市場における需
要増の確実な取り込みを図ります。また、国内⼯場での能⼒増強に加え、中国新生産拠点の
立ち上げにより、中長期的な需要増に備え安定供給体制の維持・構築を目指します。さらに、
産業用ロボット以外の分野では、長年にわたり培った新規開拓、技術開発⼒を発揮し、新製
品の拡販と新規市場の開拓に注⼒します。

中長期の成長に向けた取り組み

機とサーボモーターを一体化した新型アクチュエーターの拡販機会に繋がると考えています。
　一方で、産業用ロボットの需要は景気変動に伴う設備投資増減に左右されるため、最終顧
客の設備投資方針によっては、需要が急激に変動するリスクがあります。また、競合他社によ
る技術のキャッチアップも潜在的なリスクと捉えています。

ギアヘッドタイプ
（テーブルモデル）

位置決めテーブル用途に特化
したシリーズです。低床かつ大
中空径という使い勝手のよさ
から、インデックステーブルや
各種設備の旋回軸などに、広
く採用されています。
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  FACT SHEET
主要顧客（敬称略）

ファナック、安川電機、川崎重⼯業、KUKA	Roboter（独）、ABB	Robotics（スウェーデン）	他

生産拠点（2015年3月期末時点）

三重県津市

市場占有率

産業用ロボットの間接用途：世界シェア約60%	
⼯作機械	ATC（Automatic	Tool	Changer）駆動分野：国内シェア約60%

事業発展

1976年、旧帝人製機は建設機械向け減速機付油圧モーターの販売を開始しました。その後、建設機械向
け油圧機器市場の成熟化に伴い、減速機の独自技術を活用した成長分野として産業用ロボットに着目、ロ
ボットの関節を制御するための減速機の開発を計画しました。1985年にロボット向け精密減速機の販売
を開始、現在では世界市場シェア60%を得るに至りました。ナブテスコの精密減速機RVはロボット以外の
分野でも広く採用され、2014年には累積生産500万台を達成しています。2015年には最大のロボット市
場となった中国において精密減速機の生産拠点設立を進めています（2016年初頭から生産開始予定）。

1985年　精密減速機RV上市（旧帝人製機）
1991年　専用⼯場として津⼯場を設立（旧帝人製機）
2014年　精密減速機累積生産	500万台達成
2015年　中国における生産拠点設立（2016年初頭から生産開始予定）

コンパクト  
アクチュエーター 

「AFシリーズ」

「精密減速機RV」の特徴である
「高精度」「高剛性」「高信頼性」
を継承した新製品で、サーボ
モーターを直結することで、コ
ンパクトな駆動部を実現。サー
ボモーターと減速機の組込設
計や組立の手間を省くができ、
使い易さを提供します。
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2015年3月期は、太陽熱発電向け売上は計上されなかったものの、⾵⼒発電向けでは為替
効果により、売上高は前期比で微増となりました。2015年12月期（参考値）は、過去に太陽
追尾駆動装置を納入した世界初のタワー方式太陽熱発電案件の立ち上げ遅れに伴う潜在
案件の減少により、引き続き太陽熱発電向けの売上は計上されない見込みですが、前期にお
ける⾵⼒発電機用駆動装置での一部調達品不具合の影響が一巡し、増収となる見通しです。

2015年3月期および2015年12月期（参考値）見通し

（風力発電機⽤駆動装置）
産業用ロボットの減速機をベースに開発された製品であり、低温、高温、塩害地域など、厳し
い自然環境に耐える高剛性に加え、ローバックラッシュかつ小型軽量である点が強みであり、
ここにも精密減速機事業で培った製品開発⼒が活かされています。

（太陽追尾駆動装置）
産業用ロボット分野で培った高精度、高剛性、高効率な精密減速機技術を活用し、衝撃に強
い点が強みであり、駆動電⼒を最小限に抑えるとともに、メンテナンスレスのため、ライフサイ
クルコストが抑制できるという特徴があります。

強みの源泉

（風力発電機⽤駆動装置）
⾵⼒発電では、電⼒システム全体を手掛ける重電大手、競争⼒の高い専業大手がメインプレ
イヤーであり、技術的にも確立された製品の市場であることから、納入実績も豊富です。欧州
では洋上⾵車設置の加速により、需要の伸長が期待されるほか、米国・中国での再生可能エ
ネルギー振興政策もあり、今後も順調な成長を見込めると考えています。
　一方で、新規市場開拓における競争激化の可能性がリスクとして認識されます。

（太陽追尾駆動装置）
太陽熱発電は、2020年台中盤以降での本格的な商業化が期待されています。アフリカ・南米
等において特殊用途向けに潜在的な太陽熱発電の需要が見込まれており、太陽追尾駆動装
置の潜在的な需要の取り込みに努めています。
　一方で、原油価格安により、再生可能エネルギーの利用が低下するリスクや、先行プロジェ
クトの遅れにより潜在的な案件が減少するリスクがあると考えています。

事業環境（機会とリスク）

MAIN PRODUCTS

Yaw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
風力発電器⽤システム機器

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。

新エネルギー機器事業
NEW ENERGY EQUIPMENT BUSINESS

事業別成長戦略
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（風力発電機⽤駆動装置）
⾵⼒発電については、技術開発⼒および販売ネットワークを活用したマーケティング活動を
推進し、新規顧客開拓および拡販に注⼒します。

（太陽追尾駆動装置）
太陽追尾駆動装置については、市場が未成熟ということもあり、主に製品開発⼒や既存の生
産設備を用いて、新規案件の受注および市場開拓を継続していきます。

中長期の成長に向けた取り組み

太陽追尾駆動装置

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。  FACT SHEET

主要顧客（敬称略）

⾵⼒発電機用駆動装置：三菱重⼯業、日立製作所	他
太陽追尾駆動装置：Cobra	Thermosolar	Plants（スペイン）

生産拠点（2015年3月期末時点）

⾵⼒発電機用駆動装置：岐阜県不破郡垂井町
太陽追尾駆動装置：三重県津市

事業発展

世界における再生可能エネルギーの需要の高まりを受け、ナブテスコは同市場に向けた機器の開発に着
手し、2005年には、海外大手⾵車メーカー向け⾵⼒発電機用Yaw駆動装置を初出荷しました。2008年
には出荷累計1万台を達成しています。また2012年には太陽熱発電分野へ進出し、タワー方式太陽熱発
電プラント向け「太陽追尾駆動装置」を受注しました。2013年には、これら太陽熱発電、⾵⼒発電向けの
事業を統合し、新エネルギー事業本部を発⾜させ、再生可能エネルギーの普及に貢献すべく事業を展開
しています。

2005年	 海外大手⾵車メーカー向け⾵⼒発電機用「Yaw駆動装置」初出荷
2012年	 タワー方式太陽熱発電プラント向け「太陽追尾駆動装置」初受注
2013年	 		「太陽追尾駆動装置」と「⾵⼒発電機用駆動装置」二つの事業を統合し	

「新エネルギー事業本部」発⾜
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2015年3月期は、中国高速鉄道向けおよびMRO（Maintenance,	Repair,	Overhaul）売
上が増加し、売上高は312億円となり、前期比で増収となりました。2015年12月期（参考
値）は国内新車向けで減収を見込むものの、引き続き、中国鉄道およびMRO拡販により増収
となり売上高は331億円となる見通しです。

2015年3月期および2015年12月期（参考値）見通し

1925年に当時の鉄道省からエアブレーキ装置の初受注以来、ニーズの変化に合わせ、ブ
レーキの各機構をユニット化することにより、省スペース化に貢献するなど、高信頼のブレー
キシステム提供を通じて蓄積した技術⼒がナブテスコの強みです。また、社会インフラである
鉄道車両用機器には、高い安全性と信頼性が求められます。そのため、長年にわたり顧客満
⾜度を追求し、構築してきた顧客との信頼関係もナブテスコの強みであり、それが継続的な
アフターサービスの提供にも繋がっています。

強みの源泉

日本市場は置き換え需要を中心として、今後も安定的な推移が見込まれます。中国高速鉄道
市場は成熟化する見通しですが、生活の利便性改善や環境汚染問題の解消等を目的として、
地下鉄需要については今後も伸長すると期待されます。ただし、中国高速鉄道の国産化は潜
在的なリスクと考えられます。一方、欧州市場は、引き続き安定成長が見込まれているほか、
東南アジア市場での日本の車両メーカーによる受注活動の活発化も好機と捉えられます。

事業環境（機会とリスク）

鉄道車両用機器事業
RAILROAD VEHICLE EQUIPMENT BUSINESS

2009 ‒ 2011
（平均年額）

2015 ‒ 2017
（平均年額）

2009 ‒ 2011
（平均年額）

2015 ‒ 2017
（平均年額）

鉄道産業の市場規模（地域別） 鉄道産業の市場規模（セグメント別）

MAIN PRODUCTS

ユニットブレーキ

従来の基礎ブレーキ装置の機
能をそのまま一体構造化し、さ
らに自動隙間調整機構を内
蔵。小型軽量化、保守の簡易
化、騒音対策およびブレーキ効
率の安定化を実現しています。

鉄道⾞両⽤ 
ブレーキ制御装置

電気指令式エアブレーキシス
テムの中枢を担うブレーキ受
量器と、常用・非常ブレーキ用
のブレーキシリンダー圧⼒を出
⼒する空気ブレーキ関連弁類
をユニット化した装置です。

※その他：東欧・CIS・アフリカ・中東、NAFTA以外の中南米 ※※その他：インフラ、信号・制御

車両
548億€
（32.2％）

サービス
657億€
（38.6％）

西欧
418億€
（28.7％）

アジア・太平洋
408億€
（28.0％）

NAFTA

その他※

車両
477億€
（32.7％）

サービス
552億€
（37.8％）

その他※※

西欧
470億€
（27.7％）

アジア・太平洋
456億€
（26.8％）

NAFTA

その他※ その他※※

1,458億€
20兆4,271億円

1,458億€
20兆4,271億円

1,699億€
23兆7,903億円

1,699億€
23兆7,903億円

16.5%
16.5%

11.8%
19.0%

12.5% 14.9%

出典：UNIFE/欧州鉄道産業連盟

事業別成長戦略
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世界に点在する有望市場に効果的かつ効率的に対応するため、日本・中国・欧州の三極体制
での最適な開発、調達、生産を進め、全方位的にビジネスを拡大していきます。特に、世界最大
の鉄道市場である欧州においては、現地拠点の活用により新規受注を獲得し、次期中期計画
期間における躍進を目指します。
　国内で蓄積した実績・技術⼒と現地ネットワークを活用し、中国地下鉄向けを拡販するほ
か、引き続き顧客満⾜度の向上に注⼒し、ナブテスコへの信頼を軸として、日本および中国で
のMRO（Maintenance,	Repair,	Overhaul）ビジネスの拡大を図ります。また、東南アジアに
おける中古車両市場についてもMRO需要の獲得に継続的に取り組みます。

中長期の成長に向けた取り組み

鉄道⾞両⽤ドア開閉装置

新幹線をはじめとする高速鉄
道、通勤形電車、LRV（超低床
式路面電車）まで、あらゆる用
途の車両に適応したドア開閉
装置をラインアップ。さまざまな
タイプのドアシステムを網羅し
ています。

  FACT SHEET

主要顧客（敬称略）

JR各社、私鉄各社、川崎重⼯業、中国高速鉄道・都市交通向け	他

生産拠点（2015年3月期末時点）

兵庫県神戸市、中国江蘇省、イタリア

市場占有率

鉄道車両用ブレーキシステム：国内シェア約50%
鉄道車両用ドア開閉装置：国内シェア約70%

事業発展

1925年、旧ナブコの前身となる日本エヤーブレーキ株式会社が設立され、同年、鉄道省からのエアブレー
キ装置を受注したことが鉄道車両用機器事業の始まりです。
　1960年代は、東京オリンピックの開催に向け新幹線の開業や都市圏鉄道網の整備が進展するなど鉄
道車両の高速化・大量輸送が幕開けした時代であり、高速走行においても安全性を第一とする高信頼性
のシステム（自動列車制御方式）や、電気指令式ブレーキを開発しました。さらに、都市部交通渋滞緩和の
ため地下鉄の建設が相次いだことと歩調を合わせ、市場が拡大してきました。
　その後、ハードを中心とした製品開発から、システムを中心とした提案型商品開発へとビジネスモデル
を転換し、事業拡大に取り組んでいきました。
　2000年代以降は、中国や台湾での高速鉄道や地下鉄等へ進出したほか、2013年にはイタリアの鉄道
車両用ドアメーカー	(現Nabtesco	Oclap	S.r.l.)を買収し欧州を含む世界へと事業を拡大しています。

1925年	 鉄道省からエアブレーキ装置を初受注
	 鉄道車両用エアブレーキ装置の製造・販売を開始（旧ナブコ）
1998年	 鉄道用車両機器の神戸⼯場を移転新設（旧ナブコ）
2011年	 中国に「江蘇納博特斯克今創軌道設備有限公司」を設立
2012年	 IRIS（国際鉄道産業標準規格）の認証取得
2013年	 イタリア鉄道製品メーカーOclapを買収、「Nabtesco	Oclap	S.r.l.」設立
	 英国の都市間高速鉄道（IEP）車両向け「空気式ドアシステム」を受注
2014年	 	Bombardier	Transportationから日本初の「鉄道車両用運転室ドアおよび車内ドア」のグ

ローバルサプライヤーに認定
2015年	 Siemens	AGよりフランス・レンヌ地下鉄向け乗客用ドアを受注
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2015年3月期は、海外トラック需要が減少したものの、国内需要が堅調に推移し売上高が
93億円と前期並みを維持しました。2015年12月期（参考値）は、国内需要は一服するもの
の、東南アジア向けトラック需要の回復により売上は104億円となる見通しです。

2015年3月期および2015年12月期（参考値）見通し

長年にわたり日本車の高い品質要求に磨かれた技術⼒とブランド⼒の蓄積がナブテスコの
強みです。商用車向けの代表製品のひとつであるエアドライヤーは、ナブテスコが日本で初め
て開発に成功した製品であり、安全性と環境性に優れています。海外生産拠点の活用により
グローバルで事業展開できる点もナブテスコの強みです。

強みの源泉

日本市場において、景気対策による荷動きの増加に加え、約10年前に導入された環境規制に
伴う買い替えサイクル到来により、トラックの需要は安定的に推移する見通しです。新興国市
場は中長期的に年5%程度の伸びが見込まれていますが、特に、日系トラックメーカーが高い
市場シェアを有するASEAN市場において、日系トラックメーカーと欧州・新興国メーカーの
競争が激化しており、価格競争に巻き込まれるリスクがあります。

事業環境（機会とリスク）

更なる付加価値の創出および品質管理体制の強化により、継続して顧客満⾜度の向上に努
め、国内市場におけるシェアを維持します。また、国内外拠点の活用および現地調達の推進に
より、有望市場であるASEAN市場における確実な需要の取り込みを図るとともに、インドでの
マーケティング強化により受注拡大を図ります。

中長期の成長に向けた取り組み

商用車用機器事業
COMMERCIAL VEHICLE EQUIPMENT BUSINESS

MAIN PRODUCTS

商⽤⾞⽤エアドライヤー

圧縮空気中の水分と油分を
除去し、エアコントロールシス
テムの耐久性と信頼性を高め
ます。国内のすべての大型ト
ラックメーカーに採用されて
います。

商⽤⾞⽤ウェッジブレーキ
⽤チャンパー

大型トラックの車輪部分に装
着され、空気圧によってピスト
ンを押すことで、ブレーキをか
けます。

事業別成長戦略
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乗⽤⾞⽤油圧クラッチ
マスターシリンダー

MT（マニュアルトランスミッ
ション）車のクラッチペダルか
らの踏⼒を油圧に変え、クラッ
チ本体に伝達します。国内の自
動車メーカー各社に提供して
います。

  FACT SHEET

主要顧客（敬称略）

日野自動車、三菱ふそうトラック・バス、いすゞ 自動車、UDトラックス、日産自動車	他

生産拠点（2015年3月期末時点）

山形県村山市、タイ

市場占有率

商用車用ウェッジブレーキ用チャンバー：国内シェア約70%
商用車用エアドライヤー：国内シェア約85%

事業発展

日本エヤーブレーキは1933年に自動車用オイルブレーキを日本で初めて製造・販売しました。その後、自
動車向けエアブレーキ装置の国産化にも成功。以降も安全性を目指した技術開発を行い、周辺機器の開
発を進め、自動車産業の発展とともに事業を拡大していきました。
　1972年には、日本で最初に商用車用エアドライヤーの開発に成功しました。これにより、エアブレーキ
システムの中に含まれる水分を除去し、発錆やバルブの凍結といった問題を解決することができました。
　その後、2004年にタイでの生産拠点を設立したほか、事業の発展に合わせて2009年にはナブテスコ
オートモーティブ（株）として分社化しました。2012年にはインドに合弁会社（Minda	Nabtesco	
Private	Limited）を設立し、インドのトラック市場に参入するなど、市場を世界に広げています。

1933年	 商用車用オイルブレーキを日本で初めて製造・販売（旧ナブコ）
1937年	 商用車用エアブレーキ装置を日本で初めて製造・販売（旧ナブコ）
1972年	 日本で初めて商用車用エアドライヤーの開発に成功（旧ナブコ）
1991年	 山形⼯場を開設（商用車用機器の製造（旧ナブコ））
2004年	 	タイに自動車部品製販の合併会社を設立
	 （Nabtesco	Automotive	Products	Co.,	Ltd）
2009年	 ナブテスコオートモーティブ株式会社として事業開始
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2015年3月期は、国内外造船所での潤沢な手持ち⼯事量に伴う売上増等により売上は119
億円となり、前期比で増収となりました。2015年12月期（参考値）は、電子化エンジン制御機
器の需要増等により売上は127億円となり、増収の見通しです。

2015年3月期および2015年12月期（参考値）見通し

環境に配慮した新しい価値を生み出すべく製品開発を遂行しており、既存製品に加え、環境
規制強化に適合する大型船舶エンジンの電子化に対応する製品をラインアップに取り揃え
ている点が強みです。また、日本、シンガポール、オランダ、中国、韓国の主要拠点を活用し、
24時間365日で対応可能な充実したサービス支援体制を展開している点もナブテスコの強
みです。

強みの源泉

2013年以降、世界新造船需要の回復に伴い、国内外造船所は潤沢な手持ち⼯事量を確保
しており、その安定的な消化が見込まれます。また、大型船舶エンジンの電子化は、想定を上
回る速度で進行しており、電子化対応機器需要の取り込みが、舶用機器事業の戦略の柱と
なっています。一方で、シクリカルな事業であり、景気変動の影響を受けるリスクがあるもの
の、市況の回復に伴い、予防保守需要が回復していることも追い⾵になると考えています。

事業環境（機会とリスク）

舶用機器事業
MARINE VESSEL EQUIPMENT BUSINESS

MAIN PRODUCTS

主機遠隔操縦装置
（M‐800‐V）

船舶のディーゼルエンジンを、
船橋や制御室から遠隔操縦す
る装置。回転数の指令を出すほ
か、状態監視を行います。最新
ネットワーク機能に加え、液晶
画面を採用することで操作性・
拡張性に優れたシステムです。

電子制御高速油圧バルブ

ディーゼルエンジン１気筒につ
き1台搭載され、燃料噴射のタ
イミングと量、排気弁の駆動タ
イミングを電子制御します。燃
費向上に貢献することから、環
境対応コンポーネントとして注
目されています。

 「セグメント情報」
輸送用機器セグメントの
業績実績と計画

参考
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世界2ストロークディーゼルエンジン生産台数予測

■2014年5月時点の見込み
■2015年5月時点の見込み

出典：当社調べ

事業別成長戦略
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市場のニーズに柔軟に対応し、電子化対応機器需要を中心に、お客さまの課題を解決する新
製品を創出するほか、日本・中国・韓国の三極生産体制を軌道に乗せ、更なるQCD（Quality,	
Cost,	Delivery）の向上を目指します。さらに、サービスネットワーク拡充により高品質なサー
ビスを提供できる体制を構築し、予防保守提案による確実な需要の取り込みを図ります。

中長期の成長に向けた取り組み

GAPセンサー
エンジンの燃料噴射ポンプおよ
び排気弁の動きをモニタリング
するGAPセンサー。異常な動き
を検知してアラームを発生する
ことにより、ディーゼルエンジン
電子制御システムの信頼性を
高めます。

  FACT SHEET

主要顧客（敬称略）

川崎重⼯業、三井造船、三菱重⼯業、日立造船
Hyundai	Heavy	Industries（韓国）、Doosan	Engine（韓国）、	
上海外高橋造船（中国）、Hudong	Heavy	Machinary（中国）、MAN	Diesel（デンマーク）	他

生産拠点（2015年3月期末時点）

兵庫県神戸市、中国上海市、韓国釜山

市場占有率

舶用エンジン制御システム：国内シェア約60%（世界シェア約40%）

事業発展

旧ナブコは、1943年に空気圧操作弁を開発して以来、産業用空気圧制御技術を向上し、この技術を用い
て遠隔操縦装置のほか、陸上発電機用・舶用ディーゼルエンジンの起動空気管制弁など、各種バルブ類と
冷凍機用ガス圧縮機を製造してきました。
　その後、各国船級協会の規格基準へ対応できる基礎を構築し、1963年には日本初の空気式エンジン
遠隔操縦装置を開発しました。戦後わずか11年で新造船建造世界一となった日本の造船業界が貿易拡
大の追い⾵を受けるのと軌を一にして、船舶に搭載される機械類の自動化が一気に加速するのに対応し、
日本の大型エンジン向けの空気式エンジン遠隔操縦装置のシェアを大きく伸ばしました。
　1975年頃からは電子技術を応用した制御の高度化へのニーズが高まるのを受け、メカトロニクスへの
進化を目指した当社は、1983年にマイコン式主機遠隔操縦装置を開発し標準化が進みました。また、
1987年にはマイコン式電子ガバナーを投入し、エンジン制御のトップメーカーの地位を築きました。
　一方、サービス事業では、予防保守提案によるサービス充実に向け、オランダおよびシンガポールに
サービス拠点を設立しサービスネットワークを拡充してきました。
　2014年には船舶用「電子ガバナー装置」の納入累計7,000台を達成しています。

1950年	 舶用冷凍機用ガス圧縮機を納入（旧ナブコ）
1963年	 舶用制御装置の製造、販売を開始（旧ナブコ）
1983年	 マイコン式制御装置を開発、販売開始（旧ナブコ）
1986年 マイコン式制御装置の量産型M-800-Xを販売開始（旧ナブコ）
1987年 マイコン式電子ガバナーを開発、販売開始（旧ナブコ）
1995年 オランダに「Nabmic	B.V.」を設立（旧ナブコ）
1998年 シンガポールに「Nabtesco	Marine	Service	Pte.,	Ltd.」を設立（旧ナブコ）
2000年 韓国に「Nabtesco	Marinetec	Co.,	Ltd.」を設立（旧ナブコ）
2008年 電子制御エンジン向け油圧制御弁の製造、販売を開始
2013年	 中国に「上海納博特斯克船舶機器有限公司」（生産⼯場）を設立
2014年	 マリタイムイノベーションジャパンの研究開発ネットワークへの参加を決定
	 船舶用「電子ガバナー装置」納入累計7,000台を達成
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2015年3月期は、民間航空機向け売上の拡大および為替効果により売上高は前年の198億
円から207億円へ増加し、前期比で増収となりました。2015年12月期（参考値）も、前期に引
き続き、民間航空機向けの売上拡大および為替効果により228億円程度まで増加する見込み
です。

2015年3月期および2015年12月期（参考値）見通し

モーションコントロール技術、技術開発力
防需と民需それぞれの分野で長年にわたり、顧客ニーズへの対応を通じて蓄積してきたノウ
ハウや技術開発⼒が強みです。安全性が何よりも重視される航空機分野で培ってきた世界
最高レベルの生産技術や知見が、リスクを極⼒抑えたアクチュエーターの開発を可能にして
います。

顧客との信頼関係
常にお客さま目線に立ち、プロアクティブな姿勢を保ちながら、世界の航空機メーカーに対
し40年近くにわたりベストソリューションを提供しています。顧客との緊密な信頼関係がナ
ブテスコの強みであり、世界トップクラスのフライト・コントロール・アクチュエ―ション・シス
テム（FCA）サプライヤーの地位を確立しています。

生産体制
品質・生産性向上の継続的な取り組みの蓄積は、日米2つの⼯場に集約されています。

強みの源泉

航空機器事業
AIRCRAFT EQUIPMENT BUSINESS

航空機会社納入機数推移
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出典：当社調べ

MAIN PRODUCTS

フライト・コントロール・
アクチュエーション・システム

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社として広く認知されてい
ます。

事業別成長戦略
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民間航空機分野は今後20年間で航空機運用が2倍まで成長する見通しです。防衛予算は微
増傾向ながら中長期的に安定した状態が継続すると考えています。一方で、世界経済の成長
鈍化や政治的変動、原油高などの要因が、航空機需要に影響を及ぼすリスクがあります。

事業環境（機会とリスク）

顧客との信頼関係を活かし、コミュニケーションを密にとりながら、「ニーズ」や「ウォント」を分
析し、資源の集中により質の高い競争優位性のあるソリューションの提案を行います。技術開
発⼒に磨きをかけ、新規開発のリードタイムを圧倒的に短くするほか、日米の⼯場において、
2017年以降の航空機メーカーによる新プログラム開始に伴う増産対応の体制を構築するこ
とで着実な航空機需要の取り込みを図ります。
　バリューチェーン全てにおいて価値の提供を常に考慮したアクションを起こすとともに、「利
益ある成長」を念頭に、アフターサービス分野での取組みを更に強化していきます。

中長期の成長に向けた取り組み
高電圧配電装置

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
ンテナンス性の向上にも寄与
します。

約21,000社の中から米Boeing
の「2013年度サプライヤー・
オブ・ザ・イヤー」に選出されま
した。

  FACT SHEET

主要顧客（敬称略）

Boeing（米）、川崎重⼯業、三菱重⼯業、IHI、防衛省、エアライン各社	他

生産拠点（2015年3月期末時点）

岐阜県、米国ワシントン州

市場占有率

FCAの国産機シェア：約100%

事業発展

航空機器事業は、戦時中の飛行機脚部品の製造に始まり、戦後は海外からの技術導入を行うことで広範
囲の要素技術を吸収するとともに、機器の設計・開発・生産に係わる基盤的ノウハウを習得しました。
　その後、海外民間航空機市場への進出を目指し、1976年にはBoeingとの取引を開始しました。1990
年には、民間航空機の飛行制御系統として世界で初めてのシステム受注となるB777向けFCAの受注に
成功しました。この成功は、世界市場における当社の地位を高め、その後の成長への転機となりました。
　2014年にはボーイング	サプライヤー・オブ・ザ・イヤーを受賞するなどQCDS（Quality,	Cost,	Delivery,	
Service）を向上、さまざまな機体へのFCA受注・供給を通じて着実に事業を拡大しています。

1944年	 防衛用航空機部品の国産開始（旧帝人製機）
1970年代後半
 B737クラシック用のランディングギアの油圧アクチュエーター他受注（旧帝人製機）
1976年	 	米国ワシントン州に現地法人テイジンセイキ・アメリカ（現ナブテスコ	エアロスペース）を	

設立（旧帝人製機）
1979年	 	B767用スポイラー・アクチュエーターおよびB757型機用エルロン・アクチュエーターを	

受注（旧帝人製機）
1990年	 B777用FCA受注（旧帝人製機）
2006年	 B787向け高電圧配電装置受注
2006年	 B747-8向けFCAを受注	
2008年	 MRJ（Mitsubishi	Regional	Jet）向けFCAを受注
2012年	 B777のFCA納入累計1,000機を達成
2013年	 	B737最新モデル「737MAX」向けFCAを受注
2014年	 ボーイング	サプライヤー・オブ・ザ・イヤーを受賞
2015年	 B777の次世代機「B777X」向けFCAを受注
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2015年3月期は、中国における建設機械需要減少の影響により売上高は前年の326億円から
271億円へ減収となりました。2015年12月期（参考値）は、中国における建設機械需要の低迷
は継続するものの、ハイエストコーポレーションの買収に伴う売上増により増収の見通しです。

2015年3月期および2015年12月期（参考値）見通し

減速機、油圧モーター、駐車ブレーキなどを一体化した走行ユニット「GMシリーズ」は、コンパクト
なサイズで大きなパワーを生み出す効率のよさに加え、耐久性と信頼性に優れ、ナブテスコ製品の
特長となっています。1977年の量産開始以来、「GMシリーズ」は顧客に広く支持され、ナブテスコ
ブランドの構築に大きく貢献しています。また、国内垂井⼯場では高度な機械加⼯技術を蓄積して
いるほか、高い自動化率を実現しており、マザー⼯場として強みを生み出す源泉となっています。

強みの源泉

最大の建機市場である中国は依然として低
迷していますが、中期的には回復することが
期待されます。建機業界におけるハイブリッ
ド化やICT化など、新たな付加価値創出の動
きも、成長機会に繋がると捉えられます。一方
で、中国をはじめとする新興国市場の景気回
復が遅れ、建設機械の主な用途であるインフ
ラ整備需要などが引き続き縮小する場合や、
ハイエストコーポレーションとのシナジー効
果発現に想定以上の時間がかかる場合には、
目標達成に遅れが生じるリスクがあります。

事業環境（機会とリスク）

油圧機器事業
HYDRAULIC EQUIPMENT BUSINESS

中国油圧建設機械販売推移（外資および国有）

0

50,000

100,000
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出典：中国⼯程机械⼯業協会

MAIN PRODUCTS

クローラー⽤走行ユニット

パワーショベル走行用油圧ユ
ニットをはじめ、クローラードリ
ル、クローラークレーン、高所
作業車などのクローラー、およ
びホイール走行用油圧ユニッ
トとして使用されています。

ミニショベル⽤ 
コントロールバルブ

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）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。

事業別成長戦略

ハイエストコーポレーションの買収により獲得した製品ラインアップをもとに、これまでのコン
ポーネント単体での販売から、最適な油圧システムの提案とそれを実現する油圧機器のセット
販売へ移行し、潜在的な顧客ニーズへの対応および更なる付加価値の創出を図ります。また、
建機市場における需要変動のリスクに対応するため、当社の強みを生かした新たな製品市場
を開拓するとともに、日本、中国、タイの拠点で最適生産を行い、経営環境の激しい変化にさら
されても、柔軟に対応できる体制の構築を推進します。

中長期の成長に向けた取り組み
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当社油圧機器部門の成長マトリクス

新
規
市
場

既
存
市
場

【市場開拓】
●	 	幅広い製品ラインアップをショベル以外の用途に	
展開
	 	クレーン（走行・旋回・ウィンチ系）など

【多角化】
●	 	更なる用途開拓、油圧システム対応の強化に
より、総合油機メーカーの一角へ

【市場浸透】
●	 需要変動への対応力強化	 	L/T短縮・自動化推進
●	 海外拠点の最大活用・地産地消推進による
	 コスト競争力の強化

【製品開発】
●	 セット販売、油圧システム対応に向けた製品
	 ラインアップの拡充
	 					M&Aによる製品ラインアップ獲得

既存製品 新規製品

ミニショベル 中大型ショベル

走行ユニット 旋回ユニット ポンプ バルブ 走行ユニット 旋回ユニット ポンプ バルブ

当社 ● ● ●

ハイエスト ● ● ●

M&Aに伴うショベル向け製品ラインアップの拡充

  FACT SHEET

主要顧客（敬称略）

コマツ、コベルコ建機、クボタ、住友建機、日立建機、	
Sany、Zoomlion、Xugong	Excavator、Liu	Gong	他

生産拠点（2015年3月期末時点）

岐阜県、中国上海市、中国江蘇省（上海工場に統合予定）、タイ

市場占有率

パワーショベル用走行ユニット：世界シェア約30%

事業発展

油圧機器事業は旧帝人製機と旧ナブコが共通して有していた事業です。旧ナブコの油圧機器事業の起源
は1930年代に遡り、建設機械・特装車用のみならず一般産業装置用の油圧機器を豊富に揃えていまし
た。また、道路清掃車の国産化にあたり、小型の多連型コントロールバルブを開発し、それが現在のコント
ロールバルブの原型となっています。
　一方、旧帝人製機は1961年に垂井工場を設立し油圧機器事業に進出しました。しかし、当時の主力製
品であった油圧モーターの競争力は十分とは言えず、新製品の自社開発を進めました。そして新たに開発
された走行ユニット「GMシリーズ」は、油圧ショベル用走行駆動装置に必要な4つの機能（油圧モーター・
減速機・バルブ・パーキングブレーキ）を一体化し、かつショベルのクローラーシューの幅内に収まる画期
的な製品として、順調に量産を開始しました。なお、「GMシリーズ」に採用された減速機技術は、産業用ロ
ボットの関節を制御する精密減速機RVの開発にも繋がりました。
　1996年には中国、2008年にはタイに生産拠点を設立し、海外展開を推進し、パワーショベル用走行ユ
ニットの世界シェア30％を有するに至りました。2015年には東芝機械より油圧機器部門ハイエストコー
ポレーションを買収し、製品ラインアップの拡充と油圧システム技術の強化を図っています。

1937年	 防衛用航空機向けの油圧ポンプなどを生産（旧ナブコ）
1949年	 油圧機器の製造、販売を開始（旧ナブコ）
1961年	 垂井工場開設。油圧機器製造開始、油圧機器事業へ進出（旧帝人製機）
1970年	 西神戸工場（現西神工場）を開設（油圧機および空気圧機器の製造）（旧ナブコ）
1977年	 	走行ユニット「GMシリーズ」の量産開始。その減速機技術がその後の産業用ロボット向け精密

減速機RVの源流となる。（旧帝人製機）
1996年	 中国に合弁会社上海帝人製機有限公司を設立（現上海工場）（旧帝人製機）
2008年	 タイに「Nabtesco	Power	Contorol	Co.,	Ltd.」を設立
2015年	 東芝機械株式会社より油圧機器部門ハイエストコーポレーションを買収
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2015年3月期は、国内外市場での堅調な需要推移と為替効果により売上高は前期の427
億円から464億円への増収となりました。2015年12月期（参考値）は、引き続き堅調な国内
外の需要に加え、前期に実施した販社買収に伴う売上への貢献と為替効果の持続により、売
上は522億円となる見通しです。

2015年3月期および2015年12月期（参考値）見通し

バリューチェーン経営
1956年に国産第1号の自動ドアを世に送り出して以来、現在では国内自動ドア市場シェア
の約50%を占めています。世界自動ドア市場シェアでも約20%とグローバルトップの一角を
占めており、日本・欧州・北米・中国の4極での「NABCO」「GILGEN」の2ブランド展開が当社
の強みとなっています。
　全世界で製品⼒・技術対応⼒を集結し、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
リューチェーン展開も強みとなります。ナブテスコは、世界で唯一、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、ユニークな地位を築いています。

グローバル展開
日本、スイス、北米、中国の世界4拠点を軸にグローバルに事業を展開しており、ブランドと技
術を広く展開できることが強みです。

販売ネットワーク
日本全国のすみずみまでをカバーするサポート体制が参入障壁となっており、ナブテスコの
高いシェアを支えています。

強みの源泉

日本・欧州の成熟した市場では、量的拡大は限定的である一方、保守などアフターサービスの
需要が安定的に推移することが期待されるほか、リーマンショック後米国における不動産市
場も緩やかな回復基調にあります。一方で、スイスフラン高が、欧州域内でのビジネスにネガ
ティブな影響を及ぼす可能性があります。

事業環境（機会とリスク）

自動ドア事業
AUTOMATIC DOORS BUSINESS

MAIN PRODUCTS

建物・産業⽤⾃動ドア

最先端技術を投入した高信頼
の自動ドア。オフィスビルをは
じめ、さまざまな公共施設、商
業施設に設置しています。また
⼯場やごみ処理場といった産
業用設備でも豊富な実績があ
ります。

GILGEN	
スイス	ウエストサイド	
ショッピングセンター

GILGEN	
パリ地下鉄1号線・13号線「bijou®」

プラットホームドア

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
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
で需要が拡大しています。世界
シェア20％とトップの一角を占
め、特に欧州、香港、日本の先
進国市場で活躍しています。

事業別成長戦略
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海外販売会社のM&Aにより、自動ドア事業の強みであるバリューチェーン経営を強化し、事
業規模の拡大を目指します。さらに、買収先との融合を促進し、ガバナンスの強化により収益
性の向上を図るほか、課題のある海外子会社については、事業再構築による収益性改善を実
行します。成熟市場においては、高いシェアを活かし、確実なアフターサービスの提供により、
顧客満⾜度の向上を収益性の改善に繋げます。

中長期の成長に向けた取り組み

NABCO
ゆりかもめ（東京臨海新交通臨海線）

プラットホーム 
スクリーンドア

プラットホームスクリーンドア
は、乗降客の安全性に加え、強
い列車⾵の防止、空調効率向
上の提供、或いは新交通システ
ムでの無人運転を可能とする
ホームドアです。日本国内では
95％のシェアを有しています。

  FACT SHEET

主要顧客（敬称略）

各種建物用自動ドア：大手ゼネコン、建設⼯事会社、サッシメーカー、商業施設、病院、公共機関、産業用
施設（⼯場等）、他多数
プラットホームドア：各国鉄道会社

生産拠点（2015年3月期末時点）

兵庫県神戸市、米国ウィスコンシン州、スイスベルン州、中国

市場占有率

建物用自動ドア：国内シェア約50%（世界シェア約20％）
プラットホームスクリーンドア：国内シェア約95%（累計）

事業発展

旧ナブコは、鉄道車両用ブレーキや自動車用オイルブレーキなどの輸送用機器とは別の新分野進出を目
指すなかで、1953年に鉄道車両および建物用自動扉装置の製造、販売を開始し、1956年には自動ドア
の国産第1号機を手掛けました。その後、東京オリンピックが都心を中心として爆発的な建築ブームを呼
び、高層ビルが続 と々建設され、自動ドアも急速に普及が進みました。同時に日本全国に販売網を展開し、
きめ細かいサービス体制を構築することで1960年代前半までには国内における揺るぎない地位を確立
しました。海外市場に向けても1961年の香港への輸出を手始めに、積極的に事業展開を図り、1990年
代には米国市場進出の⾜掛かりを築きました。
　また、2011年にはGilgen	Door	Systems	AG（Kabaグループ）の買収により、欧州市場への本格的
進出を果たし、グローバルなブランド展開を推進しています。国内市場でも、2013年にはナブコ自動ドア
生産200万台を達成し、その後も著名な商業施設や公共施設等で採用を増やしています。
　「NABCO」「GILGEN」というブランド展開によって、世界で唯一自動ドア・プラットホームドアの世界4
大市場（日・米・欧・中）をカバーするトップレベルの地位を確立しています。

1956年	 自動ドア国産1号機誕生（旧ナブコ）
1957年	 大阪ドアーエンヂン（現ナブコドア）創業（旧ナブコ）
1992年	 米国の自動ドアメーカーLANSONグループを買収（現NABCO	Entrances,	Inc.）
1995年	 中国に中建納博克自動門有限公司（現	納博克自動門（北京）有限公司）設立（旧ナブコ）
2011年	 スイスKABAより自動ドア部門を買収、「Gilgen	Door	Systems	AG」設立
	 自動ドアおよびプラットホームドア事業における日・米・欧・中の4極体制を確立
2013年	 ナブコ自動ドア生産累計200万台達成
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2015年3月期は、国内外での売上がいずれも堅調に推移し、売上高は、前期の92億円から
当期は97億円への増収となりました。2015年12月期（参考値）は、主に海外売上増加によ
り売上は105億円程度となる見通しです。

2015年3月期および2015年12月期（参考値）見通し

高度な技術力と現場力
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
した技術開発⼒と、高速、確実かつ安定した気密性を実現する自動化加⼯技術、そして、これ
らを支えるきめ細かな現場対応⼒がナブテスコの強みです。

顧客との信頼性
高性能・省スペースに加え、食品の安全・安心を守るシール⼯程の機密性で食品メーカーか
ら高い信頼を得ています。

強みの源泉

日本国内では、中食化・個食化傾向の進展に伴い、食品のレトルトパウチ化ニーズが高まり、
プライベートブランド向けの包装需要が堅調です。北米においても、缶詰に代わる保存食品の
形態として、パウチ包装が徐々に浸透してきています。さらに、中国をはじめとする新興国で
は、安全、衛生面における品質重視の傾向が強まり、精度の高い加⼯を実現する日本製包装
機へのニーズが高まっています。一方で、輸出量の増加による為替リスクの増加は、競争条件
の変化を増幅するとともに、業績の変動要因になります。

事業環境（機会とリスク）

包装機事業
PACKAGING MACHINES BUSINESS

MAIN PRODUCTS

超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、量産品のコストダ
ウンに大きく貢献しています。

高速⾃動充填包装機

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。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。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。

事業別成長戦略
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海外拠点および代理店強化策により、主として欧州・北米・中国における海外売上の拡大を図
ります。また、高度化する顧客のニーズに対応するため、次世代高速機等の製品開発や国内外
でのサービス体制強化により、競争優位性の維持・拡大を図ります。

中長期の成長に向けた取り組み

  FACT SHEET

主要顧客（敬称略）

製糖・製塩メーカー、食品・飲料メーカー、石鹸・洗剤メーカー
欧州ペットフードメーカー、北米飲料メーカー、中国食品メーカー	他

生産拠点（2015年3月期末時点）

山口県岩国市、中国大連

市場占有率

レトルト食品用充填包装機：国内シェア約85%

事業発展

日本の経済成長に伴い多方面で自動化・省⼒化が提唱される中、1964年、旧帝人製機は自動包装機を開
発し包装機器事業へ進出しました。自動包装機は1960年代中盤に、製塩業界、製糖業界、菓子業界へと
急速に普及しました。1970年代には、ファーストフードの普及や外食の増大による冷凍食品メーカーの
加⼯自動化ニーズの高まりを受け、自動化技術を用いた自動食品機械の開発に着手し、日本初のレトルト
カレー用包装機、真空包装機の開発に成功しました。
　さらに、1994年にはスパウト袋用包装機の納入を開始したほか、2011年には中国・大連に製造拠点を
設立、2013年には米国に販売・サービスのための現地法人を設立し、順調に事業を拡大しています。

1964年	 自動包装機を開発、包装機器事業へ進出（旧帝人製機）
1970年	 日本初のレトルトカレー用包装機を納入（旧帝人製機）
1976年	 真空包装機を納入開始（旧帝人製機）
1994年	 スパウト袋用包装機を納入開始（旧帝人製機）
2011年	 中国・大連に子会社、大連東洋自動機包装設備有限公司を設立
2013年	 北米に包装機器の現地法人「TOYO	JIDOKI	AMERICA	CORP」を設立
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