
C O R P O R AT E  P R O F I L E

ナブテスコ 会 社 案 内



ナブテスコ株式会社は 、流体・空圧制御技術を持つ「株式

会社ナブコ」（1925年設立）と切削・組立加工技術を持つ

「帝人製機株式会社」（1944年設立）が2003年に統合して

誕生しました。

以来、両社から受け継ぐ技術基盤・事業の拡充を進め、

「モーションコントロール技術」を中核とした幅広い分野で

事業を展開しています。

ナブテスコは、どのような会社？



ナブテスコの歴史

1945 繊維機械の製造、販売を開始

1955 航空機部品の製造、販売を再開

1959 工作機械の製造、販売を開始

1961 油圧機器の製造、販売を開始

1966 東洋自動機株式会社（包装機の製造、販売）を設立

1986 産業用ロボット向け精密減速機の製造、販売を開始

年設立*

年設立

帝人製機株式会社

ナブテスコ株式会社

株式会社ナブコ

年設立*

2004 タイに「Nabtesco Automotive Products (Thailand) Co., Ltd.」を設立（商用車用機器）

2008 タイに「Nabtesco Power Control (Thailand) Co., Ltd.」を設立（油圧機器）

2009  「ナブテスコオートモーティブ株式会社」を設立（商用車用機器）

2011  M&Aにより、スイスに「Gilgen Door Systems AG」をグループ化（自動ドア・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）

2013  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） 
M&Aにより、イタリアに「Nabtesco Oclap S.r.l.」をグループ化（鉄道車両用機器）

2015 中国に「納博特斯克（中国）精密机器有限公司」を設立（精密減速機）

2016 「ナブコシステム株式会社」を連結子会社化（自動ドア）

2017  M&Aにより、ドイツの「OVALO GmbH」をグループ化 
ドイツに欧州統括会社「Nabtesco Europe GmbH」を設立 
ナブテスコR&Dセンターを設立

1925 鉄道車両用エアブレーキ装置の製造、販売を開始

1949 油圧機器の製造、販売を開始

1953 車両用ドアエンジンの製造を開始

1956 建物用自動扉装置の製造を開始

1963 舶用制御装置の製造、販売を開始

沿革に関する詳細情報はこちら

*  1944年に帝人航空工業株式会
社として設立し、1945年に帝人
製機株式会社へと社名変更

*  1925年に日本エヤーブレーキ
株式会社として設立し、1992年
に株式会社ナブコへと社名変更
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ナブテスコグループの製品・技術は、産業用ロボット

向け精密減速機や油圧機器、輸送用機器、自動ドア

など日常にある身近な製品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

制御するモーションコントロール技術です。

品質の高い製品や、お客さまのニーズに応えるサー

ビス力を活かし、各分野で高いシェアを獲得しています。

ナブテスコのプレゼンスは？



ナブテスコは鉄道車両用ブレーキの分野で90年以上、精密減速機の

分野で30年以上と、長きにわたり各事業分野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。

QCDS（Quality,Cost,Delivery,Service）の向上を追求することに

加え、磨きあげてきた技術開発力、生産技術力、提案力を活かし、国

内外のお客さまから高い信頼を得てきたことにより、各分野でのトップ

シェアを確立しています。

◆   鉄道車両用 
ブレーキシステム

◆  中・大型産業用ロボット 
関節用途精密減速機

◆  商用車用 
エアドライヤー

◆  建物用自動ドア

◆   鉄道車両用ドア 
開閉装置

◆   商用車用ウェッジ 
ブレーキ用チャンバー

商用車用機器

精密減速機

自動ドア舶用機器

航空機器油圧機器

包装機

約50%

約60%

約70% 約20%約40%

約25%
約100%

約85%

約 60%

約75%

約55%

鉄道車両用機器

ニッチトップで市場をリード

◆  舶用エンジン 
遠隔制御システム

◆  油圧ショベル用 
走行ユニット

◆  フライト・コントロール・ 
アクチュエーション・
システム

◆  レトルト食品用 
充填包装機

国内 
シェア

世界 
シェア

世界 
シェア

世界 
シェア

世界 
シェア

国内 
シェア

国産機 
シェア

国内 
シェア

国内 
シェア

国内 
シェア

国内 
シェア

ナブテスコが社会に貢献する つの主要製品

※ 市場シェアの出所については、ナブテスコ株式会社のウェブサイトをご参照ください。

ナブテスコのプレゼンス
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ナブテスコグループはモノを正確に「うごかす、とめる」技術でみなさまに「安全・安

心・快適」な生活空間を提供するのみならず、企業としての社会的責任を果たす

ことで、持続的な企業価値の向上に努めています。

経営マテリアリティ（長期ビジョンを実現するための重要課題）の検証プロセス

では、ナブテスコグループの事業活動が社会に及ぼす影響やSDGs*との関連性

を整理しています。

経営マテリアリティの各テーマに沿って、効率的、効果的な資源投入を行うこと

でSDGsの達成に貢献していきます。

*  国連の持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）の略。気候変動をはじめとした環境、飢餓、教育、
経済成長など17に分類された国際目標で、2030年までの達成を目指す。

ナブテスコは、どのように社会へ貢献しているのか？

経営マテリアリティ

収益目標の遂行 次世代技術の獲得と
新規事業の創出

経営資源の
効率的な配分

ものづくりの
スマート化

資産効率の
継続的な改善

グローバル拠点
の強化

財務インパクトの大きいESG項目

サステナビリティパワーの源泉となるESG項目

経営会議体の
実効性向上

経営の
透明性確保

事業を通じた
社会課題の解決

安全・安心・快適
の追求

働き方改革の
深化

気候変動への
対応

環境マネジメント
の推進

強靭なサプライ
チェーンの構築

多様な人財・知見
の尊重

地域社会との
エンゲージメント

財務パフォーマンス向上への
取り組み

経営基盤強化への
取り組み

長期ビジョン実現への
固有の取り組み



ナブテスコは  うごかす、とめる。で社会に貢献します。

ものづくり・まちづくり

産業用ロボット市場は拡大傾向
先進国では、少子高齢化による労働力人口の減少を受け、特に製造業における省人化や生産性向上を目的とした産業用

ロボットの導入が進んでいます。また、中国や新興国においては、品質向上のニーズや賃金上昇による省人化・自動化のニーズ

が高まっています。これらを背景として、産業用ロボット市場は世界的に拡大傾向にあります。

今後は 、産業用ロボットの主な導入先である自動車産業においてEV 化に伴う生産ラインの新設、更新が進むこと

が予想されます。

一般産業分野においても、コロナ禍で加速した省人化・自動化へのニーズが高まり、産業用ロボットや自動化設備

の導入が進むことが予想されます。

精密減速機

産業用ロボット関節用途で高いシェアを持つ精密減速機

1985年当時、産業用ロボットは衝撃で壊れやすく、アームが振動するという問題を抱えて

いました。高剛性・高精度の特性を持つナブテスコの「精密減速機RVTM」は、これらの問題

を解決し、国内外の産業用ロボットへの採用が急速に拡大しました。ナブテスコはこうした

技術特性を活かした中・大型ロボット分野向け製品で、国内外のロボットメーカーから

の信頼を得て、高いシェアを維持しています。

産業用ロボットの導入は、人手による危険な作業を減らし、労働力不足を解消するだけでは

なく、生産現場での品質の安定、生産性の向上やイノベーションの促進に貢献しています。

さらに、ナブテスコの「精密減速機RVTM」は、医療、食品、半導体、物流といった他

分野でも活用されており、産業用ロボットだけではなく、より広い分野での社会課題の解

決に貢献しています。

関連するSDGs

精密減速機RVTM

https://www.nabtesco.com/products/robot.html

ナブテスコのアプローチ
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コンポーネントソリューション

アクセシビリティソリューション

トランスポートソリューション

マニュファクチャリングソリューション



走行ユニット

油圧ショベルの世界需要は増加傾向
油圧ショベルをはじめとする建設機械は、都市の工事現場だけではなく、ときには過酷な環境下での性能を求められ

る資源採掘現場など幅広い分野で使われています。

現在、中国や新興国では急速な経済発展に伴い、道路、鉄道、上下水道などの都市インフラを整備し、産業発展の基盤を

構築することが大きな課題となっています。そのため、こうしたインフラ整備に欠かせない油圧ショベルの需要が高まって

います。

油圧機器

ナブテスコのアプローチ

関連するSDGs

中国や新興国をはじめとする世界の産業発展に貢献

1977年以来、ナブテスコは減速機、油圧モーター などを一体化した走行ユニット

「 GMシリーズ」の生産を行っています。油圧ショベルに搭載される同製品は、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、過酷な使用条件にも負けな

いほど耐久性と信頼性に優れていることから、お客さまの支持を広く得ています。ま

た、日本以外に、中国、タイなど最終消費地に近い地域で工場を持つことで、お客さ

まのニーズに柔軟に対応できるグローバル生産体制を構築しています。

今後は 、製品ラインアップ拡充、システム製品強化、電気制御技術研究を進め 、顧

客ニーズの一歩先を行くイノベーションを創出し、世界の産業発展に貢献していきます。

https://www.nabtesco.com/products/powershovel.html

ものづくり・まちづくり
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トランスポートソリューション

アクセシビリティソリューション

コンポーネントソリューション

マニュファクチャリングソリューション



AT300

鉄道のさらなる省エネルギー化
鉄道は環境負荷の少ない交通手段であり、また自動車による道路の渋滞の解消・緩和にも寄与することなどから、世界

各地で鉄道インフラの整備が進んでいます。

鉄道には、今後さらなる省エネルギー性能が求められます。鉄道技術の先進国である欧州諸国では省エネルギー

施策が積極的に推進され、日本国内でも省エネルギー化への期待が高まっています。そのため、装置の軽量化・小型化、

消費電力の低減などは、世界中のメーカーにとって解決すべき課題となっています。

鉄道車両用機器

ナブテスコのアプローチ

関連するSDGs

鉄道網整備とCO2排出量削減に貢献する製品

ナブテスコは、増大する鉄道インフラ整備の需要を取り込み、鉄道車両用にブレーキ制御

装置や電気式ドアエンジンを提供しています。これにより、日本国内はもとより、新興国など

世界の鉄道の定刻運行・安全運行に貢献しています。

一方、環境面での対応も積極的に行っています。現在開発中のブレーキ制御装置では、

従来機比半減を目指した軽量化・小型化に取り組んでいます。機器の軽量化を実現する

ことにより、使用電力を減らしCO2排出量削減にも貢献することができます。

また、電気式ドアエンジンでは、従来機比で質量を約15％軽量化、電力消費を約50％

減少させた製品を国内外で供給しています。

https://www.nabtesco.com/products/railway.html

人やものの移動
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コンポーネントソリューション

アクセシビリティソリューション

トランスポートソリューション

マニュファクチャリングソリューション



関連するSDGs

https://www.nabtesco.com/products/aircraft.html

民間航空機市場の見通しと課題
民間航空機分野では、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、旅客数減少に伴う航空機需要の落ち込みが見られて

おり、コロナ以前の水準への需要回復は2024年以降になることが見込まれています。

民間航空機には、航空事故を未然に防ぐ安全な機体であることはもちろん、高いエネルギー効率も求められており、環境

保全の観点からも課題があります。

航空機器

ナブテスコのアプローチ

フライト・コントロール・ 
アクチュエーション・システム

安心・安全、そして環境負荷低減に貢献

ナブテスコは、民間航空機に対して航空機の重要部品の一つである高品質な「フライト・

コントロール・アクチュエーション・システム」を提供しています。同システムは、航空機

の姿勢制御や方向転換を担っており、信頼性の高い製品の提供により、安全・快適な空の

旅に貢献しています。加えて、予防保全の提案などによるアフターサービスも行い、定時

運航率の向上にも貢献しています。

さらに、通常の機体より消費電力が多いB787には、より効率的な配電を可能にする「高

電圧配電装置」を供給し、電力消費の改善に貢献しています。

また、防衛分野においては、救難ヘリコプターや救難飛行艇向けに各種装備品を提供

し、安全な飛行への支援や迅速な救難活動の展開に貢献しています。

人やものの移動
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トランスポートソリューション

アクセシビリティソリューション

コンポーネントソリューション

マニュファクチャリングソリューション



人やものの移動

電子制御油圧バルブ

船舶の環境規制強化
船舶業界では、排出される大気汚染物質やバラスト水による海洋汚染などが重要な社会課題と認識されています。国際

海事機関（IMO）も、2016年から窒素酸化物（NOx）の、2020年から硫黄酸化物（SOx）の排出規制を強化するなど、業界

全体として課題解決への対応が進められています。

なかでも、船舶の心臓部であるディーゼルエンジンの排気ガスのクリーン化は喫緊の課題であり、今後、船舶用エンジン

の電子制御化に加えて、省燃費や燃料の多様化が一層進むと予想されています。このように、環境規制を背景に船舶業

界では技術革新が進んでいます。

舶用機器

関連するSDGs

船舶の燃費向上への取り組み

ナブテスコでは、電子制御エンジン向け「電子制御油圧バルブ」を製品化しています。

同製品は、船舶の主推進機関の運転状態に応じて、燃料噴射と排気弁駆動の最適な制御

を実現するバルブであり、排出ガスのクリーン化などに貢献しています。

また、電子制御油圧バルブの状態基準保全のための状態監視BOXを製品化するなど、

MRO（Maintenance, Repair, Overhaul）サービスも提供しています。故障予知を

含む保全対策としての取り組みを強化することで、製品の長期使用を可能にし、安全

な航行にも寄与していきます。

こうした取り組みにより、窒素酸化物（NOx）などの排出量削減に貢献していきます。

https://www.nabtesco.com/products/ship.html

ナブテスコのアプローチ
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コンポーネントソリューション

アクセシビリティソリューション

トランスポートソリューション

マニュファクチャリングソリューション



変革期を迎える自動車業界
自動車業界は、CASE（Connected, Autonomous, Shared/Service, Electric）に代表される変革期を迎えて

おり、イノベーションを通じた社会課題解決に取り組んでいます。例えば、日本国内におけるドライバー不足による物流

危機に対して、経済産業省および国土交通省の主導により、「高度な自動走行・MaaS＊1等の社会実装に向けた研究開

発・実証事業」が進められています。これは、電子連結技術を活用したトラックの隊列走行システム（2台目以降の後続車

両は無人走行するシステム）の実証実験であり、自動走行システムの社会実装に向けた準備が進められています。

商用車用機器

ナブテスコのアプローチ

関連するSDGs

後付装着対応 ドライバー異常時 
対応システム（EDSS）

自動運転に寄与する製品による社会課題解決

ナブテスコは、「高度な自動走行・MaaS＊1等の社会実装に向けた研究開発・実証事

業」においてブレーキ作動の電気信号化に貢献しています。大きな変革期を迎える自動

車業界において、ドライバー不足を解決する製品を提供することで効率的な物流への

貢献を目指しています。

また、このプロジェクトで培った技術を活かした「後付装着対応 ドライバー異常時対応

システム（EDSS＊2）」を展開し、バスの乗客とドライバーの安全の確保に寄与しています。

加えて、オイル排出を防止する製品などで環境負荷低減も図るなど、経済発展や快適

な生活に貢献しています。

＊1 MaaS：Mobility as a Service
＊2 EDSS：Emergency Driving Stop System

https://www.nabtesco.com/products/automobile.html

人やものの移動
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トランスポートソリューション

アクセシビリティソリューション

コンポーネントソリューション

マニュファクチャリングソリューション



ナブテスコが展開する 
自動ドアのブランド 

「NABCO」「GILGEN」のマーク

自動ドアの高付加価値化と用途拡大
自動ドアは、多くの人が安全で快適に利用するためにオフィスビルやさまざまな施設に設置されています。身近な移動・

生活空間だけではなく、衛生管理が必要な病院や食品工場などでも広く普及しています。

近年の自動ドアには、利用者の利便性向上にとどまらず、安全性の向上や省エネルギーへの貢献による環境負荷低減、

バリアフリー化などの社会ニーズに合わせた対応が求められています。

自動ドア・ホームドア

ナブテスコのアプローチ

関連するSDGs

https://www.nabtesco.com/products/automaticdoor.html

日常生活と福祉

あらゆる場所に最適な自動ドアを

ナブテスコは、通りたい人だけに反応する画期的な自動ドア「NATRUS+e（ナトラスプ

ラスイー）」を展開しています。

動線検知制御により、ドアを通る人・通らない人を判断することができるため、必要な

時だけドアを自動開閉することができます。従来の自動ドアと比較した場合、不要開放時

間が約45%*削減され、空調機の消費電力量も約20%*削減する効果があるなど、省エネル

ギーに大きく貢献しています。

ナブテスコは、日本で最初に自動ドアを製造して以来、パイオニアとして国内外のオフィス

ビル、病院、ショッピングセンター、空港、コンビニエンスストアなど、あらゆる場所に最適

な自動ドアを提供してきました。今後も、室内環境改善や省エネルギー、バリアフリー化

に貢献していきます。
* 当社条件によるモニター実施現場での実測値であり、設置条件、通行状況、その他の要因により効果が異なる場合があります。
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福祉機器

ナブテスコのアプローチ

関連するSDGs

電子制御膝継手 
ALLUX™

ノーマライゼーションの実現へ
病気や事故で足を失った方にとって、使用する義足の機能は、自立や移動、そして社会参加に大きな影響を与えます。

また、介護の必要な方は、介護人材が不足しているなかでも自分らしくあれるように、福祉機器による自立促進が期待され

ています。

すべての人がともに活き活きと参加できる社会を目指す、「ノーマライゼーション」の実現が求められています。

外出・歩行をサポートする技術

ナブテスコは、移動をサポートする機器として、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開発しました。マイコンが歩行速度を検知し、空圧シリンダーを

調整して、膝下の振り出し速度を自動的にコントロールすることで、違和感のない自然な

歩行をサポートします。また、最新式の「ALLUX™」では、歩きやすさに加え、坂道や階

段などでの急激な膝折れを防ぐ機能を実現。義足装着者の負担を軽減し、社会参加も促

進します。

このほか、ナブテスコでは歩行が不安定な方が利用する歩行車用製品として、抑速ブレー

キユニットを開発しました。速度が出過ぎたときに自動的にブレーキが働いて、下り坂な

どでの進み過ぎを防止したり、転倒の不安を軽減することで、歩行車での安心・安全な外

出を支えています。

https://www.nabtesco.com/products/welfare.html

日常生活と福祉
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包装機

ナブテスコのアプローチ

関連するSDGs

超高速自動充填包装機

生活用品の生産

食品ロスや包装材の廃棄量の増加
世界の食料廃棄量*は年間約13億トンに上り、生産された食料のおよそ３分の１が廃棄されています。食品ロスを削減

することは重要な社会課題であり、小口包装化や包装品質の向上により無駄を省くことが求められています。

また、化成品などのプラスチック容器の増加に伴い、プラスチック廃棄物の削減やリサイクル可能な包装材への切り替え

なども求められています。 *  飼料などとして有価で取引されるものや、脱水などによる減量分を含む。

食に関する社会課題を解決する製品

ナブテスコは、レトルト食品、スープ、飲料など、幅広い食品に対応する「超高速自動

充填包装機」を食品メーカーに提供しています。小口包装や賞味期限延長の実現に対応

する製品を展開することで食品ロス削減に貢献するとともに、お客さまの生産効率の向

上や省人化にも寄与しています。

また 、日付検査装置や噛み込みシール検査装置などの各種検査装置を組み込んだ

「自動充填包装機」を提供することで、食の安心・安全にも貢献しています。

自動充填包装機は化成品の詰め替え用包装にも使用されています。詰め替え用包装

のプラスチック使用量はプラスチック成形容器の20%程度といわれ、ナブテスコの包

装機はプラスチック使用量削減に貢献しています。

このように、さまざまな包装機をグローバルに展開することで、食品ロスやプラスチック

廃棄物の削減などの社会課題の解決に貢献しています。

https://www.nabtesco.com/products/packing.html
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アクチュエーター

アクチュエーター・コント 
ロール・エレクトロニクス

製品紹介

人や もの の移動

もの づくり・まちづくり

 鉄道車両用機器  

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を提供しています。

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車両から在来線車
両、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
し、さまざまなタイプのドアシステムを提供してい
ます。

 油圧機器  

走行ユニット
油圧ショベル用走行ユニットをはじめ、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、およびホイール用走行ユニット
として使用されています。

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。

 精密減速機  

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
強いことが特長です。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（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。

 舶用機器  

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、液晶画面を採用した、操作性・拡張性に優
れたシステムです。

電子制御油圧バルブ
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。排出ガスのクリーン化
など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。

 航空機器  

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。

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。
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日常生活と福祉

生活用品の生産

 自動ドア・ホームドア  

建物・産業用自動ドア
先端技術を投入した高品質の自動ドア。オフィスビ
ルをはじめ、さまざまな公共施設、商業施設にお
いて、利用者に安全・安心・快適な通行を提供し
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。

ホームドア
乗降客の安全確保のため、世界各国で需要が
拡大しているホームドア。日本、アジア各国、欧
州などの主要市場で活躍しています。

 商用車用機器  

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バー
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。

 包装機  

超高速自動充填包装機　
TL-AX2
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、詰め替え用
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　
TT-10CW
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削減でき
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。

 福祉機器  

電子制御膝継手 ALLUX™
油圧電子制御と四節リンク機構を組み合わせた世
界初の膝継手です。センサーとマイクロプロセッ
サーで瞬時に状況を判断し、油圧シリンダーを自動
制御することで、義足装着者の歩行に合わせて速
度を変えたり、不意の転倒を防ぐことができます。

歩行車用抑速ブレーキユニット
速度が出過ぎたときに自動的にブレーキがかか
る機構が内蔵された、安全性の高い世界初の歩
行車用車輪ユニットです。進み過ぎや転倒の不安
がある方でも安心・安全に外出することができま
す。
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ナブテスコR&Dセンター

研究開発

「モーションコントロール技術」を 
軸とした研究開発

新製品・新事業創出に向けた取り組み

ナブテスコは、お客さまのニーズの多様化や高度化に対して、コンポー

ネント販売からソリューション提供型へと事業形態の転換を図っています。

そのため、電動化・システム化製品などを開発するとともに、国内外の

企業、大学、研究機関との共同研究やコーポレート・ベンチャーキャピ

タルによるスタートアップ企業との共創、M&Aなどさまざまな方法を

積極的に取り入れています。日本国内では、「ナブテスコR&Dセンター」

を拠点として、オープン・イノベーションの積極的な活用を進めています。

こうした取り組みを通じて、多様な技術の取り込み、開発スピードの

向上、グローバルな技術人財の育成を図り、新製品・新事業の創出を推進

していきます。

イノベーション創出に向けた総合的な取り

組みを推進し、積極的なオープン・イノベー

ションで研究開発の効率化を実現します。

その他、ナブテスコの活動の詳細は、ホームページをご覧ください。

統合報告書 サステナビリティサイト 採用サイト

https://nabtesco.disclosure.site/ja/themes/141 https://nabtesco.disclosure.site/ja https://www.nabtesco.com/recruit/index.html

風力発電機用CMFS機器事業

ナブテスコは 、風力発電機ヨー旋回部向け故障回避機能付き状態

監視機器「 CMFS（Condition Monitoring system with Fail-

Safe）」の販売とCMFSによる診断サービス業務を開始しました。

風力発電は有力な再生可能エネルギーとして国内外で導入が拡大し

ており、寒冷地で強風にさらされる丘陵地帯や洋上などの過酷な環境

の場所にも設置されるようになってきました。

風力発電機の翼を風向きに合わせて最適に追従させるヨー旋回部

は、発電時以外も常に外力を受けるため、機器の早期疲労や破損を未

然に防ぐことが課題となっています。

ナブテスコ独自のモーションコントロール技術を結集したCMFSは、

センサーを活用し、高応答でヨー旋回駆動装置を制御することにより、

風力発電機の故障回避や長寿命化を実現します。また診断サービスで

は、リアルタイムで外力の分析データと異常発生履歴の

見える化を通じて異常時の警告通知や余寿命予測を可

能にすることで、風力発電機の長期にわたる高い信頼

性の維持に貢献していきます。

CMFS機器外観と診断サービス（イメージ図）

CMFS機器構成：外部負荷検出センサーと
制御・電源機器

診断サービス：診断情報の見える化

新規事業創出事例

ナブテスコ独自のモーション
コントロール技術を結集
風力発電機の故障回避や
長寿命化を実現

https://www.nabtesco.com/products/windpower.html
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社会とともに成長する 
「21世紀生まれの老舗企業」を目指して

企業理念

ナブテスコの約束

行動指針

ナブテスコ ウェイに関する
詳細情報はこちら

https://www.nabtesco.com/company/greeting.html

未来の “欲しい”に挑戦し続ける
イノベーションリーダー

事業を通じて社会課題の解決に貢献。持続的な企業価値の増大に努めていきます。

ナブテスコは、長い歴史を持つ株式会社ナブコと帝人製機株式

会社の2社が、2003年に統合し誕生しました。以来、幅広いビジ

ネスをグローバルに展開し、トップシェアの製品・サービスを多く

生み出すなど、着実な成長を遂げてきました。

今後も、企業理念をはじめとする「ナブテスコ ウェイ」に基づき、

当社が持続的な成長を果たすためには、ESG（環境・社会・ガバナ

ンス）への積極的な取り組みが不可欠であると認識しています。そ

のため、お客さま満足度の向上や地域社会の持続的発展への貢

献に取り組むなど、すべてのステークホルダーに対してさまざま

な価値を提供するべく、コーポレートガバナンスの充実を通じて、

経営の透明性の向上に努めています。

今後もナブテスコの持続的な企業価値の増大にご期待ください。

取締役会長
寺本 克弘

代表取締役社長
木村 和正



精 密 減 速 機 精機カンパニー 
TEL：03-5213-1151 
E-mail：P_Information@nabtesco.com

油 圧 機 器 パワーコントロールカンパニー 
TEL：03-5213-1152 
E-mail：power@nabtesco.com

鉄 道 車 両 用 機 器 鉄道カンパニー 
TEL：03-5213-1164 
E-mail：railroad@nabtesco.com

航 空 機 器 航空宇宙カンパニー 
TEL：03-5213-1165 
E-mail：aerospace@nabtesco.com

舶 用 機 器 舶用カンパニー 
TEL：078-967-5361 
URL：https://marine.nabtesco.com/

商 用 車 用 機 器 ナブテスコオートモーティブ株式会社 
TEL：03-5213-1191 
URL：https://www.nabtesco-automotive.com/

自 動 ド ア・ 
ホ ー ム ド ア

住環境カンパニー 
TEL：03-5213-1156 
URL：https://nabco.nabtesco.com/

福 祉 機 器 住環境カンパニー
TEL：078-413-2724  
URL：https://welfare.nabtesco.com/

包 装 機 PACRAFT株式会社 
TEL：03-6275-1341  
URL：https://pacraft-global.com/

会 社 名 ナブテスコ株式会社

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）

Copyright © 2022 Nabtesco Corporation
2022年３月発行

www.nabtesco.com


