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HFD®システムの特長

工場、商業施設等

●CSR推進テーマ　製品・サービス

CSRにおける最も大きな貢献領域として「地球環境」を認識する当社は、
CSR推進テーマ「製品・サービス」においても、

「環境対応製品」や「有害物質削減製品」の開発・製造・供給に注力しています。　

Products and 
services

当社は2019年1月、一般財団法人省エネルギーセンターが主催

し、省エネルギー性に優れた製品やビジネスモデルなどを表彰する

2018年度「省エネ大賞」（製品・ビジネスモデル部門）において、

独自開発したHFD®システム（ハイパーフラットドライブシステム：

平ベルト駆動システム）の高い省エネルギー性を評価いただき、

「省エネルギーセンター会長賞」を受賞しました。

「省エネ大賞」におけるHFD®システムの受賞は、2013年度の「資源エネルギー庁長

官賞」受賞に次いで２回目となります。前回受賞時は、モータの適用容量範囲が2.2〜

22kWでしたが、今回は、モータ容量２.2ｋＷ 未満に対応の「小型HFD®タイプ」のほか、

モータ容量30〜75ｋＷまで対応する「大型HFD®タイプ」、クーリングタワー向けの

「中型HFD®タイプ」を開発し、ラインアップを拡充したことを高く評価いただきました。

次世代の省エネ伝動を実現する 
HFD®システムが2回目の 

「省エネ大賞」を受賞

広がり続ける省エネベルトの用途と 
社会への提供価値

2008年にはさらなる省エネ性能を持つ画期的な製品

としてHFD®システムを開発し、送風機や様々な産業機

械向けに販売を拡大してきました。今回の2回目の省エ

ネ大賞受賞によって認知度がさらに高まり、小型・中型・

大型のフルラインナップも構築できたことから、新たに

病院やオフィスビルなど、社会のより多くのシーンで、

省エネルギーと気候変動問題の解決に貢献していき

ます。

伝動ベルトの開発においては、省エネ性能の弛まぬ追求が、

お客様や社会への提供価値の源泉となります。1990年代よ

り当社が製造販売してきた「省エネレッド®」は、独自のノッチ

（切り込み）加工によって曲げ応力の損失を抑え、高い伝動

効率を実現する省エネ型Ｖベルトとして、工場、商業施設等の

空調向けや、コンプレッサ等の産業用機械向けなどで活躍して

きました。

● 省エネルギー

平均7％削減*

● 長寿命化＆メンテナンスフリー

約3倍長持ち*

● 省資源 ● 低振動＆低騒音

約1/50に削減*
約5％減少*

＊いずれも当社Vベルト比（騒音は送風機による比較。使用環境や条件により、騒音レベルは変化）

HFD®システムのラインナップ（小型・中型・大型）

省エネレッド®

HFD®システム

ベルト曲げ剛性が低く
ロスが少ないため、
高い伝動効率と省エネ効果を実現

テンショナにより、ベルトの伸び・脱落・すべり等を
防止。伸びへの対応調整や張り直しが不要なため、
長寿命化とメンテナンスフリーを実現

長寿命化と重量低減を実現した結果、
産業廃棄物の削減にも寄与

フラットプーリ伝動によって
低振動・低騒音を実現。

消費電力（中型）： 寿命： 廃棄物： 騒音：

社会のより多くのシーンで省エネルギーを実現
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◆ 平ベルト20mm幅×1本
● 省エネVベルト（B型）×3本
▲ Vベルト（B型）×3本

伝
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特 集 製品イノベーション
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バンドー化学における環境保全の近年の歩み

CO2排出量の推移（実績および目標）

CO2排出量を2020年度までに1990年度比20％削減する

ことを目指す当社は、事業拠点における燃料転換や高効率設備

への更新、LED照明への切り替えや高効率ボイラーの導入のほ

か、物流においても、モーダルシフトや共同配送、ミルクラン等

に注力することで、CO2排出量の削減に取り組んでいます。

事業のグローバル化の進展にともない海外拠点においてもCO2排

出量の削減に注力しており、2017年度には、Bando Manufacturing 

(Thailand) Ltd.（タイ）でベルト成型工程の加硫缶やプレス機、カレン

ダーロールなどの熱源用ボイラーを改修したほか、天然ガスを燃料と

する高効率ボイラーを導入しました。改修と新ボイラーの導入により

削減されるCO2は2,623t-CO2/年を想定しており、削減したCO2を日

本の削減目標にあてるニ国間クレジット＊1案件として登録しています。

＊1  二国間クレジット：先進国が途上国に技術や資金を提供してCO2排出を行い、それに
よって得られた削減分を、先進国が自国の削減目標にカウントする二国間制度

2018年度のCO2排出量は50,920tとなり、2020年度における

47,842t以下の達成が視野に入ったことをふまえ、このたび、2030年

度を最終年度とする新たなCO2排出削減目標を設定しました。当社

グループは、CO2排出量を2030年度までに2013年度比18％削減する

ことを目指します（2030年度目標）。

2030年度目標の設定に

あたっては、右表に示す通

り、一般社団法人日本ゴム

工業会と日本政府のそれ

ぞれの目標案を参考に設

定しました。日本ゴム工業会の「2005年度比21％減」について、当社は2018年度時点でほぼ達成して

います。一方、日本政府の「2013年度比26％減」に関しては、産業間の調整が未実施であり、当社の事業

分野においては実現性が低いと認識しております。そこで、当社が現在の活動を継続しながら政府の目

標に近づくための独自目標として、「2013年度比18％減（＝44,856t）」を設定しました。当社グループは

今後も、国内外でCO2排出量削減に取り組み、地球環境の保全に注力します。　

目標設定者 期限 基準年 削減目標値 当社数値でのシミュレーション等

当社 2030年度 2013年度 △18% 2013年度比18％減＝44,856t

一般社団法人
日本ゴム工業会

2030年度 2005年度 △21%
2005年度比21％減＝50,844t

→当社は2018年度時点で、ほぼ達成

日本政府＊2 2030年度 2013年度 △26%
2013年度比26％減＝40,480t

→当社の事業分野においては、実現性が低い

特 集

The environment
CO2排出量のさらなる削減  へ向けて

● CSR推進テーマ　環境

地球環境の保全を人類の重要課題の一つとして認識する当社は、
お客様の省エネルギーや環境負荷の低減に貢献すると同時に、自らの活動においても、
CO2排出量や廃棄物発生量の削減に努め、高い目標を設定し、より先進的な取り組みに注力しています。

環境基本方針を
策定

CO2排出量を2020年度までに

1990年度比20％削減する
目標を設定

国内全事業所で

ISO14001の認定取得
を完了

ASSET事業＊3
や二国間クレジットなど、

CO2排出削減における新たな取り組みを開始

国内全事業所で

ゼロエミッションを達成
以降継続

1998年 2012年2000年 2017年2006年度

＊3  ASSET事業：先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業

＊2 出典：地球温暖化対策推進本部「日本の約束草案」

さらなる進化に向けて 
業界水準より高い目標を設定二国間クレジット制度の活用による 

CO2排出量削減の取り組み

2018年度
実績

2030年度
目標

2013年度
実績

50,920t
44,856t

54,703t

-18%
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特 集

Labor/Safety

海外拠点の 
人材育成プログラム

海外拠点の営業担当者向けプログラム「バンドーグローバルセールスセミナー」

では、各拠点の市場情報や営業ケースを共有し、グローバルで市場開発や製品開

発ができる人材の育成に取り組んでいます。2018年度は5カ国5拠点から6名の

外国人従業員が参加し、マーケティング手法や製品開発、新事業の内容等を学び

ました。グループ全体の状況やベストプラクティスについての知識も得られ、参加

者同士のネットワーク形成にも資する当セミナーは好評を博しており、今後も進

化を重ねながら、継続してく方針です。

海外での 
さらなる価値創造に向けて

連結従業員数の6割弱を外国人で構成している状況をふまえ、海

外・国内の従業員の一人ひとりが「専門性」「創造性」「主体性」をさ

らに磨き、グループ全体としてシナジーを最大化することを目的に、

「グローバル人材の育成」に注力しています。その一環として、新入

社員導入教育に外国人講師による「英語研修」を取り入れ、グロー

バル人材の基本となる語学力の強化に取り組んでいます。個々の英

語レベルに合わせたeラーニングなど自主的に取り組めるコースも

設定し、一人ひとりの英語力強化を進めています。

成長戦略とCSR推進テーマを 
一体化させながら 
従業員施策を強化

当社グループは、2018年度からの中期経営計画

で「個人と組織の働き方改革」を基本戦略とするな

ど、従業員施策の強化を成長戦略のコアとしてい

ます。今後もグローバル経営を強化し、成長戦略と

CSR推進テーマ、マテリアリティへの取り組みを一

体化させながら、人材育成に注力していきます。

バンドー 
グローバルセールスセミナーに 
国内新入社員も参加

進化の一例として、2017年度からの同セミナーでは、国内の新入社

員も参加するという新たな取り組みを開始しました。また、海外実務研

修や英語によるビジネスマナー研修、アジアのビジネススクールへの

派遣等もスタートしています。

バンドー化学におけるグローバル人材の育成

● 事業のグローバル化：
　 海外売上収益比率

48%

● 人材のグローバル化：
　 外国人従業員比率

58%

● グローバル
　 セールスセミナー

● 英語による
　 ビジネスマナー研修

50名参加 19名参加
（2018年度、連結） （2018年度、連結）

新入社員
英語研修

（2014年度〜2018年度、累計） （2018年度）

指針4
「個人と組織の
　働き方改革」

従業員
施策の強化

グローバル人材の育成
従業員一人ひとりの能力を最大限に引き出し、事業を通じて社会に貢献し続けることによって 
持続的成長を目指す当社は、2018年度からの新たなCSR推進テーマや中期経営計画における
取り組みの一つとして、グローバル人材の育成に注力しています。

● CSR推進テーマ　労働・安全

国内新⼊社員も参加した
バンドーグローバルセールスセミナー

中期経営計画

バンドー
グローバル

セールスセミナー




