
16 バンドー化学 CSR報告書2020

当社は今後も、「地球環境」をCSRにおける最も大きな貢献領域として認識し、
「環境対応製品」のさらなる拡充に向けた開発・製造・供給に注力することで、
社会的価値と経済的価値の双方を実現していきます。

パワー
エース®HP

の特長

● 伝動能力

● ベルト掛け本数

● 原材料

● 廃棄物量

＊いずれも当社Vベルト比

製 品 イノベ ーション
特

集

約30％UP

3本➡2本

省資源化

約33％DOWN

新たな環境対応製品でグローバル展開を推進

一方、近年は資源採掘設備や木工機械、大型産業用機械など
過酷な条件で使用される機械が増えており、高負荷用途に対応した
Ｖベルトに対するニーズが高まっていることから、2019年、大型産業
機械用ベルト パワーエース®HP（HP：High Performance）を開発・
販売開始しました。「アラミド心線」を用いることで高い強度と伝動
能力を実現した当製品は、競合製品の性能を凌駕し、北米をはじめ
とする海外市場で高い評価を得ています。当製品は、従来のパワー
エース®に比べ伝動容量が高く、ベルト掛け本数を減らすことができる
ことから、原材料の「省資源化」および「廃棄物量削減」における当社
基準をクリアし、環境ラベル“eco moving”を付与しています。

当社グループはeco moving製品の「省エネ
レッド®」「省エネパワーエース®」などの産業用
Vベルトを販売し、国内外のお客様になじみ
深い製品として、工場、商業施設の空調やコン
プレッサなど様々な産業用機械で使用されて
います。

パワーエース®HP

省エネレッド®

省エネパワーエース®



バンドー化学 CSR報告書2020 17

当社は今後も、「地球環境」をCSRにおける最も大きな貢献領域として認識し、
「環境対応製品」のさらなる拡充に向けた開発・製造・供給に注力することで、
社会的価値と経済的価値の双方を実現していきます。 価値創造領域を広げ続けている

HFD®システム

また、平ベルトを用いた「HFD®システム」は、設計どおりの
回転数を正確に再現できることから、食品工場など気圧を
一定にする必要がある工場での導入実績が増えています。

Vベルトに比べ消費電力を約7％削減し、廃棄物も約
1/50に削減できる「HFD®システム」は、導入実績が増えれ
ば増えるほど社会的価値が高まる製品です。今後もより多く
のお客様の要求に応えられる体制づくりを進めていきます。

次世代の省エネ伝動を実現し、2019年に2回目の「省エネ大賞」
を受賞した「HFD®システム」は、幅広い分野への導入が進むなか、
バンドーグループの開発者たちでさえ当初予想しなかった様々なメ
リットが明らかになっています。

その事例の1つが、「事故・労働災害防止」です。「HFD®システム」
の長寿命化とメンテナンスフリーという特長は、「交換頻度の減少」
によって送風機やクーリングタワーなど高所での危険な現場作業を
減らすほか、交換手法もVベルトに比べ容易で安全性が高いことか
ら、お客様の事故・労働災害の防止に貢献しています。

HFD®システムの交換（スパナ1本で容易にベルト交換が可能）

製 品 イノベ ーション

バンドーグループが貢献するSDGs 

▲

P R O D U C T S  A N D  S E R V I C E S

〔CSR推進テーマ〕　製品・サービス

　パワーエース®HPは、近年世界的にニーズが高まっている「高負荷対応」と「環境対応」を
同時に実現した製品であり、社会的価値と経済的価値の双方を提供する“eco moving”の
最新事例の1つです。また、産業用機械だけでなく大型農業機械向けとしても「高負荷対応」
のニーズがあることから、今後は大型農業機械用変速ベルトとスクラムベルトの開発も進
め、さらなるグローバル展開を図っていきます。

VOICE

省資源化

約33％DOWN

Vベルトの交換（複数人による大掛かりな作業）

産業資材事業部 技術部  伝動ベルト設計グループ長
カスタマーサポートエンジニアリンググループ長
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近年の最も大きなグローバルリスクの一つとなっている気候変動問題の深刻化＊1については
当社も重要課題の一つとして認識しており、気候変動リスクの顕在化を未然に防ぐための取り組みや、
高い目標のもとでのCO2排出量削減等に努めるととともに、
お客様の省エネルギーや環境負荷の低減にも貢献しています。
＊1　出典：グローバルリスク報告書2020／世界経済フォーラム

気候変動問題への取り組み
特

集

CO2排出量のさらなる削減に向けて、 
「2030年度目標」達成へのロードマップを策定

気候変動リスクの増大要因の1つであるCO2排出の削減に向けて、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に取り組んでいるほか、物流においても、モーダルシフトや共同配送、ミルクラン等を取り
入れています。加えて、ESCO事業や二国間クレジット＊2など新たな手法も積極的に導入しています。これら一連の取り組みにより、2019
年度のCO2排出量は50,399t（1990年度比15.7％削減）となり、 「CO2排出量を2020年度までに1990年度比20％削減する」という

「2020年度目標」の実現に向けて着実に歩んでいます。また、2019年に策定した「CO2排出量を2030年度までに2013年度比18％
削減する」という「2030年度目標」の達成に向けて、
現在、ロードマップの作成を進めています。

＊2　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

豪雨災害による
物質漏洩リスクを
軽減するための
近年の取り組み ● 加古川事業所：

油水分離経路の
防油堤かさ上げ

● 和歌山事業所：
産廃置き場の雨水侵入防止対策／
廃油漏洩防止対策

● 足利事業所:
水質監視装置の設置

2018年 2019年

18％削減20％削減
2030年度までに
2013年度比

2020年度までに
1990年度比

2030年度目標2020年度目標 2020年度
達成を
目指す

モーダルシフト 高効率設備への
切り替え

高効率ボイラーの導入
（二国間クレジット）

（2019年策定）（2012年策定）



〔CSR推進テーマ〕　環境
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気候変動リスクの顕在化を 
未然に防ぐための取り組み

大型台風や集中豪雨等によるリスク顕在化を防ぐ取り組みの一例として、各工場における水質事故未然防止
策等を強化しています。加古川工場では、豪雨災害による油漏れ等への対策を強化し、油水分離装置や汚水タ
ンクの補強、防水壁の設置、防油堤のかさ上げのほか、緊急事態を想定した油漏れ非常対応訓練を実施してい
ます。また、南海工場や和歌山工場では、水質汚染防止のための雨水侵入防止や廃油漏
洩防止対策を進めているほか、足利工場では水質監視装置を設置しました。

近年の最も大きなグローバルリスクの一つとなっている気候変動問題の深刻化＊1については
当社も重要課題の一つとして認識しており、気候変動リスクの顕在化を未然に防ぐための取り組みや、
高い目標のもとでのCO2排出量削減等に努めるととともに、
お客様の省エネルギーや環境負荷の低減にも貢献しています。
＊1　出典：グローバルリスク報告書2020／世界経済フォーラム

気候変動問題にまつわる 
当社のリスクとBCP

地球温暖化を背景とした大型台風や集中豪雨といった異常気象の頻発にともない、当社
グループの各事業所における生産設備等への損害発生や一時的な操業停止のリスク、および
生産設備の被災による化学物質等の漏洩・流出リスクが高まる可能性があります。当社は、国内
4工場がそれぞれ被災したことを想定したBCP（Business Continuity Plan：事業継続計画）
を策定するとともに、リスクの顕在化を未然に防ぐための様々な取り組みを実施しています。

気候変動問題への取り組み T H E  E N V I R O N M E N T

　集中豪雨による廃棄物や液体系原材料の漏洩、水質事故といった気候変動リスクの顕
在化を防ぐには、日常よりそうしたリスクを抽出し､未然防止活動を推進することが基本で
あると考えています。加えて、強化月間を設けて集中的に管理状況を確認しながら啓発活動
を行うとともに、環境汚染予防パトロールの定期的な実施や、工場間における事例の共有
も重視しています。

ものづくりセンター 安全・環境推進室 室長

VOICE

加古川工場における油漏れ非常対応訓練（左）と農業用水取水口への蓋の取り付け（右）

足利工場に設置した
水質監視装置

南海工場に設置した
油膜検知器
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働き方改革のKPIを 
部署ごとに設定・管理

BF-2の指針4「個人と組織の働き方改革」における重点施策とし
て、1年目の2018年度は「働き方改革部」を設立し、約100業務の
ヒアリングや現状分析を実施のうえ、業務のスリム化を進めました。
その成果を土台に、2年目の2019年度は、業務プロセスの改善や意
識改革に取り組み、業務改善提案を大幅に増やし、総労働時間の縮
減を図りました。また、各種取り組みの実効性を高めながらPDCAサ
イクルを回すため、管理指標（KPI）を部署ごとに設定し、社内イント
ラネット「働き方改革サイト」内のダッシュボードによる管理を開始
しました。

働き方改革の
社内喚起ポスター

「働き方改革サイト」のダッシュボード

当社は、中期経営計画BF-2の全ての施策の根幹として指針4「個人と組織の働き方改革」に取り組み、
効率よく付加価値を生み出すための働き方改革に注力しています。
中計2年目であった2019年度は、業務プロセスの改善や意識改革に取り組みました。

BF-2における働き方改革のここまでの歩みと成果

●年間総労働時間：

前年度比 0.9％減
●年次有給休暇取得状況（1人平均）：

前年度比 5.3％増

●年間総労働時間：

前年度比 3.0％減
●年次有給休暇取得状況（1人平均）：

前年度比 7.5％増

2018年度 2019年度

働き方改革部の
設立／

業務のスリム化

業務プロセスの
改善／

意識改革

効率的な価値創造のための働き方改革
特

集

3年目の2020年度は、指標の達成状況を日々確認しながら次の打
ち手につなげることで、限られた時間で高い付加価値を生み出す「時間
意識」の高い働き方を目指しています。その手段の一つとして、RPA＊1や
EUC＊2など IT化も推進、拡充していきます。

＊1 RPA：Robotic Process Automation／ロボティック・プロセス・オートメーション
＊2 EUC：End User Computing／エンドユーザコンピューティング



〔CSR推進テーマ〕　労働・安全
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バンドーグループが貢献するSDGs 

▲

「働き方改革サイト」のコンテンツと 
インターフェースの工夫で活動を促進

社内イントラネット「働き方改革サイト」は、
従業員の働き方改革へのモチベーションを
高めるべく、関連情報を発信するだけでなく
様々な工夫をこらしています。

当社は、中期経営計画BF-2の全ての施策の根幹として指針4「個人と組織の働き方改革」に取り組み、
効率よく付加価値を生み出すための働き方改革に注力しています。
中計2年目であった2019年度は、業務プロセスの改善や意識改革に取り組みました。

効率的な価値創造のための働き方改革 L A B O R  /  S A F E T Y

　BF-2の各指針の課題を推進、達成する人材が
不足していく中、従業員が自律的に仕事のやり方
を見直し、より短時間で付加価値の高い仕事を行うことが当社グループの持続的な成長に
不可欠です。働き方改革の目的は、当社グループの収益が向上し、新たな成長への投資に
加え、その成果を従業員に還元することで、物心ともにより豊かな生活を実現し、会社の
業績も良くなるというプラスのスパイラルを起こすことにあると考えています。

働き方改革部 部長

「稼ぐ力」を公開
・・・

販売実績を公開することで、
社員一人ひとりが自社の状況を

把握することが可能に

ワークスタイルの変革状況が
一目でわかるインターフェース

・・・
管理指標に対する各部の成績サマリーを

顔の表情ピクトで表示 仕事を改革する力
・・・

「仕事を改革する力」として
総労働時間や残業時間、
有給休暇取得状況を表示

VOICE

働く環境と制度の整備、
人材の育成と意識改革を通じて、

自律的で創造的な
働き方を推進する

一人ひとり
思い描く豊かな

生活の実現
（WLBの実現）

個人の力
組織の力を

上げる

従業員に
収益を還元

効率化で
収益が向上

就業時間の
削減

安易な残業に
頼らない働き方改革の

進め方


